
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

51111 道路台帳整備事業 都市整備部 道路管理課 シートA 2

51111 未登記道路整備事業 都市整備部 道路管理課 シートA 3

51111 都市情報システム整備事業 都市整備部 道路管理課 シートA 4

51111 舗装補修工事事業 都市整備部 道路管理課 シートB 5

51111 横断歩道橋補修工事事業 都市整備部 道路管理課 シートA 7

51111 橋梁補修工事事業 都市整備部 道路管理課 シートB 8

51111 その他道路施設補修工事事業 都市整備部 道路管理課 シートB 10

51111 道路清掃事業 都市整備部 道路管理課 シートA 12

51111 直営工事維持管理事業 都市整備部 道路管理課 シートA 13

51111 道路照明灯維持管理事業 都市整備部 道路管理課 シートA 14

51111 市道の維持管理一般経費 都市整備部 道路管理課 シートA 15

51111 松山マイロードふれあい制度 都市整備部 道路管理課 シートB 16

51111 街路樹管理事業 都市整備部 道路管理課 シートA 18

51111 私道整備事業 都市整備部 道路管理課 シートA 19

51111 交通安全施設（二種）整備 都市整備部 道路管理課 シートA 20

51111 道路橋梁災害復旧事業（単独） 都市整備部 道路管理課 シートA 21

51111 交差点等安全対策事業 都市整備部 道路管理課 シートA 22

51111 未就学児歩行空間安全対策事業 都市整備部 道路管理課 シートA 23

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 副主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 53 ～ 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

特に無し

R2年度の目標

道路台帳電子化業務を積極的に進める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

道路台帳平面図（地形）作成業務委託
道路台帳電子化業務委託
道路台帳調書作成他業務委託

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

特に無し

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
平成24年度から開始している道路台帳電子化業務により、それまで紙ベースで行っていた平面図の閲覧を窓口に設置しているパソコンで簡
易に閲覧できるようになり、市民サービスの向上に寄与できているため。

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

道路台帳平面図（地形）作成業務委託
道路台帳電子化業務委託
道路台帳調書作成他業務委託

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初計画に沿った事業の実施ができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 9,028 435

一般財源 24,216 24,930 30,210

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料27,281千円 委託料32,550千円

0 0 0

その他 698 724 570

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 3,455 1,661 1,750

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） 37,397 27,750 32,530

決算額 (B)　（単位：千円） 28,369 27,315

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）

市道の区域を明確なものとし、道路管理者である市が将来に渡って適切な維持管理を行うため、道路台帳を作成・更新することを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道路法第２８条の規定に基づき、新設、改良等を行った市道路線の平面図、延長・幅員等各種情報を道路台帳として作成・更新している。

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

市道の路線ごとに道路台帳を作成する。

-

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 道路法第２８条

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

道路台帳平面図原本証明書等の交付に際して、松山市手数料条例の規定に基づき、1事項1通につき
360円を徴収している。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 永井　信二 倉岡　仁

事務事業名
（施策コード） 道路台帳整備事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

高瀨　美穂 兵頭　正洋

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 路政境界担当 948-6472

髙松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 路政境界担当 948-6472

横本　勝己 出海　恭輔
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

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

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 61 ～ 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

特に無し

R2年度の目標

道路内民有地及び建築後退用地を可能な限
り市へ所有権移転できるよう事業を推進してい
く。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

道路内民有地及び建築後退用地所有者から
の寄付申請による所有権移転
地籍調査地区への寄付勧奨

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

特に無し

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 市道内に存在する民有地や建築後退用地の所有権を市へ移転することにより、市道を安定的に維持管理が行えるようになるため。

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

道路内民有地及び建築後退用地所有者からの寄付申請による所有権移転
地籍調査地区への寄付勧奨

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初計画に沿った事業の実施ができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 803 3,397

一般財源 28,326 25,097 26,000

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料27,603千円 委託料26,000千円

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 3,781 2,506 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） 32,910 31,000 26,000

決算額 (B)　（単位：千円） 32,107 27,603

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）

市道内に存在する民有地を松山市名義に所有権移転を行うことにより、市道を安定的に維持管理することを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道路法に規定されている国県及び市町村等の自治体が道路管理者として管理している道路内に多数の民有地が全国的に存在することや、建築後退用地を各道路管理者へ所有権移転す
ることが課題とされていた中で、本市においては、可能な限り市道内民有地や建築後退用地を市へ所有権移転を行い、市道を将来に渡り安定的に維持管理を行うものとして本事業を開始し
た。

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

市道内に存在する民有地所有者や建築後退用地の所有者

・市道内に存在する民有地所有者や建築後退用地の土地所有者からの寄付申請により市へ所有権移転を行う。
・地籍調査等により市道内民有地や建築後退用地があることが判明した土地所有者に寄付の勧奨を行う。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

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

所有権移転を行う際に必要な分筆や登記にかかる費用は市で負担している。ただし、登記に必要な印鑑
証明書料は負担いただく場合がある。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 永井　信二 山本　宗矢

事務事業名
（施策コード） 未登記道路整備事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

高瀨　美穂 山本　宗矢

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 路政境界担当 948-6847

髙松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 路政境界担当 948-6847

横本　勝己 出海　恭輔
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 8 ～ 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

特に無し

R2年度の目標

道路台帳整備事業と連携し、効率的に事務作
業が進むよう、計画的に事業を実施する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

令和元年度道路台帳整備事業で作成・更新さ
れた市道路線の情報を都市情報システムに反
映させる。

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

特に無し

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、市道管理業務の迅速化及び庁内での情報の共有化が可能となっている。

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

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

主な取組み内容

道路台帳整備事業で作成・更新された市道路線情報を翌年度に都市情報システムに反映させる。
道路台帳整備事業で作成・更新された内容と整合性の確認を行う。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初計画に沿った事業の実施ができた。

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) 724 231

一般財源 3,348 3,883 4,881

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料3,883千円 委託料4,881千円

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） 4,072 4,114 4,881

決算額 (B)　（単位：千円） 3,348 3,883

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）

市道路線の情報を都市情報システムに反映させることにより、市道管理業務の円滑化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８年度から運用を開始した庁内都市情報システム市道の情報を入力することにより、市道管理業務の迅速化及び庁内での情報の共有化を図る必要がある。

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

市道

市道路線の位置、幅員等の情報を他課の持つ情報とあわせて総合的に閲覧できるようにする。

-

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

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

庁内システムの環境が対象のため。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 永井　信二 清川　泰光

事務事業名
（施策コード） 都市情報システム整備事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

高瀨　美穂 清川　泰光

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 路政境界担当 948-6472

髙松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 路政境界担当 948-6472

横本　勝己 出海　恭輔
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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】 ※令和元年度の内容

51111 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 9月補正 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（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

道路の老朽化により維持管理費が増大していくため、補修・更新等を効率的かつ計画的に行う必要がある。

R2年度の目標

市道を対象に、舗装補修工事等を適切に実
施する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

市道の舗装補修工事
路面下空洞調査業務委託

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

引き続き市道の適切な維持管理に努める。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 市道の適切な維持管理に努めた。

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

市道の舗装補修工事
路面下空洞調査業務委託

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

適切な事業の実施ができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

決算額のうち177,045千円は前年度繰越
9月補正で180,590千円追加
流用による減あり

予算額のうち51,414千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 151,053 35,283

一般財源 127,084 412,733 45,014

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費471,433千円
委託料3,884千円

工事請負費227,458千円
委託料4,000千円

41,100 31,600 76,400

その他 106,350 0 100,050

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 4,575 31,025 10,000

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） 430,162 510,641 231,464

決算額 (B)　（単位：千円） 279,109 475,358

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）

市道の路面を適切に維持管理することで、事故の防止と通行の円滑化を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

舗装の老朽化などで歩行者や車両の通行に支障をきたさないよう、適切に市道を維持管理する必要がある。

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

市道を対象に、日常のパトロール、路面定期点検、通報などに基づき、舗装補修工事を実施する。

①官と民の既存ストックのマネジメント強化

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 道路法４２条（道路の維持又は修繕）、松山市道路施設維持管理計画、社会資本総合整備計画、公共施設等適正管理推進事業計画（公適債）

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

市道の維持管理であるため。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略 5312

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

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

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

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 -

坪内　洋 松田　孝弘 岩崎　伸

事務事業名
（施策コード） 舗装補修工事事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

金浦　正臣 永井　英司

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 パトロール・工事担当 948-6478

高松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 工事担当 948-6478

横本　勝己 出海　恭輔
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 23

実績値 達成年度 R&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 -

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

計画に基づいた目標値で、R2年度からの累計とする。

本指標の設定理由
工事計画に基づいた指標であるため。

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

7 4

3 4 6

活動指標

（3つまで設定可）

道路機能保全対策事
業該当路線数

路線
- - -

- - -

【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

6



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 14 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

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

老朽化により維持管理費が増大していくため、補修・更新等を効率的かつ計画的に行う必要がある。

R2年度の目標

横断歩道橋13橋の点検業務を適切に実施す
る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

横断歩道橋点検業務委託

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

引き続き横断歩道橋の適切な維持管理に努
める。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 横断歩道橋の適切な維持管理に努めた。

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

横断歩道橋点検業務委託
横断歩道橋塗装補修工事

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初計画に沿った事業の実施ができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり
残額を全額翌年度へ繰越

予算額のうち15,000千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 14,749 30,000

一般財源 5,619 0 8,675

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

支出なし 委託料17,500千円
工事請負費15,000千円

0 0 6,700

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 17,125

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） 20,368 30,000 32,500

決算額 (B)　（単位：千円） 5,619 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）

本市が所有する横断歩道橋を適切に維持管理することで、事故の防止と通行の円滑化を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

経年劣化等による損傷が顕著になってきたことから計画的に補修工事を進める必要がある。

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

本市が所有する13橋の横断歩道橋について、定期点検を行うとともに、年間1～2橋程度ずつ計画的に塗替えなどの補修工事を実施する。

-

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 道路法第16条(市町村道の管理)、42条(道路の維持又は修繕)

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

一般の用に供される市道施設であるため。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 松田　孝弘 金浦　正臣

事務事業名
（施策コード） 横断歩道橋補修工事事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

金浦　正臣 永井　英司

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 パトロール・工事担当 948-6478

高松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 工事担当 948-6478

横本　勝己 出海　恭輔

7



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 14 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初 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（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↓

1 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

橋梁の老朽化により維持管理費が増大していくため、補修・更新等を効率的かつ計画的に行う必要がある。

R2年度の目標

実施スケジュールに沿って、確実に工事等を
進める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・橋梁定期点検
・橋梁補修工事
・橋梁耐震化工事

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

引き続き橋梁の適切な維持管理に努める。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 橋梁の適切な維持管理に努めた。

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

・橋梁定期点検
・橋梁補修工事
・橋梁耐震化工事

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

入札不調により実施できなかった一部事業を翌年度に実施予定。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

決算額のうち105,000千円は前年度繰越分
流用による減あり

予算額のうち84,584千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 76,943 119,516

一般財源 24,540 20,580 47,455

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費39,277千円
委託料27,215千円

工事請負費178,646千円
委託料138,738千円

13,000 18,300 175,400

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 31,743 27,612 94,529

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） 146,226 186,008 317,384

決算額 (B)　（単位：千円） 69,283 66,492

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

道路橋梁を適切に維持管理し、長寿命化及び維持管理コストの平準化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道路橋梁の老朽化などで歩行者や車両の通行に支障をきたさないよう、計画的に橋梁を維持管理する必要がある。

一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

道路橋梁を対象に、工事を行い機能を回復するとともに、橋梁の長寿命化を図る。併せて、法定点検を実施する必要があるため、計画的に点検、調査をする。

①官と民の既存ストックのマネジメント強化

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 道路法１６（市町村道の管理）、４２条（道路の維持又は修繕）、松山市道路橋梁長寿命化修繕計画

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

一般交通の用に供される市道施設であるため。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略 5312

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

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

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

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

313

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 快適な生活基盤をつくる 重点プロジェクト みんなで守り助け合う「安心して暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 居住環境の整備 主な取り組み 耐震化対策の推進

坪内　洋 松田　孝弘 金浦　正臣

事務事業名
（施策コード） 橋梁補修工事事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

金浦　正臣 永井　英司

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 パトロール・工事担当 948-6478

高松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 工事担当 948-6478

横本　勝己 出海　恭輔
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 8

実績値 達成年度 R5

％ 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 確実な事業実施により、順調に進捗している。

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

特になし。

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

修繕計画に基づき策定した目標値で、R2からの累計とする。

本指標の設定理由
工事計画に基づいた指標であるため。（着手年度の委託数をカウント）

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

4 2

2 3 1

活動指標

（3つまで設定可）

修繕・補修対策実施
重要橋梁数

橋
2 5 2

60 80 90

【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 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 副主幹 担当者名 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 14 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初 9月補正 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（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

道路施設の老朽化により維持管理費が増大していくため、補修・更新等を効率的かつ計画的に行う必要がある。

R2年度の目標

道路施設を対象に、補修工事等を適切に実
施する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・道路排水施設工事、法面、路側復旧工事
・自転車ネットワーク計画に基づく路面表示

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

引き続き道路施設の適切な維持管理に努め
る。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 道路施設の適切な維持管理に努めた。

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

・道路排水施設工事、法面、路側復旧工事
・自転車ネットワーク計画に基づく路面表示

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

適切な事業の実施ができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

決算額のうち72,254千円は繰越分
9月補正で174,450千円追加

予算額のうち41,526千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 76,630 43,756

一般財源 227,553 267,532 92,457

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費268,340千円
委託料1,857千円

工事請負費89,112千円
委託料12,355千円

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 4,171 2,666 9,010

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） 308,354 313,954 101,467

決算額 (B)　（単位：千円） 231,724 270,198

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

道路を構成する道路排水施設や法面、擁壁などの各施設について適切に維持管理を行い、事故の防止と通行の円滑化を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道路施設の老朽化などで歩行者や車両の通行に支障をきたさないよう、適切に維持管理する必要がある。また、「松山市自転車ネットワーク計画」に基づき、自転車の利用が多い路線は、連
続的な自転車走行空間の整備を行う。

一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

道路施設を対象に、日常のパトロール、通報などを踏まえ、対策工事を実施する。また、「松山市自転車ネットワーク計画」に基づき路面表示の整備等を実施する。

②都市のコンパクト化と交通ネットワーク形成

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 道路法１６条（市町村道の管理）、４２条（道路の維持又は修繕）、松山市自転車ネットワーク計画

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

一般交通の用に供される道路施設の整備であるため。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略 5121

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

①暮らしやすい都市づくり、地域づくりを進めていくために、医療・福祉施設、商
業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民誰もが生活利
便施設に公共交通にてアクセスできるなど、行政と民間が一体となって都市全
体の構造を見直し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を目指します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し①本市における地域経済・生活圏の形成

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 -

坪内　洋 松田　孝弘 金浦　正臣

事務事業名
（施策コード） その他道路施設補修工事事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

金浦　正臣 永井　英司

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 パトロール・工事担当 948-6478

高松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 パトロール・工事担当 948-6478

横本　勝己 出海　恭輔
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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

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 確実な事業実施により、順調に進捗している。

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 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

松山市自転車ネットワーク計画で予定している路線の整備完了を目標
としている。

本指標の設定理由
計画に基づいた指標であるため。

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

1 1

1 1 1

活動指標

（3つまで設定可）

自転車走行空間の整
備延長

ｋｍ
1 1 1

100 100 100

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 14 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

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

特に無し

R2年度の目標

効果的な市道の環境整備を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・松山市道路面清掃業務委託
・市道路肩等草刈業務委託
・市道排水ポンプ場保守点検業務委託

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

特に無し

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 市道の適切な維持管理に努めた。

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

・松山市道路面清掃業務委託
・市道路肩等草刈業務委託
・市道排水ポンプ場保守点検業務委託

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初計画に沿った事業が実施ができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 76 -157

一般財源 14,824 15,452 15,785

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料15,452千円 委託料15,785千円

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） 14,900 15,295 15,785

決算額 (B)　（単位：千円） 14,824 15,452

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）

交通量の多い市道等において、特殊車両による路面清掃や、路肩や法面等の草刈を実施し、通行に支障がないように保つ。また、排水ポンプ設備を常に正常かつ良好な状態に保ち、安全
で快適な道路環境の整備を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道路法42条（道路の維持又は修繕）の規定により、特に交通量の多い幹線市道において、特殊車両による路面清掃などを実施し、通行に支障がないよう快適な道路環境の整備を図り、市民
ニーズに対応しつつ効果的な管理を進めていく。

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

市道等
・道路清掃業務
・路肩等草刈業務
・市道排水ポンプ場保守点検業務

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 道路法第16条（市町村道の管理）、42条（道路の維持又は修繕）

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

市道等の環境整備を図るため。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 久保　京介 佐伯　有加里

事務事業名
（施策コード） 道路清掃事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

石本　誠 倉岡　仁

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 総務管理担当 948-6471

髙松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 総務管理担当 948-6471

横本　勝己 出海　恭輔
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 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】

→

1 1

簡易な舗装補修工事、土木工事、除草、側溝及び水路の清掃、陥没等の緊急対応。

道路の老朽化により維持管理費が増大していくため、補修・更新等を効率的かつ計画的に行う必要がある。

0

0

0

698

47,592

628

H30年度

48,918

48,290

0

市債 0 0

3,468 230

一般財源

現計予算額 (A)　（単位：千円） 45,255 59,696

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、市道の適切な維持管理に努めた。

R2年度の目標

市道の不具合に対して、迅速に対応する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

簡易な舗装補修工事、土木工事、除草、側溝
及び水路の清掃、陥没等の緊急対応

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

引き続き市道の適切な維持管理に努める。

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

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

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

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

市道の適切な維持管理に努めた。

主な取組み内容

40,208 59,466

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,579

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

原材料費24,527千円
需用費10,405千円
委託料7,222千円

原材料費26,125千円
需用費11,010千円
委託料6,831千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0

県支出金 0

その他

決算額 (B)　（単位：千円） 43,676

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 R元予算措置時期

R元年度 R2年度

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

市道の維持管理を行うため

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

道路管理課緑町詰所にて、簡易な舗装補修工事、土木工事、除草、側溝及び水路の清掃等を行うとともに、勤務時間外においても市民等からの、緊急通報（陥没等）に対して迅速に対応
することにより、市道の安全確保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）

道路法第42条の規定により、道路パトロールで発見した異常箇所や、市民等からの通報に対しても迅速に対応し、道路の保全、安全性の確保を図る。

市道について、簡易な舗装補修工事、土木工事、除草、側溝及び水路の清掃等を道路管理課緑町詰所作業員で実施する。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 道路法第16条（市町村道の管理）、42条（道路の維持又は修繕）

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

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 -

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 -

石本　誠 倉岡　仁

坪内　洋 久保　京介 佐伯　有加里

事務事業名
（施策コード）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 総務担当 948-6471

高松　和昌

直営工事維持管理事業

-

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-

-

-総合戦略

-

取組み

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 総務担当 948-6471

横本 勝己 出海　恭輔
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

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

51111 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】

→

1 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

特に無し

R2年度の目標

適切な道路照明灯の維持管理を行う

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

道路照明灯の補修等

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

特に無し

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、道路の保全、安全性の確保を図ることができた。

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

道路照明灯の補修等

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初の計画通りに実施できた

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 -6,176

一般財源 58,226 62,176 59,000

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

需用費49,901千円
工事請負費12,264千円

需用費51,000千円
工事請負費8,000千円

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） 58,226 56,000 59,000

決算額 (B)　（単位：千円） 58,226 62,176

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）

市道に設置された道路照明灯を維持管理することにより、道路の保全、安全性の確保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）

道路法42条(道路の維持又は修繕)の規定により、市道に設置された道路照明灯を維持管理することにより、道路の安全性の確保を図る。

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

市道に設置された道路照明灯の補修等を実施する。

-

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 道路法第16条(市町村道の管理)、42条(道路の維持又は修繕)

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

市道の安全確保を図るため

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 久保　京介 佐伯　有加里

事務事業名
（施策コード） 道路照明灯維持管理事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

石本　誠 佐伯　有加里

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 総務管理担当 948-6478

高松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 総務管理担当 948-6478

横本　勝己 出海　恭輔
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

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

51111 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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 総務担当 948-6471

横本 勝己 出海　恭輔

坪内　洋 久保　京介 佐伯　有加里

事務事業名
（施策コード） 市道の維持管理一般経費

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

石本　誠 佐伯　有加里

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 総務担当 948-6471

高松　和昌

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市道の適切な維持管理に要する事務的経費

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 道路法第16条（市町村道の管理）、42条（道路の維持又は修繕）

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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

市道の維持管理を行うため

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

市道の適切な維持管理に要する一般経費を行うことを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道路法に基づき、市道の適切な維持管理を行う必要がある。

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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） 16,024 20,072 15,248

決算額 (B)　（単位：千円） 15,516 18,665

一般財源 15,516 18,665 13,248

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料5,836千円
需用費3,533千円
役務費2,742千円

委託料7,955千円
需用費3,453千円
役務費3,245千円

0 0 0

その他 0 0 2,000

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

市道の適切な維持管理に要する事務的経費

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

市道の適切な維持管理に努めた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 508 1,407

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

特に無し

R2年度の目標

市道の適切な維持管理に努める

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

市道の維持管理に要する事務的経費を適切
に執行する

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

特に無し

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、市道の適切な維持管理に努めた。

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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 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（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

特に無し

R2年度の目標

制度の実施を適切に行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・まつやまマイロードサポーター事業
・まつやまマイロードコミュニティ事業
・まつやまマイロード照明灯スポンサー事業

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

特に無し

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 市民ボランティアの活用を図り、道路の適切な維持管理に貢献することができたため。

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

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

主な取組み内容

・まつやまマイロードサポーター事業
・まつやまマイロードコミュニティ事業
・まつやまマイロード照明灯スポンサー事業

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

適切な制度の実施に努めた

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) 824 163

一般財源 559 1,317 1,240

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

需用費896千円
工事請負費326千円
負担金補助及び交付金95千円

需用費900千円
工事請負費240千円
負担金補助及び交付金100千円

0 0 0

その他 477 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） 1,860 1,480 1,240

決算額 (B)　（単位：千円） 1,036 1,317

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）

市道の環境美化活動等を通して、身近な存在である市道に愛着を持っていただくことを目的としている。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

「まつやまマイロードサポーター事業」については、平成２３年度にロードサポーター加入要件を緩和し、２名以上で参加できるプチサポーターを追加した。「まつやまマイロードサポーター事
業」のほか、「まつやまマイロードコミュニティ事業」と「まつやまマイロード照明灯スポンサー事業」を加え、「松山マイロードふれあい制度」とした。

一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

市道に対して
・まつやまマイロードサポーター事業
・まつやまマイロードコミュニティ事業
・まつやまマイロード照明灯スポンサー事業

-

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 まつやまマイロードサポーター事業実施要綱、まつやまマイロードコミュニティ事業補助金交付要綱、まつやまマイロード照明灯スポンサー事業実施要綱

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 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 久保　京介 山下　愛可

事務事業名
（施策コード） 松山マイロードふれあい制度

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

石本　誠 山下　愛可

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 総務管理担当 948-6471

髙松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 総務管理担当 948-6471

横本　勝己 出海　恭輔
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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 71

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

成果指標 確実な事業実施により、目標を達成している。

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

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

活動団体数が減少しないよう努める。

本指標の設定理由
安心で美しい道路環境の維持に取り組む市民の活動状況を示す指標
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

71 71

65 67 71

成果指標

（3つまで設定可）

まつやまマイロードサ
ポーター活動団体数

団体
65 65 67

100 103 106

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

活動指標

（3つまで設定可）

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 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】

→

1 1

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 工事担当 948-6478

横本 勝己 出海　恭輔

坪内　洋 松田　孝弘 金浦　正臣

事務事業名
（施策コード） 街路樹管理事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

金浦　正臣 永井　英司

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 パトロール・工事担当 948-6478

高松　和昌

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市道区域内にある街路樹の剪定、かん水及び除草等を行う。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 道路法第16条（市町村道の管理）、42条（道路の維持又は修繕）

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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

市道区域内にある街路樹の維持管理を行うため

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

市道の街路樹の剪定、かん水及び緑地帯の補植、除草を行い、緑地帯の適正な管理を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

街路樹は、定期的な剪定など適切な維持管理が必要である。

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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） 83,129 85,109 87,000

決算額 (B)　（単位：千円） 82,734 85,280

一般財源 82,734 85,280 87,000

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料83,658千円
工事請負費1,598千円

委託料82,970千円
工事請負費4,000千円

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

街路樹管理業務委託

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

街路樹の適切な維持管理に努めた。

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) 395 -171

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

街路樹の成長に伴う支障枝や枯れ枝、腐朽による倒木等の発生

R2年度の目標

街路樹の適切な維持管理に努める

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

街路樹管理業務委託

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

引き続き委託業者とともに街路樹の適切な維
持管理に努める。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 本事業の実施により、街路樹の適切な維持管理に努めた。

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 48 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し

R2年度の目標

「松山市私道整備事業実施要綱」に基づき、
適切な事業実施を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

「松山市私道整備事業実施要綱」の要件を満
たす私道を対象に、路面の舗装を実施する。

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

特に無し

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、私道の舗装整備が図られている。

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

「松山市私道整備事業実施要綱」の要件を満たす私道を対象に、路面の舗装を実施する。

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

適切な事業の実施ができた

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

現計予算額のうち9,502千円は繰越分 予算額のうち5,477千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 9,664 6,024

一般財源 35,336 24,478 23,635

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費24,427千円
需用費51千円

工事請負費23,485千円
需用費150千円

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） 45,000 30,502 23,635

決算額 (B)　（単位：千円） 35,336 24,478

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）

松山市における私道(道路法の適用を受ける道路以外の道路で、一般通行の用に供されているもの)の整備を促進し、市民の生活環境の向上を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和48年10月に「松山市私道整備事業実施要綱」を制定し、要件を満たす私道の路面の舗装に取り組んでいる。

松山市一般会計 土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費 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）

「松山市私道整備事業実施要綱」の要件を満たす私道を対象に、路面の舗装を実施する。

-

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 松山市私道整備事業業実施要綱

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

一般通行の用に供されているため

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 山内　潤一 渡部　聡

事務事業名
（施策コード） 私道整備事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

高田　智也 渡部　聡

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 計画担当 948-6834

高松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 計画担当 948-6834

横本　勝己 出海　恭輔
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 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 9月補正 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（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 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

特に無し

R2年度の目標

対策工事を適切に実施する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

交通事故が多発している道路や、特に交通の
安全を確保する必要がある道路について、区
画線、防護柵やカーブミラー等の交通安全施
設を整備する。

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

特に無し

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交通事故の防止と交通の円滑化に資することができた。

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

区画線、防護柵やカーブミラー等の整備

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

適切な事業の実施ができた

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で58,100千円追加
決算額のうち45,809千円は前年度繰越分
カーブミラーの整備事業と統合

予算額のうち42,553千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 49,734 42,556

一般財源 71,749 79,355 56,953

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費79,355千円 工事請負費56,953千円

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） 121,483 121,911 56,953

決算額 (B)　（単位：千円） 71,749 79,355

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）

交通事故が多発している道路その他通学路などの特に交通の安全を確保する必要のある道路について、道路標識、防護柵や区画線など安全対策に必要な道路附属物の整備を行い交通
事故の防止と交通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

交通事情の悪化による交通事故の増加に対し、早急な道路安全施設の整備が求められていることから、交通事故の防止と交通の円滑化を図る必要がある。

一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設等整備事業費 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）

交通事故が発生している市道その他通学路などの特に交通の安全を確保する必要のある市道について、
道路標識などの整備を行い、交通事故の防止と交通の円滑化を図る。

-

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 道路法第16条(市町村道の管理)、42条(道路の維持又は修繕)、45条(道路標識等の設置)

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

一般交通の用に供される市道の整備であるため。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 松田　孝弘 金浦　正臣

事務事業名
（施策コード） 交通安全施設（二種）整備

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

金浦　正臣 永井　英司

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 パトロール・工事担当 948-6478

髙松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 工事担当 948-6478

横本　勝己 出海　恭輔
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

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 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（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

特に無し

R2年度の目標

平成３０年７月豪雨により発生した災害廃棄物
の分別及び運搬処分について、令和２年度内
の完了を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

平成３０年７月豪雨により発生した災害廃棄物
の分別及び運搬処分を行う。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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 道路の適切な維持管理に貢献することができたため。

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

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

主な取組み内容

災害復旧工事

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初計画に沿った事業の実施ができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

決算額のうち4,760千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -107,694 1

一般財源 86,326 9 50

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費4,759千円 委託料16,540千円

374,400 4,750 16,400

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 48,568 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） 401,600 4,760 16,450

決算額 (B)　（単位：千円） 509,294 4,759

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

平成３０年７月豪雨により被災した市道について、復旧工事等を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成３０年７月豪雨により被災した市道の復旧が必要となったため。

一般会計 災害復旧費 土木施設災害復旧費 道路橋梁災害復旧費 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）

平成30年7月豪雨により被災した市道の復旧工事等を行う。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 道路法第４２条（道路の維持または修繕）、松山市業務継続計画（ＢＣＰ）

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

道路管理者が原状回復を義務付けられているため

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 松田　孝弘 金浦　正臣

事務事業名
（施策コード） 道路橋梁災害復旧事業（単独）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

金浦　正臣 永井　英司

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 パトロール・工事担当 948-6478

髙松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 工事担当 948-6478

横本　勝己 出海　恭輔

21



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 元 ～ 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 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】

→

1 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

特に無し

R2年度の目標

適切な対策工事を実施する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

交差点安全対策工事
区画線補修工事

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

特に無し

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、交通事故の防止と安全で円滑な交通が確保された。

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

交差点安全対策工事
区画線補修工事

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

適切に事業の実施を行った。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で60,000千円追加 予算額のうち33,014千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 33,015

一般財源 0 26,985 33,014

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費26,985千円 工事請負費33,014千円

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） 0 60,000 33,014

決算額 (B)　（単位：千円） 0 26,985

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

自動車交通量が多い通学路の交差点に車止めを設置するとともに、交通需要の多い幹線道路等の区画線補修を行い、交通事故防止を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

交通事情の悪化による交通事故の増加に対し、早急な道路安全施設の整備が求められている。

一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設等整備事業費 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）

交差点安全対策工事
区画線補修工事

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 道路法第16条（市町村道の管理）、42条（道路の維持又は修繕）、45条（道路標識等の設置）

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

一般交通の用に供される市道の整備であるため。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 松田　孝弘 金浦　正臣

事務事業名
（施策コード） 交差点等安全対策事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

金浦　正臣 永井　英司

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 パトロール・工事担当 948-6478

髙松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 工事担当 948-6478

横本　勝己 出海　恭輔
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 元 ～ 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 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（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 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

特に無し

R2年度の目標

整備が必要な箇所に適切に工事を実施する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

交通安全施設の設置工事

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

特に無し

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 契約繰越となったため。

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

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

主な取組み内容

・交通安全施設の設置工事

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

翌年度への契約繰越となった。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

全額3月補正 全額前年度からの繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 11,500

一般財源 0 0 5,750

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費11,500千円 工事請負費11,500千円

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 5,750

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） 0 11,500 11,500

決算額 (B)　（単位：千円） 0 0

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

未就学児が日常的に集団で通行する市道について、区画線や防護柵等交通安全施設を整備することにより、道路の交通環境の改善を行い、安全確保を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

滋賀県大津市で未就学児が集団で通行していたところに自動車が衝突した事故を受けて、全国で危険箇所の一斉点検を行った。その際に、必要と認めた箇所に交通安全施設を新設する
こととなった。

一般会計 土木費 道路橋梁費 交通安全施設等整備事業費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）

未就学児が日常的に集団で通行する市道について、区画線、防護柵等交通安全施設の設置工事を実施する。

-

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 未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策（令和元年6月18日関係閣僚会議）

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

一般交通の用に供される市道であるため。

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路等の維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 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 -

坪内　洋 松田　孝弘 金浦　正臣

事務事業名
（施策コード） 未就学児歩行空間安全対策事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

金浦　正臣 永井　英司

令和元年度
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 パトロール・工事担当 948-6478

高松　和昌

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
都市整備部 道路管理課 担当グループ名 工事担当 948-6478

横本　勝己 出海　恭輔
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