
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

12131 シルバー人材センター運営支援事業 産業経済部 地域経済課 シートB 2

31111 女性・若者・高齢者等就労支援事業 産業経済部 地域経済課 シートB 4

31121 松山市民しごと創造ワンストップ支援事業 産業経済部 地域経済課 シートB 6

31121 松山市民しごと創造ワンストップ支援事業（事業承継促進補助金事業） 産業経済部 地域経済課 シートB 8

31131 松山地域労働者福祉協議会運営補助金事業 産業経済部 地域経済課 シートA 10

31131 労働福祉団体貸付金事業 産業経済部 地域経済課 シートB 11

31131 松山市勤労者福祉サービスセンター共済事業 産業経済部 地域経済課 シートB 13

31211 産業立地セールス 産業経済部 地域経済課 シートB 15

31212 松山市企業立地促進奨励金事業 産業経済部 地域経済課 シートB 17

31223 商店街等活性化事業 産業経済部 地域経済課 シートB 19

31231 松山市まちなか子育て・市民交流事業 産業経済部 地域経済課 シートB 21

31232 松山市商業振興対策事業 産業経済部 地域経済課 シートB 23

31232 地域総合整備資金貸付事業 産業経済部 地域経済課 シートA 25

31251 テレワーク等推進事業 産業経済部 地域経済課 シートB 26

31251 プロテイン・アイランド・松山開催事業 産業経済部 地域経済課 シートB 28

31261 中小企業振興円卓会議運営事業 産業経済部 地域経済課 シートB 30

31261 人手不足対策緊急支援事業 産業経済部 地域経済課 シートB 32

31261 商工会議所等支援事業 産業経済部 地域経済課 シートA 34

31261 中小企業資金貸付事業 産業経済部 地域経済課 シートB 35

31261 松山市人材育成事業補助金事業 産業経済部 地域経済課 シートB 37

31221 各種経済団体支援事業（愛媛県ダム所在・発電関係市町協議会負担金事業） 産業経済部 地域経済課 シートA 39

31263 各種経済団体支援事業（愛媛県発明協会会費） 産業経済部 地域経済課 シートA 40

31263 各種経済団体支援事業（少年少女発明クラブ運営事業補助金） 産業経済部 地域経済課 シートA 41

31263 各種経済団体支援事業（愛媛県能力開発協会会費） 産業経済部 地域経済課 シートA 42

31263 各種経済団体支援事業（愛媛県企業連合会市町村分担金事業） 産業経済部 地域経済課 シートA 43

31263 各種経済団体支援事業（愛媛県産業貿易振興協会会費事業） 産業経済部 地域経済課 シートA 44

31263 各種経済団体支援事業（愛媛県中小企業団体中央会事業連携協力金事業） 産業経済部 地域経済課 シートA 45

31263 各種経済団体支援事業（松山共同職業訓練協会運営補助金） 産業経済部 地域経済課 シートA 46

31263 中小企業販路拡大事業 産業経済部 地域経済課 シートB 47

32215 まつやま産業まつり事業 産業経済部 地域経済課 シートB 49

32215 道の駅運営事業 産業経済部 地域経済課 シートA 51

39999 労政事務事業 産業経済部 地域経済課 シートA 52

39999 観光開発等産業活性化基金積立事業 産業経済部 地域経済課 シートA 53

31261 新型コロナウイルス対策緊急支援事業（企業対策） 産業経済部 地域経済課 シートA 54

31261 新型コロナウイルス対策緊急支援事業（個人事業主対策） 産業経済部 地域経済課 シートA 55

31112 新型コロナ対策緊急支援事業（就労対策） 産業経済部 地域経済課 シートA 56

39999 新型コロナ対策緊急支援事業（雇用対策） 産業経済部 地域経済課 シートA 57

39999 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立事業 産業経済部 地域経済課 シートA 58

39999 新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金 産業経済部 地域経済課 シートA 59

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 副主幹 担当者名 主任 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 主幹 担当者名 主事 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

12131 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↓

3 2

R3年度の目標

更なる高年齢者の就業機会の増大と福祉の増
進を目指す。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

高年齢者の生きがいの充実や社会参加の促
進に貢献している「（公社）松山市シルバー人
材センター」「（公社）全国シルバー人材セン
ター事業協会」「（公社）愛媛県シルバー人材
センター連合会」に補助金、会費を負担する。
また、（公社）松山市シルバー人材センターの
運営が円滑に行われるように貸付けを行う。

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

いきいき仕事センターとの連携等により、高齢
者個々のニーズに応じた新規求人開拓から相
談、また、マッチングに至るまでの支援等に取
り組み、シルバー入会の促進を図る。

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

高年齢者雇用安定法の改正による定年の引上げや定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入、雇用失業情勢の改善など。

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

市内高齢者の就業率は向上しているが、近年の雇用情勢の改善、定年延長や経済的理由に等により、臨
時的・短期的な就業をする会員登録者が減少していることから、シルバー人材センターを通じた就労数は
減少傾向にある。

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 高年齢者の就業機会の確保に寄与しているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

「（公社）松山市シルバー人材センター」「（公社）全国シルバー人材センター事業協会」「（公社）愛媛県シルバー人材センター連合会」に補助金、会費を負担し、（公社）松山市シルバー人
材センターに貸付けを行った。

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・貸付金：100,000千円
・補助金：41,000千円
・負担金：100千円

・貸付金：100,000千円
・補助金：41,000千円
・負担金：100千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 100,000 100,000 100,000

一般財源 41,100 41,100 41,100

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 141,100 141,100

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） 141,100 141,100 141,100

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般財源 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

貸付金は、（公社）松山市シルバー人材センターの会員配分金を支払うための運用資金として昭和62年に開始した。
補助金は、少子高齢化に伴う労働力不足を克服し、高年齢者の生きがいづくりを目的とした就労支援のため開始した。また、高年齢者が引き続き社会の支え手となれるよう、生涯現役社会を
見据えた雇用対策に取り組むため継続している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

「（公社）松山市シルバー人材センター」「（公社）全国シルバー人材センター事業協会」「（公社）愛媛県シルバー人材センター連合会」に補助金、会費を負担している。また、（公社）松山市
シルバー人材センターの運営が円滑に行われるように貸付けを行っている。

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）

（公社）松山市シルバー人材センターの運営が円滑に行われ、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図る。

高齢者の就労機会の確保 -

総合戦略 3325

③魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

取組み
⑤ 高齢者の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し、組織的に提供することにより高齢者
の能力の積極的な活用を図ります。

③良質な雇用の場の創出と人材の育成・確保

②職業能力向上と多様な就労機会の拡充

主な取り組み 高齢者の生きがいづくり

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

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える福祉を充実する 重点プロジェクト -

施策 高齢者福祉の充実 主な取り組み -

丹生谷　泰生 今村　雅臣 石川　奈々 矢野　和仁

事務事業名
（施策コード） シルバー人材センター運営支援事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

6:出資金・貸付金

矢野　和仁 新原　愛 山本　隆司

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6399

家串　正治 今村　雅臣
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 400

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 2,000

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 高年齢者の就労への意欲をはかる上でも、入会セミナー参加者数の増加は評価できる。

成果指標
近年の雇用情勢の改善、定年延長や経済的理由等により、臨時的・短期的な就業をする会員登録者は現状維持に留まっており、また新型コロナウイルス感染症の拡
大に伴う出控えも影響して就労数は目標達成には至らなかった。

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

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

第6次松山市総合計画　後期基本計画に記載

本指標の設定理由
働くことを通じた生きがいづくりを推奨するため

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

2,000 2,000

1,547 1,561 1,459

成果指標

（3つまで設定可）

シルバー人材セン
ターを通じた就労数

人
2,000 2,000 2,000

77 78 73

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

これまでの実績から算出

本指標の設定理由
入会セミナーへの参加者が増えれば、就労数が増える可能性が高く
なるため

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

400 400

― 411 485

活動指標

（3つまで設定可）

シルバー人材セン
ターへの入会セミナー
の参加者数

人
― ― 400

― ― 121

【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 主幹 担当者名 主事 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 24 ～ 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

若年求職者等への支援のほか、高年齢者の
常用雇用を含めた多様な就業機会の提供を
行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各種奨励金・補助金事業によって、求職者（若
年者等）の能力開発・向上等に取り組むととも
に、高年齢者の就労支援として、各種研修の
実施等を行う。

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

求人求職のミスマッチや早期離職を防止する
ため、求職者個々のニーズに応じた新規求人
開拓から相談、また、マッチングに至るまでの
就労支援に取り組む。

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

従来からの課題である求人と求職のミスマッチ、新卒者の早期離職率の高止まりや労働者不足に加え、新型コロナウイルス感染症の影響による失業者の増加が懸念される。

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

全体的には概ね目標どおりの就職者数を達成したものの、高齢者対策事業について、定年延長制度の普
及や新型コロナウイルス感染症の拡大による出控えなどから未達成となった。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
若年求職者等の職業能力の開発と向上に寄与している。また、高年齢者に就労機会を提供することで、経済活動の活性化に貢献できたもの
と考える。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 25,562 13,834

主な取組み内容

①松山市若年者正社員化事業（職業訓練奨励金、正規雇用奨励金）
②松山市就労資格取得支援事業（資格取得助成金）
③松山市キャリア教育推進事業
④高齢者雇用対策事業

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・報償費：15,771千円
・負担金補助及び交付金：10,128千円

・報償費：29,848千円
・負担金補助及び交付金：10,613千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 31,096 25,958 40,610

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 31,096 25,958

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） 56,658 39,792 40,610

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般財源 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

早期離職率の高止まり、非正規雇用率の増加による社会問題への対策、結婚や出産等で退職した女性へ再就職支援や「経済的理由」から「生きがいづくり」に変化する高年齢者の就労
ニーズへの対策等が求められている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

地域求職者（特に若年者）に職業訓練奨励金や資格取得等助成金を支給するほか、働く意欲と能力がある高年齢者に就労相談窓口を設置したり、結婚や出産等で離職し、再就職に対して
様々な不安を抱えている女性の労働参加及び掘り起こしを実施する。

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）

若年者の職業能力の開発・向上や女性の労働力参加、高年齢者の就労相談窓口を設置するなどの育成・就職・再就職支援を行い、労働力人口の安定化に向けて取り組む。

若年求職者等の職業能力の開発と向上
若年者や女性、高齢者や障がい者が活躍できる就労環境をさらに整えるなど、働き方改革を進め、誰も
がやりがいをもって働き続けられる雇用環境をつくります。

総合戦略 3322

③魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

取組み
② 就業機会の拡充を図るため、正社員化に向けた職業訓練奨励金や就労資格の取得助成などによる支
援を行います。

③良質な雇用の場の創出と人材の育成・確保

②職業能力向上と多様な就労機会の拡充

主な取り組み 求職者の能力開発・向上

市長公約 221

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

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

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

124

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 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 雇用・就労環境の整備 主な取り組み 若年者や女性、高齢者が働き続けられる環境づくりの推進

丹生谷　泰生 今村　雅臣 新原　愛 矢野　和仁

事務事業名
（施策コード） 女性・若者・高齢者等就労支援事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 新原　愛 山本　隆司

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6399

家串　正治 今村　雅臣
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＜業績の分析＞
単位 区分

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 605

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 20

実績値 達成年度 H31年度

％ 達成度

目標値 目標値 232

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 45

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 84

実績値 達成年度 H31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
近年の雇用情勢の改善及び新型コロナウイルス感染症の影響により、訓練校への入校生が減少したことから、訓練奨励金認定者数の達成度は下がったものの、高齢
者の求職登録者数は順調に伸びており、女性求職者の事業参加も平成30年度までに目標値を達成していることから、事業実施の効果はあったと評価できる。

成果指標
正規雇用者数は目標を上回る実績を上げており、女性求職者の就業人数は平成30年度までに目標値を達成しているが、新型コロナウイルス感染症の拡大による出
控え等で高齢者の就労者数は50％の達成度に留まった。

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 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

第6次松山市総合計画　後期基本計画に記載
松山創生人口ビジョン先駆け戦略（松山市まち・ひと・しごと創生総合
戦略）に記載
なお、R元年度に応募実績がなかったことから、R元年度を以って事業
を終了したため、本指標は削除する。

本指標の設定理由

労働人口が減少する中、女性の潜在的求職者の掘り起こしが必要とな
るため

25

78 －

本市の就職支援制度を活用
した女性求職者のうち就業に
至った人数（女性人材の確
保・育成支援事業のみ）

人
70 84

111 －

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

第6次松山市総合計画　後期基本計画に記載

本指標の設定理由
雇用の創出を目的としているため

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

目標設定時直近のH27～H29年度の平均値

本指標の設定理由
雇用の創出を目的としているため

46 64 56

人
45 45 45

217 232

215 244 263

成果指標

（3つまで設定可）

訓練奨励金認定者の
正規雇用者数（松山
市若年者正社員化支
援事業・訓練奨励金）

人
175 189 203

123 129 130

相談者のうち常用雇
用への就労に繋がっ
た数（高齢者雇用対策
事業）

45 45

21 29

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

これまでの実績から算出
なお、R元年度に応募実績がなかったことから、R元年度を以って事業
を終了したため、本指標は削除する。本指標の設定理由

求職登録者が増えれば、就職者数が増える可能性が高くなるため

24 0
参加者数（女性人材
の確保・育成支援事
業）

人
20 20

123 0

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　後期基本計画に記載

本指標の設定理由
支援対象者が増えれば、就職者数が増える可能性が高くなるため

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

これまでの実績から算出

本指標の設定理由
求職登録者が増えれば、就職者数が増える可能性が高くなるため

128 134 132

人
421 455 505

80 80

60 42 38

活動指標

（3つまで設定可）

訓練奨励金認定者数
（松山市若年者正社
員化支援事業・訓練
奨励金）

人
76 77 78

79 55 49

求職登録者数（高齢
者雇用対策事業）

555 605

539 610 665

【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 副主幹 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2年度の内容

31121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 日高　真幸 新原　愛

事務事業名
（施策コード） 松山市民しごと創造ワンストップ支援事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

2:委託

矢野　和仁 内山　茂樹 浅海　優里

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治

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

122

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 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 雇用・就労環境の整備 主な取り組み 企業の創業・成長・事業承継支援

主な取り組み 就労機会の拡充

市長公約 211

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

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 松山市中小企業振興基本条例、松山市中小企業振興計画

事業の目的
（どのような状態にするか）

　本市の人口減少対策の積極戦略である出生率向上を図る少子化対策及び若者の定着やＵ・Ｉターン促進を図る移住定住対策の推進をしっかりと下支えするべき地域経済の活性化を戦略
的に図るため、本市事業所の約9割を占める既存中小企業の支援をはじめ、新ビジネスの創出や雇用対策及び人材育成、女性活躍支援などについて、市民目線で幅広く施策を推進してく
ことが必要である。
　そこで、本事業では、本市が設置するしごと創造の拠点として、関連支援策をワンストップの窓口として統合し、関係機関とも連携しながら、一体的に取組むことで、総合戦略に掲げる基本
目標「魅力ある仕事と職場をつくる」の数値目標でもある事業所の増加や雇用の促進に繋げる。

求職者への就労機会の提供と企業の労働力確保
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 4311

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み

① 公共施設等総合管理計画等に基づき、道路施設や市営住宅、漁港・港湾施設、上下水道、学校施設
等の施設類型ごとに財源の見通しを踏まえた改修・更新等の具体的な対応方針を定める個別施設計画を
策定し、マネジメントの強化に努めます。また、策定した個別施設計画を踏まえて総合管理計画を改訂し、
内容を充実させます。

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

①官と民の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）

　平成24年度に実施した「松山市中小企業等実態調査」において、創業から資金繰り、中小企業のあらゆる相談の最初の受け皿としての個別相談や必要な各種情報提供を行う窓口を望む
声もあり、本市が進める中小企業支援の一環として、事業化を検討する必要があった。
　そこで、経営者や創業予定者に対する支援策として、必要な情報の提供や相談窓口、セミナー開催等を行う支援拠点として、平成25年度に「まつやま経営交流プラザ」を開設し、松山商工
会議所や金融機関等との連携により、個別相談や研修会など創業者支援に取り組み、創業者の創出に繋げてきた。
　さらに、平成28年度には、就労支援機能や女性活躍応援の窓口機能等を拡充し、多様なニーズに対応できる複合的なワンストップ窓口（未・来Jobまつやま）として支援メニューの充実を図
ることとした。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
企業経営や創業のための情報・学習支援事業業務受託コンソーシアムへ委託料を支出
【事業内容】
中小企業者、創業予定者、一般市民、学生、主婦等に対して
①創業・経営に関する個別相談会やセミナー等の開催、各種支援制度の情報提供を行うことにより、経営課題の解決や創業に繋げるとともに、移住希望者にとっては就労への対応が最も重
要視されていることから、その支援にも取り組む。
②若年労働者の定着を図るため、企業と労働者相互に対する支援を行い、若年者層の早期離職や特定分野での求人・求職のミスマッチ等の解消に努める。
③働く・働きたい女性を応援するため、求職者・潜在的求職者の再就職向けのセミナーや個別就労相談の開催の他、起業に興味がある女性に対する支援など、女性の働き方の多様性を高
める取組みを推進する。

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

特定の利益に繋がるものではなく、地域経済の振興を図るものと考えており、負担はない。

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 54,364 70,620 42,139

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 53,807 71,227

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 25,000 26,500 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・委託料：54,423千円
・負担金：14,097千円

・委託料：42,000千円
・旅費：134千円

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

その他 0 0 0

一般財源 28,807 44,727 42,139

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

周知活動の成果もあり、施設の認知度も高まってきたため、全体でみると概ね目標は達成している。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 新規事業者や雇用を創出することで、中小企業の振興を図る。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 557 -607

主な取組み内容

・中小企業の経営者や創業予定者に対する経営課題の解決や創業アドバイスや各種支援に関する情報発信・セミナーの開催等を行った。
・若年労働者の定着を図るため、企業と労働者相互に対する支援を行い、若年者層の早期離職や特定分野での求人・求職のミスマッチ等の解消に努めた。
・働く・働きたい女性を応援するため、求職者・潜在的求職者の再就職に向けたセミナーや個別就労相談の開催のほか、起業に興味がある女性に対する支援など、女性の働き方の多様性を
高める取り組みを推進した。

R3年度の目標

・創業件数：13件以上

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

前年に引き続き、創業・経営支援のセミナーや
相談業務を実施する。 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

事業者への訪問相談を行い、更なる経営支援
に取り組む。

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

・利益があがりにくい創業後3～5年間についても、各支援事業者が連携し、資金や様々な経営ノウハウも含めた更なる支援の充実を図ることが必要である。
・就労・創業・経営の支援拠点として、多様なニーズに対応し、ワンストップで各種支援サービスを提供するための機能充実を図ることが必要である。
・賃貸借契約を締結し入居しているビルが再開発に伴い、退居する必要があるため、転居先について検討する必要がある。

6



＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 2

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 13

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 51

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

【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

2 2

2 1 3

活動指標

（3つまで設定可）

創業者クラブ交流会の
開催回数

回
2 2 2

100 100 150

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

毎年支援内容を改善していくため、現在の目標値を最終目標値として
いる。

本指標の設定理由
交流機会が増えれば、創業者や創業予定者が支援機関のサポートを
受けやすくなるため

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

13 13

16 21 26

成果指標

（3つまで設定可）

創業件数
件

13 13 13

123 161 200

人材育成セミナー等
就職者数（松山市民し
ごと創造ワンストップ支
援事業分）

51 51

39 64

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

創業支援事業計画に定める目標値

本指標の設定理由
創業支援事業計画に定める目標値であるため

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

第6次松山市総合計画　後期基本計画　に記載されている項目から、
該当事業分を抜粋

本指標の設定理由
雇用の創出を目的としているため

76 125 101

人
51 51 51

52

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の影響を考慮し、オンラインセミナーに切り替えたため、目標を達成できた。

成果指標 セミナーや個別相談の実施による支援を行い、目標を達成できた。

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
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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 副主幹 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 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 29 ～ 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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 内山　茂樹 日髙　真幸

事務事業名
（施策コード） 松山市民しごと創造ワンストップ支援事業（事業承継促進補助金事業）

1-3:自治事務（努力規
定あり）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 内山　茂樹 正岡　孝浩

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治

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

122

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 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 雇用・就労環境の整備 主な取り組み 企業の創業・成長・事業承継支援

主な取り組み 就労機会の拡充

市長公約 211

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

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 松山市事業承継促進補助金交付要綱

事業の目的
（どのような状態にするか）

愛媛県事業引継ぎセンターの支援を受け、事業承継が成立した「買い手企業」に対し、本市が事業承継にかかった必要経費について一部費用負担を行うことで、従業員承継や第三者承継
による事業承継を促進し、後継者がいないために、存続が危ぶまれている中小企業者の廃業抑制と従業員の雇用維持に繋げるもの。

求職者への就労機会の提供と企業の労働力確保
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 4311

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み

① 公共施設等総合管理計画等に基づき、道路施設や市営住宅、漁港・港湾施設、上下水道、学校施設
等の施設類型ごとに財源の見通しを踏まえた改修・更新等の具体的な対応方針を定める個別施設計画を
策定し、マネジメントの強化に努めます。また、策定した個別施設計画を踏まえて総合管理計画を改訂し、
内容を充実させます。

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

①官と民の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）

経営者の高齢者問題が深刻化しており、松山市でも平成27年の中小企業景況調査により約6割の事業所が60代以上の経営者となっていることから、事業承継支援のニーズが増加している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

事業承継により譲渡を受けた市内に店舗を有する中小企業（買い手企業）に、事業承継にかかった必要経費の一部を補助金として交付する。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,000 1,000 1,000

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 323

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・補助金:323千円 ・補助金1,000千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 0 323 1,000

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

想定申請件数を下回った。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 事業承継を支援することで後継者不足問題解消に寄与する。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,000 677

主な取組み内容

・事業承継により譲渡を受けた市内に店舗を有する中小企業（買い手企業）に、事業承継にかかった必要経費の一部を補助金として交付した。

R3年度の目標

・補助申請件数5件

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

前年に引き続き、事業承継に係る必要経費を
補助する。

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

愛媛県事業引継ぎセンターや関係機関と連携
し、補助制度の周知を徹底する。

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

本補助金の申請件数が目標値より少ない
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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

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

【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

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 5

1 1 2

成果指標

（3つまで設定可）

事業承継促進補助金
の申請件数

件
5 5 5

20 20 40

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

希望的数値として設定

本指標の設定理由
事業承継の成立を図るため。

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

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 制度の周知が十分でないこともあり、目標値未達成であったと考えられる。

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
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31131 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 13 ～ 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

市内の勤労者の生活安定と福祉の向上のた
め、各種支援制度の周知と併せ、勤労者福祉
サービスセンター制度への加入促進を目指
す。 R3年度の

主な取組み内容
（予定含む）

市内勤労者の福祉向上、研修、社会貢献活
動を行い、中小企業の「松山市勤労者福祉
サービスセンター」入会促進にも協力している
松山地域労働者福祉協議会に対して補助を
行う。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し

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

労働者の生活安定と福祉の向上に繋がったため

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 勤労者の福祉の向上に寄与しているため

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

労働者の生活安定と福祉の向上等を図るため、松山市地域労働者福祉協議会に対して補助を行った。

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・補助金：2,280千円 ・補助金：2,280千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 2,280 2,280 2,280

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 2,280 2,280

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） 2,280 2,280 2,280

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 労働費 労働諸費 労働諸費 R2予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

松山地域労働者福祉協議会は松山地域で活動している中予地区労センター（連合）、ユーアイ、中立労連、松山地区高齢者退職者の会で構成され、市内勤労者の福祉の向上、研修、社会
貢献活動などを行っている。雇用の安定と働きやすい環境をつくるという施策目標の実現のためにも協議会の協力は欠かすことができないため、その活動に対して支援を開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市内勤労者の福祉向上、研修、社会貢献活動を行い、中小企業の「松山勤労者福祉サービスセンター」入会促進にも協力している松山市地域労働者福祉協議会に対して補助を行う。

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

労働者の生活安定と福祉の向上

勤労者の福祉の向上 -

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み 労働環境の整備

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

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 雇用・就労環境の整備 主な取り組み -

丹生谷　泰生 今村　雅臣 新原　愛

事務事業名
（施策コード） 松山地域労働者福祉協議会運営補助金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 新原　愛

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6399

家串　正治 今村　雅臣

10



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

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2年度の内容

31131 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 23 ～ 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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 西山　佳那

事務事業名
（施策コード） 労働福祉団体貸付金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

6:出資金・貸付金

矢野　和仁 西山　佳那

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 雇用・就労環境の整備 主な取り組み -

主な取り組み 労働環境の整備

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 松山市中小企業振興基本条例，松山市中小企業振興計画

事業の目的
（どのような状態にするか）

福祉金融機関の健全な育成を図り、勤労者の福祉向上に寄与することを目的としている。

勤労者の福祉の向上 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

福祉金融機関の健全な育成を図り、勤労者の福祉向上に寄与することを目的として四国労働金庫と愛媛県労働者住宅協会に貸付をしている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
四国労働金庫，愛媛県労働者住宅協会
【事業内容】
四国労働金庫には、金融を通じた勤労者の生活安定と福祉向上を目的としている労働金庫を育成するための貸付（一般）と、勤労者への福利厚生資金（教育資金・住宅資金）の融資のため
貸付（特別）を実施している。　愛媛県労働者住宅協会には、勤労者に低廉な住宅を供給するための用地取得資金の一部として貸付を実施している。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 265,000 265,000 265,000

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 労働費 労働諸費 労働諸費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 265,026 265,027

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・貸付金：265,000千円 ・貸付金：265,000千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

・利息収入：27千円 ・利息収入：28千円

その他 265,026 265,027 265,028

一般財源 -26 -27 -28

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

勤労者のための関係各機関に資金を貸し付けることで、勤労者の福祉向上に寄与した。

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 勤労者のための関係各機関に資金を貸し付けることで、勤労者の福祉向上に寄与した。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -26 -27

主な取組み内容

勤労者のための関係各機関に資金を貸し付ける。

R3年度の目標

勤労者のための関係各機関に資金を貸し付
けることで、勤労者の福祉向上に寄与する。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

勤労者のための関係各機関に資金を貸し付
ける。

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

特になし

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し
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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 440,000

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

【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

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

440,000 440,000

390,297 551,093 617,799

成果指標

（3つまで設定可）

貸付金の債務残高
千円

440,000 440,000 440,000

89 125 140

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

貸付金の債務残高を目標値とする。440,000千円の理由は金融機関と
の協定により確保している融資枠（枠を上回っての融資も可）。

本指標の設定理由
本事業の目的とする指標であるため。

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

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 勤労者の資金調達方法の多様化にあわせ、融資上限額の拡充や返済期間の延長など制度の見直しを行い、利用増につながった。

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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31131 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 山本　隆司

事務事業名
（施策コード） 松山市勤労者福祉サービスセンター共済事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

矢野　和仁 黒光　祐輔

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 雇用・就労環境の整備 主な取り組み -

主な取り組み 労働環境の整備

市長公約 221

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

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 松山市勤労者福祉サービスセンター条例

事業の目的
（どのような状態にするか）

中小企業で働く勤労者が、生涯にわたり豊かで充実した人生を送ることができるように総合的な福祉事業を行い、勤労者の福利厚生の充実を図るとともに中小企業の振興、地域社会の発展
に貢献する

勤労者の福祉の向上
若年者や女性、高齢者や障がい者が活躍できる就労環境をさらに整えるなど、働き方改革を進め、誰も
がやりがいをもって働き続けられる雇用環境をつくります。

総合戦略 3342

③魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

取組み
② 単独での実施が困難な中小企業等の福利厚生を確保するため、「勤労者福祉サービスセンター」が共
同で取り組む互助制度を運用するとともに、ワーク・ライフ・バランスの観点を含めた機能の充実を推進しま
す。

③良質な雇用の場の創出と人材の育成・確保

④良質な雇用・労働環境の整備

背景
（どのような経緯で開始した

か）

中小企業が単独で実施し難い福利厚生事業を共同で取り組むことにより、中小企業で働く方々が豊かで充実した生活を送ることができるように、互助会制度を設立

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市勤労者福祉サービスセンター会員に対して、
・慶弔共済給付（結婚祝金や出産祝金、入学祝金等の祝金制度、死亡弔慰金、住宅災害見舞金等の弔慰金及び見舞金制度など）
・助成金補助（人間ドック等の受診に対する健康管理助成金やインフルエンザ予防接種補助金、宿泊を伴う旅行やレクリエーション助成金）
・各種割引券の発行（映画館等特別割引券、温泉施設割引利用券、JR高速バスクーポン券）　など

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

イベント実施や施設利用券販売に伴う負担金徴収有

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 82,549 71,618 74,264

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

勤労者福祉サービスセンター事業特別会計 勤労者福祉サービスセンター事業費 勤労者福祉サービスセンター事業費 共済事業費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 64,713 61,319

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

保険料:17,771千円
委託料:3,200千円
負担金:34,718千円

保険料:18,674千円
委託料:7,427千円
負担金:41,547千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 64,713 61,319 74,264

一般財源 0 0 0

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の影響により、既存メニューの利用が制限される状況であったため、代替メ
ニューを用意し、福利厚生の充実を図った

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 サービスセンター会員の福利厚生をサポートし、勤労者福祉の向上に寄与している

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 17,836 10,299

主な取組み内容

・慶弔共済金の給付 件数1,296　金額13,440,000円
・助成金の補助　　 　件数7,300　金額15,265,500円
・各種割引券の発行
温泉施設割引利用券　　　　金額1,423,560円
映画館等特別割引利用券　金額4,413,500円
・新型コロナ感染症拡大に伴い、予定していたサービスメニューが中止となった。その代替メニューとして、ランチパスポートを発行した。
ランチパスポート発行（全会員配布）　金額2,980,340円
・新規会員獲得のため広報活動として、関係団体に働きかけて会員に対してチラシ配布の依頼を行ったほか、市広報媒体（広報まつやまや広報テレビ）を活用して、周知活動を行った。

R3年度の目標

サービスメニューの拡充を図り、既存会員の満
足度向上に努めるとともに、勧誘活動を実施
し、新規会員獲得を目指す

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

サービスメニュー拡充の検討
関係機関・団体を中心に勧誘活動の実施

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

既存の会員からの紹介依頼や関係機関・団体
を通しての勧誘活動を行う

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

事業の安定的な事業経営のために、会員数の拡大が必要
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 1,500

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

目標値 目標値 7,100

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

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 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 最終目標

1,200 1,500

252 749 857

活動指標

（3つまで設定可）

周知を図った企業数
社

300 600 900

84 124 95

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

積極的に中小企業に周知活動を行っていく

本指標の設定理由
松山市勤労者福祉サービスセンターに加入してもらうよう、中小企業に
対して周知活動を行うため

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

7,100 7,100

6,058 6,347 6,071

成果指標

（3つまで設定可）

松山市勤労者福祉
サービスセンター加入
者数

人
6,300 7,100 7,100

96 89 85

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次松山市総合計画後期基本計画に記載

本指標の設定理由
加入者数の増加を目的としているため

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

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の影響により、中小企業への訪問が難しい状況であったが、関係団体に働きかけて会員に対してチラシ配布の依頼を行ったほか、市広報
媒体（広報まつやまや広報テレビ）を活用して、周知活動を行った。

成果指標
300名規模の事業者が退会したことにより、会員数が減少してしまったが、既存メニューの見直しや新たなサービスメニューを構築して福利厚生内容を充実させるととも
に、中小企業に対して周知活動を行い、勤労者福祉サービスセンター加入者の増加に努める。

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 副主幹 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31211 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 13 ～ 令和 3

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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 企業立地担当 948-6549

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 上田　弘治 菅　潤治 三好　恵理子

事務事業名
（施策コード） 産業立地セールス

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

池内　浩規　 三好　恵理子 伊賀上　翔太

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 企業立地担当 948-6549

家串　正治

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

121

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み 企業誘致活動と立地環境整備の推進

主な取り組み 企業誘致の推進と流出防止

市長公約 411

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

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 松山市企業立地促進条例等

事業の目的
（どのような状態にするか）

商工業等を行う企業の立地促進に向けたトップセールスの推進及び宣伝・営業活動や直接対話を継続・強化し、市外からの企業誘致や市内企業の拡大促進と流出防止を図ることで、固定
資産投下と雇用の確保及び増加を目指す。

企業誘致活動等の推進
企業誘致を進めるほか、地元企業の創業・成長・事業承継や人手の確保、ICTを活かした事業の効率化
や生産性の向上など、松山を元気にする企業を支援します。

総合戦略 4131

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み
② Society5.0 の実現に向け、AI・IoTなどの先進技術の利活用を推進し、行政課題の解決や地域の発展
を目指します。

①持続可能な社会構築

①SDGsの推進

背景
（どのような経緯で開始した

か）

地方自治体による競争の激化を背景に、平成13年度に「松山市企業立地促進条例」等を整備して企業誘致を図ることとした。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
松山市内への新規立地を検討している市外企業及び松山市内で事業所の拡大を検討する市内企業。
【事業内容】
1．企業の設備投資や地縁者等の情報収集
2．首都圏や近畿圏の企業に対する直接又はWeb会議による営業活動、本市への招聘活動
3．企業立地の可能性がある企業に対する愛媛県との連携した誘致活動

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 54,005 53,870 53,114

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 52,438 51,786

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

償還金利子及び割引料　50,000千円
需用費　793千円
役務費　619千円

償還金利子及び割引料　50,000千円
旅費　2,074千円
役務費　502千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

雑入（償還金）50,000千円 雑入（償還金）50,000千円

その他 50,000 50,000 50,000

一般財源 2,438 1,786 3,114

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

継続的な営業活動や奨励金制度を活用したことにより、企業の立地につながった。また、雇用拡大を目指
す市内企業には、教育機関や求職関連機関を活用して採用支援を行った。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 令和2年度の松山市企業立地促進条例等に基づく指定企業は4社であり、新規雇用や転勤者を見込んでいる。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,567 2,084

主な取組み内容

1．企業の設備投資や地縁者等の情報収集
2．首都圏や近畿圏の企業に対する直接又はWeb会議による営業活動、本市への招聘活動
3．企業立地の可能性がある企業に対する愛媛県との連携した誘致活動

R3年度の目標

1．企業立地奨励金対象企業の増加数　5社
2．企業立地奨励金対象企業として指定された
当初の雇用計画人数　100人

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

1．企業の設備投資や地縁者等の情報収集
2．首都圏や近畿圏の企業に対する直接又は
Web会議による営業活動、本市への招聘活動
3．企業立地の可能性がある企業に対する愛
媛県との連携した誘致活動

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

・産学官が連携した人材供給体制の整備
・誘致企業の認知度向上
・I・Uターン人材の確保に向けた取り組み
・空きオフィスや工業用地の情報収集
・リモート会議システムの活用など、コロナ禍に
対応した誘致活動の実施

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

・事業の拡大や増加に合せて人材募集を行っているものの、雇用の確保が困難となっている企業が一定の分野で見られている。
・企業の移転・進出の希望に応えるためのまとまったオフィス床や工業用地などが少ないこと。
・リモート会議システムの活用など、コロナ禍に対応した誘致活動。
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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 105

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値 6,100

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

【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

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

100 105

97 101 105

成果指標

（3つまで設定可）

松山市企業立地促進
条例及び関連要綱に
基づく指定企業数（累
計）

社
85 90 95

114 112 109

企業立地奨励金対象
企業として指定された
当初の雇用計画者数
（累計）

6,000 6,100

6,044 6,104

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

第6次松山市総合計画に記載

本指標の設定理由
企業立地を進めていく上で重視する数字であるため。

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

第6次松山市総合計画に記載

本指標の設定理由
企業立地を進めていく上で重視する数字であるため。

106 105 109

人
5,700 5,800 5,900

6,479

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
短期間で立地・拡大が決定される企業もあれば長期間の検討を経て決定する企業があるなど、取り組み方針は企業によって様々であり、本市との信頼関係を構築す
る必要も生じていることから、誘致活動の効果を短期間のみで推し量ることのないようにする必要がある。

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

原材料の高騰や従業員、設備投資のコスト安による海外への工場等の移転が多いことに加えて、国内の都市間競争が激化する中、定期的に企業と接触し、企業ニー
ズ等をヒアリングすること等によって、行政と企業とで信頼関係が構築できている企業も多いことから、移転条件等が多少悪くとも本市での移転を選択してもらえてい
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
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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 副主幹 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31212 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 13 ～ 令和 3

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 3月補正（専決）

※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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 企業立地担当 948-6549

家串 正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 上田　弘治 菅　潤治 三好　恵理子

事務事業名
（施策コード） 松山市企業立地促進奨励金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

池内　浩規　 三好　恵理子 伊賀上　翔太

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 企業立地担当 948-6549

家串 正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 企業誘致の推進と流出防止

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 松山市企業立地促進条例等

事業の目的
（どのような状態にするか）

本市への企業立地の促進を図るために必要な奨励措置等を講じることにより、本市産業構造の変革及び地域産業の高度化を促進するとともに雇用機会を拡大し、もって本市経済の発展及
び市民生活の向上に資することを目的とする。

奨励制度等の推進 -

総合戦略 5112

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み
① 日本語教室の開催やボランティアの養成など、外国人市民の生活を支援するとともに、多様な交流機会
を創出することで、相互理解を促進し、外国人も地域住民として活躍できる共生社会の実現に向けて取り
組みます。

⑥誰もが活躍できるふるさとづくりの推進

②多文化共生の推進

背景
（どのような経緯で開始した

か）

地方自治体による競争の激化を背景に、平成13年度に「松山市企業立地促進条例」を整備して誘致を図ることとした。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】企業立地促進条例等に規定する要件を満たす企業（交付先：㈱佐田岬の鬼、㈱NTTマーケティングアクト、三浦工業㈱、㈱大阪ソーダ、㈱ムロオ、㈱たかだ引越センター、㈱デジタル
ハーツ、(合)えひめ森林発電、帝人㈱、帝人フロンティア㈱、ルナ物産㈱、㈱ティーワン、三浦工業㈱、㈱ユタカ、㈱大阪ソーダ、NITTOKU㈱、㈱リーン、㈱よんやく、㈱アグサス、大豊産業
㈱、帝人㈱、㈱ムロオ、㈱ビケン、帝人フロンティア㈱、㈱修斗、㈱KDDIエボルバ、）
【事業内容】・松山市企業立地促進条例に基づき、指定企業に対して奨励金を交付する。・松山市情報通信関連企業立地促進要綱に基づき、指定企業に対して奨励金を交付する。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 189,201 131,036 0

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 185,481 123,886

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

補助金123,886千円 補助金

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

3月補正で131,036千円追加 3月補正で追加

その他 185,400 123,800 0

一般財源 81 86 0

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

企業立地促進条例等に規定する内容のとおり奨励金交付を行い、企業の設備投資や雇用の促進を図る
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
令和2年度における企業立地奨励金等の交付対象企業のうち、新設は5件、移転・増設は19件、子育て支援奨励金の適用は2件となってお
り、合計18名の新規雇用を実現している。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 3,720 7,150

主な取組み内容

指定企業に対する奨励金交付

R3年度の目標

1．企業立地奨励金対象企業の増加数　5社
2．企業立地奨励金対象企業として指定された
当初の雇用計画人数　100人

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

指定企業に対する奨励金交付

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

企業の進出ニーズに基づいた新たな奨励金
制度の制度設計（条例改正）

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

誘致奨励金制度についても、自治体による競争が見られている。
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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 105

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値 3,470

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

【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

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

100 105

97 101 105

成果指標

（3つまで設定可）

松山市企業立地促進
条例及び関連要綱に
基づく指定企業数（累
計）

社
85 90 95

114 112 109

雇用促進奨励金の対
象者数（累計）

3,420 3,470

3,336 3,396

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

第6次松山市総合計画に記載

本指標の設定理由
企業立地を進めていく上で重視する数字であるため。

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

H29年度の条例改正により対象者を原則正社員としたため、希望的数
値とする。

本指標の設定理由
企業立地を進めていく上で重視する数字であるため。

102 102 101

人
3,270 3,320 3,370

3,414

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
短期間で立地・拡大が決定される企業もあれば長期間の検討を経て決定する企業があるなど、取り組み方針は企業によって様々であり、本市との信頼関係を構築す
る必要も生じていることから、誘致活動の効果を短期間のみで推し量ることのないようにする必要がある。

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 主査 担当者名 主任 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31223 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 29 ～ 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 繰越

※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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業創出・商業振興担当 948-6710

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 鴻上　哲史 坂本　亮太 井筒　廉

事務事業名
（施策コード） 商店街等活性化事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

鴻上　哲史 細川　大祐 兵藤　嵩彰

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業創出・商業振興担当 948-6710

家串　正治

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

127

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み 外国人の誘客促進

主な取り組み 産業基盤の充実

市長公約 512

自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります

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 松山市中心市街地活性化基本計画

事業の目的
（どのような状態にするか）

松山市内の商店街や商店街を母体とする団体等に対し様々な支援を行うことで、商業の活性化のみならず地域コミュニティ機能の向上を図り、独自性のある商店街振興につなげていく。
また、本市の商業の要である、中央商店街の商業環境の基本情報の収集を行う。

中心市街地の活性化
コンパクトシティのシンボル広場として市駅前広場を整備し、公共交通の利用を促すほか、歩行者の賑わ
いを中心市街地に取り戻します。また、JR松山駅周辺やインター東線など、社会基盤整備を着実に進め
ます。

総合戦略 3213

③魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

取組み
③ 民間による中心市街地の賑わいづくりを支援し、現代の需要に合った商業床やオフィス床等を創出する
とともに、企業誘致や空き店舗対策等を積極的に行い、中心市街地への来街者の増加を図ります。

②産業の競争力強化（業種別取組）

①持続可能な産業立地の促進

背景
（どのような経緯で開始した

か）

地域コミュニティ機能の向上を図り、商店街振興につなげるため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：市内の商店街振興組合、事業協同組合及び商業、サービス業その他の事業を営むもので構成する団体等
事業内容：
・松山市の商業振興を図るために、商店街等の活性化に取り組む団体に対し、補助金を通じて様々な活動支援を行う。
　【補助金】松山市商店街空洞化対策事業補助金、松山市商店街共同施設設置等事業補助金、松山市商店街活性化支援事業補助金
・中央商店街内の商業環境の基礎的調査を行うために、松山商工会議所や㈱まちづくり松山と共同で負担金を支出する。
　【負担金】中央商店街通行量調査、エリアマネジメント支援調査

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 112,149 76,744 58,234

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 99,795 38,292

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 13,772 25,284 28,828

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・補助金   6,889千円
・負担金   6,062千円
・委託料 24,168千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算額のうち16,666千円は前年度繰越分

その他 50,000 0 16,600

一般財源 36,023 13,008 12,806

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の感染拡大によって、商店街の通行量が減少し、空き店舗率も増加している。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 商店街でのイベント実施や空き店舗対策、環境整備などを支援することで、商店街の活性化を図っている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 12,354 38,452

主な取組み内容

・商店街内の時計台の改修への補助（商店街共同施設設置等事業)
・商店街で実施したイベント等への補助（商店街活性化支援事業）
・空き店舗を活用した子ども食堂の開店等への補助（商店街空洞化対策事業）
・商店街の通行量や空き店舗に関する調査・分析（中央商店街通行量調査、エリアマネジメント支援調査）
・自治体ポイントの運営（松山市ポイント事業）
・マイナポイントを活用した消費活性化策事業

R3年度の目標

商店街の活性化に資する取り組みに対する支
援を行うことで、空き店舗率の改善や歩行者
通行量の増加を目指し、市内商店街の魅力を
向上させる。 R3年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・商店街で実施するイベント等への補助（商店
街活性化支援事業）
・空き店舗を活用した子ども食堂の運営費へ
の補助（商店街空洞化対策事業）
・商店街の通行量や空き店舗に関する調査・
分析（中央商店街通行量調査、エリアマネジメ
ント支援調査）
・自治体ポイントの運営（松山市ポイント事業）
・マイナポイントを活用した消費活性化策事業

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

市内商店街等で実施する消費を喚起するた
めのイベントや空き店舗対策等への支援を行
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の感染拡大により市内の消費活動が停滞している。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 3

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 50,300

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 9

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

【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

3 3

1 2 3

活動指標

（3つまで設定可）

商店街空洞化対策事
業補助金対象事業件
数

件
3 3 3

33 66 100

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

空き店舗の減少に直接結びつく事業であるため、現状維持を目指す。

本指標の設定理由
空き店舗の減少や商店街の賑わいづくりのために重要であるため。

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

50,300 50,300

145,505 146,261 125,075

成果指標

（3つまで設定可）

中央商店街の歩行者
通行量【休日】　３地点

人
160,000 170,600 170,600

91 86 73

中央商店街における
空き店舗率

9 9

12 11

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３期松山市中心市街地活性化基本計画で示された計画期間中の
目標数値。（３地点）第３期松山市中心市街地活性化基本計画で実施
されるそれぞれの事業効果によって、達成目標の数値に達する予定。
※R2年度までは、第2き松山市中心市街地活性化基本計画で示され
た目標（８地点）

本指標の設定理由

中心市街地活性化の目安のため。

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

減少又は少なくとも現状維持を目指す。

本指標の設定理由
中心市街地活性化の目安のため。

82 85 22

％
10 9 9

16

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 商店街等の資金不足や後継者不足といった問題があり、補助金の事業件数は横ばい状態にある。

成果指標 新型コロナウイルスの影響で通行量が減少し、商店街での消費活動が停滞している。

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
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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 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31231 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 23 ～ 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 1

評価実施年度 令和3年度 評価対象年度 令和2年度

令和3年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業創出・商業振興担当 948-6548

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 鴻上　哲史 井筒　蓮 真鍋　一宏

事務事業名
（施策コード） 松山市まちなか子育て・市民交流事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

3:指定管理

鴻上　哲史 芥川　さやか 真鍋　一宏

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業創出・商業振興担当 948-6548

家串　正治

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

116

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト 松山への新しい人の流れをつくる「心ひかれるまちづくり」プロジェクト

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み 中心市街地のにぎわいづくり

主な取り組み 商業集積等による活性化

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 松山市まちなか子育て・市民交流センター条例、松山中心市街地活性化基本計画

事業の目的
（どのような状態にするか）

松山市を代表する大街道商店街の空き店舗を活用し、多目的トイレや休憩スペース、キッズコーナーを設置するなど、多くの市民が利用することのできる環境を整備することで、まちなかの回
遊性の向上に資するとともに、商店街の賑わい等を創出し、中心市街地の活性化を図る。

広域からの集客を図る商業の振興 -

総合戦略 4212

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み
② 民間による中心市街地の賑わいづくりを支援し、新たな商業スペースやオフィスなどの創出による都市
機能の更新を目指すとともに、企業誘致や空き店舗対策等を積極的に行い、中心市街地への来街者の増
加を図ります。

②生活の質と都市力の向上

①民間経済の活力創出と都市機能・居住環境の向上

背景
（どのような経緯で開始した

か）

過去に来街者等に対して大街道・銀天街商店街でのサービスについて、アンケ－ト調査を実施した結果、どの調査においても、「トイレや休憩所、授乳場所など快適に過ごせる場所」や「コン
サ－トホ－ルなど文化的な催し物ができる場所」など施設や設備の整備を半数以上の方が求めており、中心市街地活性化の観点から、本市最大の商業集積地に来街する市民のために、休
憩所を整備する必要があると判断したため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
・松山市まちなか子育て・市民交流センター施設
・大街道、銀天街商店街等の中心市街地への来街者
【事業内容】
・指定管理者制度を用いて松山市まちなか子育て・市民交流センターの施設運営に関する業務(イベント等の開催・周知)や施設の維持管理をまちづくりコンソーシアムに委託
・まちづくりコンソーシアムへ指定管理料を支出
（指定管理期間）
第１期：４年間（平成25年4月1日～平成29年3月31日）
第２期：３年間（平成29年4月1日～令和2年3月31日）
第３期：３年間（令和2年4月1日～令和5年3月31日）

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

休憩等での利用の場合は無料。多目的交流スペースで催し物等を行う場合は、1㎡あたり1時間10円

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 36,897 36,714 36,714

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 36,896 36,714

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

委託料 26,000千円
賃借料 10,164千円
負担金      550千円

委託料 26,000千円
賃借料 10,164千円
負担金      550千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 182 105 100

一般財源 36,714 36,609 36,614

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影響を受け、休館やイベントの中止を行ったため、来館者数及びイベン
ト参加者数ともに減少した。
感染症対策を行いながら実施したイベントでは、参加者から好評を得ている。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
様々なイベントを実施し、多目的トイレや休憩スペースを設置するなど、多様な世代の来街者が気軽に利用することができる環境を整備するこ
とにより、まちなかの回遊性向上に寄与しているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1 0

主な取組み内容

・松山市まちなか子育て・市民交流センターの管理・運営
・中央商店街と連携した各種イベント
・おはなし会、まちなかミュージック等の定期的なイベントの開催

R3年度の目標

中央商店街やその他の休憩所との連携を強
化し、様々なイベントを実施することで、まちな
かの回遊性を高め、施設のさらなる魅力向上
を目指すとともに、年間来館者数の増加を目
指す。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・松山市まちなか子育て・市民交流センターの
管理・運営
・おはなし会、まちなかミュージック等の定期的
なイベントの開催
・クリスマスやハロウィン等の季節イベントの実
施
・中央商店街等との連携策の検討・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、館内の
消毒を徹底する。また、イベント参加者への検
温や体調確認を行うとともに、状況に応じ、イ
ベント参加人数の上限を調整する等、安心し
てご利用いただける施設運用に努める。

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の感染拡大による影響で来館者数が減少している。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 470

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 145,500

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 12,200

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

【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

470 470

435 530 553

活動指標

（3つまで設定可）

自主イベント件数
件

240 240 470

181% 221% 118%

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

実績を基に算出

本指標の設定理由
本事業の目的を達成するための指標であるため。

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

143,500 145,500

152,325 166,346 101,858

成果指標

（3つまで設定可）

来館者数
人

139,000 140,000 141,500

110% 119% 72%

自主イベント
参加者数

12,200 12,200

13,551 11,040

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

第二次実行計画（松山市人材育成・行政経営改革方針）に定めてい
るため。

本指標の設定理由
本事業の目的とする指標であるため。

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

実績を基に算出

本指標の設定理由
施設を目的に来街する市民等を把握するため。

118% 92% 61%

人
11,500 12,000 12,100

7,396

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 目標値は十分に達成できているので、今後もより質の高いイベントを期待したい。

成果指標
中央商店街と連携をして様々なイベントを行い、てくるんへの来館を促している。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、来館者数及びイベント参加者数ともに減
少しているが、感染予防対策を取りながら様々なイベント実施し、参加者から好評を得ている。

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
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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 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 19 ～ 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↓

2 2

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業創出・商業振興担当 ９４８－６５４８

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 鴻上　哲史 井筒　廉 兵藤　嵩彰

事務事業名
（施策コード） 松山市商業振興対策事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

鴻上　哲史 芥川　さやか 兵藤　嵩彰

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業創出・商業振興担当 ９４８－６５４８

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 商業集積等による活性化

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 松山市中心市街地活性化基本計画

事業の目的
（どのような状態にするか）

松山市内の商業振興を支援する団体が連携し、商店街等に対して支援を行い、商業振興及び地域活性化を図る。

市民生活を支える身近な商業の振興 -

総合戦略 3131

③魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

取組み
① 「中小企業振興計画」に基づき、創業・経営基盤の強化や人材育成、多様な働き方の実現、事業承継
の推進など、効果的な中小企業への支援策に取り組みます。

①産業の競争力強化（業種横断的取組）

③中小企業の支援

背景
（どのような経緯で開始した

か）

松山市内の商業振興を支援する団体が連携し、商店街等に対して支援を行い、商業振興及び地域活性化を図る必要があったため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：松山市商業振興対策事業委員会、北条商工会等
事業内容：
松山市商業振興対策事業実施要領に基づいて、松山市商業振興対策事業委員会に対して負担金を交付している。
北条商工文化祭開催事業補助金交付基準に基づいて、北条商工会に対して補助金を交付している。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 10,337 9,437 7,398

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 10,324 8,825

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・負担金 8,825千円 ・負担金 6,790千円
・補助金    500千円
・旅費        108千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 10,324 8,825 7,398

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影響を受け、イベントが中止となったが、感染対策や需要喚起策を実施
することで、商店街等の活性化に努めた。

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
コロナ禍で各種イベントが中止となる中、一部のイベントは商店街等が感染症対策を行ったうえで実施することができ、商業振興が図れたた
め。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 13 612

主な取組み内容

・松山市商業振興対策事業
各商店街等が実施する販促活動やイベント等の賑わい創出事業への補助や、商業者の人材育成を目的としたセミナーの開催、商店街の情報発信などを行った。
・北条商工文化祭事業
新型コロナウイルス感染症拡大により中止。

R3年度の目標

商店街等に支援を行うことで、商業振興及び
地域経済の活性化を図る。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・松山市商業振興対策事業
各商店街等が実施する販促活動やイベント等
の賑わい創出事業への補助や、商業者の人
材育成を目的としたセミナーの開催、商店街
の情報発信などを行う。
・北条商工文化祭事業
北条商工文化祭で即売会やお楽しみ抽選会
等を開催し、北条地域の活性化を行う。

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の影響で落ち込ん
だ市内消費を喚起するために、感染防止策を
徹底しながら行う需要喚起策により、商店街等
の活性化を図る団体等に、補助金を交付す
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の感染拡大により市内の消費活動が停滞している。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 3

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 22

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

【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

3 3

3 3 2

活動指標

（3つまで設定可）

商業振興対策事業
委員会開催数

件
3 3 3

100 100 66

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

委員会では、商い賑わい支援事業の計画決定、人材育成事業や先
進地視察事業のワーキング等を行っており、少なくとも3回／年は必要
であると考えており、現状維持を目指すため。本指標の設定理由

委員会において、商店街振興施策を協議しているため。

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

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

22 22

20 20 12

成果指標

（3つまで設定可）

商い賑わい支援事業
補助件数

件
20 21 22

100 95 55

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

微増でも増加を目指すことで商店街等の活性化を図る。

本指標の設定理由
各商店街でのイベントや環境整備などへの支援は商店街の発展及び
活性化につながるため。

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

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による影響により、開催回数を削減。今後も委員会での協議内容をより密にしていき、商店街等への支援策を考えていく。

成果指標
新型コロナウイルス感染症による影響により、商店街等のイベントが中止となる中、一部のイベントは感染症対策を行ったうえで実施することができ、商店街等の賑わ
い創出及び地域経済の活性化に寄与している。

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
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 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

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31232 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

※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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 内山　茂樹

事務事業名
（施策コード） 地域総合整備資金貸付事業

1-2:自治事務（できる
規定あり）

6:出資金・貸付金

矢野　和仁 内山　茂樹 西野　栄一

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 商業集積等による活性化

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 地域総合整備資金貸付要綱

事業の目的
（どのような状態にするか）

地域振興のために民間事業活動等が積極的に展開されるように、地域総合整備財団（ふるさと財団）の支援を得て、地方債を原資として、本市が民間事業者に無利子資金の貸し付けを行う
もの。

市民生活を支える身近な商業の振興 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

地方公共団体が、特別に資金を調達し、企業等に対して低利で長期貸付制度を実施することで、民間事業活動等の積極展開に繋げ、地域経済の活性化を図るためのツールとして開始した
もの。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
法人格を有する民間事業者が広く対象。　　　※ただし、金融業を含む者（銀行、証券会社、保険会社、貸金業者等）は、対象外。
【事業内容】
松山市が、(財)地域総合整備財団（ふるさと財団）の調査・検討の結果に基づいて無利子資金融資を行う。
【貸付対象要件】
①公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されること、②事業の営業開始に伴い、５人以上の新たな雇用の確保が見込まれること
③事業の貸付対象費用の総額が、1,000万円以上のもの、④1件当たりの貸付額は、概ね300万円以上とし、2億円を限度、⑤貸付件数は、1年度につき2件を限度
【貸付金の償還期間】
１５年（５年以内据置を含む。 ）

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 0 0

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 0

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

-

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

案件に応じて補正予算対応

その他 0 0 0

一般財源 0 0 0

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

事業者の設備投資を支援することができた

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 本貸付制度により、民間事業活動等が積極的に展開され、地域振興が図られる。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

申請事業者に対し、無利子貸付を実施した。R2年度申請・貸付実績ともに無し。

R3年度の目標

申請に応じて、予算措置・融資実行に取り組
む R3年度の

主な取組み内容
（予定含む）

申請に応じて、予算措置・融資実行に取り組
む 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し
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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 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31251 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 19 ～ 令和 2

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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業創出・商業振興担当 948-6548

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 鴻上　哲史 冨岡　宏行 真鍋　一宏

事務事業名
（施策コード） テレワーク等推進事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

鴻上　哲史 冨岡　宏行 真鍋　一宏

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業創出・商業振興担当 948-6548

家串　正治

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

122

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み 企業の創業・成長・事業承継支援

主な取り組み 企業の事業拡大の推進

市長公約 221

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

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

就労困難者の雇用機会の促進、市内におけるテレワーカーの育成、在宅ワーカー業務の受注拡大、地元企業への就業機会の創出及び人口流出の抑制を行う。

成長分野への事業展開支援
若年者や女性、高齢者や障がい者が活躍できる就労環境をさらに整えるなど、働き方改革を進め、誰も
がやりがいをもって働き続けられる雇用環境をつくります。

総合戦略 3321

③魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

取組み ① 起業やテレワークなど、希望に応じた多様な働き方ができるように支援します。③良質な雇用の場の創出と人材の育成・確保

②職業能力向上と多様な就労機会の拡充

背景
（どのような経緯で開始した

か）

就労困難者及び在宅で働くことを希望する方の雇用機会の創出及び拡大を図るため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：
就労奨励金…指定事業所（就労困難者を在宅にて雇用又は請負契約する事業所）
発注奨励金…指定事業所にテレワーク業務を発注した事業所
事業内容：
就労奨励金…指定事業所（就労困難者を在宅にて雇用又は請負契約する事業所）に対し、在宅就労者数に応じて奨励金を交付
発注奨励金…指定事業所にテレワーク業務を発注した事業所に対し、発注額の10％を奨励金として交付
業務委託…ビッグデータ分析等研修用務に係る業務委託として、中央会計株式会社へ委託料を支出

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

特定の利益に繋がるものではないため。

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 16,730 11,193 16,393

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 16,564 9,297

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・委託料：4,800千円
・補助金：4,480千円

・委託料：10,000千円
・補助金：6,160千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

就労・発注奨励金をウィズコロナ雇用促進事業に、
ビッグデータ分析等研修用務をデータサイエンス活
用支援事業に分割

その他 0 0 0

一般財源 16,564 9,297 16,393

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

本事業の実施により、就労困難者及び在宅で働くことを希望する方の雇用機会の創出やビッグデータ等を
分析する高度人材の育成に貢献している。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
本事業の実施により、就労困難者及び在宅で働くことを希望する方の雇用機会の創出やビッグデータ等を分析する高度人材の育成に貢献し
ている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 166 1,896

主な取組み内容

・データサイエンスを学びたい大学生と自社が保有するデータを活用したい市内企業に対して、データサイエンティスト育成講座や交流会を愛媛大学と連携して実施した。
・指定事業所に対し、在宅就労者数に応じて就労奨励金を、指定事業所にテレワーク業務を発注した事業所に対し、発注額の10％を発注奨励金として交付

R3年度の目標

・ビッグデータ等を分析する高度人材の育成
・在宅ワーカーの業務の受注拡大

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・データサイエンティスト育成講座（市内企業
へのインターンシップ含む）及び交流会の実
施
・就労奨励金及び発注奨励金の交付

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

・データサイエンティスト育成講座（市内企業
へのインターンシップ含む）及び交流会の実
施

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

・ビッグデータ等の分析を行える高度人材の不足

26



＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 2,500

実績値 達成年度 R2年度

％ 達成度

目標値 目標値 4,500

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 25

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 R2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 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 最終目標

2,500 2,500

1,100 2,300 1,800

活動指標

（3つまで設定可）

就労奨励金の交付額
千円

3,000 2,500 2,500

36 92 72

発注奨励金の交付額

4,500 4,500

4,218 4,606 2,680

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

実績値を基に算出

本指標の設定理由
雇用機会の創出を図る指標として相応しいため

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

実績値を基に算出

本指標の設定理由
テレワークの受注促進を図る指標として相応しいため

84 102 59

千円
5,000 4,500 4,500

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

25 25

23 27 25

成果指標

（3つまで設定可）

在宅就労者の人数
人

30 25 25

77 108 100

テレワークの発注額

45,000,000 45,000,000

42,342,873 46,223,833

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

実績値を基に算出

本指標の設定理由
雇用機会の創出を図る指標として相応しいため

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

実績値を基に算出

本指標の設定理由
テレワークの受注促進を図る指標として相応しいため

85 103 59

円
50,000,000 45,000,000 45,000,000

26,925,294

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 定期的な受注があり、新規受注も増加傾向で、就労奨励金・発注奨励金ともに増加している。

成果指標 指定事業所の新規追加に伴い、在宅就労者(就労奨励金の交付対象者)数・テレワーク発注額ともに増加している。

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
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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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31251 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 16 ～ 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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業政策担当 948－6714

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 上田　弘治 長曽我部　亮

事務事業名
（施策コード） プロテイン・アイランド・松山開催事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

上田　弘治 小切山　早織

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業政策担当 948－6714

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 企業の事業拡大の推進

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

遠藤弥重太愛媛大学特別栄誉教授が開発した「無細胞タンパク質合成技術」を中心とした、合成技術に関する研究等を発表するシンポジウムやセミナーを開催し、松山がタンパク質研究拠
点の一つであることをアピールすることで、タンパク質ビジネスの創出や産学官連携のほか、バイオ関連企業の誘致、研究者の人材育成等につなげるとともに、産学官連携による取り組みを
通して、地域一体となった経済の活性化を目指す。

成長分野への事業展開支援 -

総合戦略 4141

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み
② Society5.0 の実現に向け、AI・IoTなどの先進技術の利活用を推進し、行政課題の解決や地域の発展
を目指します。

①持続可能な社会構築

①SDGsの推進

背景
（どのような経緯で開始した

か）

これまで必要なタンパク質を採取するのに膨大な時間を必要としていたが、遠藤弥重太愛媛大学特別栄誉教授が短時間で採取できる無細胞タンパク質合成技術を開発した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

①一般向け体験セミナー：中高生を主な対象として実験を盛り込んだセミナーを開催
②国際シンポジウム：大学生や研究者を対象に、国内外の研究者を招聘してセミナーを開催
③ＢｉｏＪａｐａｎへの出展：バイオビジネスにおけるアジア最大級のイベントであるＢｉｏＪａｐａｎに出展し、ブース展示とセミナーを実施
④技術講習会：研究成果の技術移転に向けた宿泊型技術講習会を実施
⑤産学官交流会：講習会参加者間の情報交換や県内企業のＰＲ
上記①から⑤をプロテイン・アイランド・松山実行委員会で実施し、負担金を支出

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

特定の利益に繋がるものではなく、キャリア教育の一環と考えており、負担はない。

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,000 2,000 2,000

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 2,000 1,200

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・負担金：1,200千円 ・負担金：2,000千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 2,000 1,200 2,000

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の影響により、例年開催している一般向け体験セミナー等が中止となったが、新
たにカンキツウイルス検査キット体験セミナーを開催した。

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 タンパク質研究の情報を松山から発信することにより、人材育成や新規産業の創出に貢献している。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 800

主な取組み内容

実行委員会に負担金を支出しました。新型コロナウイルス感染拡大のため、当初予定していたイベントの内「第18回松山国際学術シンポジウム」「一般向け体験セミナー」「創業技術講習会」
「産官学交流会」は中止し、代わりに「カンキツウイルス検査キット体験セミナー」「膜タンパク質合成法（動画）」を開催・実施しました。下記については、予定通り開催・実施しました。
・ＢｉｏＪａｐａｎへの出展
・第20回日本蛋白質科学会年会出展

R3年度の目標

愛媛大学で行われているタンパク質研究につ
いて、より多くの一般の方に周知するとともに、
感染症対策を万全にし開催予定の一般向け
体験セミナーの参加者に満足してもらえるセミ
ナー内容とする。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・一般向け体験セミナー
・国際シンポジウム
・BioJapanへの出展
・技術講習会
・産学官交流会

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

愛媛大学で行われているタンパク質研究につ
いて、一般の方に積極的に周知を行うととも
に、一般向け体験セミナーの参加者に満足し
てもらえる内容を継続して提供するため、愛媛
大学等と周知方法やセミナー内容などについ
て協議・検討していく。

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の影響による一部事業の中止。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 1

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 97

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

【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

1 1

1 1 0

活動指標

（3つまで設定可）

一般向け体験セミ
ナーの開催回数

回
- - -

- - -

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

継続して毎年開催することを目標としている。

本指標の設定理由
継続して毎年開催することを目標とするため。

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

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

97 97

96 97 -

成果指標

（3つまで設定可）

一般向け体験セミ
ナー参加者の満足度

％
－ － －

－ － －

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

近年の実績値を勘案し設定する。

本指標の設定理由
本事業の目的とする指標であるため。

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

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の影響により、国際シンポジウムや一般向け体験セミナーが中止となった。

成果指標 上記の理由でR2年度は満足度を図ることができなかったが、R3年度は実施を予定しており、満足度の増加に向けてセミナーの内容を見直していく。

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
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31261 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 26 ～ 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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 内山　茂樹

事務事業名
（施策コード） 中小企業振興円卓会議運営事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 西野　栄一

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 中小企業の振興

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 松山市中小企業振興基本条例，松山市中小企業振興計画

事業の目的
（どのような状態にするか）

平成26年4月に施行した松山市中小企業振興基本条例をより実効性のあるものとするため、経済団体や関係団体等で組織する中小企業振興円卓会議を立ち上げ、本市が取り組むべき課
題や問題点を明確にし、今後の施策や事業化等について協議するとともに中小企業振興計画の策定に関して意見聴取を行う。

経営基盤の強化 -

総合戦略 4123

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み
② Society5.0 の実現に向け、AI・IoTなどの先進技術の利活用を推進し、行政課題の解決や地域の発展
を目指します。

①持続可能な社会構築

①SDGsの推進

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成26年4月に施行した松山市中小企業振興基本条例をより実効性のあるものとするため、平成26年度から円卓会議の運営や振興計画の策定に取り組んでいる。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
中小企業者、市民
補助金交付先：中小企業振興円卓会議
【事業内容】
中小企業振興円卓会議へ補助金を支出

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,604 5,050 6,050

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 4,549 5,000

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

補助金：5,000千円 補助金：6,050千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 4,549 5,000 6,050

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

専門部会活動を通して、市の「まつやま働き方改革推進会議」と連携して事業を行うなど、予定通り各部会
の検証で得られた効果等を市の施策の方向性に反映させるべく実施することができた。

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 中小企業の振興に向けて、専門部会が調査・検証活動を行っている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 55 50

主な取組み内容

・経済団体や関係団体等で組織する円卓会議で、松山市の中小企業振興のため、取り組むべき問題点や課題を明確にし、今後の施策に関して意見聴取を行った。
・働き方改革や学生の就職、企業の人手確保に関する専門部会を設置し、各テーマでの課題に対する検証活動を行い、会の中で各々が報告することで情報共有を図った。

R3年度の目標

円卓会議において、条例に定める事項等に関
する調査・検証活動等を実施し、本市施策に
反映させる。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

中小企業振興円卓会議の運営

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

働きやすい職場環境づくりに取り組む企業情
報の発信、職場環境改善への啓発、ワーク
シェアリングの推進、働き方改革へのアプロー
チ、DXの推進等、様々な課題解決に向け調
査・検証を行い本市施策への反映に取り組
む。

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

今後、中小企業振興円卓会議が地域の課題解決に向けた調査・検証や支援活動など、地域に根ざした条例の推進機関となっていくためには、組織の中核となるNPOや中小企業等のメン
バーの掘り起こしやネットワークづくりを行い、組織の基盤を強化していく必要がある。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 3

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 3

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

【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

3 3

3 3 2

活動指標

（3つまで設定可）

会議開催回数
回

3 3 3

100 100 66

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

会議での議論内容に応じて適宜開催回数を見直す。

本指標の設定理由
本事業の目的とする指標であるため。

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

3 3

4 3 4

成果指標

（3つまで設定可）

活動を行っている部会
数

団体
3 3 3

133 100 133

各部会の活動目標の
達成率

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

実績を考慮して設定

本指標の設定理由
市内中小企業が抱える諸問題を解決するための活動であるため。

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

希望的数値として設定

本指標の設定理由
市内中小企業が抱える諸問題を解決するための各活動の達成度合い
を図るため。

- - 100

％
- - 100

100

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の影響により、一回目は書面での開催となったため、目標を達成できなかった。

成果指標 地域経済の現状や課題について活発な情報交換を行った結果、目標値を満たす専門部会活動につながった。

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 副主幹 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 主幹 担当者名 副主幹 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31261 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 30 ～ 令和 2

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 1

評価実施年度 令和3年度 評価対象年度 令和2年度

令和3年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 矢野　和仁 内山　茂樹

事務事業名
（施策コード） 人手不足対策緊急支援事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 内山　茂樹 山本　隆司

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治

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

123

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み 企業の人手不足解消の促進

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約 412

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

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 松山市中小企業等人手確保支援補助金交付要綱、松山市RPA導入支援補助金交付要綱

事業の目的
（どのような状態にするか）

本市企業の大半を占める中小企業等が抱える人手不足を解消するため。

経営基盤の強化
企業誘致を進めるほか、地元企業の創業・成長・事業承継や人手の確保、ICTを活かした事業の効率化
や生産性の向上など、松山を元気にする企業を支援します。

総合戦略 4121

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み
② Society5.0 の実現に向け、AI・IoTなどの先進技術の利活用を推進し、行政課題の解決や地域の発展
を目指します。

①持続可能な社会構築

①SDGsの推進

背景
（どのような経緯で開始した

か）

少子高齢化や労働力人口の減少が見込まれる中、国の「中小企業白書」によると、経営者の高齢化や人手不足の深刻化といった構造的な課題が進行し続けている。また、全国のシンクタン
クに行った景気アンケートでは、「人材不足」が企業活動の足かせになっていると回答したシンクタンクが90％以上となっており、人手不足対策が企業の将来性に大きく影響を及ぼすことが懸
念されている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

人手不足解消に向けた総合的な企業への支援策として、人手確保や民間と連携した柔軟な働き方を推進する市内の中小企業等を対象に補助金を支出するほか、ＩＴツールの活用や業務
効率化の促進を図るため、まつやま働き方改革推進会議へ負担金を支出。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 43,975 60,339 59,519

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 23,567 41,774

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 6,500 21,525

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

委託料14,027千円、負担金8,679千円、補助金
18,966千円

委託料18,550千円、補助金40,250千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

都市部人材デュアルワーク支援業務を「ニューノー
マル対応促進事業」へ移管。
「人手不足対策緊急支援事業」を「ニューノーマル対
応促進事業」及び「ウィズコロナ雇用促進事業」へ分
割。

その他 0 0 0

一般財源 23,567 35,274 37,994

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

オンラインにて「まつやま働き方改革シンポジウム2020」を開催し、働き方改革に対する理解を深めるととも
に、広く周知が図られた。また、市内企業と都市部の複業人材とのマッチング支援事業では、合計22件の
マッチングが生まれ、市内企業の人手不足対策につながった。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 働き方改革を推進する市内企業等へ支援を行うなど、人手不足解消に向けた取組みを実施することができた。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 20,408 18,565

主な取組み内容

中小企業を対象に都市部の複業人材を活用した人手確保への支援等を実施するとともに、ＩＴツール活用等による業務効率化への支援をさらに強化するため、ＲＰＡを導入する企業への支
援を実施。また、「まつやま働き方改革推進会議」の取組み内容について、シンポジウム等で企業や市民へ広く周知を図り、働き方改革に対する理解を深める。

R3年度の目標

人手不足への対策を強化するため、都市部や
外国人など、新たな人材の確保と活用促進に
向けた取組みを行う。
また、RPA等による業務効率化やコワーキング
スペースの利用等、多様な働き方の促進を図
る。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

都市部人材と市内企業とのマッチング支援を
行い、デュアルワークの促進を図る。
・業務効率化を図るため、RPA等のツールを導
入する中小企業等を支援する。
・起業家やフリーランス等が交流するイベント
を主催する法人やコワーキングスペースを新
規利用する個人を支援することで多様な働き
方を促進する。

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

対面に限らず、様々な手法によるイベントの開
催を支援する。

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拡大により、イベントの開催が困難な状況が続いている。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 50

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 40

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 5

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 25

実績値 達成年度 R4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 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 最終目標

50 50

56 44 0

活動指標

（3つまで設定可）

企業向けセミナーの参
加人数

人
- - 50

- - 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

実績を基に算出

本指標の設定理由
職場環境の改善を促進するため。

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

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

34 30 34

成果指標

（3つまで設定可）

求人情報発信支援補
助金の申請件数

件
40 40 40

85 75 85

職場復帰支援補助金
の申請件数

5 5

6 4

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

実績を基に算出

本指標の設定理由
市内中小企業等の人手不足解消のため。

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

実績を基に算出

本指標の設定理由
市内中小企業等の職場環境を改善するため。

120 80 160

件
5 5 5

8

25

22 17 25
コワーキングスペース
利用支援補助金の申
請件数

件
25 25 25 25

88 68 100

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HPへの掲載や関係機関へのパンフ設置等により周知は図れていたが、開催時期等で参加者の都合が合わない場合もあり、目標達成に至らなかった。今後、一層
の周知を図るとともに、なるべく多くの方の参加が可能となるよう、各企業の閑散期等を考慮し、開催日程を検討する。

成果指標
市HPへの掲載や関係機関へのパンフ設置、企業セミナーを通じた人事担当者への周知は図れていたが、一方で経営者層への周知が弱かったことから目標達成に
至らなかった。今後は、活用の有無を決定する可能性が高い管理者層への周知も強化していく。

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 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

実績を基に算出

本指標の設定理由
市民個々の多様な働き方を促進するため。
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31261 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 17 ～ 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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 浅海　優里

事務事業名
（施策コード） 商工会議所等支援事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 西野　栄一

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

地域の商工業の発展は、直接的または間接的・継続的に様々な方面から市民に恩恵を与えるものであり、本市の発展には欠かせない施策と考えており、地域の総合経済団体である松山商
工会議所、北条商工会、中島商工会の運営等に係る補助金を支出する。

経営基盤の強化 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

地域の商工業の発展は、直接的または間接的・継続的に様々な方面から市民に恩恵を与えるものであり、本市の発展には欠かせない施策と考えており、地域の総合経済団体である松山商
工会議所、北条商工会、中島商工会の運営等に係る補助金を支出する必要があるため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
松山商工会議所、北条商工会、中島商工会
【事業内容】
地域総合経済団体としての松山商工会議所・北条商工会・中島商工会は、中小企業の経営改善や育成指導などの各種事業を展開しており、その運営に補助金を支出する。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 15,850 15,850 15,850

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 15,450 15,650

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

補助金：15,650千円 補助金：15,850千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 15,450 15,650 15,850

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

各団体は、事業計画に基づいて精力的に中小企業の経営支援等の活動に取り組んだ。

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
松山商工会議所や北条商工会、中島商工会に対し、本市が補助することで、地域総合経済団体による中小企業の経営改善及び育成指導、
または地域内における小規模事業者の経営及び技術の改善などの各種支援が促進され、結果、地域の商工業の発展に寄与しているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 400 200

主な取組み内容

地域の商工業の発展は、直接的または間接的・継続的に様々な方面から市民に恩恵を与えるものであり、本市の発展には欠かせない施策と考えており、地域の総合経済団体である松山商
工会議所、北条商工会、中島商工会の運営等に補助金を支出した。当補助金を通じて、市内中小企業の経営課題解決に向けた伴走型支援の提供、持続可能な企業づくりの支援、デジタ
ルイノベーションを活用した企業の経営力向上、ビジネスのグローバル化への対応と海外展開の支援、企業の多様な人材確保・育成の支援、国内外の新たな市場獲得につながる販路開拓
の支援など、地域商工業の持続発展に寄与した。

R3年度の目標

地域総合経済団体である松山商工会議所・北
条商工会・中島商工会は、中小企業者に対
し、中小企業の経営改善や育成指導などの各
種事業また、地域内における小規模事業者の
経営及び技術の改善を行う。市は、各団体が
行う活動が一層促進されるよう、運営資金を補
助する。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各団体が行う活動が一層促進されるよう、運営
資金を補助する。

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

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し
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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

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2年度の内容

31261 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

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

※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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 浅海　優里

事務事業名
（施策コード） 中小企業資金貸付事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

6:出資金・貸付金

矢野　和仁 正岡　孝浩

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治

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

122

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み 企業の創業・成長・事業承継支援

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約 412

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

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 松山市中小企業振興基本条例，松山市中小企業振興計画

事業の目的
（どのような状態にするか）

中小企業を対象とした制度融資の際、借入れに対する信用保証料の一部または全部を負担することにより、中小企業の健全な育成と振興を図る。

経営基盤の強化
企業誘致を進めるほか、地元企業の創業・成長・事業承継や人手の確保、ICTを活かした事業の効率化
や生産性の向上など、松山を元気にする企業を支援します。

総合戦略 4121

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み
② Society5.0 の実現に向け、AI・IoTなどの先進技術の利活用を推進し、行政課題の解決や地域の発展
を目指します。

①持続可能な社会構築

①SDGsの推進

背景
（どのような経緯で開始した

か）

長引く不況やデフレの進行等による売上高の減少など、中小企業を取り巻く経営環境が大変厳しい状況にある中で、低負担で利用できる保証付きの制度融資を実施し、経営状況の厳しい
中小企業の資金繰りを支援する必要があったため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
愛媛県信用保証協会、本市融資を受けることができる事業者
【事業内容】
中小事業者に対し低金利融資、信用保証料の負担、利子補給を行い、経営の安定に必要な資金調達を円滑にするとともに中小企業の振興を図る。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,252,145 2,248,126 4,751,936

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 2,188,123 2,111,181

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 220,150

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

貸付金：2,050,000千円
補償補填及び賠償金：27,912千円
補助金：33,224千円

貸付金：3,850,000千円
補償補填及び賠償金：330,070千円
補助金：571,770千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 2,070,972 2,050,000 4,316,024

一般財源 117,151 61,181 215,762

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

中小企業者に対して、低金利かつ信用保証料の全部または一部を負担することで経営の安定を図ること
ができたため。

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 中小企業者に対して、低金利かつ信用保証料の全部または一部を負担することで経営の安定を図ることができたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 64,022 136,945

主な取組み内容

・地元金融機関に資金を預託し、中小零細事業者に低金利で融資し、信用保証料の全額又は一部を市が負担。
・創業および設備投資向けの融資制度を利用した事業者を対象に利子補助金を交付。

R3年度の目標

本市融資制度の利用促進に努める。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

本市融資制度利用者分の信用保証料の全部
または一部を負担する。

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

コロナ感染症による影響を受けた中小企業向
けに利子補給制度を実施予定。

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伴い、中小企業の売上が減少。経営の安定化等のため必要な資金の融通を円滑化する必要がある。
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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 -

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

【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

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

－ －

1,214 1,586 4,477

成果指標

（3つまで設定可）

融資件数
件

－ － －

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

融資制度の実績値は、景気動向に非常に左右されるため成果目標の
設定は難しい。

本指標の設定理由
本事業の目的とする指標であるため。

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

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 コロナウイルスの影響で融資件数は大幅に増加し、資金需要に対応することができた。

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
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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

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2年度の内容

31261 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 16 ～ 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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 西山　佳那

事務事業名
（施策コード） 松山市人材育成事業補助金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 西山　佳那

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 中小企業の振興

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 松山市中小企業振興基本条例，松山市中小企業振興計画，松山市人材育成事業補助金交付要綱

事業の目的
（どのような状態にするか）

人手不足が深刻化するなか、中小企業には限られた人員で生産性を向上させることが必要とされている。
本事業では中小企業等の人材育成を促進し、生産性向上に繋げる。

経営基盤の強化 -

総合戦略 4121

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み
② Society5.0 の実現に向け、AI・IoTなどの先進技術の利活用を推進し、行政課題の解決や地域の発展
を目指します。

①持続可能な社会構築

①SDGsの推進

背景
（どのような経緯で開始した

か）

事業所の活動を支援する中で、市に期待する施策として、従業者のキャリア・スキルアップの支援を求める声が多かったため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
松山市内に事業所がある中小企業者又は中小企業団体
【事業内容】
中小企業等が従事者を研修等へ参加させる場合の費用に対して補助金を支出する。なお、対象となる研修等は従事者のスキルアップに繋がるもので、試験等を伴う場合は合格することが必
要となる。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 8,553 8,364 8,314

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 8,096 8,427

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・補助金：8,260千円
・報償費：164千円

・補助金：8,000千円
・報償費：200千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 8,096 8,427 8,314

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

目標を上回る申請件数があったため。

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 企業の従業員の人材育成にかかる負担を補助することによって人材育成の機会の増加が図られる。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 457 -63

主な取組み内容

中小企業等が従業員のスキルアップのため研修等へ参加する際の費用を補助。

R3年度の目標

中小企業等が従事者を研修へ参加させる場
合の負担を補助することによって人材育成の
機会が増加し、企業の発展につなげる。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

中小企業等が従事者を研修へ参加させる場
合の負担を補助することによって人材育成の
機会が増加し、企業の発展につなげる。

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

より多くの事業者に利用していただけるよう、補
助上限額や補助対象となる研修等の要件を見
直し、事業を実施する。

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

本制度の認知度向上や近年の人手不足の深刻化により、制度利用件数が増加傾向にある。
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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 360

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

【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

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

360 360

404 465 391

成果指標

（3つまで設定可）

補助利用件数
件

240 360 360

169 129 108

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

希望的数値として暫定的に目標値とする。

本指標の設定理由
事業者が従業員のスキルアップを図った数を示す指標

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 HP等での周知に取り組んだことで、補助利用件数は増加し、目標値を上回った。

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３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 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 副主幹 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 4 ～ 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 企業立地担当 948-6549

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 上田　弘治 菅　潤治 三好　恵理子

事務事業名
（施策コード） 各種経済団体支援事業（愛媛県ダム所在・発電関係市町協議会負担金事業）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

池内　浩規　 三好　恵理子 伊賀上　翔太

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 企業立地担当 948-6549

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 産業基盤の充実

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

愛媛県ダム所在・発電関係市町協議会へ参加することにより、松山市に対する適切な行財政措置の確立をはかるとともに、水力発電施設（湯山発電所）が所在することによる諸問題の解決を
促進して、周辺地域の持続的・安定的な発展を図る。

適正な産業立地促進と用地・エネルギー等インフラの確保 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成16年3月1日に施行された「愛媛県電源立地地域対策交付金要綱」に基づくもの。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

愛媛県ダム所在・発電関係市町協議会へ負担金を支出する。また、電源立地地域対策交付金を水力発電施設（湯山発電所）周辺地域の持続的・安定的な発展に寄与する事業に充当す
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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 22 22 22

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 22 22

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

負担金:22千円 負担金:22千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 22 22 22

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

予定通りに事業が実施できたため。

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
ダム・発電市町村全国協議会の総会等に出席し、情報交換等に努めたため。また、電源立地地域対策交付金を水力発電施設（湯山発電所）
周辺地域の持続的・安定的な発展に寄与する事業（東消防署湯山救急出張所運営事業）に充当したため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

愛媛県ダム所在・発電関係市町協議会へ負担金を支出。
【事業内容】
・関係団体との会議等における意見交換（ダム発電関係市町村全国協議理事会他）
・要望活動「ダム・発電関係市町村振興対策の充実・強化に関する要望」
・会員市町への情報提供

R3年度の目標

愛媛県ダム所在・発電関係市町協議会へ負
担金の支出を行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・愛媛県ダム所在・発電関係市町協議会への
負担金の支出。
・ダム・発電市町村全国協議会の総会等への
出席及び情報交換等。
・電源立地地域対策交付金の水力発電施設
（湯山発電所）周辺地域の持続的・安定的な
発展に寄与する事業への充当。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

電源立地地域対策交付金のうち水力枠については、R2年度で算定期間満４０年間を満了する算定特定区分施設について、算定期間を１０年延長するための予算措置・制度改正が国により
行われた。このことにより、水力発電施設（湯山発電所）周辺地域の持続的・安定的な発展に寄与する事業に対し、今後10年間充当が可能となった。
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31263 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 56 ～ 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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業政策担当 948-6714

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 上田　弘治 長曽我部　亮

事務事業名
（施策コード） 各種経済団体支援事業（愛媛県発明協会会費）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

上田　弘治 小切山　早織

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業政策担当 948-6714

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

発明の奨励、実用化の促進、相談業務を行うことにより、科学技術の向上を図るとともに技術開発を促進する。

産学官連携による地域経済の活性化 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

団体の活動支援を市が行うことで、地域経済の活性化に繋げるため事業を開始

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

一般社団法人愛媛県発明協会に対して負担金を支出

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 100 100 100

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 100 100

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

負担金：100千円 負担金：100千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 100 100 100

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、事業が実施できたため。

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 各種経済団体の支援により、地域経済の活性化に繋がっているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

・団体への負担金交付
（実施事業）
・発明奨励事業、知的財産権に関する相談事業、知的財産権に関する講習会、地域・社会と協働した「知財創造教育」に資する学習支援体制の調査（四国地域）事業
・産業財産権情報提供事業、特許流通促進事業

R3年度の目標

団体の活動が一層促進されるよう負担金の交
付を行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

団体へ負担金交付
（実施する事業）
発明奨励事業、知的財産権に関する講習会
産業財産権情報提供及び活用事業
会員交流事業

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31263 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 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

※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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業政策担当 948-6714

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 上田　弘治 長曽我部　亮

事務事業名
（施策コード） 各種経済団体支援事業（少年少女発明クラブ運営事業補助金）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

上田　弘治 小切山　早織

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業政策担当 948-6714

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

市内に在住する子供たちの科学に対する興味、関心を追及できる場を提供し、科学的発想の育成・創造性豊かな人間形成を図る。

産学官連携による地域経済の活性化 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

団体の活動支援を市が行うことで、地域経済の活性化に繋げるため事業を開始

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市少年少女発明クラブに対して補助金を支出

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 292 292 292

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 292 243

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

補助金：243千円 補助金：292千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 292 243 292

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予防の為、開・閉校式の中止や受講回数の減少など活動が縮小した。

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 各種経済団体の支援により、地域経済の活性化に繋がっているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 49

主な取組み内容

・団体へ補助金交付
（実施事業）
・基礎工作、アイデア工作、絵画制作、不可思議な科学実験、メカ工作　外

R3年度の目標

団体の活動が一層促進されるよう補助金の交
付を行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

団体への補助金交付
（実施事業）
・アイデア工作、未来の科学の夢
・基礎工作、簡単工作、メカ工作

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

必要な新型コロナウイルス感染防止対策を徹
底しながら活動を行う。

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の影響による活動の縮小。
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31263 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 55 ～ 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

愛媛県職業能力開発協会の活動が一層促進
されるよう、負担金の交付を行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

団体へ負担金の交付
＜実施する事業＞
1．企業等の従業員の職業能力開発促進2．
職業能力開発事業の実施3．技能検定・職業
能力評価試験の実施4．技能振興・尊重の社
会的機運醸成

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し

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

予定通りに事業が実施できたため。

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 各種経済団体の支援により、地域経済の活性化に繋がっているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

下記事業実施に利用される負担金を支出している。
1．企業等における従業員の職業能力開発の促進：相談、指導、情報や資料の提供、各種研修会、講習会等の開催
2．職業能力開発事業の実施：愛媛職業能力開発サービスセンターの運営
3．技能検定・職業能力評価試験の実施
4．技能の振興と技能尊重の社会的気運の醸成：技能五輪、技能グランプリ等の技能振興事業の実施

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・負担金：5千円 ・負担金：5千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 5 5 5

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 5 5

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） 5 5 5

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

地域経済の持続的発展のためには産業を支える人材の育成が不可欠である。労働者の技能を向上させ、産業基盤を確かなものとするために技能者の社会的評価の向上を図るとともに、若
年者が進んで技能労働者を目指すような環境を整備し、技能を尊重する機運を醸成する必要がある。また、若年者の技能離れが見られる中、技能の振興や技能労働者の地位向上を図るた
めには、様々な取組により技能の魅力や重要性の啓発を図ることが求められる。こうしたことから同協会へ負担金を支出している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

愛媛県職業能力開発協会へ負担金を支出する。

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）

職業能力開発や技能評価制度を普及促進することを目的として、職業能力開発促進法に基づいて設立された公益法人である同協会に負担金を支出することで、会員の行う職業訓練をはじ
め、技能検定の実施や職業能力の開発・向上に関する業務を後押しする。

産学官連携による地域経済の活性化 -

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み 中小企業の振興

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

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

丹生谷　泰生 今村　雅臣 新原　愛

事務事業名
（施策コード） 各種経済団体支援事業（愛媛県能力開発協会会費）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 新原　愛

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6399

家串　正治 今村　雅臣
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31263 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 44 ～ 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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 今村　雅臣 内山　茂樹

事務事業名
（施策コード） 各種経済団体支援事業（愛媛県企業連合会市町村分担金事業）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 内山　茂樹

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

愛媛県企業連合会を支援することにより、地域経済の活性化を図る。

産学官連携による地域経済の活性化 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

愛媛県企業連合会の活動支援を市が行うことで、地域経済の活性化に繋げるため事業を開始。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

愛媛県企業連合会へ補助金を支出し、活動を支援する。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,022 1,019 1,015

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,022 1,019

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

負担金：1,019千円 負担金：1,015千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 1,022 1,019 1,015

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

予定通りに事業が実施できたため。

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 愛媛県企業連合会の支援により、地域経済の活性化に繋がっているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

・愛媛県企業連合会への負担金、補助金の交付
(実施事業)
納税意識と税知識の普及並びに税制及び税務に関する調査研究・提言に関する事業、地域企業の健全な発展に資する事業（融資制度の普及推進、各種セミナーの実施等）、地域社会へ
の貢献を目的とする事業

R3年度の目標

愛媛県企業連合会の活動が一層促進されるよ
う、負担金及び補助金の交付を行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

愛媛県企業連合会への負担金、補助金の交
付
（実施する事業）
納税意識と税知識の普及並びに税制及び税
務に関する調査研究・提言に関する事業、地
域企業の健全な発展に資する事業（融資制度
の普及推進、各種セミナーの実施等）、地域
社会への貢献を目的とする事業

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31263 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 44 ～ 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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 今村　雅臣 内山　茂樹

事務事業名
（施策コード） 各種経済団体支援事業（愛媛県産業貿易振興協会会費事業）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 内山　茂樹

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

愛媛県産業貿易振興協会を支援することにより、地域経済の活性化を図る。

産学官連携による地域経済の活性化 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

愛媛県産業貿易振興協会の活動支援を市が行うことで、地域経済の活性化に繋げるため事業を開始。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

愛媛県産業貿易振興協会へ補助金を支出し、活動を支援する。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 250 250 250

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 250 250

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

負担金：250千円 負担金：250千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 250 250 250

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

予定通りに事業が実施できたため。

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 愛媛県産業貿易振興協会の支援により、地域経済の活性化に繋がっているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

・愛媛県産業貿易振興協会への負担金、補助金の交付
（実施事業）
貿易・海外投資等に関する相談指導事業、国際経済に関する情報の収集および提供事業、県内企業の海外取引促進事業、県内企業の国際化推進のための人材育成および調査研究事
業

R3年度の目標

愛媛県産業貿易振興協会の活動が一層促進
されるよう、負担金及び補助金の交付を行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

愛媛県産業貿易振興協会への負担金、補助
金の交付
（実施する事業）
貿易・海外投資等に関する相談指導事業、国
際経済に関する情報の収集および提供事業、
県内企業の海外取引促進事業、県内企業の
国際化推進のための人材育成および調査研
究事業

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31263 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 44 ～ 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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 今村　雅臣 内山　茂樹

事務事業名
（施策コード） 各種経済団体支援事業（愛媛県中小企業団体中央会事業連携協力金事業）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 内山　茂樹

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

愛媛県中小企業団体中央会を支援することにより、地域経済の活性化を図る。

産学官連携による地域経済の活性化 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

愛媛県中小企業団体中央会の活動支援を市が行うことで、地域経済の活性化に繋げるため事業を開始。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

愛媛県中小企業団体中央会へ補助金を支出し、活動を支援する。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 100 100 100

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 100 100

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

負担金：100千円 負担金：100千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 100 100 100

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

予定通りに事業が実施できたため。

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 愛媛県中小企業団体中央会の支援により、地域経済の活性化に繋がっているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

・愛媛県中小企業団体中央会への負担金、補助金の交付
（実施事業）
中小企業連携組織推進指導事業、小規模事業者組織化指導事業、外国人技能実習制度適正化事業、農商工連携支援事業、IoT等現場カイゼン支援事業、外国人技能実習生受入推進
事業　外

R3年度の目標

愛媛県中小企業団体中央会の活動が一層促
進されるよう、負担金及び補助金の交付を行
う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

愛媛県中小企業団体中央会への負担金、補
助金の交付
（実施する事業）
中小企業連携組織推進指導事業、小規模事
業者組織化指導事業、中小企業組合等課題
対応支援事業、外国人技能実習制度適正化
事業、外国人受入推進事業　外

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31263 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

R3年度の目標

松山共同職業訓練協会の活動が一層促進さ
れるよう、補助金の交付を行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

団体へ負担金の交付
＜実施する事業＞
普通訓練（左官・タイル施工、建築板金、建築
塗装）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

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し

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

予定通りに事業が実施できたため。

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 各種経済団体の支援により、地域経済の活性化に繋がっているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 536

主な取組み内容

普通訓練（左官・タイル施工科、建築板金科、建築塗装科）実施に利用される負担金を支出している。

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・負担金：730千円
・委託料：776千円

・負担金：730千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

訓練校の建物外壁の法定調査（10年毎）費用を計上

その他 0 0 0

一般財源 730 1,506 730

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 730 1,506

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） 730 2,042 730

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

各種養成訓練講座を夜間に開催し、働きながら安価に実技指導を受けることができる訓練所（松山共同高等職業訓練校）として若年者を中心に自立・就業への支援を行っている同協会に補
助することで、建設技能系職業に必要な能力の開発と育成を支援し、生産性と労働者の地位の向上につなげる。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山共同職業訓練協会へ補助金を支出する。

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）

建設業の人材が不足する中、補助金を支出することによって、松山市地域の建設関連職種（左官・タイル・建築板金・建築塗装）の活性化と技能者の技術向上を図る。

産学官連携による地域経済の活性化 -

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み 中小企業の振興

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

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

丹生谷　泰生 今村　雅臣 新原　愛

事務事業名
（施策コード） 各種経済団体支援事業（松山共同職業訓練協会運営補助金）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 新原　愛

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6399

家串　正治 今村　雅臣
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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

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2年度の内容

31263 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 日高　真幸

事務事業名
（施策コード） 中小企業販路拡大事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

矢野　和仁 浅海　優里

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 ９４８－６７８３

家串　正治

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

122

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み 企業の創業・成長・事業承継支援

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約 412

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

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 松山市中小企業振興基本条例，松山市中小企業振興計画

事業の目的
（どのような状態にするか）

県内だけでなく首都圏を含む県外の百貨店・スーパー等の大手流通業の買い手事業者との商談機会を提供することで、中小企業は県外に赴くことなく、複数の大手企業と直接商談でき、販
路拡大につながる。また、買い手事業者から自社商品に対する評価や意見をもらって強みや弱みを知ることで、商品のブラッシュアップに繋げることができる。

産学官連携による地域経済の活性化
企業誘致を進めるほか、地元企業の創業・成長・事業承継や人手の確保、ICTを活かした事業の効率化
や生産性の向上など、松山を元気にする企業を支援します。

総合戦略 4122

④住み続けたいまちをつくる（持続可能なまちづくり）

取組み
② Society5.0 の実現に向け、AI・IoTなどの先進技術の利活用を推進し、行政課題の解決や地域の発展
を目指します。

①持続可能な社会構築

①SDGsの推進

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成25年度に東温市が中小零細企業振興基本条例を、平成26年度に松山市が中小企業振興基本条例を制定したことを契機に、市域の枠を超えた中小企業者の支援に両市で取り組むこ
ととし、平成27年度は「中小企業販路拡大マッチング事業」として、「まつやま・とうおん販路開拓市～お宝発掘市2015～」を共同開催した。また、平成28年度は「まつやま圏域未来共創ビジョ
ン」に基づき、松山圏域の近隣市町（伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町）と連携した広域事業として規模を拡大し、「松山圏域中小企業販路開拓市」へと展開した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
松山圏域の中小企業・小規模事業者
負担金交付先名：松山圏域中小企業販路開拓市実行委員会
【事業内容】
買い手事業者がブースを構え、そこに、中小企業者が売り手事業者として直接売り込みをかける｢逆商談会形式」による商談会の実施や、商談会の開催までに、売り手事業者を対象とした事
前対策セミナーを行うなど、売り手企業の商談スキルの向上も図っていく。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 12,700 12,074 12,399

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 12,537 10,647

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

負担金：7,215千円
委託料：3,300千円

負担金：8,261千円
委託料：3,300千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 12,537 10,647 12,399

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

概ね目標値を達成することができたため。

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 商談会の実施により、中小企業者の販路開拓・拡大の機会提供、商談スキルの向上に繋がっているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 163 1,427

主な取組み内容

・買い手事業者に売り手事業者（中小企業者）が直接売り込みをかける｢逆商談会形式」による商談会の開催。
・売り手事業者（中小企業等）を対象とした事前対策セミナーの実施。

R3年度の目標

（松山圏域）
・松山圏域の近隣市町と連携した事業として
実施し、事業目標値である商談件数を達成す
る。
（国際経済）
台湾に進出意欲のある市内の掘り起こしと、
ニーズに即したビジネスマッチングを行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

（松山圏域）
・買い手事業者に売り手事業者が直接売り込
みをかける｢逆商談会形式」による商談会の開
催や売り手事業者（中小企業者）を対象とした
事前対策セミナーの実施。
（国際経済）
台湾企業の紹介、商談会の実施

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

オンライン形式での商談を視野に入れ、中小
企業への販路拡大の機会を提供する。

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により地域間移動や海外渡航が制限されており、従来の対面型の商談が困難な状況にある。
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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 1,900

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

【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

40 40

40 41 29

活動指標

（3つまで設定可）

逆商談会参加売り手
事業者数

者
40 40 40

100 100 72

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

過去の実績を考慮して設定

本指標の設定理由
参加企業が多いほど、商談に繋がる可能性が上がるため。

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

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

1,900 -

1,199 1,547 1,762

成果指標

（3つまで設定可）

松山圏域企業の商談
件数

件
1,150 1,550 1,900

115 99 92

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

近年の実績値を勘案するとともに、参加している事業者から商談時間
をもう少し確保したいという声も出ており、総合的に判断し、目標値を
設定する。本指標の設定理由

より多くの中小企業の販路開拓・拡大を支援するため。

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

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の影響により参加企業数が想定よりも集まらなかったため、目標値に満たなかった。

成果指標 活動指標の参加企業数が想定よりも集まらなかったが、できるだけ多くの商談ができるよう努めたことで概ね目標値を達成できた。

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
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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 副主幹 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 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

32215 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 23 ～ 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 1

評価実施年度 令和3年度 評価対象年度 令和2年度

令和3年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 今村　雅臣 内山　茂樹 坂本　亮太

事務事業名
（施策コード） まつやま産業まつり事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 内山　茂樹 正岡　孝浩

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治

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 観光都市としての魅力向上

市長公約 521

自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

堀之内・城山公園にて県内最大級の産業イベント「えひめ・まつやま産業まつり」を愛媛県と共同開催することにより、
　・県都 松山市を知ってもらい人を招く機会をつくる「地産知招」の取組みを実施する。
　・地域産品の販売、展示等により各種産業の情報を広く発信し、活力ある産業の発展につなげる。
　・城山公園周辺の賑わいを創出する。

地産知招の取り組みの推進
花園町通りの歩行者空間や堀之内でのマルシェなどの充実のほか、松山の農林水産物を活かした新た
な賑わいづくりを進めます。

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

愛媛県との共同事業として、平成23年度から開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】
・負担金交付先：えひめ・まつやま産業まつり実行委員会
・イベントには、広く市内外、県内外から、さまざまな年代の方に来ていただくことを想定（人数については、会場のキャパシティ等も考慮し、例年10～12万人（晴天時）を想定）。
【事業内容】
・堀之内　城山公園で、例年11月下旬に「えひめ・まつやま産業まつり」を開催している。
・当イベントは、県内主要マスコミで組織する「メディアパーティー」と同時開催している。

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

出展者から、出展料をいただいている（飲食・物販：20,000円、展示のみ・団体出店：5,000円）

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 15,320 15,240 15,240

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 商工費 商工費 商工振興費 R2 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 15,000 0

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

-
・負担金：15,000千円
・職員手当等：240千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 15,000 0 15,240

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

中止のため特になし

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 中止のため特になし

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 320 15,240

主な取組み内容

・新型コロナウイルスの影響により、「えひめ・まつやま産業まつり」は中止。

R3年度の目標

新型コロナウイルスの感染防止を徹底した開
催方法を検討し、イベントを開催する際には、
地産地消を促進し、来場者の満足度を向上さ
せ、より質の高いイベントを目指す。 R3年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・えひめ・まつやま産業まつり実行委員会への
負担金の支出
・産地を活かした産品を来場者へ提供するよう
なイベントの企画。

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の感染防止策や、天候が
悪かった場合（雨天時、風の影響等）の安全
対策について検討する。

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の影響を受け、開催可否や開催方法を慎重に検討する必要がある。
・屋外イベントであるため、天候により来場者数が左右されやすい。
・年々、食の安全に対する目が厳しくなるなか、出展者により一層の周知、注意が求められる。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 300

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値 6

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 100,000

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値 95

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

【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

300

315 322 0

活動指標

（3つまで設定可）

出展ブース数
ブース

300 300 300

105 107 0

広報媒体数

6 6

6 7 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

城山公園という限られたキャパシティの施設で開催することから、現状
を大きく上回る目標を設定すると、来場者や出展者の安全、回遊性等
に支障をきたす恐れがある。よって現状の維持を目指すこととしてい
る。本指標の設定理由

市内を中心とした地元企業・団体にイベントに出展していただくこと
で、来場者が地域の産業や伝統工芸品、農産物等に触れるきっかけ
になり、地域にある企業の売り上げに繋がり、地域経済が活性化する
機会を創出することができるため。

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

テレビ、ラジオ、広報誌、チラシ、新聞折込、ポスター等の媒体を想定
しており、６種類とする。
R元年度はSNS等のWebを用いた広報も実施した。本指標の設定理由

様々な媒体を使った広報をし、イベントへの来場者数を増加させるた
め。

100 117 0

種類
6 6 6

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

100,000 100,000

135,000 130,000 0

成果指標

（3つまで設定可）

来場者数
人

100,000 100,000 100,000

135 130 0

当日アンケートでの満足
度（母数400人、イベント
が「大変楽しかった」「楽
しかった」との回答を集
計）

95 95

92 93

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

城山公園という限られたキャパシティの施設で開催することから、現状
を大きく上回る目標を設定すると、来場者や出展者の安全、回遊性等
に支障をきたす恐れがある。よって現状の維持を目指すこととしてい
る。

本指標の設定理由
イベントの認知度を計る指標であるため。

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

より多くの方に満足していただきたいと考えている。

本指標の設定理由
今後当イベントを晩秋の恒例イベントとして定着を目指すうえで、満足
度の向上は必須と考えるため。

97 98 0

％
95 95 95

0

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の影響により中止

成果指標 新型コロナウイルスの影響により中止

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３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 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 主査 担当者名 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

32215 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 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

※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 1

評価実施年度 令和3年度 評価対象年度 令和2年度

令和3年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業創出・商業振興担当 948-6710

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 鴻上　哲史 冨岡　宏行 井筒　廉

事務事業名
（施策コード） 道の駅運営事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

3:指定管理

鴻上　哲史 細川　大祐 冨岡　宏行

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業創出・商業振興担当 948-6710

家串　正治

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 観光都市としての魅力向上

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 松山市道の駅条例、松山市風早レトロタウン構想

事業の目的
（どのような状態にするか）

地場産品の展示・販売及び地域の情報交流の場を提供することにより、情報発信拠点の形成を図り、地域コミュニティの交流を深める。

地産知招の取り組みの推進 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成５年に｢道の駅｣の整備についての要綱を建設省（現　国土交通省）が策定して以降、全国的に道の駅が各自治体に作られるようになった。愛媛県においても瀬戸農業公園が平成５年に
登録されて以降、風和里が登録されるまでに、18の道の駅が登録され、地域商品の販売・展示や情報交流の場としての効果が期待できるため旧北条市の時代に道の駅を建設した。
※国との共同整備（特定交通安全施設等整備事業）

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：・国道196号線の利用者【休憩施設利用者】、・北条周辺の農家や製造業者等【販売施設の利用者】
事業内容：
・指定管理者制度を用いて、道の駅の運営・管理や道の駅前の海岸清掃等の管理を風早の郷ふわり協同組合に委託
・風早の郷ふわり協同組合へ指定管理料を支出
【指定管理期間】
第３期：５年間(平成26年４月１日～平成31年３月31日）
第４期：５年間（平成31年４月１日～令和６年３月31日）

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

施設使用者から徴収（下記は一例）
興業及び展示会等：10㎡当たり300円/日、駅舎販売施設等：240,000円/月、レストラン：150,000円/月

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 14,763 6,356 7,138

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 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 11,258 6,817

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・委託料：5,783千円
・工事請負費：556千円
・光熱水費：424千円

・委託料：5,783千円
・工事請負費：800千円
・光熱水費：550千円

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

その他 0 0 0

一般財源 11,258 6,817 7,138

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

レストランを指定管理者自らが経営するなど、地産知招（地消）に大きく貢献しており、年度当初に設定した
収益目標（73,108千円）を達成しているため。

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
レストランの営業を指定管理者自らが開始し、地元農産物を中心とした飲食の提供が開始され、地産知招（地消）を推進することができたた
め。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 3,505 -461

主な取組み内容

・道の駅の運営、管理
・海岸の清掃、管理
・指定管理者の自主事業（お客様感謝デー等）

R3年度の目標

・年度協定に定めている来場者数391,000人
以上、収入合計74,585千円以上を目指すべ
く、多くのイベントを実施し、北条の活性化及
び賑わいを創出する。 R3年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・道の駅の運営、管理
・海岸の清掃、管理
・イベントへの出店（まつやま農林水産まつり、
みんなの生活展等）
・指定管理者の自主事業（ふわり納涼まつり、
柑橘まつり、お客様感謝デー等）
・市内中心部での農産物の定期販売

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

・集客イベントについては、新型コロナウイルス
感染症の影響を注視しながら実施を検討す
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の感染拡大により市内の消費活動が停滞している。
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

39999 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 山本　隆司

事務事業名
（施策コード） 労政事務事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

矢野　和仁 黒光　祐輔

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治

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 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市勤労者福祉サービスセンター条例

事業の目的
（どのような状態にするか）

勤労者福祉サービスセンター会員の福利厚生の充実と円滑な事業運営を目指す

その他 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

勤労者福祉サービスセンター会員の福利厚生の充実や事業の円滑な運営を図るために、繰出金の支出が必要となったため

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

勤労者福祉サービスセンターに対して繰出金を支出することにより、福利厚生サービスメニューの拡充や勤労者福祉サービスセンター事業の円滑な運営を行う

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 8,692 9,012 8,793

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 労働費 労働諸費 労働諸費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 8,471 8,893

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

繰出金　8,893千円 繰出金　8,793千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 8,471 8,893 8,793

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

感染症の影響により、福利厚生サービスの利用が制限されてしまったため、代替メニューを実施し、会員の
福利厚生の向上に努めるとともに円滑な事業運営ができた。

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 勤労者福祉サービスセンター会員の福利厚生をサポートし、勤労者福祉の向上に努めた。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 221 119

主な取組み内容

円滑な事業運営を図るため、松山市勤労者福祉サービスセンターに繰出金を支出

R3年度の目標

勤労者福祉サービスセンター事業の適正な運
営に努める

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

サービスセンター会員の拡大やサービスメ
ニューの拡充を図る

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

特に無し

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 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 副主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

39999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 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 3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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業政策担当 948－6714

家串　正治 丹生谷　英司

佐伯　文男 上田　弘治 長曽我部　亮

事務事業名
（施策コード） 観光開発等産業活性化基金積立事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

上田　弘治 金子　工一

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業政策担当 948－6714

家串　正治

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 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市観光開発等産業活性化基金条例

事業の目的
（どのような状態にするか）

観光振興及び産業の振興を促進するため、必要な財源を確保する。

その他 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

観光及び産業振興の促進に充てることを目的として、平成12年3月に条例を制定し、必要な財源の確保に取り組んでいる。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

観光及び産業促進施策等のため、基金の運用益の積立や取崩しを行う。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 300,000 200,000 0

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 商工費 商工費 商工総務費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 300,000 200,000

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

積立金：200,000千円 -

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 300,000 200,000 0

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

基金の適切な管理ができたため。

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 本市の観光振興及び産業振興施策の財源への充当など、計画的かつ効率的な行政運営に資することができた。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

基金の積立て及び取崩し

R3年度の目標

基金の運用益の積立や取崩しなど、基金を適
切に管理する。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・基金の運用益の積立
・基金の取崩し

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

特に無し。

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し。
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 担当者名

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2年度の内容

31261 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 2 ～ 令和 2

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 5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】

→

1 1

評価実施年度 令和3年度 評価対象年度 令和2年度

令和3年度
担当グループ名

佐伯　文男 今村　雅臣 内山　茂樹 鴻上　哲史

事務事業名
（施策コード） 新型コロナウイルス対策緊急支援事業（企業対策）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政・中小・商業 948-6783・6710

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

新型コロナウイルスの影響を受ける市内企業に、経営・労働相談窓口を設けるほか、無利子・信用保証料なしの融資制度を創設し、中小企業の経営基盤の安定や雇用の確保を図る。また、
テレワーク導入に係る費用を補助することで、コロナ禍での事業継続・生産性向上を図る。

経営基盤の強化 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

新型コロナウイルスの影響を受ける事業者の相談窓口や、企業の資金繰りが困難となっている中、低金利での融資制度が必要となる。また、新型コロナウイルス感染症対策として、事業活動
にテレワーク等の導入が求められている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

経営・労働相談窓口…企業の資金繰りや従業員の雇用など、さまざまな悩みに対応するため、中小企業診断士や社会保険労務士など専門家を配置した相談体制をつくる。
融資制度…市の融資制度利用者のうち、新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業者に対し、利子補給および信用保証料の補助を行う。
また、県の融資制度利用者に対して、県と協同で利子補給を行う。
テレワーク導入補助…新たにテレワーク等を導入する際に必要な経費に対して支援を行う。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 2,810,672 0

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 2,744,931

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 690,253 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・委託料7,636千円
・補助金210,755千円
・貸付金1,800,000千円
・補償補填及び賠償金：726,541千円

R2で事業終了

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

・流用、補正予算あり
・5月補正20,372千円
・6月補正1,460,800千円
・9月補正998,500千円

R2で事業終了

その他 0 1,800,000 0

一般財源 0 254,678 0

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

申請者に対して、相談窓口での適切な対応を行ったほか、融資制度の実施や補助金の早期支給を完了
することができた。

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
新型コロナウイルスの影響で経営が悪化した事業者に対して、経営相談ができる窓口を設置したほか、利子補給等により低金利な融資制度を
提供することで企業の経営安定化に寄与したため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 65,741

主な取組み内容

・経営及び労働支援アドバイザー用務 7,200千円
・新型コロナウイルス対策利子補給金 180,092千円
・中小企業資金貸付 1,800,000千円
・中小企業資金貸付に伴う信用保証料 726,542千円
・県融資制度向け利子補給 20,730千円
・テレワーク導入支援補助 9,562,000円
・テレワーク等導入支援補助導入モデル体験支援補助 371,800円

R3年度の目標
R3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,R3
年度で取り組む改善
策

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は未だ収束しておらず、中小企業への影響は続くと考えられる。疲弊した中小企業への下支えのため、支援制度の継続が必要である。
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 担当者名

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2年度の内容

31261 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 2 ～ 令和 2

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 5月補正 6月補正 1月補正（専決）

※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 2

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
担当グループ名

佐伯　文男 今村　雅臣 内山　茂樹 鴻上　哲史

事務事業名
（施策コード） 新型コロナウイルス対策緊急支援事業（個人事業主対策）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援、産業創出・商業振興 948-6783・6710

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 中小企業の振興

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

コロナ禍で打撃を受けている飲食業や商店街、創業間もない中小企業の事業継続支援を行うことにより市内経済を活性化させる。

経営基盤の強化 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

新型コロナウイルス感染症の拡大により、個人の消費が停滞したことから、個人事業主の経営が悪化している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・松山市飲食店テイクアウト等支援補助金　：テイクアウト等の新規サービスに要する経費に対して補助金を支給・松山市商店街等需要喚起策支援補助金
・松山市商店街等感染防止策支援補助金　：市内商店街が実施する感染症対策や、イベント等の需要喚起策に要する経費に対して補助金を支給
・松山市個人事業主等支援給付金：国の持続化給付金の給付決定を受け、市内で店舗等を賃借している個人事業主に対して、国の給付金決定額に応じて給付金を支給
・松山市創業者支援給付金：平成29年10月1日以降に創業した、市内に事務所機能のある中小企業や、市内に住所を有している個人事業主に対して一律10万円の給付金を支給
・松山市プレミアム付飲食券等発行事業：飲食店で使用できるプレミアム付飲食券を発行することで、飲食店への需要を喚起
・松山市個人事業主等支援資金貸付：売上が減少している、市内に事務所等がある個人事業主に対して、上限100万円を無利子・無担保で貸付

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 1,360,273 0

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 商工費 商工費 商工費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 1,044,857

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 849,706 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・補助金　514,050千円
・負担金　331,405千円
・貸付金　195,000千円

R2で事業終了

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

・5月補正で1,060,273千円追加
・6月補正で 800,000千円追加
・1月補正で500,000千円減額
・流用による増あり

R2で事業終了

その他 0 195,151 0

一般財源 0 0 0

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

申請者に対して、貸付や補助金の支給を完了することができた。

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
新型コロナウイルスの影響で経営が悪化した事業者に対して、貸付や補助金などで必要な支援を行ったため。また、特に影響の大きい飲食
店への需要を喚起することができたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 315,416

主な取組み内容

・松山市飲食店テイクアウト等支援補助金　：テイクアウト等の新規サービスに要する経費に対して補助金を支給・松山市商店街等需要喚起策支援補助金
・松山市商店街等感染防止策支援補助金　：市内商店街が実施する感染症対策や、イベント等の需要喚起策に要する経費に対して補助金を支給
・松山市個人事業主等支援給付金：国の持続化給付金の給付決定を受け、市内で店舗等を賃借している個人事業主に対して、国の給付金決定額に応じて給付金を支給
・松山市創業者支援給付金：平成29年10月1日以降に創業した、市内に事務所機能のある中小企業や、市内に住所を有している個人事業主に対して一律10万円の給付金を支給
・松山市プレミアム付飲食券等発行事業：飲食店で使用できるプレミアム付飲食券を発行することで、飲食店への需要を喚起
・松山市個人事業主等支援資金貸付：売上が減少している、市内に事務所等がある個人事業主に対して、上限100万円を無利子・無担保で貸付

R3年度の目標
R3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,R3
年度で取り組む改善
策

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は未だ収束しておらず、例年と比較して売上の減少が続いている企業・個人事業主に対し、事業継続のための支援制度が必要である。
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任 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 主幹 担当者名 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

31112 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 2 ～ 令和 2

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 5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】

↓

2 2

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6399

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 新原　愛 石川　奈々

事務事業名
（施策コード） 新型コロナ対策緊急支援事業（就労対策）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 新原　愛 山本　隆司

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治

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 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 雇用・就労環境の整備 主な取り組み -

主な取り組み 求職者の能力開発・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

事業の目的
（どのような状態にするか）

新型コロナウイルス感染症の影響による失業者に備えるため、現行の職業訓練奨励金制度を拡充し、再就職の支援を行う。また、いわゆる就職氷河期世代といわれる35歳から44歳までにつ
いて、職業訓練の受講に対する経済的支援を行うことで、安定的な雇用につなげる。

教育訓練による資格取得等の促進 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

新型コロナウイルス感染症の拡大による失業者の増加が全国的に危惧される中、影響を受けやすいのが非正規雇用の労働者であり、その中でも就職氷河期世代といわれる35歳から44歳ま
での労働者については再就職先の間口が狭いと考えられる。労働者の職業能力を開発し、就職・再就職先の選択肢を増やすことで支援を行うこととした。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

現行の「松山市若年者職業訓練奨励金」制度では、公共職業訓練校が行う職業訓練を受講する40歳未満の若年者を対象に、訓練中の奨励金を支給している。今回対象年齢を45歳未満ま
で拡充し、より多くの労働者の再就職支援に備える。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 9,432 0

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 1,085

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 1,085 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・補助金：9,432千円 R2で事業終了

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

R2で事業終了

その他 0 0 0

一般財源 0 0 0

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

感染を恐れてハローワークへの出控えや、訓練校自体の休講により、労働者の就職・再就職の動きが鈍っ
たことで目標人数に達しなかった。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 これまで対象外であった就職氷河期世代の労働者の職業能力開発、就職・再就職支援ができた。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 8,347

主な取組み内容

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛媛支部 愛媛職業能力開発促進センター（ポリテクセンター愛媛）および愛媛県立愛媛中央産業技術専門校が行う公共職業訓練の対象コース・科
を受講する、以下の要件を満たした方について、日額3,930円を月ごとに支給する。
〈対象要件〉
①雇用保険法による失業等給付の受給資格がない方②訓練開始時に40～45歳未満である方③年収200万円以下の方④松山市内在住の方⑤国や県から同様の奨励金・補助金を受給して
いない方⑥前回の受給から6年以上経過している方⑦市税の滞納がない方

R3年度の目標

事業終了（現行事業にて実施）

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

事業終了（現行事業にて実施）

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

事業終了（現行事業にて実施）

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は未だ収束しておらず、企業への影響は続くと考えられる。ハローワーク松山や訓練校から情報収集しつつ、訓練生の増減等に注視して事業実施する必要があ
る。
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 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 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

39999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 2 ～ 令和 3

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 3月補正（専決） 6月補正 1月補正（専決）

※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

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治 今村　雅臣

丹生谷　泰生 今村　雅臣 矢野　和仁 新原　愛

事務事業名
（施策コード） 新型コロナ対策緊急支援事業（雇用対策）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 山本　隆司 新原　愛

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 労政雇用担当 948-6550

家串　正治

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 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされながらも従業員の雇用維持に努める企業に助成金を支給し、雇用の安定や事業活動の継続を支援する。

その他 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、雇用維持を図るための休業手当に要した費用を助成する雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金申請企業が増加。県市が連携して支給決定を受
けた企業への上乗せ助成を実施することになった。さらに、雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に依頼する企業も多いと考え、それに要した費用を市独自に補助することとした。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金を愛媛労働局に申請し、支給決定を得た市内中小企業に対して助成を行う。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 61,000 50,096

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 労働費 労働諸費 労働諸費 R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 57,698

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 57,698 50,096

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・維持助成金（補助金）：49,000千円
・手数料補助金（補助金）：12,000千円

・維持助成金（補助金）：30,096千円
・手数料補助金（補助金）：20,000千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 0 0 0

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

労働者の雇用の安定や企業の事業活動継続支援に繋がったため

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 労働者の雇用の安定や企業の事業継続支援に繋がったため

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 3,302

主な取組み内容

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金を愛媛労働局に申請し、支給決定を得た市内中小企業に対して助成を行った。
　＜松山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成金＞
　国の助成率が2/3の場合は国支給決定金額×3/20以内の額、国の助成率が4/5の場合は国支給決定金額×1/8以内の額（ただし国の助成率が10/10の場合は対象外）
　＜松山市雇用調整助成金申請等手数料補助金＞
　対象経費の1/2以下の額（10万円限度、申請は1回限り）

R3年度の目標

引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響に
伴い、事業活動の縮小を余儀なくされながらも
従業員の雇用維持に努める企業に助成金を
支給し、雇用の安定や事業活動の継続を支援
する。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

＜雇用維持助成金＞
国の助成率が4/5の場合は国支給決定金額
×1/8以内の額、9/10の場合は国支給決定金
額×1/18以内の額（ただし国の助成率が
10/10の場合は対象外）を助成
＜手数料補助金＞
対象経費の1/2以下の額（10万円限度、申請
は1回限り）を補助

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

国の助成率引き下げに伴い、県と協調して
1/10以内の額を助成することで、市内企業の
雇用を守る。

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は未だ収束の目途が立たないため、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金を申請する市内企業は多いと考えられる。また、国が助成率を段階的に引き下げ
る方針を示していることから、国の動向を注視しながら事業を実施する必要がある。

57



令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 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

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

39999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 2 ～ 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 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R3年度の目標

基金の運用益の積立や取崩しなど、基金を適
切に管理する。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・基金の運用益の積立
・基金の取崩し

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

特に無し。

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

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

R2年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し。

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

基金の適切な管理ができたため。

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 本市の新型コロナ対策への充当など、計画的かつ効率的な行政運営に資することができた。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

基金の積立て及び取崩し

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

積立金：1,000,000千円 -

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 0 0 0

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,000,000

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 1,000,000 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） 1,000,000 0

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

新型コロナウイルス感染症対策として利子補給事業を実施しているが、事業費負担が後年度にわたるため新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を原資として基金を設置し、
積立てを行う事とした。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

新型コロナウイルス感染症対策に関する対策に係る利子補給の事業に要する経費に充てるため、基金の運用益の積立や取崩しを行う。

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

新型コロナウイルス感染症対策に関する対策に係る利子補給の事業に必要な財源を確保する。

その他 -

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例

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 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

佐伯　文男 上田　弘治 長曽我部　亮

事務事業名
（施策コード） 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

矢野　和仁 内山　茂樹 正岡　孝浩

令和2年度
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 産業政策担当 948－6714

家串　正治

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948－6783

家串　正治 今村　雅臣
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令和３年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 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 主幹 担当者名 副主幹 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

39999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 2 ～ 令和 3

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 1月補正（専決）

※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 2

R3年度の目標

協力金の給付を迅速かつ適切に行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

状況に応じて、新型コロナウイルス対策営業
時間短縮等協力金を給付する。

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

営業時間短縮要請の発出後、速やかに協力
金給付ができるよう、引き続き愛媛県と情報共
有を行うなど連携して、取り組む。

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は未だ収束していないため、今後の県内の感染状況によっては、必要の応じて営業時間の短縮要請を発出することが考えられ、事業継続のための支援が必要と
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

申請者に対して、協力金給付を迅速に対応することができた。

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
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、営業時間の短縮要請に協力いただいた飲食店経営者に対して、迅速な給付と事業継続、雇用
維持の下支えを行うことができたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 164,982

主な取組み内容

・新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金
　第1弾（R3.1.13 ～ R3.1.26 要請分） 2,885件　2,077,400千円 給付
　第2弾（R3.1.27 ～ R3.2.7 要請分）　2,924件　1,627,700千円 給付

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・補助金　3,705,100千円
・委託料　12,155千円

・補助金　9,025,450千円
・委託料　185,000千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

1月期第1回専決　2,205,000千円
1月期第2回専決　1,688,000千円追加

3月期第1回専決　1,484,000千円
4月期第1回専決　5,397,310千円
5月補正　2,345,340千円

その他 0 0 0

一般財源 0 12,544 11,502

0 196,948 953,037

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 3,728,018

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 3,518,526 8,262,111

県支出金

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 3,893,000 9,226,650

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 商工費 商工費 商工振興費 R2予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

新型コロナウイルスの感染が全国に拡がり、また、全国的な新規感染者の増加に歯止めが利かないことから、飲食店の営業時間短縮を要請する自治体が相次ぐ状況となった。こうした中、県
内でも年末年始の会食などで感染者が急増したことを受け、愛媛県は、飲食時の感染リスクへの対応のため、飲食店に対して営業時間の短縮を要請した。営業時間の短縮で感染拡大防止
に一定の効果が期待される一方で、飲食店の経営には深刻な打撃となり、特に商業・サービス業を主要産業とする本市経済への影響は大きいことから、今後の事業継続や雇用の維持に総
力を挙げていく必要があるため、協力金事業を開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

酒類を提供する松山市全域の飲食店に協力金を給付する。

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）

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、愛媛県が飲食店に対して営業時間の短縮要請を発出したことに伴い、飲食店の経営継続や雇用維持に迅速に対応するため、協力金給付を行
う。

その他 -

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

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 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

丹生谷　泰生 今村　雅臣 内山　茂樹 山本　隆司

事務事業名
（施策コード） 新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

矢野　和仁 内山　茂樹 山本　隆司

令和2年度
産業経済部 中小企業応援・雇用担当課長 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治

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
産業経済部 地域経済課 担当グループ名 中小企業支援担当 948-6783

家串　正治 今村　雅臣
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