
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

51131 情報通信基盤運用整備事業 総合政策部 ＩＣＴ戦略課 シートB 2

62311 既存システム運用事務 総合政策部 ＩＣＴ戦略課 シートB 4

62312 電子市役所推進事業（情報セキュリティ対策事業） 総合政策部 ＩＣＴ戦略課 シートB 6

62321 電子市役所推進事業（ICT戦略推進事業） 総合政策部 ＩＣＴ戦略課 シートB 8

62323 電子市役所推進事業（オープンデータ推進事業）     総合政策部 ＩＣＴ戦略課 シートB 10

事務事業一覧表
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 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】 ※令和元年度の内容

51131 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

・情報通信基盤等の設備機器等の老朽化への対応が必要となっている。

R2年度の目標

・松山市地域イントラネット基盤、浅海・立岩地
区情報通信基盤、公衆無線ＬＡＮ設備の年間
（３６５日）を通じた安定稼働を目指す。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・松山市地域イントラネット基盤、浅海・立岩地
区情報通信基盤、公衆無線ＬＡＮ設備の安定
した通信環境の提供に努める。 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

・設備機器等の老朽化に対応し、安定した通
信環境の確保を図る。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
・情報通信格差を是正し、市域の均衡ある発展を促し、市民生活を豊かで快適にすることができた。
・公衆無線ＬＡＮを整備し、国内外からの観光客や市民の利便性の向上、災害発生時の情報通信手段を確保することができた。

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

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

主な取組み内容

・松山市地域イントラネット基盤の機器更新及び運用管理を実施した。
・浅海・立岩地区情報通信基盤の設備機器入替及び運用管理を実施した。
・主要な市有施設等に設置した公衆無線ＬＡＮ設備の運用管理を実施した。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

・情報通信基盤等の安定的な運用及び安定した通信環境の確保と提供が図れている。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 8,461 19,173

一般財源 60,791 77,214 68,518

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ機器ﾘｰｽ代9,969千円
地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ無線局等保守業務委託料8,910千円
地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ運用ｻﾎﾟｰﾄ業務委託料3,630千円
北条浅海・立岩地区
情報通信基盤保守業務委託4,403千円

地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ機器ﾘｰｽ代10,111千円
地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ無線局等保守業務委託料9,680千円
地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ運用ｻﾎﾟｰﾄ業務委託料4,235千円
北条浅海・立岩地区
情報通信基盤保守業務委託5,767千円

0 0 0

その他 2,250 3,043 2,141

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 71,502 99,430 70,659

決算額 (B)　（単位：千円） 63,041 80,257

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

・市内の情報通信格差を是正し、市域の均衡ある発展を図り、市民生活を豊かで快適にすることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

・市町村合併によって発生した市内の通信格差を是正するため、平成17年度に島しょ部で公民館、小学校を拠点とする地域イントラネット基盤を構築したほか、平成21年度から平成22年度
にかけて、浅海・立岩地区に情報通信基盤を整備する必要があった。
・国内外からの観光客や災害発生時の情報通信手段を確保するため、公衆無線ＬＡＮの整備を行う必要があった。

一般会計 総務費 総務管理費 電子計算費 R元 予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・「松山市地域イントラネット基盤」　　西日本電信電話株式会社愛媛支店へ維持管理のための委託料を支出
・「浅海・立岩地区情報通信基盤」　　株式会社愛媛CATVへ維持管理のための委託料を支出
・「公衆無線ＬＡＮ設備」　　エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社へ維持管理のための委託料を支出

②戦略的観光振興による経済活性化

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法　第11条

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

主な取り組み 良好な通信環境の確保

市長公約

-

取り組みの柱 情報通信基盤等の運用管理 -

総合戦略 4226

④魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

取組み ⑥ 観光客の利便性を向上させるため、公衆無線ＬＡＮの整備を促進します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②産業の競争力強化（業種別取組）

基本目標 緑の映える快適なまち【環境・都市】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 快適な生活基盤をつくる 重点プロジェクト -

施策 居住環境の整備 主な取り組み -

花本　昭人 渡部　浩文 済川　登志夫 白石　　匠

事務事業名
（施策コード） 情報通信基盤運用整備事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

渡部　浩文 渕野　隆行 白石　　匠

令和元年度
総合政策部 ＩＣＴ戦略課 担当グループ名 セキュリティ・インフラ担当 ９４８－６６２５

河合　洋二

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
総合政策部 ＩＣＴ戦略課 担当グループ名 セキュリティ・インフラ担当 ９４８－６６２５

河合　洋二 山田　慶人
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 365

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 700,000

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 ・R2年度から目標値を設定することとした。

成果指標 ・観光客の増加等の要因から利用回数が増加し、目標を上回る十分な成果となった。

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 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

「松山公衆無線ＬＡＮ重点整備計画」に基づく整備の達成年度を経過
したため、整備後の平成30年度松山公衆無線ＬＡＮの利用実績数を
考慮して目標値を設定。本指標の設定理由

公衆無線ＬＡＮ設備の安定稼働を図り、その維持管理を行うため。

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

675,000 700,000

406,984 625,174 713,869

成果指標

（3つまで設定可）

Wi-Fi利用状況
回

- - 650,000

- - 109.8%

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

年間を通じての安定稼働を目指すため設定した。

本指標の設定理由
公衆無線ＬＡＮ設備の安定稼働を図り、維持管理を行うため。

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

365 365

358 362 364

活動指標

（3つまで設定可）

公衆無線ＬＡＮ設備正
常稼働日数（計画メン
テナンスを除く）

日
- - -

- - -

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シート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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62311 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 47 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

令和元年度評価実施年度 令和2年度 評価対象年度

担当グループ名 システム運用担当、セキュリティ・インフラ担当

市債

県支出金

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-

決算額 (B)　（単位：千円）

-

-

令和元年度
総合政策部 ＩＣＴ戦略課 担当グループ名 システム運用担当、セキュリティ・インフラ担当 ９４８－６８６１

河合　洋二

0

998,202

予算執行残額　（単位：千円）

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

令和2年度
総合政策部 ＩＣＴ戦略課 ９４８－６８６１

河合　洋二 山田　慶人 渡部　浩文 山内　憲一

一般財源

総合戦略

事業の目的
（どのような状態にするか）

-

-

取組み

花本　昭人 渡部　浩文 山内　憲一

主な取り組み

政策

1,011,220

1,512

991,466

個別プログラム -

地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

現計予算額 (A)　（単位：千円）

施策 行政情報の適正運用 主な取り組み -

基本目標

R元年度

1,122,589 1,094,858

R2年度

始期・終期（年度）

H30年度

1,136,306

R元 予算措置時期

・昭和４9年10月に発行された松山市総合計画で示された電子計算機を導入する方針に基づいて、昭和５０年２月、電子計算組織導入委員会で最終答申されたことにより、住民情報処理の
電算化に取り組んだことが始まりである。

「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

背景
（どのような経緯で開始した

か）

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・「庁内の各種システム」　　株式会社ＪＥＣＣへ機器リースのための賃貸借料を支出
・「各種申請書等」　　株式会社愛媛電算へ申請書等のデータ化のための委託料を支出

市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない

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

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

公益性

R2年度の目標

・瀬戸内、四国圏域の中核市（人口３０万人以
上）３市による研究会で、国から提示される標
準仕様書の動向に注視しながら自治体クラウ
ド導入に向けた協議の継続
・社会保障・税番号制度に関する国等との情
報連携にあたり、国が示すスケジュールを意識
した改修、テスト等によって、再セットアップ作
業を計画的に実施

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・業務系システムや情報系システムの年間（３６
５日）を通じた安定稼働
・業務システムのクラウド化

・財務会計システム、グループウェア・文書管
理システム等の機器更新作業
・瀬戸内、四国圏域の中核市（人口３０万人以
上）３市による研究会で、国から提示される標
準仕様書の動向に注視しながら自治体クラウ
ド導入に向けた協議の継続
・社会保障・税番号制度に関する円滑な情報
連携に向け、国から提示されたスケジュールを
踏まえた再セットアップ作業を計画的に実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

・サーバ・パソコン等機器の使用料及び賃借料
                                              715,678千円
・システム構築や運用に係る委託料
                                            　169,418千円

・サーバ・パソコン等機器の使用料及び賃借料
                                              728,477千円
・システム構築や運用に係る委託料
                                              205,239千円

流用による減あり

・各システム等の新元号（令和）改正へ対応した。
・業務系端末や情報系端末等のオペレーティングシステムを最新化した。
・都市情報システムをクラウド化した。
・住民基本台帳ネットワークシステムで使用しているＣＳ（コミュニケーションサーバ）を更改した。
・社会保障・税番号制度の改正に対応した。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

・国が推進している自治体クラウド（複数自治体でのシステム共同利用）への対応
・国が作成を進めている業務プロセス・情報システムの標準的な機能や様式等を盛り込んだ標準仕様書への対応
・社会保障・税番号制度に関する国等との情報連携にあたり、令和2年6月のデータ標準レイアウト改版に対応した副本情報の再セットアップ作業を計画的に実施

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

左記の理由 ・本事業の実施により、行政事務に深く浸透している電算システムを安定稼働させることができているため

・都市情報システムのクラウド化利用を実現したことで、運用コストの低減のほか災害時のデータ保全及び
業務継続の維持を図ることができた。

125,086

一般会計 電子計算費

情報システムの適切な管理

市長公約

-

取り組みの柱

根拠法令,条例,個別計画等

・各業務での、事務処理の効率化及び正確性を高めるとともに、市民サービスの向上を図るため、業務系システム（住民記録・福祉総合情報・税総合情報システム等）や情報系システム（都
市情報・財務会計・グループウェアシステム等）の安定稼働を図り、その維持管理を行うことを目的とする。

情報システムの安定的な運用

既存システム運用事務
事務事業名
（施策コード）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

総務費 総務管理費

0

0

(A)-(B)

主な取組み内容

主な取組み内容の
達成度

14,888

1,027,805

10,238

18,242

0 0

94,784

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳 その他 19,365

0

国支出金

19,464

1,060,506
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 20

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 365

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

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

本指標の設定理由
業務系システム及び情報系システムの安定稼働を図り、その維持管理
を行うため。

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 ・クラウド化に向け業務主管課を交えた業務の平準化・共通化について協議を行い、共通仕様書を作成するなど一定の成果があった。

成果指標 ・電源設備の点検等によるシステム停止を除き、業務系システム及び情報系システムの安定稼働を維持できている。

成果指標

（3つまで設定可）

最終目標値の
設定の考え方

最終目標値の
設定の考え方

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）

指標の種類

本指標の設定理由

庁舎内にサーバ等機器類の設置がある場合、電気設備の点検等でシ
ステムの停止を伴うが、今後クラウド化が進めば点検等の稼働停止を
考慮する必要がなくなる。

365 366

本指標の設定理由

最終目標値の
設定の考え方

指標の種類

指標の種類

365

99.7%

364 365364

99.7%

365 365

最終目標値の
設定の考え方

最終目標値の
設定の考え方

業務システム稼働率
日

本指標の設定理由

瀬戸内・四国圏域自
治体クラウド調査研究
会開催

回

99.7%

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類

本指標の設定理由

－

自治体クラウドに関する協議を継続、推進するための会議体開催回数
を、進展に伴い増加するものとして設定。

63

本指標の設定理由

12

H29年度

－

最終目標値の
設定の考え方

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

16

－ 5

－

－ 8

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標

－

最終目標R3年度目標達成度 指標名 H30年度 R元年度 R2年度

自治体クラウド推進に係る進捗状況を示す指標となり得るため。
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 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 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62312 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

・新型コロナウイルスの影響により、研修・監査の実施が制限される可能性がある。

R2年度の目標

・職員の情報セキュリティ意識の醸成を確認す
るため、情報セキュリティ遵守状況現地調査の
実施率６０％達成を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・情報セキュリティ研修
・情報セキュリティチェックの実施
・情報セキュリティ監査の実施
・情報セキュリティ通信の発行
・情報セキュリティ遵守状況現地調査の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

・新型コロナウイルスの影響下でもセキュリティ
レベルを保つよう、研修・監査を可能な方法・
規模で実施する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 ・本事業によりセキュリティレベルの維持向上や市民の利便性の向上に寄与しているため。

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

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

主な取組み内容

・市職員に情報セキュリティ研修を実施した。
・市職員全員に情報セキュリティチェックを実施した。
・特定個人情報を扱う６課に情報セキュリティ監査を実施した。
・情報セキュリティ通信を発行した。
・情報セキュリティ遵守状況現地調査を実施した。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

・主な取り組み内容の実施により、情報セキュリティが確保されていることを確認できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 405 634

一般財源 1,418 1,578 2,462

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

情報セキュリティ外部監査委託　1,298千円
情報セキュリティ研修等報償費　555千円

情報セキュリティ外部監査委託　2,167千円
情報セキュリティ研修等報償費　918千円

0 0 0

その他 700 650 1,000

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,523 2,862 3,462

決算額 (B)　（単位：千円） 2,118 2,228

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

・情報セキュリティに関する研修・監査などを全庁的に実施し、市全体の情報セキュリティレベルの向上を図ることで、情報資産流出などのセキュリティ事故を防ぎ、市民から信頼される市政運
営を推進することを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

・行政情報を守る重要な指針として平成13年3月に「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」が策定され、平成２５年５月に「行政手続きのおける特定個人を識
別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、より安全な情報セキュリティが求められることとなり、平成２６年１１月に公布された「サイバーセキュリティ基本法」第５条により、地方公
共団体におけるサイバーセキュリティに関する自主的な施策の策定と実施が責務規定として法定化された。
・本市では、平成１５年６月に「松山市情報化安全対策指針（情報セキュリティポリシー）」を策定して以来、特に個人情報保護をはじめとする情報セキュリティ対策に努め、総合的なセキュリ
ティレベルの向上を目指してきた。

一般会計 総務費 総務管理費 電子計算費 R元 予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・「庁内の各部署」　　西日本電信電話株式会社愛媛支店へ情報セキュリティ監査のための委託料を支出

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 サイバーセキュリティ基本法（第五条）　松山市情報システムの管理運営に関する規則　松山市情報セキュリティ基本方針

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

主な取り組み 情報システムの適切な管理

市長公約

-

取り組みの柱 情報セキュリティの向上 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 行政情報の適正運用 主な取り組み -

花本　昭人 渡部　浩文 玉尾　真徳

事務事業名
（施策コード） 電子市役所推進事業（情報セキュリティ対策事業）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

渡部　浩文 渕野　隆行 井原　徹也

令和元年度
総合政策部 ＩＣＴ戦略課 担当グループ名 セキュリティ・インフラ ９４８－６９７６

河合　洋二

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
総合政策部 ＩＣＴ戦略課 担当グループ名 セキュリティ・インフラ ９４８－６６２５

河合　洋二 山田　慶人
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 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

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

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 ・着実に実施件数が伸びていることで、組織全体の情報セキュリティに関する取組が評価できる。

成果指標

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
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

成果指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

平成30年度を起点として、情報セキュリティ遵守状況調査、情報セキュ
リティ監査を実施した所属数の全体に占める割合を設定。平成30年度
から、毎年度約60部署を調査実施目標（毎年度20％）とし、令和4年度
末に100％を目標に設定。

本指標の設定理由
・第6次松山市総合計画で指標として掲げているため

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

60 80

－ 36 53

活動指標

（3つまで設定可）

情報セキュリティ遵守
状況調査率

％
－ 20 40

－ 180% 133%

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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 9月補正

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

2 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ICTを活用した対応が求められている。

R2年度の目標

・新たに2業務以上のRPA導入を行う。
・「AI会議録作成支援システム」について、150
会議等での利用を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・松山市情報化推進アクションプランの進捗管
理
・RPA導入業務の拡大
・「AI会議録作成支援システム」の導入
・その他ICTを活用したシステム等の実証実験
及び導入効果の検証

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
テレワークやWEB会議などの環境整備を検討
し、導入判断を行う。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 行政情報に対して最新のICTを活用することで、より効率的かつ適正な運用が実現できるため。

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

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

主な取組み内容

・松山市情報化推進アクションプランの進捗を管理
・富士通株式会社との連携協力協定に基づき、AI・RPAの利活用を目的とした実証実験及び効果検証を実施
・実証実験で効果が認められた業務について、RPAの導入を実施

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

RPAは、年度当初の目標どおり、実証実験を行った3業務について導入することができた。
AIは、「AI会議録作成支援システム」の導入効果検証を実施し、令和2年度導入への道筋をつけることがで
きた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で6,274千円追加

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 142 1,595

一般財源 1,370 4,123 3,558

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

RPA導入支援業務委託料　4,637千円
地方公共団体情報システム機構会費負担金　360千
円

RPA維持管理業務委託料　1,476千円
AI会議録作成支援システム利用料　990千円
地方公共団体情報システム機構会費負担金　360千
円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 1,546 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,512 7,264 3,558

決算額 (B)　（単位：千円） 1,370 5,669

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

ＩＣＴの積極的な活用による情報化の推進によって、業務の効率化と市民生活の利便性向上及び課題解決を図ることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成13年3月に国が策定した「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画」で、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用推進が重点分野と位置付けられたことを受け、平成13年度から事業を実
施している。

一般会計 総務費 総務管理費 電子計算費 R元 予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・「情報化事業」　　進捗管理のための松山市情報化推進アクションプランを策定
・「各種業務」　　富士通株式会社松山支店へRPA（Robotic Process Automation）導入のための委託料を支出
・「LGWAN等」　　地方公共団体情報システム機構から提供されるサービス利用のための会費負担金を支出

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 官民データ活用推進基本法 第五条、デジタル手続法 第十三条第一項、デジタル・ガバメント実行計画、松山市情報化推進指針2019等

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

主な取り組み 行政サービスの電子化の推進

市長公約

-

取り組みの柱 行政事務の効率化の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 行政情報の適正運用 主な取り組み -

花本　昭人 渕野　隆行 野本　和之

事務事業名
（施策コード） 電子市役所推進事業（ICT戦略推進事業）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

河野　克哉 野本　和之

令和元年度
総合政策部 ＩＣＴ戦略課 担当グループ名 戦略推進担当 ９４８－６９７６

河合　洋二

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
総合政策部 ＩＣＴ戦略課 担当グループ名 戦略推進担当 ９４８－６９７６

河合　洋二 山田　慶人
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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 15

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 10

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

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 ・活用のための検討と支援を積極的に行った結果、目標を上回る実績となった。

成果指標 ・実証実験を行った3業務について予定通りRPAの導入を行うことができた。

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

3

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

RPAのみの導入実績累計数を目標値に設定していたが、R2年度以降
はAIを含めた指標に変更するため、こちらの指標は廃止する。

本指標の設定理由
松山市情報化推進指針20１9の実施計画であるアクションプランでICT
利活用を推進していくことを掲げているため

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

有効性が認められたRPA・AIの導入を継続的に進めていくため。

本指標の設定理由
松山市人材育成・行政経営改革方針第二次実行計画で本指標を掲
げているため。

- - -

件
- - -

- -

- - 3

成果指標

（3つまで設定可）

業務改善を目的とした
ICT利活用(RPA)の導
入実績累計数

件
- - 3

- - 100%

ICT活用（AI・RPA）の
導入実績累計数

5 8

- -

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

RPAのみの支援累計数を目標値に設定していたが、R2年度以降はAI
を含めた指標に変更するため、こちらの指標は廃止する。

本指標の設定理由
松山市情報化推進指針20１9の実施計画であるアクションプランでICT
利活用を推進していくことを掲げているため

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

RPAの導入業務拡大と、AIを活用したシステム等の活用について、検
討及び支援を継続して進めていくため。

本指標の設定理由
松山市人材育成・行政経営改革方針第二次実行計画で本指標を掲
げているため。

- - -

件
- - -

- -

- - 6

活動指標

（3つまで設定可）

業務改善を目的とした
ICT利活用(RPA)の支
援累計数

件
- - 5

- - 120%

ICT活用（AI・RPA）の
検討・支援累計数

9 12

- - 8

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主査 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62323 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 27 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

2 1

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイルス感染症の影響により「まつやまデータ利活用研究協議会」の産学官の活動が制限される可能性がある。

R2年度の目標

・オープンデータの公開累計数940件（ファイ
ル）の公開を目指す。
・利用者の利便性向上のため、国が示す推奨
データセット基本編14項目について、未公開5
項目の内2項目の公開を目指す。
・データ利活用を推進するため、「まつやま
データ利活用研究協議会」の活動を継続す
る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・公開可能な公共データについて、各課と調
整して公開を進める。
・推奨データセットの未公開データについて、
保有課と調整して公開を進める。
・「まつやまデータ利活用研究協議会」の3つ
のワーキンググループの活動を継続する。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

新型コロナウイルス感染症の影響下において
も「まつやまデータ利活用研究協議会」の活動
を継続できるようWeb会議等を活用し、活動が
停滞しないようにする。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 オープンデータの公開件数が伸びていることから、行政情報の適正運用に一定の貢献をしていると考えられるため。

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

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

主な取組み内容

・松山市オープンデータサイトで、本市が保有する公共データを市政情報や観光・文化・スポーツなど10の分野に分類し公開
・利用者の利便性向上のため国が示す推奨データセットでの公開
・産学官連携協定に基づき設立した「まつやまデータ利活用研究協議会」内に３つのワーキンググループを設置しデータ利活用を推進

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

・オープンデータの公開件数が目標値を上回ったため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 62 0

一般財源 46 0 198

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

（予算無し） データサイエンス研修旅費　88千円
データサイエンス研修出席負担金　110千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 108 0 198

決算額 (B)　（単位：千円） 46 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

事業の目的
（どのような状態にするか）

公共データのオープンデータ化を推進することにより、行政の透明性、信頼性及び効率性の向上を図り、市民・企業等との協働を生むとともに市民サービスの充実や地域経済の活性化、地
域課題の発見（見える化）・解決につなげることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成24年に策定された「電子行政オープンデータ戦略」等に基づき国はオープンデータの取組を推進しており、平成27年には地方公共団体におけるオープンデータを普及拡大する観点か
ら「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を策定した。
本市ではそれらを踏まえ、平成28年3月に「松山市オープンデータ推進ガイドライン」を策定し、本市が保有する公共データの公開・活用を進めている。
なお、平成28年12月に制定された「官民データ活用推進基本法」により、国や地方公共団体が保有する官民データについて、国民が容易に利用できるよう必要な措置を講じることが義務付
けられた。

一般会計 総務費 総務管理費 電子計算費 R元 予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・「本市が保有する公共データ」　　市民、企業等が二次利用できるようにオープンデータ化を推進

⑥ＩＣＴ等の利活用によるビジネス創出や生産性向上

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 官民データ活用推進基本法　第１１条第１項

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

主な取り組み 行政サービスの電子化の推進

市長公約

-

取り組みの柱 オープンデータ化による透明性及び信頼性の向上 -

総合戦略 4161

④魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

取組み
① 本市が保有する公共データを民間企業等に活用してもらうためのガイドライ
ンを定めるなど、オープンデータを推進することにより、観光・子育て・医療・福
祉など様々な分野での新たなビジネスやサービスの創出を促進します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し①産業の競争力強化（業種横断的取組）

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 行政情報の適正運用 主な取り組み -

花本　昭人 渕野　隆行 冨岡　宏行

事務事業名
（施策コード） 電子市役所推進事業（オープンデータ推進事業）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

7:その他

河野　克哉 藤原　康太郎 髙市　剛二

令和元年度
総合政策部 ＩＣＴ戦略課 担当グループ名 戦略推進担当 ９４８－６９７６

河合　洋二

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
総合政策部 ＩＣＴ戦略課 担当グループ名 戦略推進担当 ９４８－６９７６

河合　洋二 山田　慶人
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 1,000

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

目標値 目標値 14

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 ・オープンデータの公開件数が目標値を上回った。

成果指標 ・産官学連携での3つのワーキンググループでデータ利活用の取り組みを行うことができた。

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

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

各年度の目標値を達成し、次年度以降も累積で実績増加していくよう
設定。産学官連携等で行われているデータ利活用の実績数を踏まえ
て年間3件増加を目標に設定。本指標の設定理由

松山市オープンデータ推進ガイドラインでオープンデータの利活用を
推進していくことを掲げているため

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

8 11

- 2 5

成果指標

（3つまで設定可）

公共データの利活用
累計件数（オープン
データ利活用）

件
- - 5

- - -

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

公開当初の目標値を達成したため、現在の公開件数にあわせて上方
修正する。

本指標の設定理由
公共データの民間開放数を表す指標であるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

940 970

724 750 889

活動指標

（3つまで設定可）

公共データの民間開
放（オープンデータ）

ファイル
650 750 800

111 100 111

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標
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