
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

51321 小規模下水道施設整備事業 下水道部 下水道整備課 シートA 2

51321 中央処理区管渠整備事業 下水道部 下水道整備課 シートB 3

51321 西部処理区管渠整備事業 下水道部 下水道整備課 シートB 5

51321 北部処理区管渠整備事業 下水道部 下水道整備課 シートB 7

51321 北条処理区管渠整備事業 下水道部 下水道整備課 シートB 9

51321 浅海地区特定環境保全公共下水道整備事業 下水道部 下水道整備課 シートB 11

51321 私道管渠整備事業 下水道部 下水道整備課 シートB 13

51321 公共桝設置事業 下水道部 下水道整備課 シートB 15

51321 上野処理区管渠整備事業 下水道部 下水道整備課 シートB 17

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 副主幹

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 57 ～ 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

※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

-

（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
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦 奥村　栄二 川口　征英 藤家　孝博

出海　恭輔 川口　征英 藤家　孝博

事務事業名
（施策コード）

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）

令和元年度
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦

小規模下水道施設整備事業

政策 快適な生活基盤をつくる 重点プロジェクト -

施策 下水道等の整備 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 -

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 松山市小規模下水道条例

主な取り組み 下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱 下水道管渠整備の推進 -

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）

大浦地区を小規模下水道事業として整備し、住民の快適な生活環境を提供する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

清潔で快適、そして安全・安心なまちづくりを推進するため、公共下水道の整備に取り組む。

大浦地区　処理面積１７．９ha、２０９人を対象に、家屋の新築時に申請者に対して宅内桝を設置する。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

決算額 (B)　（単位：千円） 0

小規模下水道特別会計 小規模下水道事業費 小規模下水道事業費 総務管理費 R元予算措置時期

R元年度 R2年度

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

R元年度は事業実施実績なし

主な取組み内容

0 0

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

事業実施なし 汚水桝設置工事

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

事業実施なし 予算なし。申請があった場合は予備費で対応

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0

県支出金 0

その他

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

4:どちらもいえない 左記の理由 R元年度は申請がなく事業実施がなかったため

R2年度の目標

家屋の新築時に申請者に対して宅内桝を設
置する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

家屋の新築時に申請者に対して宅内桝を設
置する。

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

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

申請箇所なしのため事業実施なし

特になし

0

0

0

0

0

0

H30年度

0

0

0

市債 0 0

0 0

一般財源

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 0
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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

51321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 32 ～ 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 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

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
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 中央処理区担当 948-6541

白石　邦彦 奥村　栄二

出海　恭輔 西森　裕司 林　昌宏

事務事業名
（施策コード） 中央処理区管渠整備事業

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）

西森　裕司 林　昌宏

令和元年度
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 中央処理区担当 948-6541

白石　邦彦

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 下水道等の整備 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

中央浄化センターに流入する区域（3464.2ha）のうち事業計画区域内(3219.6ｈａ)の249,100人を対象に、第4次松山市下水道整備基本構想に基づき、計画的に公共下水道の整備を行う。

-

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 下水道法、下水道法施行令、松山市下水道条例、第4次松山市下水道整備基本構想

主な取り組み 下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱 下水道管渠整備の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無
「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）

計画的に公共下水道の整備を進め、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

清潔で快適、そして安全・安心なまちづくりを推進するため、公共下水道の整備に取り組む。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 管渠建設費 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） 894,774 1,122,438 1,064,435

決算額 (B)　（単位：千円） 388,370 560,748

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　463,597千円
委託料　70,952千円
補償費　24,800千円

工事請負費　747,347千円
委託料　160,956千円
補償費　154,174千円

303,077 368,600 752,500

その他 24,845 82,817 150,907

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 60,448 109,331 161,028

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

石井・久米・桑原地区の管渠整備を実施する。

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

予定通り実施できたため。

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484,886千円は前年度繰越分
流用による減あり

予算額のうち520,756千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 506,404 561,690

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

下水道処理人口普及率64.3％

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

石井１号汚水管工事

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 徐々にではあるが、生活環境の改善や公共用水域の水質保全が図られている。

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
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 5,470.4

実績値 達成年度 R8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 69.0

実績値 達成年度 R8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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

5,164.7 5,206.9

5,027.1 5,082.0 5,171.7

活動指標

（3つまで設定可）

整備面積
ｈａ

5,027.1 5,072.3 5,121.5

100.0 100.2 101.0

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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

64.3 65.0

62.3 63.0 63.8

成果指標

（3つまで設定可）

下水道処理人口普及
率
(市内5処理区)

％
62.4 63.0 63.6

99.8 100.0 100.3

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標以上の整備が出来た。

成果指標 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標普及率を達成することができた。

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

4



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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 59 ～ 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 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

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
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦 奥村　栄二

出海　恭輔 川口　征英 寳田　要

事務事業名
（施策コード） 西部処理区管渠整備事業

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）

川口　征英 寳田　要

令和元年度
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦

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 下水道等の整備 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

西部浄化センターに流入する区域（２，３５４．０ha）のうち、事業計画区域内(２，１３４．４ｈａ)の１２４，７２０人を対象に、第4次松山市下水道整備基本構想に基づき、計画的な公共下水道の整
備を行う。

-

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 下水道法、下水道法施行令、松山市下水道条例、第4次松山市下水道整備基本構想

主な取り組み 下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱 下水道管渠整備の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無
「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）

計画的に公共下水道の整備を進め、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

清潔で快適、そして安全・安心なまちづくりを推進するため、公共下水道の整備に取り組む。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 管渠建設費 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） 1,499,642 1,905,310 2,721,767

決算額 (B)　（単位：千円） 655,188 666,887

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　530,901千円
委託料　96,480千円
補償費　35,991千円

工事請負費　2,461,711千円
委託料　180,583千円
補償費　72,559千円

483,005 462,900 1,784,100

その他 36,206 123,035 226,773

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 135,977 80,952 710,894

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

味生・宮前・久枝・清水地区の管渠整備を実施する。

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

予定通り実施できたため。

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599,357千円は前年度繰越分
流用による増あり

予算額のうち1,397,510千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 844,454 1,238,423

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

下水道処理人口普及率64.3％

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・中須賀1号汚水幹線工事
・久枝1号汚水幹線工事
・久枝２号汚水幹線工事
・山越３号汚水幹線工事

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 徐々にではあるが、生活環境の改善や公共用水域の水質保全が図られている。

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
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 5,470.4

実績値 達成年度 R8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 69.0

実績値 達成年度 R8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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

5,164.7 5,206.9

5,027.1 5,082.0 5,171.7

活動指標

（3つまで設定可）

整備面積
ｈａ

5,027.1 5,072.3 5,121.5

100.0 100.2 101.0

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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

64.3 65.0

62.3 63.0 63.8

成果指標

（3つまで設定可）

下水道処理人口普及
率
(市内5処理区)

％
62.4 63.0 63.6

99.8 100.0 100.3

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標以上の整備が出来た。

成果指標 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標普及率を達成することができた。

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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 7 ～ 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 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

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
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦 奥村　栄二

出海　恭輔 川口　征英 藤家　孝博

事務事業名
（施策コード） 北部処理区管渠整備事業

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）

川口　征英 藤家　孝博

令和元年度
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦

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 下水道等の整備 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

北部浄化センターに流入する区域（５３１．９ｈａ）のうち、事業計画区域内(３９９．１ｈａ)の１６，４８０人を対象に、第4次松山市下水道整備基本構想に基づき、計画的な公共下水道の整備を行
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 下水道法、下水道法施行令、松山市下水道条例、第4次松山市下水道整備基本構想

主な取り組み 下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱 下水道管渠整備の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無
「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）

計画的に公共下水道の整備を進め、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

清潔で快適、そして安全・安心なまちづくりを推進するため、公共下水道の整備に取り組む。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 管渠建設費 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） 1,050,378 1,039,952 449,529

決算額 (B)　（単位：千円） 692,739 717,673

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　631,510千円
委託料　50,494千円
補償費　35,338千円

工事請負費　350,457千円
委託料　65,446千円
補償費　33,114千円

520,658 501,800 326,700

その他 21,407 95,782 55,085

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 150,674 120,091 67,744

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

堀江・内宮地区の管渠整備を実施する。

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

予定通り実施できたため。

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644,457千円は前年度繰越分
流用による減あり

予算額のうち208,417千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 357,639 322,279

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

下水道処理人口普及率64.3％

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

内宮汚水管工事

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 徐々にではあるが、生活環境の改善や公共用水域の水質保全が図られている。

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
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 5,470.4

実績値 達成年度 R8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 69.0

実績値 達成年度 R8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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

5,164.7 5,206.9

5,027.1 5,082.0 5,171.7

活動指標

（3つまで設定可）

整備面積
ｈａ

5,027.1 5,072.3 5,121.5

100.0 100.2 101.0

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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

64.3 65.0

62.3 63.0 63.8

成果指標

（3つまで設定可）

下水道処理人口普及
率
(市内5処理区)

％
62.4 63.0 63.6

99.8 100.0 100.3

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標以上の整備が出来た。

成果指標 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標普及率を達成することができた。

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

8



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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 50 ～ 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 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

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
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦 奥村　栄二

出海　恭輔 川口　征英 藤家　孝博

事務事業名
（施策コード） 北条処理区管渠整備事業

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）

川口　征英 藤家　孝博

令和元年度
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦

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 下水道等の整備 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

北条浄化センターに流入する区域（５４１．６ｈａ）のうち、事業計画区域内(５４１．６ｈａ)の１７,７３０人を対象に、第4次松山市下水道整備基本構想に基づき、計画的な公共下水道の整備を行
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 下水道法、下水道法施行令、松山市下水道条例、第4次松山市下水道整備基本構想

主な取り組み 下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱 下水道管渠整備の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無
「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）

計画的に公共下水道の整備を進め、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

清潔で快適、そして安全・安心なまちづくりを推進するため、公共下水道の整備に取り組む。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 管渠建設費 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） 11,770 15,211 15,975

決算額 (B)　（単位：千円） 4,298 253

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

備消品費　147千円
燃料費　105千円

工事請負費　14,824千円
委託料　665千円

4,044 0 13,800

その他 254 253 1,175

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 1,000

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

地元調整及び現地調査

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

予定通り実施できたため。

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 予算額のうち7,983千円は前年度繰越額

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 7,472 14,958

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

下水道処理人口普及率64.3％

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

難波３号汚水管工事

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 計画的な管渠整備により、徐々に生活環境の改善や公共用水域の水質保全が図られている。

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
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 5,470.4

実績値 達成年度 R8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 69.0

実績値 達成年度 R8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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

5,164.7 5,206.9

5,027.1 5,082.0 5,171.7

活動指標

（3つまで設定可）

整備面積
ｈａ

5,027.1 5,072.3 5,121.5

100.0 100.2 101.0

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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

64.3 65.0

62.3 63.0 63.8

成果指標

（3つまで設定可）

下水道処理人口普及
率
(市内5処理区)

％
62.4 63.0 63.6

99.8 100.0 100.3

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標以上の整備が出来た。

成果指標 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標普及率を達成することができた。

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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 3 ～ 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（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
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦 奥村　栄二

出海　恭輔 川口　征英 藤家　孝博

事務事業名
（施策コード） 浅海地区特定環境保全公共下水道整備事業

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）

川口　征英 藤家　孝博

令和元年度
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦

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 下水道等の整備 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

浅海処理区の事業計画区域内(４６．６ｈａ)の９１０人を対象に、第4次松山市下水道整備基本構想に基づき、計画的な公共下水道の整備を行う。

-

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 下水道法、下水道法施行令、松山市下水道条例、第4次松山市下水道整備基本構想

主な取り組み 下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱 下水道管渠整備の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無
「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）

計画的に公共下水道の整備を進め、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

清潔で快適、そして安全・安心なまちづくりを推進するため、公共下水道の整備に取り組む。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 管渠建設費 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） 840 800 800

決算額 (B)　（単位：千円） 0 0

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

予算執行なし 工事請負費　678千円
委託料　122千円

0 0 0

その他 0 0 800

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

地元調整及び現地調査

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

予定通り実施できたため。

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) 840 800

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

下水道処理人口普及率64.3％

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

浅単-２０００１汚水管工事に伴う実施設計委託

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 計画的な管渠整備により、徐々に生活環境の改善や公共用水域の水質保全が図られている。

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
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 5,470.4

実績値 達成年度 R8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 69.0

実績値 達成年度 R8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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

5,164.7 5,206.9

5,027.1 5,082.0 5,171.7

活動指標

（3つまで設定可）

整備面積
ｈａ

5,027.1 5,072.3 5,121.5

100.0 100.2 101.0

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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

64.3 65.0

62.3 63.0 63.8

成果指標

（3つまで設定可）

下水道処理人口普及
率
(市内5処理区)

％
62.4 63.0 63.6

99.8 100.0 100.3

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標以上の整備が出来た。

成果指標 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標普及率を達成することができた。

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

51321 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 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 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

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
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 私道・桝受付担当 ９４８－６４５７

白石　邦彦 奥村　栄二

出海　恭輔 二神　大造 東倉　一博

事務事業名
（施策コード） 私道管渠整備事業

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）

二神　大造 東倉　一博

令和元年度
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 私道・桝受付担当 ９４８－６４５７

白石　邦彦

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 下水道等の整備 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

公共下水道が整備されている公道に通じる私道を対象に、一定の要件を満たす場合、沿線にお住まいの方等の申請に基づき公共下水道を整備する。

-

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 私道における公共下水道敷設要綱

主な取り組み 下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱 下水道管渠整備の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無
「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）

住民の費用負担が大きい私道への下水道管敷設を市が施工、又は費用の助成をすることにより、水洗便所への切り替えを促進し、公衆衛生の向上と公共水域の水質の保全に資する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

建設省通達のあった水洗便所普及促進要領４（６）（昭和47.9.28）で、要件を満たす私道は、後日の紛争の予防措置を講じた上で、公共下水道として管渠を整備し、又は私道排水設備設置
の助成を行うよう努めるものとするとされた。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 管渠建設費 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） 701,535 630,546 460,955

決算額 (B)　（単位：千円） 368,584 300,710

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　240,766千円
委託料　19,613千円
補償費　39,663千円

工事請負費　384,539千円
委託料　40,974千円
補償費　35,075千円

341,836 224,900 406,700

その他 3,343 51,775 35,548

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 23,405 24,035 18,707

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

申請に基づき、予算の範囲内で公共下水道を整備する。

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

予定通り実施できたため。

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193,092千円は前年度繰越分
流用による減あり

予算額のうち181,003千円は前年度繰越額

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 332,951 329,836

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

下水道処理人口普及率64.3％

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

久米1号汚水管工事
山西１号汚水管工事

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 徐々にではあるが、生活環境の改善や公共用水域の水質保全が図られている。

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
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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 69.0

実績値 達成年度 R8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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

- -

20 36 12

活動指標

（3つまで設定可）

申請件数
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

市民からの申請事業であり、市が計画して施工する事業でないため、
目標値の設定ができない。

本指標の設定理由
本事業の活動状況が把握できる指標であるため。

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

64.3 65.0

62.3 63.0 63.8

成果指標

（3つまで設定可）

下水道処理人口普及
率
(市内5処理区)

％
62.4 63.0 63.6

99.8 100.0 100.3

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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 市民からの申請事業であり、市が計画して施工するものではないが、予定より申請件数が少なかった。

成果指標 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標普及率を達成することができた。

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

51321 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 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 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

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
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 私道・桝受付担当 ９４８－６４５７

白石　邦彦 奥村　栄二

出海　恭輔 二神　大造 東倉　一博

事務事業名
（施策コード） 公共桝設置事業

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）

二神　大造 東倉　一博

令和元年度
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 私道・桝受付担当 ９４８－６４５７

白石　邦彦

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 下水道等の整備 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

分流方式で排除できる公共下水道が整備されている道路に面し、公共桝が設置されていない宅地を対象に、申請に基づき公共桝を設置する。

-

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 松山市下水道条例、水洗便所普及促進要領４（６）（昭和47.9.28）

主な取り組み 下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱 下水道管渠整備の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無
「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）

住民の費用負担が大きい下水道本管への接続を市が施工、維持管理することにより、水洗便所への切り替えを促進し、公衆衛生の向上と公共水域の水質の保全に資する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

分流方式で排除できる公共下水道の整備の進捗に伴い、公共桝の設置に取り組んでいる。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 管渠建設費 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） 452,038 506,469 490,525

決算額 (B)　（単位：千円） 451,735 420,544

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　359,994千円
委託料　58,524千円
補償費　1,695千円

工事請負費　399,914千円
委託料　88,304千円
補償費　2,055千円

441,115 312,300 452,600

その他 5,582 108,153 27,925

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 5,038 91 10,000

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

申請に基づき、予算の範囲内で公共下水道を整備する。

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

予定通り実施できたため。

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119,354千円は前年度繰越分
流用による増あり

予算額のうち85,838千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 303 85,925

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

工事説明会時に制度について周知を図ること
で、後付桝の申請数を減少させる。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

処理区域内で、申請に基づき公共桝を設置す
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 徐々にではあるが、生活環境の改善や公共用水域の水質保全が図られている。

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
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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 69.0

実績値 達成年度 R8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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

- -

427 408 363

活動指標

（3つまで設定可）

申請件数
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

市民からの申請事業であり、市が計画して施工する事業でないため、
目標値の設定ができない。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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

64.3 65.0

62.3 63.0 63.8

成果指標

（3つまで設定可）

下水道処理人口普及
率
(市内5処理区)

％
62.4 63.0 63.6

99.8 100.0 100.3

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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 市民からの申請事業であり、市が計画して施工するものではないが、予定より申請件数が少なかった。

成果指標 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標普及率を達成することができた。

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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 30 ～ 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 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

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
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦 奥村　栄二

出海　恭輔 川口　征英 寳田　要

事務事業名
（施策コード） 上野処理区管渠整備事業

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）

川口　征英 寳田　要

令和元年度
下水道部 下水道整備課 担当グループ名 西部・北部・北条処理区担当 948-6543

白石　邦彦

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 下水道等の整備 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

上野地区の事業計画区域内（５．１ｈａ)の３３８人を対象に、第4次松山市下水道整備基本構想に基づき、計画的な公共下水道の整備を行う。

-

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 下水道法、下水道法施行令、松山市下水道条例、第4次松山市下水道整備基本構想

主な取り組み 下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱 下水道管渠整備の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無
「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）

計画的に公共下水道の整備を進め、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

松山市と砥部町の行政区域にまたがって建設された上野団地は、砥部町側は砥部町公共下水道に接続されていたものの、松山市側は集中浄化槽での汚水処理を行っており、地元住民か
ら砥部町公共下水道への接続要望があった。そこで、関係機関との協議・検討を進め、平成30年度から新たに松山市公共下水道として位置付け、松山市側についても砥部町公共下水道に
接続することとし、汚水処理を砥部町に委託する「事務の委託」により、行政区域を越えて汚水処理を行うこととなった。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 管渠建設費 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） 45,603 37,107 11,881

決算額 (B)　（単位：千円） 7,848 27,639

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　26,429千円
委託料　1,126千円

工事請負費　9,000千円
委託料　600千円
補償費　2,180千円

2,270 16,500 10,600

その他 5,578 4,633 1,281

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 6,506 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

上野地区の管渠整備を実施する。

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

予定通り実施できたため。

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27,555千円は前年度繰越分
流用により減あり

予算額のうち5,890千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 37,755 9,468

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

下水道処理人口普及率64.3％

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・上野町宅内桝設置工事

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 徐々にではあるが、生活環境の改善や公共用水域の水質保全が図られている。

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
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 5,470.4

実績値 達成年度 R8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 69.0

実績値 達成年度 R8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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

5,164.7 5,206.9

5,027.1 5,082.0 5,171.7

活動指標

（3つまで設定可）

整備面積
ｈａ

5,027.1 5,072.3 5,121.5

100.0 100.2 101.0

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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

64.3 65.0

62.3 63.0 63.8

成果指標

（3つまで設定可）

下水道処理人口普及
率
(市内5処理区)

％
62.4 63.0 63.6

99.8 100.0 100.3

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４次松山市下水道整備基本構想に設定している目標であるため。

本指標の設定理由
第４次松山市下水道整備基本構想に基づいて設定している。

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

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 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標以上の整備が出来た。

成果指標 投資効果が高い路線を重点的に整備した結果、目標普及率を達成することができた。

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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