
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

62211 外部監査委託事業 総務部 人事課 シートA 2

62214 行政改革進行管理事務 総務部 人事課 シートB 3

62221 採用試験事務 総務部 人事課 シートA 5

62221 昇任試験事務 総務部 人事課 シートA 6

62221 人事政策事務事業 総務部 人事課 シートA 7

62222 職員研修事業 総務部 人事課 シートB 8

62222 派遣研修事業 総務部 人事課 シートA 10

62311 既存システム改造事業（人事情報管理システム） 総務部 人事課 シートA 11

69999 一般旅費事務事業 総務部 人事課 シートA 12

69999 対外折衝事務事業 総務部 人事課 シートA 13

事務事業一覧表
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主査 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62211 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 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

特になし

R2年度の目標

財務事務の執行及び運営管理が法令等に準
拠し適切に執行されているか、また、効率性・
経済性・有効性の観点から適切か等の視点
で、監査を実施し、当該事務の適正化を図る。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

令和2年度監査テーマ「歳入業務及び債権管
理業務並びにその関連支出事務の執行及び
運営管理」について、監査を実施する。

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

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 外部監査人からの指摘事項等は、可能なものから改善しているため。

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

「環境対策及び廃棄物の処理に係る事業の事務の執行及び運営管理について」を特定の事件(監査テーマ)として監査を実施した。

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

予定どおり監査を実施し、監査人から受けた指摘事項等は直ちに対応したほか、監査人による庁内向け
の結果報告会を開催し、監査結果を共有することで、全庁的な業務改善につなげることができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1 1

一般財源 10,930 11,132 11,133

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料 11,112千円
需用費 20千円

委託料 11,113千円
需用費 20千円

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） 10,931 11,133 11,133

決算額 (B)　（単位：千円） 10,930 11,132

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）

財務や事業の経営管理等に関する知識を有する外部の専門家による監査を実施することで、監査機能の充実を図り、より一層の行政運営の効率化及び合理化に資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）

中核市への移行に伴い、地方自治法で包括外部監査制度が義務付けられているため、平成12年4月1日より外部監査制度を導入した。

一般会計 総務費 監査委員費 外部監査費 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）

包括外部監査人と監査業務委託契約を結び、本市の財務に関する事務の執行及び本市の経営に係る事務の管理について監査を実施する。
公認会計士の近藤壮氏（包括外部監査人）に委託料を支出する。

-

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 地方自治法第252条の36,地方自治法第252条の37,地方自治法第252条の38

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 効率的な行政を推進するための体制強化

市長公約

-

取り組みの柱 行政評価の推進 -

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 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

宇髙　徹二 大野　倫和 矢野　貴之 新居　拓也

事務事業名
（施策コード） 外部監査委託事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

酒井　睦 矢野　貴之 原　誠史

令和元年度
総務部 人事課 担当グループ名 人材育成・行政経営担当 948-6250

前田　昌一

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
総務部 人事課 担当グループ名 人材育成・行政経営担当 948-6250

松本　善雄 宇髙　徹二
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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 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62214 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
総務部 人事課 担当グループ名 人材育成・行政経営担当 948-6250

松本　善雄 宇髙　徹二

宇髙　徹二 大野　倫和 矢野　貴之 秀野　克仁

事務事業名
（施策コード） 行政改革進行管理事務

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

酒井　睦 矢野　貴之 原　誠史

令和元年度
総務部 人事課 担当グループ名 人材育成・行政経営担当 948-6250

前田　昌一

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

これまでの「人材育成基本方針」と「行政改革プラン2012」の内容を一本化し、「松山市人材育成・行政経営改革方針」及び具体的な取組項目を掲載した実行計画を策定して、その進捗管
理を行っている。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市人材育成・行政経営改革方針

主な取り組み 効率的な行政を推進するための体制強化

市長公約

-

取り組みの柱 定員管理の適正化 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

社会情勢の変化に対応した簡素で効率的な行政経営を行うため行政改革を推進する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

厳しい財政状況の中、行政改革の推進を図り、より効率的な行政運営を行うため「松山市新行政改革大綱(平成12年策定)」及び「実施計画」を定め、改革の実効性を高めるために、実施計
画の進行管理を行うこととした。以降、平成24年度からは「松山市行政改革プラン2012」に、平成28年度からは「松山市人材育成・行政経営改革方針」に基づき行政改革を推進している。

一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 546 760 565

決算額 (B)　（単位：千円） 412 479

一般財源 412 479 565

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報酬 50千円
旅費 232千円
消耗品費 197千円

報酬 67千円
旅費 294千円
消耗品費 204千円

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

主な取組み内容

平成28年3月に策定した「松山市人材育成・行政経営改革方針第一次実行計画」の進行管理及び3ヵ年の総括を行った。また、平成31年4月に策定した「松山市人材育成・行政経営改革方
針第二次実行計画」の進行管理を行った。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

松山市人材育成・行政経営改革方針に基づき、事務事業の見直しを進めることができたほか、研修マニュ
アル及び職員ハンドブックの活用を促すなど、全庁的な業務改善につなげることができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 134 281

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

「松山市人材育成・行政経営改革方針」に基
づき、効率的かつ効果的な行政経営を目指
す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・松山市人材育成・行政経営改革方針の進行
管理
・都市事務能率会議への参加
・事務事業シートの更新
・職員提案制度の啓発強化

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 「松山市人材育成・行政経営改革方針・第二次実行計画」の進行管理を行い、効率的な行政経営に寄与した。

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

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

目標値 目標値 1

実績値 達成年度 R元年度

％ 達成度

目標値 目標値 2

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

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 100

実績値 達成年度 H30年度

％ 達成度

目標値 目標値 100

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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

- -

1 1 1

活動指標

（3つまで設定可）

進捗状況公開回数
(松山市人材育成・行
政経営改革方針・第
一次実行計画)

回
1 1 1

100 100 100

進捗状況の庁内調査回数
(松山市人材育成・行政経営
改革方針・第二次実行計画)

2 2

- - 2

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

松山市人材育成・行政経営改革方針・第一次実行計画の計画期間が
平成30年度までとなっており、令和元年度に平成30年度の進捗状況
及び3年間の総括を公開したことをもって、進捗状況の公開は終了とな
る。

本指標の設定理由
毎年度進捗管理を行い、専門委員に報告を行ったうえで公開すること
としているため。

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

松山市人材育成・行政経営改革方針第二次実行計画の計画期間が
令和3年度までであり、計画最終年度まで、年度途中と年度末の毎年
度2回の進捗状況の庁内調査を行うことにより、各項目を確実に推進
するため。

本指標の設定理由
実行計画に記載した各項目の進捗管理を行うことにより、各項目の確
実な推進につなげるため。

- - 100

回
- - 2

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

松山市人材育成・行政経営改革方針・第二次実行計画の計画期間が
令和3年度までとなっており、令和4年度に令和3年度の進捗状況及び
3年間の総括を公開したことをもって、進捗状況の公開は終了となる。本指標の設定理由

毎年度進捗管理を行い、専門委員に報告を行ったうえで公開すること
としているため。

1

- - -

進捗状況公開回数
(松山市人材育成・行
政経営改革方針・第
二次実行計画)

回
- - - 1

- - -

- -

91.3 92.3 -

成果指標

（3つまで設定可）

松山市人材育成・行政経営改革
方針・第一次実行計画の実行項
目のうち、「目標を概ね達成」以上
と評価した項目の割合

％
100 100 -

91.3 92.3 -

松山市人材育成・行政経営改革
方針・第二次実行計画の実行項
目のうち、「目標を概ね達成」以上
と評価した項目の割合

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

松山市人材育成・行政経営改革方針第一次実行計画は3年間の計画
としており、各年度毎に取組み内容を定めており、これらを全て実施す
ることを目標としているため。本指標の設定理由

第一次実行計画全体の進捗状況を示す指標であるため。

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

松山市人材育成・行政経営改革方針第二次実行計画の最終年度で
ある令和3年度まで、年度毎に定めた各取組みを確実に実施していく
ことを目標としているため。本指標の設定理由

第二次実行計画全体の進捗状況を示す指標であるため。

- - 92.9

％
- - 100

92.9

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 予定どおり、進捗状況の確認を行い、その内容を公表したことにより、説明責任の向上につながったと考えられる。

成果指標
目標達成には至らなかったが、松山市人材育成・行政経営改革専門委員からは、「ひと」、「仕事」、「組織」の改革に関する具体的取組は概ね予定どおり進捗してい
るとの評価を受けており、これらの取組みが効率的な行政経営につながっていると考えられる。

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２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
総務部 人事課 担当グループ名 任用・定数担当 948-6940

松本　善雄 白石　秀一

白石　秀一 寺坂　嘉仁 栗栖　洋平 菊池　誠一朗

事務事業名
（施策コード） 採用試験事務

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

寺坂　嘉仁 栗栖　洋平 菊池　誠一朗

令和元年度
総務部 人事課 担当グループ名 任用・定数担当 948-6940

前田　昌一

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

各採用試験実施要領で受験資格を満たしている者。
広報まつやま及び市ホームページ等による周知・公募を経て、筆記試験・口述試験等で市職員採用者を決定している。

-

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 地方公務員法

主な取り組み 職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 職員のやる気を引き出す組織風土の醸成 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

平等取扱いの原則等に基づき、優秀な人材を市職員として採用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）

地方公務員法第１５条で、職員の任用は受験成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならないと規定されているため。

一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 9,704 9,672 10,919

決算額 (B)　（単位：千円） 8,977 6,875

一般財源 8,977 6,875 10,919

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

採用試験委託料　4,391千円
会場使用料　920千円

採用試験委託料　5,345千円
会場使用料　1,575千円
職員採用試験申込システム使用料　1,089千円

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

主な取組み内容

正職員、任期付職員、臨時的任用職員採用試験（会計年度任用職員）

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

計画どおり採用試験を実施した。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 727 2,797

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による採用試験への影響

R2年度の目標

適正な採用試験の実施を継続する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・正職員、任期付職員、会計年度任用職員の
採用試験を実施する。
・障害者採用試験の実施。
・採用試験申込システムの導入

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

新しい試験制度による募集を行い、応募人数
の増加を図る。
新型コロナウイルス感染症への対策を実施し
たうえでの採用試験の実施。

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 受験申込者の中から優秀な職員を採用できている。

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

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62221 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（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
総務部 人事課 担当グループ名 任用・定数担当 948-6940

松本　善雄 白石　秀一

白石　秀一 寺坂　嘉仁 遠富　由恵 大野　倫和

事務事業名
（施策コード） 昇任試験事務

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

寺坂　嘉仁 遠富　由恵 津野　晃

令和元年度
総務部 人事課 担当グループ名 任用・定数担当 948-6940

前田　昌一

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

課長級…主幹の在職階年数が原則３年以上の職員
主査 …主任の在職階年数が原則４年以上の職員
＜課長級＞口述試験、勤務評定を総合的に評価して課長級昇任候補者を決定
＜主　査＞主査昇任試験の受験資格を得るため、検定試験を実施
　　　　　　　検定試験合格者の中から筆記試験（記述式）、口述試験、勤務評定を総合的に評価して主査昇任候補者を決定

-

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 地方公務員法

主な取り組み 職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 職員のやる気を引き出す組織風土の醸成 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

課長級、及び、主査登用のための昇任候補者名簿登載試験を実施し、能力と意欲のある職員を登用することで、組織の活性化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

客観的な能力実証の方法によって能力と意欲のある職員を積極的に登用することで、組織の活性化や行政運営の効率化を図り、併せて職員の自己啓発意欲の向上や挑戦意欲の醸成に資
することを目的に導入した。

一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,229 1,329 1,391

決算額 (B)　（単位：千円） 1,029 1,088

一般財源 959 1,003 1,297

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料　1,088千円 委託料　1,391千円

0 0 0

その他 70 85 94

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

課長級及び主査昇任候補者名簿登載試験の実施

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

課長級及び主査昇任候補者名簿登載試験により能力と意欲のある職員を客観的な能力実証の方法に
よって積極的に登用することができている。

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) 200 241

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

受験をためらう職員へ受験意識向上を図りキャリア形成を支援する取り組みが必要である。
受験率向上に向けて効果的な取り組みを行うためには、受験しない職員の理由等を把握する必要がある。

R2年度の目標

意欲・能力の高い職員を登用し、組織の活性
化を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

課長級及び主査昇任候補者名簿登載試験の
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

所属長面談等で対象者への意識付けを行うな
どして受験意識の向上を図る。
試験申込に合わせて、受験しない職員にアン
ケート等を実施し、受験意識向上のための取り
組みに活かす。

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 能力と意欲のある職員を積極的に登用できている。

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

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
総務部 人事課 担当グループ名 任用・定数担当 948-6940

松本　善雄 白石　秀一

白石　秀一 寺坂　嘉仁 大野　倫和 遠富　由恵

事務事業名
（施策コード） 人事政策事務事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

寺坂　嘉仁 遠富　由恵 栗栖　洋平

令和元年度
総務部 人事課 担当グループ名 任用・定数担当 948-6940

前田　昌一

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

主に職員を対象
人事管理のために必要な各種経費を支出
・人事課の業務のために必要な消耗品（名札や職員証等）その他の経費を支出
・松山市コンプライアンス審査会委員への謝礼　等

-

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 地方公務員法

主な取り組み 職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 職員のやる気を引き出す組織風土の醸成 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

人事政策の推進と適切な人事管理を行う

背景
（どのような経緯で開始した

か）

地方公務員制度の実施に併せ、事業を実施
松山市職員倫理審査会は、国家公務員倫理法の施行（平成12年4月）を受け、平成12年10月に設置され、現在は「松山市コンプライアンス審査会」に改称。

一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,481 4,836 5,064

決算額 (B)　（単位：千円） 3,704 4,741

一般財源 3,465 4,741 4,781

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

消耗品費　2,408千円
普通旅費　988千円

消耗品費　2,409千円
普通旅費　1,808千円

0 0 0

その他 239 0 283

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

人事管理に必要な事業を実施。

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

予定通りに事業を実施できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 777 95

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

引き続き適正な人事管理に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

人事管理に必要な事業の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 職員の業務遂行に必要不可欠であるため。

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

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シート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 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62222 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

～ 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（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感染拡大防止のため、令和２年度の職員研修は、実施時期等の大きな見直しが必要となっている。

R2年度の目標

多様化する市民ニーズに対し、的確かつ柔軟
に対応できる職員を育成する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・新たなメニューの選択制研修を実施。
・各所属での職場内研修や職場還元研修の
更なる推進。

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観点か
ら、職員研修の実施時期や実施の有無等の
精査したうえで、研修を実施する。

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 職員の人材育成に寄与している。

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

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

主な取組み内容

・新採用職員研修から新任課長までを対象とした階層別研修を実施。
・法制執務研修やプレゼンテーション研修など１３種類の選択制研修の実施に加え、令和２年度に選択制研修に加えることを視野に入れ、ＥＢＰＭ研修を実施。
・各所属での職場内研修や職場還元研修（研修受講者がその成果を各職場へ還元する仕組み）の推進。

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

受講後アンケート調査などを基に研修メニューを見直すなど、研修内容の充実を図りながら計画的に研修
を実施することができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 417 532

一般財源 6,648 7,118 7,645

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

研修講師への報償費　5,999千円 研修講師への報償費　6,312千円

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） 7,065 7,650 7,645

決算額 (B)　（単位：千円） 6,648 7,118

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）

優れた業務執行能力を備え、柔軟かつ創造性豊かな職員を育成するため、多様な研修メニューを提供するとともに、自己啓発等への支援等を実施する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

地方公務員法第３９条で、「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために研修をうける機会が与えられなければならない」と規定されている。
業務上必要な能力の開発や専門的な知識の習得など、職員一人ひとりが能力や意欲を最大限発揮できるよう職員を育成する必要があった。

一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 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）

本市職員に対し次の研修等を実施する。

「職場研修」…部局研修
「自主研修」…通信教育講座支援制度、資格取得助成制度
「職場外研修」…基本研修、専門研修※、派遣研修※　　※は派遣研修事業で実施

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方公務員法第３９条、松山市人材育成・行政経営改革方針

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 職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 実効性のある多様な職員研修 -

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 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

宇髙　徹二 大野　倫和 灘岡　雅之 大西　永里子

事務事業名
（施策コード） 職員研修事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

酒井　睦 灘岡　雅之 大西　永里子

令和元年度
総務部 人事課 担当グループ名 人材育成・行政経営 948-6250

前田　昌一

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
総務部 人事課 担当グループ名 人材育成・行政経営 948-6250

松本　善雄 宇髙　徹二

8



＜業績の分析＞
単位 区分

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 900

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 職員からの要望等を反映するなど研修メニューを工夫することで、職員のスキルアップに繋げることができた。

成果指標 選択制研修の応募者数は目標値を上回ったが、今後も職員アンケート調査を実施し、研修の実施時期やメニューを常に見直す必要がある。

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

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
職員の意欲度と研修テーマのマッチングが分かる指標となるため。

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

900 900

648 853 988

成果指標

（3つまで設定可）

選択制研修の応募者
人

850 850 900

76 100 110

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

研修日程等を踏まえ、暫定的に目標値とする。

本指標の設定理由
職員の勤務能率の発揮及び増進に必要な多様な研修メニューを準備
することで受講機会の増加につながるため。

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

15 15

13 13 15

活動指標

（3つまで設定可）

選択制研修のメニュー
数

箇所
13 15 15

100 87 100

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62222 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

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
総務部 人事課 担当グループ名 人材育成・行政経営 948-6250

松本　善雄 宇髙　徹二

宇髙　徹二 大野　倫和 灘岡　雅之 大西　永里子

事務事業名
（施策コード） 派遣研修事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

酒井　睦 灘岡　雅之 大西　永里子

令和元年度
総務部 人事課 担当グループ名 人材育成・行政経営 948-6250

前田　昌一

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

本市職員に対し次の派遣研修等を実施する。

「専門機関研修」…自治大学校、全国市町村国際文化研修所等の研修専門機関への派遣
「長期実務研修」…中央省庁や愛媛県等の他団体への研修派遣

-

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 地方公務員法第３９条、松山市人材育成・行政経営改革方針

主な取り組み 職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 実効性のある多様な職員研修 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

先進的で高度な専門的知識や技術の習得、人的ネットワークの形成を図ることを目的に、中央省庁や研修専門機関へ職員を派遣する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

地方公務員法第３９条で、「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために研修をうける機会が与えられなければならない」と規定されている。
複雑化、多様化する行政ニーズに対応していくため、研修専門機関への派遣や他団体への長期実務研修を実施し、職員に高度な専門的知識や技術を習得させる必要があった。

一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 20,807 19,943 20,732

決算額 (B)　（単位：千円） 20,107 19,178

一般財源 17,804 16,909 18,404

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

派遣職員住宅賃借料　11,276千円
専門機関出席負担金　434千円

派遣職員住宅賃借料　11,760千円
専門機関出席負担金　710千円

0 0 0

その他 2,303 2,269 2,328

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・自治大学校、全国市町村国際文化研修所、市町村職員中央研修所、愛媛県研修所等への派遣
・中央省庁や愛媛県等の他団体への研修派遣

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

広い視野や専門的知識等の習得など職員の能力向上に繋がっている。
また、中央省庁等との人的ネットワークを構築し、国の動向等、適宜本市へ情報提供されている。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用 193千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 700 765

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

・広い視野と専門的知識の習得を目指す。
・他団体での勤務経験等を本市へ還元し、組
織の活性化を目指す。
・中央省庁等との人的ネットワークを構築し、
今後の市政にいかす。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・全国市町村国際文化研修所、市町村職員中
央研修所、愛媛県研修所等への派遣。
・中央省庁や愛媛県等の他団体への研修派
遣。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
・時代のニーズに合った先進的な研修を受講できる。
・中央省庁等との繋がりをもつことで、国の施策動向を迅速に把握できる。

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

10



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任

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

2:無し 2:無し

平成 21 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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

特になし

R2年度の目標

・引き続き両システムの適正・円滑な運用に努
める

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・主要業務時の緊急対応などの運用サポート
・人事院勧告、税制改正等に伴うシステム改造

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 本事業の実施により、事務処理時の業務量の削減が図られたため

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

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

主な取組み内容

両システムの適正かつ円滑な運用のため、下記事項を実施
・主要業務時の緊急対応などの運用サポート
・人事院勧告、税制改正等に伴うシステム改造
・システム機器の保守付賃貸借

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

・業務処理時の業務量の削減が図られたため

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) 22 73

一般財源 49,097 63,076 71,486

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

・システム機器等賃借料　34,921千円
・システム技術支援業務委託料　14,850千円
・法改正対応に係る業務委託料　16,243千円

・システム機器等賃借料　34,749千円
・システム技術支援業務委託料　15,169千円
・機器更新システム構築業務委託　24,068千円

0 0 0

その他 2,845 2,865 2,500

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） 51,964 66,014 73,986

決算額 (B)　（単位：千円） 51,942 65,941

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）

人事給与システム及び総務管理事務システムの適正な運用・連携による事務処理時の業務量の削減を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

現在の人事給与システム及び総務管理事務システムを平成２０年度から２１年度にかけて構築し、その後、現システムに係るリース契約及び運用サポートを実施している。

一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 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）

人事給与システムを利用している職員（約３０人）、総務管理事務システムを利用している職員（約３，０００人）
富士通株式会社 松山支店に委託料を支出し、両システムの適正かつ円滑な運用のため、下記事項を実施
・主要業務時の緊急対応などの運用サポート
・人事院勧告、税制改正等に伴うシステム改造
・システム機器の保守付賃貸借

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

受益者負担の状況 負担の有無 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 情報システムの安定的な運用 -

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 -

白石　秀一 川田　晃嗣 楠井　栄作

事務事業名
（施策コード） 既存システム改造事業（人事情報管理システム）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

遠富　由恵 楠井　栄作

令和元年度
総務部 人事課 担当グループ名 給与・労務管理担当 948-6222

前田　昌一

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
総務部 人事課 担当グループ名 給与・労務管理担当 948-6222

松本　善雄 白石　秀一
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

69999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

引き続き、市長、副市長その他の職員の公務
旅費について適正に支出する

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

市長、副市長その他職員の海外・国内視察等
の出張に要する旅費の支出

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

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

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

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

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

予定通りに事業を実施できた

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 市長、副市長その他の職員の業務遂行に必要不可欠であるため

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 532 -815

主な取組み内容

市長、副市長その他職員の海外・国内視察等の出張に要する旅費の支出

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

・市長等の国内出張  4,720千円
・市長等の海外出張  3,087千円

・市長等の国内出張 5,000千円
・市長等の海外出張 2,900千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用　1,90３千円（台風19号被災地への職員派遣に
かかる旅費等のため）

その他 0 0 0

一般財源 7,288 8,835 8,220

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 7,288 8,835

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

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 7,820 8,020 8,220

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 総務費 総務管理費 一般管理費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

市長や副市長等が出張を要する用務があるため

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市長、副市長その他の職員に対して、海外・国内視察等の出張に要する旅費を適正に支出する

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

根拠法令,条例,個別計画等 松山市職員等の旅費に関する条例

事業の目的
（どのような状態にするか）

市長、副市長等の出張に要する経費を計上し、市政の円滑実施に資することを目的とする

その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

白石　秀一 川田　晃嗣 岡部　直子

事務事業名
（施策コード） 一般旅費事務事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

奥村　元子 岡部　直子

令和元年度
総務部 人事課 担当グループ名 給与・労務管理担当 948-6222

前田　昌一

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
総務部 人事課 担当グループ名 給与・労務管理担当 948-6222

松本　善雄 白石　秀一
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

69999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
総務部 人事課 担当グループ名 労務管理担当 948-6221

松本　義雄 白石　秀一

白石　秀一 川田　晃嗣 石田　佳奈

事務事業名
（施策コード） 対外折衝事務事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

奥村　元子 岡部　直子

令和元年度
総務部 人事課 担当グループ名 給与・労務管理担当 948-6219

前田　昌一

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

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(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

事業の目的
（どのような状態にするか）

公務での対外折衝を円滑に実施すること

その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

各種事業を執行するにあたり、市の代表として折衝する必要がある

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・各種大会等市長賞等の記念品に要する経費
・行政を円滑に推進するため、あるいは市の利益のために代表として折衝するために要する経費
・市政への功労者への慶弔金品の経費
の支出を対象者に対して行う

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

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,394 2,018 1,998

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 総務費 総務管理費 一般管理費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,054 1,087

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

・市長交際費　528千円
・報償費（記念品等）340千円
・市交際費　219千円

・市長交際費　600千円
・報償費（記念品等）398千円
・市交際費　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 1,054 1,087 1,998

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

予定通りに事業を実施できた

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 市の各種事業の実施に必要不可欠であるため

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 340 931

主な取組み内容

市長賞、来庁者記念品及び交際費を支出

R2年度の目標

引き続き交際費等の適切な執行に努める

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

市長交際費・市交際費等の支出
執行状況をホームページに公表

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

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

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

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし
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