
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

21122 和気第１雨水排水ポンプ場建設事業 下水道部 下水道施設課 シートB 2

21132 堀江第１雨水排水ポンプ場建設事業 下水道部 下水道施設課 シートB 4

21132 北条第1雨水排水ポンプ場建設事業 下水道部 下水道施設課 シートB 6

51311 中央浄化センター建設事業 下水道部 下水道施設課 シートB 8

51311 北条浄化センター建設事業 下水道部 下水道施設課 シートB 10

51311 勝岡雨水排水ポンプ場建設事業 下水道部 下水道施設課 シートB 12

51311 雨水排水ポンプ場建設改良事業 下水道部 下水道施設課 シートB 14

51322 西部浄化センター建設事業 下水道部 下水道施設課 シートB 16

59999 汚水中継ポンプ場建設事業 下水道部 下水道施設課 シートB 18

事務事業一覧表
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

21122 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 元

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 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 下水道施設課 担当グループ名 土木・建築担当 ９４８－６９７９

白石　邦彦 柳本　貴志

奥村　栄二 宮内　忠明 井上　雄一朗 竹田　知博

事務事業名
（施策コード） 和気第１雨水排水ポンプ場建設事業

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）

森　裕嗣

令和元年度
下水道部 下水道施設課 担当グループ名 土木・建築担当 ９４８－６９７９

白石　邦彦

基本目標 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

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 災害等に強いまちをつくる 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 防災対策等の推進 主な取り組み 耐震化対策の推進

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

和気第1雨水排水ポンプ場

耐震詳細診断を行い、耐震化対策を行っていく。

②安全・安心な暮らしの推進

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　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 市有施設の耐震化

市長公約

-

取り組みの柱 上下水道施設の耐震化 -

総合戦略 5224

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

④地震等が発生した場合にも下水道の機能を継続的に確保するため、平常時
から机上型訓練を実施し、被災時に十分機能する体制を強化するとともに、施
設の耐震化及び災害用トイレの設置を行います。また、大きな浸水被害等が想
定される箇所に対し、重点的な対策を計画的に進めます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

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 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

既存ポンプ施設において、耐震基準を満たしていない施設については耐震診断を実施し、必要に応じて耐震基準を満足できるよう工事を実施していく。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

処理施設・ポンプ施設は、昭和56年以前に建設された建築物、平成9年以前に建設されている土木構造物は、所定の耐震性能を保持していない可能性があるため、緊急的な地震対策が必
要であるため。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 ポンプ場整備費 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） 10,700 11,036 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 11,036

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：11,036千円

0 4,900 0

その他 0 618 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 5,518 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

耐震詳細診断

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

当初目的どおりに実施できたため

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11,036千円は前年度繰越分
雨水排水ポンプ場建設改良事業へ統合

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 10,700 0

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
R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

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 目的どおり診断ができたため

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
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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 1

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【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

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

1 1

0 0 0

成果指標

（3つまで設定可）

耐震化済みの
設数

施設
1 1 1

0 0 0

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

松山市下水道総合地震対策計画で耐震化を予定している施設数を
目標としている。

本指標の設定理由
地震発生時においても施設の安定稼働を図るため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標 計画に沿って、概ね予定どおりに実施している。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

21132 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 24 ～ 令和 元

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 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 下水道施設課 担当グループ名 土木・建築担当 ９４８－６９７９

白石　邦彦 柳本　貴志

奥村　栄二 宮内　忠明 井上　雄一朗 竹田　知博

事務事業名
（施策コード） 堀江第１雨水排水ポンプ場建設事業

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）

森　裕嗣

令和元年度
下水道部 下水道施設課 担当グループ名 土木・建築担当 ９４８－６９７９

白石　邦彦

基本目標 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 災害等に強いまちをつくる 重点プロジェクト -

施策 防災対策等の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

堀江第1雨水排水ポンプ場　松山公共下水道事業計画北部処理区のうち堀江第2排水区約36haの区域

対象区域の浸水被害を解消するため、平成13年6月と同規模の降雨状況(40.5mm/h)において浸水被害が発生することがないように、必要な排水ポンプ場を建設している。

②安全・安心な暮らしの推進

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　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 浸水対策・がけ崩れ対策の推進

市長公約

-

取り組みの柱 浸水対策の推進 -

総合戦略 5224

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

④地震等が発生した場合にも下水道の機能を継続的に確保するため、平常時
から机上型訓練を実施し、被災時に十分機能する体制を強化するとともに、施
設の耐震化及び災害用トイレの設置を行います。また、大きな浸水被害等が想
定される箇所に対し、重点的な対策を計画的に進めます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

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 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

地域の浸水被害を解消し、安全な環境を創出することにより市民が安心して生活できることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

近年の宅地化の進展による浸水被害の顕在化及び既存施設の老朽・陳腐化により新施設の建設が必要になった。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 ポンプ場整備費 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） 539,746 44,556 0

決算額 (B)　（単位：千円） 479,046 41,113

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：40,790千円
補償費：323千円

197,700 25,600 0

その他 58,281 5,579 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 223,065 9,934 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・場内整備工事を実施した。

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

建設中の施設の工事を概ね当初目標どおりに実施できたため。

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41,113千円は前年度繰越分
雨水排水ポンプ場建設改良事業へ統合

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 60,700 3,443

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
R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

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 施設工事を完成できたため。

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
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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 1

実績値 達成年度 R元年度

％ 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

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

— —

0 0 1

成果指標

（3つまで設定可）

ポンプ場建設
場

1 1 1

0 0 100

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

ポンプ場が完成し、施設の運転が開始されたことにより、地域の浸水
被害を解消するという目標を達成した。

本指標の設定理由
新築ポンプ場建設のため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標 計画通り完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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

21132 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 22 ～ 令和 元

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 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 下水道施設課 担当グループ名 土木・建築担当 ９４８－６９７９

白石　邦彦 柳本　貴志

奥村　栄二 宮内　忠明 井上　雄一朗 竹田　知博

事務事業名
（施策コード） 北条第1雨水排水ポンプ場建設事業

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）

森　裕嗣 井上　雄一朗

令和元年度
下水道部 下水道施設課 担当グループ名 土木・建築担当 ９４８－６９７９

白石　邦彦

基本目標 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

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 災害等に強いまちをつくる 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 防災対策等の推進 主な取り組み 耐震化対策の推進

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山公共下水道事業計画北条処理区のうち北条第1排水区約51haの区域

ポンプ場を安全に運転するため、設備改築や耐震化を図る。

②安全・安心な暮らしの推進

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　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 浸水対策・がけ崩れ対策の推進

市長公約

-

取り組みの柱 浸水対策の推進 -

総合戦略 5224

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

④地震等が発生した場合にも下水道の機能を継続的に確保するため、平常時
から机上型訓練を実施し、被災時に十分機能する体制を強化するとともに、施
設の耐震化及び災害用トイレの設置を行います。また、大きな浸水被害等が想
定される箇所に対し、重点的な対策を計画的に進めます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

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 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

計画的な改築や耐震化による北条第１雨水排水ポンプ場の安全運転を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

国の「下水道長寿命化支援制度」や「下水道総合地震対策事業」を受けて、雨水排水ポンプ場の長寿命化や耐震化を図る必要がある。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 ポンプ場整備費 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） 159,956 150,216 0

決算額 (B)　（単位：千円） 21,568 150,148

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：150,000千円
旅費：148千円

9,700 67,500 0

その他 1,085 7,648 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 10,783 75,000 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

耐震補強工事その他工事を実施した。

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

特になし

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150,148千円は前年度繰越分
雨水排水ポンプ場建設改良事業へ統合

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 138,388 68

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
R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

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 目的どおりに工事を実施している。

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
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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 1

実績値 達成年度 R2年度

％ 達成度

目標値 目標値 21

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

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

1 —

0 0 0

成果指標

（3つまで設定可）

耐震化済
施設数

施設
1 1 1

0 0 0

設備更新数
(長寿命化計画)

21 21

- 0

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

松山市下水道総合地震対策計画で耐震化を予定している施設数を
目標としている。

本指標の設定理由
地震発生時においても施設の安定稼働を図るため。

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

長寿命化計画による施設更新機器数
H29年度計画策定、H30～R2計画実施期間

本指標の設定理由
計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図るため。

- 0 0

台
- 0 10

0

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標 計画に沿って、概ね予定どおりに実施できている。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和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 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51311 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 34 ～ 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

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 下水道施設課 担当グループ名 機械・電気担当 948-6990

白石　邦彦 柳本　貴志

奥村　栄二 門田　泰敏 福本　幸一 横山　耕一郎

事務事業名
（施策コード） 中央浄化センター建設事業

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）

門田　泰典 福本　幸一 横山　耕一郎

令和元年度
下水道部 下水道施設課 担当グループ名 機械・電気担当 948-6990

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

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 下水道等の整備 主な取り組み 耐震化対策の推進

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山公共下水道事業計画中央処理区の対象となっている約3,220ha(249,100人)

中央浄化センターを安全に運転するため、改築に重点を置いた工事を実施する。
1.令和2年度まで策定済みの長寿命化計画(第2期、第3期)に沿った施工
2.耐震診断を実施し、耐震性能が不足する処理場施設の耐震化工事を行う

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 下水道法　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 下水道の管理・更新

市長公約

-

取り組みの柱 下水道施設の長寿命化 -

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

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）

計画的な改築や耐震化による中央浄化センターの安全運転を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

国の「下水道長寿命化支援制度」「下水道総合地震対策事業」「下水道ストックマネジメント計画」を受けて、処理場整備の長寿命化及び改築や施設(躯体)の耐震化を図る必要がある。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 処理場整備費 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） 2,369,745 1,399,659 1,660,974

決算額 (B)　（単位：千円） 1,588,199 868,534

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：833,580千円
委託料：34,062千円

工事請負費：1,511,800千円
委託料：147,509千円

623,400 340,700 659,100

その他 99,311 54,887 111,376

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 865,488 472,947 890,498

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・第2系統最初沈殿池耐震補強詳細設計を実施した。
・生汚泥ﾀﾝｸ・余剰汚泥ﾀﾝｸ・機械濃縮棟耐震診断を実施した。
･1・2系送付機電気･機械設備の改築を実施した。

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

運転中の施設の改築を概ね当初目標どおりに実施できたため

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661,020千円は前年度繰越分
流用による減あり

予算額のうち626,374千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 781,546 531,125

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

計画的な事業実施により、安定した市民サー
ビスの提供に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・汚泥処理棟耐震補強工事を実施する。
･汚泥脱水機設備の改築工事を実施する。

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

浄化センターとの定期的な連携協議を実施
し、迅速かつ綿密な情報共有化を図る。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 本事業の実施により、安定した市民サービスを提供できているため

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
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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 4

実績値 達成年度 R元年度

％ 達成度

目標値 目標値 113

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

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

— ー

3 3 4

成果指標

（3つまで設定可）

耐震化済みの
消毒施設数

施設
4 4 4

75 75 100

設備更新数
（第３期長寿命化計
画）

113 113

0 0

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第４次松山市下水道整備基本構想での目標値

本指標の設定理由
地震発生時においても最低限の下水処理機能を確保するため

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

長寿命化計画による設備更新機器数

本指標の設定理由
計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図るため。

0 0 117

台
0 0 42

49

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 長寿命化計画により、概ね計画通りに実施できている。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和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 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51311 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 17 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初 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 下水道施設課 担当グループ名 土木・建築担当 948-6979

白石　邦彦 柳本　貴志

奥村　栄二 門田　泰敏 福本　幸一 小林　大士

事務事業名
（施策コード） 北条浄化センター建設事業

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）

森　裕嗣 井上　雄一朗

令和元年度
下水道部 下水道施設課 担当グループ名 機械・電気担当 948-6990

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

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 下水道等の整備 主な取り組み 耐震化対策の推進

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山公共下水道事業計画北条処理区の対象となっている約542ha(17,730人)

耐震診断を実施し、耐震性能が不足する処理場施設の耐震化工事を行う

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 下水道法　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 下水道の管理・更新

市長公約

-

取り組みの柱 下水道施設の長寿命化 -

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

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）

計画的な改築や耐震化による北条浄化センターの安全運転を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

国の「下水道総合地震対策事業」を受けて、処理場整備の施設(躯体)の耐震化を図る必要がある。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 処理場整備費 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） 122,446 151,156 25,673

決算額 (B)　（単位：千円） 46,230 143,208

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：143,208千円 委託料：25,673千円

19,100 65,800 11,600

その他 2,446 7,327 1,237

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 24,684 70,081 12,836

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・Ａ系消毒施設耐震補強詳細設計を実施した。
･沈砂池電気設備の更新工事を実施した。

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

運転中の施設の改築を概ね当初目標どおりに実施できたため

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80,000千円は前年度繰越分
流用による増あり

予算額のうち20,789千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 76,216 7,948

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

計画的な事業実施により、安定した市民サー
ビスの提供に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

Ａ系消毒棟の耐震補強の詳細設計を実施予
定。

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

浄化センターとの定期的な連携協議を実施
し、迅速かつ綿密な情報共有化を図る。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 本事業の実施により、安定した市民サービスを提供できているため

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
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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 48

実績値 達成年度 Ｒ元年度

％ 達成度

目標値 目標値 1

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

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

28 30 48

成果指標

（3つまで設定可）

設備更新数
（第2期長寿命化計
画）

台
36 36 48

77 83 100

耐震化済みの
消毒施設数

1 1

0 0

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

長寿命化計画による設備更新機器数

本指標の設定理由
計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図るため。

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第４次松山市下水道整備基本構想での目標値

本指標の設定理由
地震発生時においても最低限の下水処理機能を確保するため。

0 0 0

施設
1 1 1

0

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標 下水道総合地震対策事業により、計画通り実施できている。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和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 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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51311 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 27 ～ 令和 元

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 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 下水道施設課 担当グループ名 機械・電気担当 948-6990

白石　邦彦 柳本　貴志

奥村　栄二 門田　泰敏 福本　幸一 鴻上大樹

事務事業名
（施策コード） 勝岡雨水排水ポンプ場建設事業

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）

門田　泰典 福本　幸一 鴻上　大樹

令和元年度
下水道部 下水道施設課 担当グループ名 機械・電気担当 948-6990

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

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 下水道等の整備 主な取り組み 耐震化対策の推進

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山公共下水道事業計画北部処理区のうち勝岡第１排水区約46haの区域

勝岡雨水排水ポンプ場を安全に運転するため、改築や耐震化を図る。

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 下水道法　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 下水道の管理・更新

市長公約

-

取り組みの柱 下水道施設の長寿命化 -

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

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 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

計画的な改築や耐震化による勝岡雨水排水ポンプ場の安全運転を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

国の「下水道長寿命化支援制度」や「下水道総合地震対策事業」を受けて、処理場整備の長寿命化や施設(躯体)の耐震化を図る必要がある。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 ポンプ場整備費 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） 136,006 54,499 0

決算額 (B)　（単位：千円） 81,065 39,923

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：39,923千円

37,100 17,700 0

その他 4,292 2,503 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 39,673 19,720 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・耐震補強工事（その１）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

当初目的どおりに実施できたため

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39,923千円は前年度繰越分
流用による減あり
雨水排水ポンプ場建設改良事業へ統合

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 54,941 14,576

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
R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

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、安定した市民サービスを提供できているため

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
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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 51

実績値 達成年度 Ｒ2年度

％ 達成度

目標値 目標値 1

実績値 達成年度 Ｒ2年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

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

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

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

51 —

0 17 20

成果指標

（3つまで設定可）

設備更新数
（長寿命化計画）

台
0 35 38

0 49 53

耐震化済施設数

1 —

0 0

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

長寿命化計画による設備更新機器数

本指標の設定理由
計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図るため。

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

松山市下水道総合地震対策計画で耐震化を予定している施設数を
目標としている。

本指標の設定理由
地震発生時においても施設の安定稼働を図るため。

0 0 0

施設
1 1 1

0

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標 長寿命化計画により、計画通りに実施できている。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和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 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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51311 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】

→

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 下水道施設課 担当グループ名 機械・電気担当 948-6990

白石　邦彦 柳本　貴志

奥村　栄二 門田　泰敏 福本　幸一 鴻上　大樹

事務事業名
（施策コード） 雨水排水ポンプ場建設改良事業

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）

門田　泰典 福本　幸一 鴻上　大樹

令和元年度
下水道部 下水道施設課 担当グループ名 機械・電気担当 948-6990

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

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 下水道等の整備 主な取り組み 耐震化対策の推進

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市公共下水道事業北部処理区のうち勝岡第１排水区約46ha及び北条処理区のうち北条第1排水区約51haの区域

雨水排水ポンプ場を安全に運転するため、改築や耐震化を図る。

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 下水道法　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 下水道の管理・更新

市長公約

-

取り組みの柱 下水道施設の長寿命化 -

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

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）

計画的な改築や耐震化による雨水排水ポンプ場の安全運転を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

国の「下水道長寿命化支援制度」や「下水道総合地震対策事業」を受けて、処理場整備の長寿命化や施設(躯体)の耐震化を図る必要がある。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 ポンプ場整備費 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） 0 363,707 511,753

決算額 (B)　（単位：千円） 0 2,128

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：1,635千円
委託料：337千円

工事請負費：496,336千円
委託料：15,017千円

0 100 234,400

その他 0 1,860 57,844

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 168 219,509

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・北条第１雨水排水ポンプ場改築機械、設備工事を着工した。
・勝岡雨水排水ポンプ場電気設備改築工事を着工した。

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

当初目的どおりに実施できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

北条第1雨水排水ポンプ場建設事業 外と統合 予算額のうち282,209千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 361,579

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

計画的な事業実施により、安定した市民サー
ビスの提供に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・勝岡雨水排水ポンプ場ポンプ棟耐震補強工
事(その2)を実施予定。
勝岡雨水排水ポンプ場電気設備更新工事を
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

施設を稼働させながらの改修・更新に先立っ
て不測の事態を想定し、あらかじめ対応策を
用意することに加え、余裕のある工期設定に
取り組む。

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、安定した市民サービスを提供できているため

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
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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 3

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 72

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

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

3 3

- - 0

成果指標

（3つまで設定可）

耐震化済施設数
施設

- - 3

- - 0

設備更新数
（長寿命化計画）

72 72

17

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

松山市下水道総合地震対策計画で耐震化を予定している施設数を
目標としている。

本指標の設定理由
地震発生時においても施設の安定稼働を図るため。

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

長寿命化計画による設備更新機器数

本指標の設定理由
計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図るため。

49 79

台
35 48

38

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 長寿命化計画等により、計画通りに実施できている。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和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 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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51322 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 元 ～ 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

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 下水道施設課 担当グループ名 機械・電気担当 948-6990

白石　邦彦 柳本　貴志

奥村　栄二 門田　泰敏 福本　幸一 鴻上　大樹

事務事業名
（施策コード） 西部浄化センター建設事業

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）

門田　泰典 福本　幸一 鴻上　大樹

令和元年度
下水道部 下水道施設課 担当グループ名 機械・電気担当 948-6990

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

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 下水道等の整備 主な取り組み 耐震化対策の推進

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山公共下水道事業計画西部処理区の対象となっている約2,134ha(124,720人)

西部浄化センターを安全に運転するため、改築に重点を置いた工事を実施する。
1.令和2年度まで策定済みの長寿命化計画(第2期)に沿った施工
2.耐震診断を実施し、耐震性能が不足する処理場施設の耐震化工事を行う

②安全・安心な暮らしの推進

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　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 高度処理の推進 -

総合戦略 5224

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

④地震等が発生した場合にも下水道の機能を継続的に確保するため、平常時
から机上型訓練を実施し、被災時に十分機能する体制を強化するとともに、施
設の耐震化及び災害用トイレの設置を行います。また、大きな浸水被害等が想
定される箇所に対し、重点的な対策を計画的に進めます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

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）

計画的な改築や耐震化による西部浄化センターの安全運転を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

国の「下水道長寿命化支援制度」や「下水道総合地震対策事業」を受けて、処理場整備の長寿命化や施設(躯体)の耐震化を図る必要がある。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 処理場整備費 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） 646,771 794,434 407,983

決算額 (B)　（単位：千円） 338,086 636,479

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：590,024千円
委託料：46,455千円

工事請負費：368,424千円
委託料：39,343千円

126,000 268,300 181,800

その他 32,649 29,037 28,450

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 179,437 339,142 197,733

県支出金 0 0

主な取組み内容

・１系消毒施設耐震補強工事を実施した。
･1系水処理施設1,2池改築機械･電気工事を実施した。

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

運転中の施設の改築を概ね当初目標どおりに実施できたため

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294,525千円は前年度繰越分
流用による増あり

予算額のうち170,091千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 308,685 157,955

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

計画的な事業実施により、安定した市民サー
ビスの提供に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・沈砂池ポンプ棟耐震補強工事や1系最終沈
殿池改築（耐震補強）詳細設計委託を実施す
る。
・沈砂池機械・電気設備更新工事を実施す
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

浄化センターとの定期的な連携協議を実施
し、迅速かつ綿密な情報共有化を図る。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 本事業の実施により、安定した市民サービスを提供できているため

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
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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 127

実績値 達成年度 Ｒ2年度

％ 達成度

目標値 目標値 2

実績値 達成年度 Ｒ2年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

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

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

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

127 —

0 36 49

成果指標

（3つまで設定可）

設備更新数
（第2期長寿命化計
画）

台
9 42 75

0 86 65

耐震化済みの
消毒施設数

2 —

1 1

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

長寿命化計画による設備更新機器数

本指標の設定理由
計画的に機器更新を行うことにより施設の安定稼働を図るため。

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第４次松山市下水道整備基本構想での目標値

本指標の設定理由
地震発生時においても最低限の下水処理機能を確保するため

50 50 50

施設
2 2 2

1

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 長寿命化計画により、概ね計画通りに実施できている。予算（交付金状況等）の関係で実施年度の変更や施設状況による施工期間・範囲の見直し等がある。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和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 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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

59999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 26 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目

※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 下水道施設課 担当グループ名 機械・電気担当 948-6990

白石　邦彦 柳本　貴志

奥村　栄二 宮内　忠明 井上　雄一朗 竹田　知博

事務事業名
（施策コード） 汚水中継ポンプ場建設事業

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）

門田　泰典 福本　幸一 鴻上　大樹

令和元年度
下水道部 下水道施設課 担当グループ名 土木・建築担当 ９４８－６９７９

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

313

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 その他 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 その他 主な取り組み 耐震化対策の推進

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山公共下水道事業計画における中央処理区（約3,220ha、249,100人)及び西部処理区（約2,134ha、124,720人）の受益者を対象とする。

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 下水道法　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 その他

市長公約

-

取り組みの柱 その他 -

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

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）

計画的な改築や耐震化による汚水中継ポンプ場の安全運転を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

国の「下水道ストックマネジメント計画」や「下水道総合地震対策事業」を受けて、処理場整備の改築や施設(躯体)の耐震化を図る必要がある。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 ポンプ場整備費 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） 253,470 0 320,849

決算額 (B)　（単位：千円） 201,622 0

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：253,364千円
委託料：67,269千円

88,100 0 144,300

その他 12,713 0 16,233

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 100,809 0 160,316

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

西部浄化センター１系消毒施設外耐震補強その他工事を着工した。

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

建設中の施設の工事を概ね当初目標どおりに実施できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり 予算額のうち9,255千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 51,848 0

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

計画的な事業実施により、安定した市民サー
ビスの提供に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・垣生汚水中継ポンプ場ポンプ棟改築（耐震
補強）詳細設計や合流ポンプ場ポンプ棟（耐
震補強）詳細設計委託を実施する。
･詳細設計委託に基づき合流ポンプ棟沈砂池
設備の改築工事を実施する。

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

施設を稼働させながらの改修・更新に先立っ
て不測の事態を想定し、あらかじめ対応策を
用意することに加え、余裕のある工期設定に
取り組む。

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、安定した市民サービスを提供できているため

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
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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 6

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

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

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

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

6 6

0 1 1

成果指標

（3つまで設定可）

耐震化済みの
施設数

施設
3 3 6

0 33 17

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

松山市下水道総合地震対策計画で耐震化を予定している施設数を
目標としている。

本指標の設定理由
地震発生時においても施設の安定稼働を図るため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標 長寿命化計画により、概ね計画通りに実施できている。予算（交付金状況等）の関係で実施年度の変更や施設状況による施工期間・範囲の見直し等がある。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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