
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

51312 運転管理事務事業 下水道部 下水道施設課下水浄化センター シートA 2

51312 中央浄化センター運転管理事業 下水道部 下水道施設課下水浄化センター シートB 3

51312 西部浄化センター運転管理事業 下水道部 下水道施設課下水浄化センター シートB 5

51312 北部浄化センター運転管理事業 下水道部 下水道施設課下水浄化センター シートB 7

51312 北条浄化センター運転管理事業 下水道部 下水道施設課下水浄化センター シートB 9

51312 小規模下水道施設運転管理事業 下水道部 下水道施設課下水浄化センター シートA 11

51312 中央浄化センター消化ガス発電事業 下水道部 下水道施設課下水浄化センター シートB 12

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

51312 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 19 ～ 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 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

白石　邦彦 後藤　雅樹

後藤　雅樹 横田　圭祐 倉本　竜典

事務事業名
（施策コード） 運転管理事務事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

7:その他

横田　圭祐 倉本　竜典

令和元年度
下水道部 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

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）

・各浄化センターの予算執行管理の簡素化・一元化を図るため浄化センタ-の運転管理に関する一般事務経費の集約化を行っており、適正な維持管理を実施して放流水質基準の遵守や職
員のスキル向上を図っている。
　1.職員人件費・職員研修旅費・公用車・一般事務経費等に係る維持管理の実施。
　2.放流水質の基準を遵守するため水質等検査に係る業務の実施。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 下水道法第３条第１項

主な取り組み 下水道の管理・更新

市長公約

-

取り組みの柱 下水浄化センター運転管理業務の効率化 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無
「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）

浄化センター等の維持管理を適正に行い、各施設の一般管理事務費や放流水質基準を遵守することにより、公共用水域の水質の保全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１９年度から予算執行管理の簡素化・一元化を図るため浄化センターの運転管理に関する一般事務経費の集約化を行っている。

公共下水道事業 下水道事業費用 営業費用 ポンプ場費・処理場費 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） 46,003 43,309 51,503

決算額 (B)　（単位：千円） 39,987 42,526

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

水質管理費・・・37,720
公用車維持管理費・・・534
職員研修費・・・916

水質管理費・・・40,969
公用車維持管理費・・・1,092
職員研修費・・・1,209

0 0 0

その他 39,987 42,526 51,503

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

・継続した効率的で適正な維持管理の実施。
・職員のスキルの向上の実施。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

適正な維持管理などが行われた。

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) 6,016 783

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

継続して、効率的で適正な維持管理を行い、
放流水質基準の遵守及び職員のスキルの向
上を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・継続した効率的で適正な維持管理の実施。
・職員のスキルの向上の実施。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し。

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 適正な維持管理を行うことで、放流水質基準が遵守され、公共水域の水質保全及び職員のスキルの向上が図れた。

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
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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

51312 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 37 ～ 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 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

白石　邦彦 後藤　雅樹

後藤　雅樹 横田　圭祐 倉本　竜典

事務事業名
（施策コード） 中央浄化センター運転管理事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

横田　圭祐 倉本　竜典

令和元年度
下水道部 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

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）

・対象施設：中央浄化センター【市内の中央処理区の家庭や事業所から出る下水を対象としている。（処理人口約230,000人）】

・適正な維持管理を実施して放流水質の基準を遵守することや下水資源の有効利用を図ることに重点を置いた取組みを実施している。
　　1.運転管理業務を包括的民間委託で実施することにより、民間の技術力を活用し、効率的で適正な運転管理の実施。
　　2.下水汚泥を適正に処理するため、市内許可業者に委託して実施。
　　3.汚泥の有効利用を図るため、実績のある許可業者に委託して、セメント化や堆肥化を実施。
　　4.一部合流式下水道を採用しているため、雨天時に河川等に汚濁物が流出する改善策として、スワール分水槽や雨水滞水池を設置し対応。

-

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 下水道法第３条第１項

主な取り組み 下水道の管理・更新

市長公約 542

自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります

取り組みの柱 下水浄化センター運転管理業務の効率化
環境モデル都市としてスマートシティ化やごみ減量・リサイクルを進めます。また、アーバンデザインセン
ターの活動を充実し、総合的なまちのデザインを形成するなど、美しく快適な都市空間を創造します。

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）

中央浄化センター等の維持管理を適正に行い、放流水質基準を遵守することにより、公共用水域の水質の保全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）

中央浄化センターが昭和３７年に供用開始になり、この事業を実施している。

公共下水道事業 
下水道事業費用・資
本的支出

営業費用・建設改良
費

ポンプ場費・処理場
費・ポンプ場整備費・
処理場整備費・営業
設備費

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） 792,171 850,590 850,926

決算額 (B)　（単位：千円） 666,659 707,753

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

運転管理業務委託料・・・326,403
電力使用料（処理場・ポンプ場）・・・171,807
施設の修繕費・・・70,646

運転管理業務委託料・・・319,688
電力使用料（処理場・ポンプ場）・・・196,996
施設の修繕費・・・128,290

0 0 0

その他 666,659 707,753 842,176

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 8,750

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・運転管理業務委託の監視・評価
・下水汚泥の適正な処理
・下水道資源の有効活用

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

適正な維持管理などが行われた。

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15,120千円は前年度繰越分
流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 125,512 142,837

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

費用対効果を考慮した下水道資源の有効利用の向上が課題である。

R2年度の目標

継続して効率的で適正な維持管理を行い、放
流水質の基準を遵守するとともに、下水道資
源の有効利用の向上を図る。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・運転管理業務委託の監視・評価を継続実
施。
・下水道資源の新たな有効利用方法の検討。 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

下水道資源の有効利用率を向上させるため、
新たな有効利用方法の検討を行う。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 適正な維持管理を行うことで、放流水質基準が遵守され、公共水域の水質保全が図れた。

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
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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

【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

27.8 27.9

31.5 31.6 26.6

活動指標

（3つまで設定可）

下水汚泥の有効利用
率

％
43.5 27.6 27.7

72.4 114.5 96.0

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

有効利用率は有効利用先の業者の引き受け可能量により数値が変動
することから、最終目標値は設定しない。

本指標の設定理由
有効利用率が上昇することにより、資源循環を促進させる。

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

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
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
処理場から発生する汚泥を有効利用先の業者の協力を得て再利用しているが、業者の引き受け可能量が減少したことから、再利用する汚泥量が減少し、目標値を下
回る結果となった。

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
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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 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51312 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 4 ～ 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 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

白石　邦彦 後藤　雅樹

後藤　雅樹 横田　圭祐

事務事業名
（施策コード） 西部浄化センター運転管理事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

横田　圭祐 檜垣　卓雄

令和元年度
下水道部 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

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）

・対象施設：西部浄化センター【市内の西部処理区の家庭や事業所から出る下水を対象としている。（処理人口約125,000人）】

・適正な維持管理を実施して放流水質の基準を遵守すること や下水資源の有効利用の向上に重点を置いた取組みを実施している。
　　1.運転管理業務を包括的民間委託で実施することにより、民間の技術力を活用し、効率的で適正な運転管理の実施。
　　2.下水汚泥を適正に処理するため、市内許可業者に委託して実施。
　　3.下水汚泥を焼却し、産業廃棄物の減量化を図るとともに、焼却炉の年次点検時には汚泥の有効利用を図るため、実績のある許可業者に委託して堆肥化を実施。
　　4.処理施設の一部に高度処理施設（ステップ流入式３段硝化脱窒法）が導入されており、放流水質の向上を図っている。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 下水道法第３条第１項

主な取り組み 下水道の管理・更新

市長公約 542

自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります

取り組みの柱 下水浄化センター運転管理業務の効率化
環境モデル都市としてスマートシティ化やごみ減量・リサイクルを進めます。また、アーバンデザインセン
ターの活動を充実し、総合的なまちのデザインを形成するなど、美しく快適な都市空間を創造します。

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）

西部浄化センター等の維持管理を適正に行い、放流水質基準を遵守することにより、公共用水域の水質の保全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）

西部浄化センターが平成４年に供用開始になり、この事業を実施している。

公共下水道事業 
下水道事業費用・資
本的支出

営業費用・建設改良
費

ポンプ場費・処理場
費・ポンプ場整備費・
処理場整備費・営業
設備費

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） 680,520 729,387 711,551

決算額 (B)　（単位：千円） 595,875 628,012

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

運転管理業務委託料・・・321,043
電力使用料（処理場・ポンプ場）・・・122,326
修繕工事費・・・56,252

運転管理業務委託料・・・287,471
電力使用料（処理場・ポンプ場）・・・140,900
修繕工事費・・・81,675

0 0 0

その他 595,875 628,012 710,301

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 1,250

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・運転管理業務委託の監視・評価
・下水汚泥の適正な処理
・下水道資源の有効活用

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

適正な維持管理などが行われた。

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) 84,645 101,375

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

費用対効果を考慮した下水道資源の有効利用の向上が課題である。

R2年度の目標

継続して、効率的で適正な維持管理を行い、
放流水質の基準を遵守する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・運転管理業務委託の監視・評価を継続実
施。
・下水道資源の新たな有効利用方法の検討。 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

下水道資源の有効利用率を向上させるため、
新たな有効利用方法の検討を行う。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 適正な維持管理を行うことで、放流水質基準が遵守され、公共水域の水質保全が図れた。

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
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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

【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

27.8 27.9

31.5 31.6 26.6

活動指標

（3つまで設定可）

下水汚泥の有効利用
率

％
43.5 27.6 27.7

72.4 114.5 96.0

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

有効利用率は有効利用先の業者の引き受け可能量により数値が変動
することから、最終目標値は設定しない。

本指標の設定理由
有効利用率が上昇することにより、資源循環を促進させる。

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

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
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
処理場から発生する汚泥を有効利用先の業者の協力を得て再利用しているが、業者の引き受け可能量が減少したことから、再利用する汚泥量が減少し、目標値を下
回る結果となった。

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
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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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51312 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 17 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】

予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 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 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

白石　邦彦 後藤　雅樹

後藤　雅樹 横田　圭祐 檜垣　卓雄

事務事業名
（施策コード） 北部浄化センター運転管理事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

横田　圭祐 木綱　崇之

令和元年度
下水道部 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

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）

・対象施設：北部浄化センター【市内の北部処理区の家庭や事業所から出る下水を対象としている。（処理人口約16,000人）】

・適正な維持管理を実施して放流水質の基準を遵守することや、下水汚泥の適正な処理を実施している。
　　1.運転管理業務を包括的民間委託で実施することにより、民間の技術力を活用し、効率的で適正な運転管理の実施。
　　2.下水汚泥を適正に処理するため、市内許可業者に委託して実施。
　　3.高度処理施設（ステップ流入式3段硝化脱窒法）により、放流水質の向上を図っている。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 下水道法第３条第１項

主な取り組み 下水道の管理・更新

市長公約 542

自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります

取り組みの柱 下水浄化センター運転管理業務の効率化
環境モデル都市としてスマートシティ化やごみ減量・リサイクルを進めます。また、アーバンデザインセン
ターの活動を充実し、総合的なまちのデザインを形成するなど、美しく快適な都市空間を創造します。

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）

北部浄化センターの維持管理を適正に行い、放流水質基準を遵守することにより、公共用水域の水質の保全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）

北部浄化センターは平成17年度に供用開始になり、この事業を実施している。

公共下水道事業 
下水道事業費用・資
本的支出

営業費用・建設改良
費

処理場費・処理場整
備費・営業設備費

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） 181,123 166,012 192,116

決算額 (B)　（単位：千円） 162,631 157,192

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

運転管理業務委託料・・・91,697
電力使用料（処理場）・・・26,634
修繕工事費・・・22,742

運転管理業務委託料・・・93,139
電力使用料（処理場）・・・32,618
修繕工事費・・・49,845

0 0 0

その他 162,631 157,192 191,566

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 550

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・運転管理業務委託の監視・評価
・下水汚泥の適正な処理

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

適正な維持管理などが行われた。

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 予算額のうち5,610千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 18,492 8,820

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

継続して、効率的で適正な維持管理を行い、
放流水質の基準を遵守する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

運転管理業務委託の監視・評価を継続実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 適正な維持管理を行うことで、放流水質基準が遵守され、公共水域の水質保全が図れた。

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
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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

【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

27.8 27.9

31.5 31.6 26.6

活動指標

（3つまで設定可）

下水汚泥の有効利用
率

％
43.5 27.6 27.7

72.4 114.5 96.0

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

有効利用率は有効利用先の業者の引き受け可能量により数値が変動
することから、最終目標値は設定しない。

本指標の設定理由
有効利用率が上昇することにより、資源循環を促進させる。

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

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
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
処理場から発生する汚泥を有効利用先の業者の協力を得て再利用しているが、業者の引き受け可能量が減少したことから、再利用する汚泥量が減少し、目標値を下
回る結果となった。

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
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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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51312 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 62 ～ 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 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

白石　邦彦 後藤　雅樹

後藤　雅樹 横田　圭祐 檜垣　卓雄

事務事業名
（施策コード） 北条浄化センター運転管理事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

横田　圭祐 木綱　崇之

令和元年度
下水道部 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

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）

・対象施設：北条浄化センター【市内の北条処理区の家庭や事業所から出る下水を対象としている。（処理人口約18,000人）】

・適正な維持管理を実施して、放流水質の基準を遵守すること や下水汚泥の適正な処理を実施している。
　　1.運転管理業務を包括的民間委託で実施することにより、民間の技術力を活用し、効率的で適正な運転管理の実施。
　　2.下水汚泥を適正に処理するため、市内許可業者に委託して実施。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 下水道法第３条第１項

主な取り組み 下水道の管理・更新

市長公約 542

自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります

取り組みの柱 下水浄化センター運転管理業務の効率化
環境モデル都市としてスマートシティ化やごみ減量・リサイクルを進めます。また、アーバンデザインセン
ターの活動を充実し、総合的なまちのデザインを形成するなど、美しく快適な都市空間を創造します。

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）

北条浄化センター等の維持管理を適正に行い、放流水質基準を遵守することにより、公共用水域の水質の保全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）

北条浄化センターが昭和62年度に供用開始になり、この事業を実施している。

公共下水道事業
下水道事業費用・資
本的支出

営業費用・建設改良
費

ポンプ場費・処理場
費・ポンプ場整備費・
処理場整備費・営業
設備費

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） 179,871 174,176 211,708

決算額 (B)　（単位：千円） 165,084 159,650

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

運転管理業務委託料・・・107,705
電力使用料（処理場・ポンプ場）・・・22,555
修繕工事費・・・15,440

運転管理業務委託料・・・147,308
電力使用料（処理場・ポンプ場）・・・25,735
修繕工事費・・・18,445

0 0 0

その他 165,084 159,650 210,958

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 750

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・運転管理業務委託の監視・評価
・下水汚泥の適正な処理

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

適正な維持管理などが行われた。

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) 14,787 14,526

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

継続して、効率的で適正な維持管理を行い、
放流水質の基準を遵守する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

運転管理業務委託の監視・評価を継続実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 適正な維持管理を行うことで、放流水質基準が遵守され、公共水域の水質保全が図れた。

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
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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

【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

27.8 27.9

31.5 31.6 26.6

活動指標

（3つまで設定可）

下水汚泥の有効利用
率

％
43.5 27.6 27.7

72.4 114.5 96.0

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

有効利用率は有効利用先の業者の引き受け可能量により数値が変動
することから、最終目標値は設定しない。

本指標の設定理由
有効利用率が上昇することにより、資源循環を促進させる。

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

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
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
処理場から発生する汚泥を有効利用先の業者の協力を得て再利用しているが、業者の引き受け可能量が減少したことから、再利用する汚泥量が減少し、目標値を下
回る結果となった。

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
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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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51312 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 60 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】

予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

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 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

白石　邦彦 後藤　雅樹

後藤　雅樹 横田　圭祐 檜垣　卓雄

事務事業名
（施策コード） 小規模下水道施設運転管理事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

横田　圭祐 木綱　崇之

令和元年度
下水道部 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 性能管理担当 922-2855

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）

・大浦農業集落排水処理施設【大浦地区の家庭から排出される下水を対象としている（処理人口約210人）】

・適正な維持管理を実施して放流水質の基準を遵守することを重点に置いた取り組みを実施している。
　　1.浄化槽管理業者において浄化槽法に適した保守点検、汚泥の引抜を行う。

-

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 浄化槽法第10条

主な取り組み 下水道の管理・更新

市長公約

-

取り組みの柱 下水浄化センター運転管理業務の効率化 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

大浦地区の農業集落排水処理施設の維持管理を適正に行い、放流水質基準を順守することにより、住民の生活環境向上と公共用水域の水質の保全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）

大浦地区の生活環境改善のために、昭和60年に供用開始し、この事業を実施している。

小規模下水道事業特
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

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 5,129 5,242 5,102

決算額 (B)　（単位：千円） 3,292 3,019

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

点検委託費・・・935
汚泥引抜手数料・・・909
営繕工事費・・・159

点検委託費・・・1,150
汚泥引抜手数料・・・1,115
営繕工事費・・・1,300

0 0 0

その他 3,292 3,019 5,102

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

・効率的で適正な維持管理を行う為、保守点検及び汚泥の収集運搬を民間業者へ委託。
・施設の修繕。

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

適正な維持管理が行われた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,837 2,223

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

施設の老朽化に伴う施設更新・改修計画の策定を検討している。

R2年度の目標

継続して、効率的で適正な維持管理を行い、
放流水質の基準を遵守する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

放流水質の監視
老朽設備の改修

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

機能診断調査を行った上で、施設の老朽化に
伴う施設の更新・改修について検討を行う。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 適正な維持管理を行うことで、住環境の安定が保たれ、放流水質基準が遵守されたことで、公共水域の水質保全が図られた。

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
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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 技師

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 技師

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51312 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 27 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
下水道部 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 施設管理担当（電気） 922-2855

白石　邦彦 後藤　雅樹

後藤　雅樹 白方　眞一 柿本　哲明

事務事業名
（施策コード） 中央浄化センター消化ガス発電事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

白方　眞一 白木　陽太

令和元年度
下水道部 下水道施設課下水浄化センター 担当グループ名 施設管理担当（電気） 922-2855

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）

・対象施設：中央浄化センターの消化ガス発電設備

・適正な維持管理を実施して、継続して発電できる環境を整備している。
　1.発電状況の把握等通常監視を行い、適正な維持管理を実施している。
　2.不具合がなく継続して発電できるよう定期的に機器の点検を実施している。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

主な取り組み 下水道の管理・更新

市長公約 542

自分たちのまちに愛着や誇りをもち、住み続けたい松山をつくります

取り組みの柱 下水浄化センター運転管理業務の効率化
環境モデル都市としてスマートシティ化やごみ減量・リサイクルを進めます。また、アーバンデザインセン
ターの活動を充実し、総合的なまちのデザインを形成するなど、美しく快適な都市空間を創造します。

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）

下水汚泥処理の過程で発生する「消化ガス」を利用した発電を行うことで、資源の有効活用になり、温室効果ガス排出の削減にも貢献できる。また、得られた電力を売ることで、下水道事業経
営の改善につながる。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

消化ガスの有効活用方法について検討を行う中で、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を利用した発電事業が有益であると判断し、導入した。

公共下水道事業 下水道事業費用 附帯事業費用 売電事業費用 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） 67,218 126,409 93,416

決算額 (B)　（単位：千円） 58,421 105,538

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

点検委託費・・・71,500
減価償却費・・・29,823

点検委託費・・・55,000
減価償却費・・・29,823

0 0 0

その他 58,421 105,538 93,416

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

・継続した発電
・定期的な機器点検

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

適正な維持管理などが行われた。

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) 8,797 20,871

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

継続した発電を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・発電状況の監視
・日常的及び定期的な機器点検の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 継続的な発電により、下水道事業の経営改善につながっている。

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
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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

【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

3,783,000 3,119,000

4,015,606 3,944,000 3,362,000

活動指標

（3つまで設定可）

年間送電量
kwH/年

3,900,000 4,080,000 3,135,000

103.0 96.7 107.2

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

送電量は、年間の日平均流入量の影響が大きいため、最終目標値は
設定しない。

本指標の設定理由
送電量を増加させることにより、売電収益を増加させる。

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

4,308,000 3,736,000

4,887,320 4,841,000 4,041,000

成果指標

（3つまで設定可）

年間発電量
kwH/年

4,270,000 4,470,000 4,013,000

114.5 108.3 100.7

年間CO2削減量

2,304 1,973

3,270 2,589

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

発電量は、年間の日平均流入量の影響が大きいため、最終目標値は
設定しない。

本指標の設定理由
発電量を増やすことにより、CO2削減量を増加させる。

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

　年間CO2削減量は四国電力のCO2排出係数の影響が大きいため、
最終目標値は設定しない。

本指標の設定理由
年間CO2削減量を把握することが目的。

120.1 109.5 99.4

ｔ/年
2,723 2,365 2,147

2,134

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 消化ガス発電設備の稼働率の向上と、消化ガス発生量に努め、目標値を上回ることができた。

成果指標
年間CO2削減量は、四国電力の原発稼働状況等によるCO2排出係数の変動の影響が大きく、わずかであるが目標値を下回った。また、年間発電量は、消化ガス発
電設備の稼働率の向上と、消化ガス発生量の増加に努めたことから、目標値を上回ることができた。

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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