
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

11121 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 2

11121 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）公立分 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 4

11121 児童措置費国庫負担金精算返納事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートA 6

11122 公立保育所仮設園舎設置事業（待機児童特別対策） 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 7

11122 保育園庭芝生化事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 9

11123 松山市保育所等職員研修事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートA 11

11123 障害児保育支援事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートA 12

11123 施設型給付保育所事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 13

11123 施設型給付幼稚園事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 15

11123 延長保育事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 17

11123 一時預かり事業（私立分） 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 19

11123 産休等代替職員費補助金 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 21

11123 地域型保育給付事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 23

11123 病児・病後児保育事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 25

11123 施設型給付認定こども園事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 27

11123 商店街保育事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 29

11123 幼稚園長時間預かり保育支援事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 31

11123 保育士等確保支援事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 33

11123 待機児童対策・保育の質向上事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 35

11123 保育所事務費 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートA 37

11123 保育所事業費 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートA 38

11123 一時預かり事業（公立分） 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 39

11123 市立幼稚園預かり保育事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 41

11124 地域保育所施設運営補助事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 43

11124 事業所内保育施設整備促進事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 45

11132 地域保育所保育料補助事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 47

21123 公立保育所整備事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 49

22212 保育所等防犯対策整備事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 51

41111 幼稚園事務管理費 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートA 53

41131 幼稚園庭芝生化事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 54

41135 私立幼稚園保育料補助事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 56

41136 私立幼稚園園児健康診断補助事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 58

62221 公立保育所業務効率化推進事業 子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 シートB 60

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 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 主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11121 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 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

利用者数が減少傾向にある。その背景には、入園の低年齢化、保育料無償化等も関係すると考えられる。支援センターでの活動を経験しないまま仕事復帰、保育所等入園を迎える親子も
いるので、周知の幅を広げていく必要がある。

R2年度の目標

本事業は、平成２７年度から開始した子ども・
子育て支援新制度の中で、「地域子ども支援
事業」に位置付けられている。より地域に根ざ
した、子育て家庭の身近な親子交流や子育て
相談が出来る場の担い手になることを目指
す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

私立保育所5園、認定こども園5園で地域子育
て支援センターを実施。（実施数は計画上、今
後増やさない見込みである。）

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

今後も引き続き事業の周知等に努め、新規利
用者の確保や、親子の交流の場所としての
ニーズにこたえるよう努める。

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 地域に根ざした子育て支援の提供の場となったため。

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

保育所等に設置する地域子育て支援センターで、親子のふれあいの場の提供や育児講座を行い、地域の親子を支援する。

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

各施設での予定通りの事業実施が確認できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用：2,010千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -1,090 0

一般財源 26,504 27,174 27,174

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：81,520千円 委託料：81,520千円

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 26,503 27,173 27,173

県支出金 26,503 27,173 27,173

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 78,420 81,520 81,520

決算額 (B)　（単位：千円） 79,510 81,520

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）

地域子育て支援センターを保育所等内に設置することで、子育てについての相談や、地域の特性を生かした活動を行い、地域とのつながりの場を提供することを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

地域子育て支援センターを保育所等内に設置することで、子育てについての相談や、地域の特性を生かした活動を行い、地域とのつながりの場を提供することを目的とする。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

地域の未就園児とその保護者（主として概ね３歳未満の児童及び保護者）
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他を行う。
①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
②子育て等に関する相談、援助の実施
③地域の子育て関連情報の提供
④子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上）

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 児童福祉法、子ども・子育て支援法、松山市子ども・子育て支援事業計画

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 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約 112

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 親と子が集える拠点づくりの推進
中学生までの医療費の無料化を実現します。また、子育て世代包括支援センターの充実や産後ケアの推
進、小児救急医療体制の堅持など、安心して出産や子育てができる環境を整えます。

総合戦略 2261

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み

①地域子育て支援拠点の整備に取り組むとともに、より効果的な周知啓発に取
り組み、多くの方に利用してもらえるよう努めます。また、子育てひろば、児童
館、公園など、子どもの遊び場の充実等により、子育て家庭の支援に取り組みま
す。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波　浩治 松田　希

事務事業名
（施策コード） 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）

1-2:自治事務（できる
規定あり）

2:委託

難波　浩治 松井　しのぶ

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 ９４８－６８７２

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 ９４８－６８７２

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 10

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 25,000

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

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
認定こども園、私立保育所の協力で実施箇所の維持ができた。引き続き各地域で子育て家庭の交流の場を開設することにより、育児不安の解消、子育ての孤立化防
止等を図ることができた。

成果指標
年間参加組数はやや減少傾向にあるものの、多くの方に利用していただき育児不安の解消等に寄与した。今後も利用者のニーズに合わせた内容を計画し、引き続き
利用者数が増加するよう努める。

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 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

過去の年間実績数を基に、目標値を設定。

本指標の設定理由
本事業の目的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

25,000 25,000

23,554 24,396 23,257

成果指標

（3つまで設定可）

年間参加組数
組

35,000 35,000 25,000

65 70 93

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

子ども・子育て支援事業計画で設定した確保の内容（設置か所数）を
目標値とする。

本指標の設定理由
私立保育所や認定こども園での実施状況を示すものであるため。

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

10 10

10 10 10

活動指標

（3つまで設定可）

実施施設数
園

10 10 10

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

3



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11121 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 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

特になし

R2年度の目標

平成２７年度から開始した子ども・子育て支援
新制度の中で、「地域子ども支援事業」に本事
業は位置付けられている。より地域に根ざし
た、子育て家庭の身近な親子交流や子育て相
談が出来る場所の担い手になるよう目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

公立直営保育所（久米・粟井・味生・松山保育
園）を拠点とした地域子育て支援センターを実
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 地域に根ざした子育て支援の提供の場となったため

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

平成２７年度から開始した子ども・子育て支援新制度の中で、「地域子ども支援事業」に本事業は位置付けられている。より地域に根ざした、子育て家庭の身近な親子交流や子育て相談が出
来る場所の担い手になるよう目指す。

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

幼稚園や保育所、認定こども園等に入所する前の子育て家庭が、互いに集える場所として気軽に利用で
き、地域に根ざした子育て支援の提供の場となったため。

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) 527 876

一般財源 981 886 1,149

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

需用費：1,605千円 需用費:2,142千円

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 981 885 1,149

県支出金 961 865 1,129

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 3,450 3,512 3,427

決算額 (B)　（単位：千円） 2,923 2,636

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）

地域子育て支援センターを保育所内に設置することにより、子育てについての相談や地域の特性を生かしたした活動を行い、地域とのつながりの場を提供することを目的とする。また、未就
園児とその保護者の子育て支援を行う貴重な施設にもなっている。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

核家族化の進行、出生率の低下等に対応して、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置する。
保育所等で「子育て家庭等に対する育児不安への相談指導」、「子育てサークル等への支援」、「地域の保育需要に応じた特別保育事業の積極的な実施」等を行う地域子育てモデル事業
が平成５年から実施され、平成７年度には地域子育て支援センター事業として一般事業化された。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 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）

地域の未就園児とその保護者（主として概ね３歳未満の児童及び保護者）
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他を行う。
①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
②子育て等に関する相談、援助の実施
③地域の子育て関連情報の提供
④子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上）

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 児童福祉法、子ども・子育て支援法、松山市子ども・子育て支援事業計画

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 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約 112

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 親と子が集える拠点づくりの推進
中学生までの医療費の無料化を実現します。また、子育て世代包括支援センターの充実や産後ケアの推
進、小児救急医療体制の堅持など、安心して出産や子育てができる環境を整えます。

総合戦略 2261

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み

①地域子育て支援拠点の整備に取り組むとともに、より効果的な周知啓発に取
り組み、多くの方に利用してもらえるよう努めます。また、子育てひろば、児童
館、公園など、子どもの遊び場の充実等により、子育て家庭の支援に取り組みま
す。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波　浩治 松田　希

事務事業名
（施策コード） 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）公立分

1-2:自治事務（できる
規定あり）

1:直営

難波　浩治 松井　しのぶ

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 ９４８－６８７２

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 ９４８－６８７２

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 4

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 10,000

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

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 既存の公立直営保育所を拠点として、事業を実施できた。

成果指標
各拠点センターが積極的に広報活動を行った結果、事業の内容が地域の子育て家庭に周知されたため、また、平成２９年度から味生保育園地域子育て支援セン
ターに常設型のセンタールームができたため、利用組数が増加した。令和元年度から保育料無償化に伴い早期入園する家庭も増えたため、利用人数が減少傾向に
なってきている。

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

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

過去の年間実績値を基に、目標値を設定。

本指標の設定理由
本事業の目的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

10,000 10,000

11,425 10,338 9,935

成果指標

（3つまで設定可）

年間参加組数
組

10,000 11,500 11,500

114 90 86

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

他施設と調整しながら、公立直営園での実施数は維持継続の方針で
あるため

本指標の設定理由
公立直営の保育所での実施状況を示すものであるため

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

4 4

4 4 4

活動指標

（3つまで設定可）

実施施設数
園

4 4 4

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

5



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 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11121 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 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 12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】

→

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

該当なし

R2年度の目標

実施予定ないためなし

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

実施予定ないためなし

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

実施予定ないためなし

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 貢献度を図る内容ではない

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

保育所等の運営経費に関する国の負担金について、見込みによる概算額で交付されていたが、実績に基づき差額が発生したため、12月補正に計上し、適切に国に返還を行った。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定どおり、国へ返還できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

12月補正：313,128千円 該当なし

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 1

一般財源 0 313,127 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

償還金：313,127千円 該当なし

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） 0 313,128 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 313,127

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）

子どものための教育・保育給付交付金（国費）について、実績に基づき返還を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

当該年度の子どものための教育・保育給付交付金の算定については、前年度実績を基に、各種加算や入園児童数の動向を見ながら推計で行っている。その後、実績に基づき差額が発生
した場合に返還が必要となる。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

国に対し、交付金の差額を返還する。

-

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 子ども・子育て支援法

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 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 親と子が集える拠点づくりの推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 巻田　直樹 梶田　晋一郎

事務事業名
（施策コード） 児童措置費国庫負担金精算返納事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

7:その他

巻田　直樹 梶田　晋一郎

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治 川﨑　俊彦
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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 主査 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11122 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 25 ～ 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

特になし

R2年度の目標

保育所仮設園の借上げリース契約を継続する
ことにより、待機児童数の減少に繋げる。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

令和元年度に引き続き児童の受入れを行うた
め、リースの継続を行いながら、公立保育園全
体の今後の方向性も検討する。

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 受入れの児童数が増加することにより、待機児童数の減少に繋がっている。

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

主な取組み内容

保育所仮設園舎の借上げ

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

仮設ではあるが、通常の園舎と変わらない環境での保育が実施できており、受入れ数増にも貢献してい
る。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1 70

一般財源 3,131 3,131 3,256

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

使用料及び賃借料：　３,１３１　千円 使用料及び賃借料：　３，２５６　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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 3,132 3,201 3,256

決算額 (B)　（単位：千円） 3,131 3,131

一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

松山市子ども・子育て支援事業計画に基づき、待機児童解消を図ることとしており、待機児童の多い市内南部及び西部地域に、応急的な対応として公立保育所の園庭に仮設園舎を設置す
ることで、児童の受入数を増やす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）
市内南部及び西部地域での宅地開発の急増により保育需要が急増したため。

主に市内南部及び西部地域の、保育を必要とする就学前の児童

市内南部及び西部地域公立保育所の園庭に仮設園舎を設置し、受入れ児童数を増やした。仮設園舎は2年間のリース契約により平成27年9月までのリース期間で設置したが、リース期間終
了後も当該地域の保育需要が増加傾向で推移しているため、再リースを延長しており、今後も保育需要の推移により、期間の延長を判断することとしている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

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

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約 122

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 保育施設の整備
児童クラブや遊び場を充実するなど、子どもの居場所づくりを進めます。国の幼児教育・保育の無償化に
適切に対応しながら、引き続き待機児童の解消を目指します。

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 古本　伸志 今出　靖

事務事業名
（施策コード） 公立保育所仮設園舎設置事業（待機児童特別対策）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

八塚　直人 今出　靖

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 施設整備 948-6998

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 施設整備 ９４８－６９９８

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 60

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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 仮設園舎設置により、児童の受入れができているが、保育士不足等、他の要因もあり、目標人数の達成が難しい。

成果指標 保育需要は今後も増加する見込みであるため、引き続き事業を実施して保育の場を提供していく必要がある。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由
本事業の実施にも関わる指標であるため。
（実績値については、前年度1年間の成果である翌年4月1日時点の数
値を記載）

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 ー

88 36 33

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

保育施設の設備基準内での受け入れ増を図ることが前提だが、その
年度の受入れ児童の月齢によっても受入れ可能数は変わるので、状
況に応じ、対応する。本指標の設定理由

仮設園舎の規模から見込める受入れ増人数

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

60 ー

50 29 0

活動指標

（3つまで設定可）

設置園の定員を超え
る受入れ児童数合計
（各年度3月時点）

人
60 60 60

83 48 0

【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 主査 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

11122 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 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 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

芝生化面積が狭く、児童数の多い実施園は、芝生への負担が大きいため、部分的に擦り切れてしまう場合がある。

R2年度の目標

保育所の芝生の状態を良好に保つこと。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

目砂散布等のメンテナンスを実施する。

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

芝生化面積が狭く、児童数の多い実施園での
芝生の養生方策について専門業者のアドバイ
スを得ながら検討を行っていく。

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 保育所内での環境改善に繋がっている。

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

主な取組み内容

平成２６年度までに芝生化した８園のメンテナンス。
余土保育園を新たに芝生化。

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

芝生の効果として、子どもが園庭でのびのび遊ぶことができ、運動習慣の構築やコミュニケーション能力の
向上、怪我の大幅な減少などの効果があった。また、園庭の砂埃が減少した。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 499 757

一般財源 3,821 5,419 4,229

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：３，045　千円 委託料：３，６５３　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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,320 6,176 4,229

決算額 (B)　（単位：千円） 3,821 5,419

一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

保育所、家庭、地域が協力して保育園庭の芝生化を行い、園児がのびのびと遊べる環境を整えることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

全国的に保育所や学校の園庭・校庭を高度な技術や高い整備費を必要としない方法で芝生化する動きが盛んになり、子どもの運動能力の向上やケガの防止、園環境の向上などの効果が
確認されたため、本市でも、市長の公約として平成23年度から事業を開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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

市立保育園（実施の９園）に通う子ども、保護者と地域住民

・平成２６年度までに芝生化した市立保育園（８園）の園庭の芝生の維持管理と、よりよい管理方法の検討。
・余土保育園を新たに芝生化。
・新たに芝生化が可能な園の芝生化計画。

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 保育施設の整備 -

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 古本　伸志 大森　康喜

事務事業名
（施策コード） 保育園庭芝生化事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

八塚　直人 大森　康喜

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 施設整備 948-6998

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 施設整備 948-6998

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 9

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

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 芝生のメンテナンスを行うことにより、芝生の維持が継続されており、一定の成果を得ることができた。

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

園児の運動習慣の構築やコミュニケーション能力の向上に繋がっている。

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

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

現在芝生化している園を継続して、維持管理を行う。

本指標の設定理由
芝生化の可能な園の芝生化を進めるため。

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

ー ー

8 8 9

活動指標

（3つまで設定可）

芝生化実施園数
園

8 8 9

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 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 主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 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】

→

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

保育士確保が困難になっている。その現状を踏まえ、保育士の定着に向けた研修・保育の質向上に向けた研修がさらに求められている。

R2年度の目標

保育の質の向上と保育士等が知識技能を修
得し、保育士の資質向上を図る。
年間６回開催予定とする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・各種研修会への出席
・松山市保育会への研修委託

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

新たに市の認可事業となった地域型保育事業
（小規模保育等）事業者等への研修案内を増
やして、研修への参加を啓発していく。また、
職場への定着につながるような研修を行って
いく。

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 保育士や給食調理員の質を向上することにより、保育所を利用する子どもの安心・安全に貢献しているため。

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

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

主な取組み内容

・松山市保育会への研修委託の実施

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

当初予定していた研修委託を実施できたことで、公立、私立の各保育所等から研修への出席があり、保育
の資質向上に寄与できたため。

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) 0 0

一般財源 500 500 500

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：1,000千円 委託料：1,000千円

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 500 500 500

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） 1,000 1,000 1,000

決算額 (B)　（単位：千円） 1,000 1,000

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）

保育士や給食調理員に対する研修を行うことにより、保育の質の向上を図る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）

保育の質を向上するため、保育士や給食調理員に対する研修の実施が必要であるため。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 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）

松山市内の認可保育所（認定こども園保育所機能部分含む）に勤務する職員、地域型保育施設（小規模保育）等の職員を対象としている。

・中堅保育士、主任保育士、給食担当者などの研修会を松山市保育会に委託して実施。
・全国保育研究大会や四国ブロック保育研究大会などの各研修会からの派遣依頼を受けて、市職員が研修会に参加。

-

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 保育所保育指針

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

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

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 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波　浩治 松田　希

事務事業名
（施策コード） 松山市保育所等職員研修事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

難波　浩治 松井　しのぶ

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6872

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6872

西岡　英治 川﨑　俊彦
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 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 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

発達障がいが疑われるが、子どもを取り巻く環境などから支援に結び付きにくいケースがあり、対応が難しい。
相談件数は増加傾向にある。

R2年度の目標

昨年度より継続して、各園・児童館を訪問し相
談対応を行う。
各種研修会への参加により、相談対応職員の
資質の向上を図る。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

各保育所・児童館等に訪問し、相談対応。
電話相談
親子教室や前向き子育てプログラムによる子
どもの発達に不安がある保護者支援
障がい児保育に関する研修への参加
市内保育所等職員への研修開催

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

対象児の多様化と増加傾向にあることから、相
談体制の拡充と関係機関との連携強化

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 障がいのある子どもや、その保護者への支援ができている。

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

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

主な取組み内容

各保育所、児童館に訪問し相談対応
保育所等や保護者からの電話相談対応
障がい児保育に関して研修の参加
市内保育所等への障がい児について職員研修開催
親子教室での育児に不安のある保護者支援

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

当初見込んでいた同等程度の相談があった。また例年通りの研修会に参加することができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 16 39

一般財源 250 251 341

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報償費：１９９千円 報償費：319千円

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 199 176 235

県支出金 100 88 117

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 565 554 693

決算額 (B)　（単位：千円） 549 515

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）

各保育所等で障がい児等の相談を受ける事により、保育所等に入所している障がい児及び発達が気になる子どもの保護者に対する支援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）

障がい児や発達が気になる子どもを受け入れるにあたり、保育士等の質の向上を図る必要があり、研修体制を整備するもの。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 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）

市内在住の障がいがある子ども、発達が気になる子どもとその保護者
市内幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育所等の職員
保育所等を利用している障がいがある子ども、発達が気になる子どもの保護者に対する相談の実施
子育てや子どもの発達に不安がある保護者とその保護者が保育所体験をし関わり方を学ぶ。
障がい児支援に関する各研修会への参加
障がい児保育支援に関する研修会の開催を行い、担当職員の資質の向上を図る。

-

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

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 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

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 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波浩二 三好　洋子

事務事業名
（施策コード） 障害児保育支援事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

難波浩二 三好　洋子

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 ９４８－６８７２

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 ９４８－６８７２

西岡　英治 川﨑　俊彦
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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 副主幹 担当者名 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 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 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

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

保育所等の運営に関する経費を委託料として
適切に支弁する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各施設からの加算認定の申請に基づき、入所
児童数を確認したうえで、適切に委託料を支
払う。

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 適切に運営費を支弁することにより、各施設での教育・保育を実施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

私立保育所に対し、運営等に関する費用を運営委託料として支弁する。

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

概ね予定通りに事業が実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

充用：10,778千円
流用：△30,405千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 109,264 24,183

一般財源 619,929 578,367 595,474

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：2,301,373千円 委託料：2,345,294千円

0 0 0

その他 514,726 327,954 210,636

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 1,120,869 1,011,027 1,027,440

県支出金 480,609 430,965 513,745

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,845,397 2,372,496 2,347,295

決算額 (B)　（単位：千円） 2,736,133 2,348,313

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）

子ども・子育て支援新制度を円滑に実施するため、私立保育所に係る経費を支弁することにより、保育を必要とする子どもに対する保育の提供と地域の子育て支援の場となることを目的とす
る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

児童福祉法等に基づき、委託、支弁している。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

私立保育所へ運営費を支払う。

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 児童福祉法、子ども・子育て支援法

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

松山市子ども・子育て支援法施行条例、松山市子ども・子育て支援法施行細則に基づき、世帯の収入に
応じた金額を負担。

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 巻田　直樹 田村　健一

事務事業名
（施策コード） 施設型給付保育所事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

河野　浩武 武井　晶

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 8,162

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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 入所定員に対して、高い入所率となっており、保育所での保育実施が適切に行われている。

成果指標 保育需要は増加しているため、引き続き事業を実施して保育の場を提供していく必要がある。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由

本事業の目的とする指標であるため。
（実績値については、前年度1年間の成果である翌年4月1日時点の数
値を記載）

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

36 33 33

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

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

松山市子ども・子育て支援事業計画に基づく、保育の量の見込を目標
としている。

本指標の設定理由
目標値は、前年度の申し込み数であり、事業の実施上、参考となる指
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

7,862 8,162

7,142 7,387 7,523

活動指標

（3つまで設定可）

保育所等入所児童数
人

7,095 7,324 7,655

101 101 98

【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

14



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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 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 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

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

運営に関する経費を負担金として適切に支弁
する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各施設からの加算認定の申請に基づき、入園
児童数を確認したうえで、適切に負担金を支
弁する。

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 適切に運営費を支弁することにより、各施設での教育・保育を実施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

幼稚園に対し、運営費を支弁する。

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

当初予定していた事業が実施できたため。

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) 53,022 8,301

一般財源 203,565 260,221 253,650

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：730,491千円 負担金補助及び交付金：798,356千円

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 178,761 243,709 292,522

県支出金 164,844 226,638 252,274

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 600,192 738,869 798,446

決算額 (B)　（単位：千円） 547,170 730,568

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）

子ども・子育て支援新制度を円滑に実施するため、幼稚園に係る経費を支弁することにより、教育・保育の提供と地域の子育て支援の場とな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２７年度からの子ども・子育て支援新制度で創設された施設型給付のうち、新制度に移行した私立幼稚園の運営等に関する費用を子ども・子育て支援法等に基づき、給付する。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

私立幼稚園にかかる運営費用を給付費として給付する。

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 子ども・子育て支援法

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

保育料については、無償化の対象であるが、各施設での実費負担あり。

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 河野　浩武 梶田　晋一郎

事務事業名
（施策コード） 施設型給付幼稚園事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

5:補助金・負担金

河野　浩武 梶田　晋一郎

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 1,244

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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 入所定員に対して、高い入所率となっており、幼稚園での保育実施が適切に行われている。

成果指標 保育需要は増加しているため、引き続き事業を実施して保育の場を提供していく必要がある。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由

本事業をより効果的に実施することにより待機児童の解消の一助を担
うため。
（実績値については、前年度1年間の成果である翌年4月1日時点の数
値を記載）

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

36 33 33

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

平成２７年度に新制度が施行された為、幼稚園から認定こども園にな
る等、施設の異動が未定である。当面の間は、各年度で対象となる幼
稚園の入所率を確認することによって、事業の実施状況を確認する。本指標の設定理由

目標値は、利用定員の合計であり、事業の実施上、参考となる指標で
あるため。（実績値は３月時点での入所者数）

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

1,244 1,244

765 1,087 1,236

活動指標

（3つまで設定可）

幼稚園の利用定員に
対する入所者数

人
805 1,144 1,224

95 95 101

【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 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 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 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 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

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

保護者のニーズに沿った適切な延長保育を実
施する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各施設からの負担金申請に対し、平均対象児
童数、実施延長時間、実績報告書等を確認、
精査したうえで、適切に給付を行う。

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 事業実施により、保護者の就労条件に合った保育が可能となり、保護者の利便性が向上した。

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

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

主な取組み内容

保育所等で延長保育を実施。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通りに事業が実施できたため。

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) 25,337 13,401

一般財源 9,598 7,169 24,614

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：54,948千円 負担金補助及び交付金：69,842千円

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 26,342 29,654 22,614

県支出金 17,677 18,125 22,614

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 78,954 68,349 69,842

決算額 (B)　（単位：千円） 53,617 54,948

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）

保護者の就労形態の多様化及び通勤時間の増加等に伴う延長保育の需要に対応することにより児童福祉の増進を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

保護者の就労形態の多様化に伴う延長保育の需要に対応し、児童福祉の向上を図るため、開所時間を超えた保育を取組む場合に補助を行うことで安心して子育てができる環境を整備し、
事業を開始した。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

対象：松山市内の認可保育所等に入所中の児童(保護者）。
負担金交付先：私立保育所、私立認定こども園、小規模保育事業実施施設、事業所内保育事業実施施設

④子育て支援の充実

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 児童福祉法、子ども・子育て支援法、松山市延長保育事業実施要綱、松山市子ども・子育て支援事業計画

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

施設により異なる。

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

総合戦略 2246

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
⑥就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、通常保育時間を延長し
た保育に取り組みます。また、家庭で保育を受けることが一時的に困難となった
乳幼児を、各施設で預かることができるように取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 巻田　直樹 折本　美穂

事務事業名
（施策コード） 延長保育事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

河野　浩武 﨑山　莉絵

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6412

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6412

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 90

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 3,563

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

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 就労形態の多様化等に伴う延長保育のニーズの増加に対応できている。

成果指標 利用人数は減少しているが、今後、利用ニーズが高まった場合でも、現在と同様に利用ができる体制を整える。

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 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

松山市子ども・子育て支援事業計画に基づく量の見込みを目標として
いる。

本指標の設定理由
保護者の就労形態の多様化等に伴うニーズに対応するため。

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

3,641 3,563

3,706 3,637 3,587

成果指標

（3つまで設定可）

利用人数
人

3,217 3,189 3,180

115 114 113

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

共働き家庭の増加、働き方改革などを踏まえて設定。

本指標の設定理由
保護者の就労形態の多様化等に伴うニーズに対応するため。

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

90 90

79 92 90

活動指標

（3つまで設定可）

実施施設
施設

80 91 90

99 101 100

【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 副主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 2 ～ 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

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

一時保育が必要な児童を、いつでも受入れ可
能な状態をめざす。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

保育士の確保状況などを踏まえながら、事業
実施施設の増加に取り組む。

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

事業未実施施設に対し、保育士の確保状況
などを踏まえながら、子育て支援事業の一環と
して、事業を実施するよう促す。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 事業実施により、待機児童の受け皿になったともに、保護者のニーズに応えることができた。

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

保育所等で一時預かりを実施

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通りに事業が実施できたため。

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) 24,765 246,063

一般財源 37,304 -204,471 99,079

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：210,934千円 委託料：297,235千円

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 94,767 275,002 99,078

県支出金 83,340 171,443 99,078

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 240,176 488,037 297,235

決算額 (B)　（単位：千円） 215,411 241,974

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）

保護者らの就労や、傷病・入院、災害・事故、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消などにより、緊急且つ一時的な保育の実施を促進するため、一時預かり事業の実施に必要な保育士配
置のための運営費等に対し、施設に委託料を支払う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

保育所等を利用していない家庭でも、日常生活上の突発的な事象や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合がある。また、育児疲れによる保護者の心理的・身体的
負担を軽減するための支援として事業が開始された。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

松山市に在住の未就学児を対象。

④子育て支援の充実

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 児童福祉法、子ども・子育て支援法、松山市一時預かり事業実施要綱、松山市子ども・子育て支援事業計画

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

施設により異なる。

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

総合戦略 2246

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
⑥就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、通常保育時間を延長し
た保育に取り組みます。また、家庭で保育を受けることが一時的に困難となった
乳幼児を、各施設で預かることができるように取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 河野　浩武 菊川　早智

事務事業名
（施策コード） 一時預かり事業（私立分）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

河野　浩武 藤堂　裕人

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6224

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6224

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 87

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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 保育士の確保が厳しい状況などにより、目標値を下回った。

成果指標
保育需要が増加するなか、一時預かり事業の利用対象者は保育園への入園を希望している保護者だけでなく、リフレッシュを目的とした保護者も利用しており、今後
も引き続き利用ニーズはある見込みである。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由

本事業をより効果的に実施することにより待機児童の解消の一助を担
うため。
（実績値については、前年度1年間の成果である翌年4月1日時点の数
値を記載）

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

36 33 33

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

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

実施施設数を増やしたいものの、保育士の確保が難しい状況などを
踏まえて設定。

本指標の設定理由
より多くの子どもを預かることのできる環境を作るため。

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

87 87

73 82 85

活動指標

（3つまで設定可）

実施施設数
施設

73 80 87

100 103 98

【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 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

11123 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 12 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↓

2 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

全国的に保育士の確保が難しい状況であること。

R2年度の目標

円滑に補助金の交付を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

申請のあった私立保育所等に対して補助金を
交付する。

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

保育体制強化事業の活用などにより保育士の
負担軽減を図り、保育士確保につなげていく。

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 保育士の確保の可能性が高まる施策であるため。

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

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

主な取組み内容

産休等代替職員費補助金の概要を改めて各施設に周知していたが、全国的に保育士の確保が難しい状況などを受けて、申請する施設はなかった。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

保育士の確保策と併せて、検討していく必要がある。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,100 2,880

一般財源 1,500 0 2,238

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金：2,238千円

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） 3,600 2,880 2,238

決算額 (B)　（単位：千円） 1,500 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）

私立保育所等の職員が出産又は疾病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合、その職員の職務を行わせるための代替職員を臨時的に任用する私立保育所等に対し、雇
用に要する費用を予算の範囲内で補助することにより産休等職員の母体の保護や療養の保障を図るとともに、私立保育所等での児童の処遇を確保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）

私立保育所等の職員が出産等により長期間にわたって継続して休暇を必要とする場合に、代替職員を臨時的に雇用する費用の一部を補助することで、施設の負担の軽減や児童の処遇を
確保することが必要となったため。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

産休等代替職員の賃金が補助対象。補助の対象となる期間は、出産の場合は産前8週間（出産予定日を含む）から産後8週間を経過するまでの期間。病休の場合は職員が休業を開始して
30日を経過した日から起算して60日を経過するまでの期間内で、その職員が休業を継続する期間。
補助額は市長が定める額。交付先は社会福祉法人等の長。
市は、私立保育所等からの申請を受けて補助金の交付を行う。

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 松山市産休等代替職員制度実施要綱

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 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 河野　浩武 菊川　早智

事務事業名
（施策コード） 産休等代替職員費補助金

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

河野　浩武 武井　晶

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6224

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治 川﨑　俊彦

21



＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 3

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 10

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

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 全国的に保育士の確保が厳しい中、年度途中の産休代替職員の確保は困難な状況である。今後、本事業の見直し等について検討する。

成果指標 全国的に保育士の確保が厳しい中、年度途中の産休代替職員の確保は困難な状況である。今後、本事業の見直し等について検討する。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

これまでの実績と、全国的に保育士等の確保が難しくなっていることを
踏まえて設定。

本指標の設定理由
補助人数の増は各施設で代替職員が雇用されていることになり、子ど
もの受入れの継続及び保育の質の維持向上に資するため。

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

10 10

2 4 0

成果指標

（3つまで設定可）

補助人数
人

10 10 10

20 40 0

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

これまでの実績と、全国的に保育士等の確保が難しくなっていることを
踏まえて設定

本指標の設定理由
実施施設数の増により、子どもの受入れの継続及び保育の質の維持
向上に資するため。

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

3 3

1 2 0

活動指標

（3つまで設定可）

実施施設
施設

3 3 3

33 66 0

【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

11123 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 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

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

地域型保育事業の運営に関する経費を負担
金として適切に支弁する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各施設からの給付費の申請に対し、入所児童
数や加算内容等を確認、精査したうえで、適
切に給付を行う。

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 適切に運営費を支弁することにより、各施設での保育を実施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

小規模保育施設24施設、事業所内保育施設8施設への運営費の支弁

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通りに事業が実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用：56,098千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 113,860 87

一般財源 280,176 321,125 351,402

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：1,262,943千円 負担金補助及び交付金：1,266,508千円

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 618,073 669,943 610,121

県支出金 261,849 271,878 305,075

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,273,958 1,263,033 1,266,598

決算額 (B)　（単位：千円） 1,160,098 1,262,946

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）

地域型保育事業に対する給付で、小規模保育、事業所内保育を実施する施設の運営に係る経費を支弁することにより、待機児童の中心である３歳未満児の保育需要を満たす。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成２７年度から施行した「子ども・子育て支援新制度」で、新たに市町村の認可の事業となった。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

松山市内の地域型保育事業（小規模保育事業・事業所内保育事業・家庭的保育事業）に対する運営費の支弁。

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

松山市子ども・子育て支援法施行条例、松山市子ども・子育て支援法施行細則に基づき、世帯の収入に
応じた金額を負担。

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 河野　浩武 河野　浩武

事務事業名
（施策コード） 地域型保育給付事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

5:補助金・負担金

河野　浩武 河野　浩武

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 558

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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 入所定員に近い入所率となっており、地域型保育事業での保育の提供が十分に行われている状況である。

成果指標 保育需要は増加しているため、引き続き3歳未満児の保育供給量を確保していく必要がある。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由

本事業の目的とする指標であるため。
（実績値については、前年度1年間の成果である翌年4月1日時点の数
値を記載）

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

36 33 33

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

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

松山市子ども・子育て支援事業計画に基づく、保育の量の見込を目標
としている。

本指標の設定理由
３歳未満児の保育供給量を把握するため。

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

558 558

441 565 603

活動指標

（3つまで設定可）

利用定員に対する入
所児童

人
359 554 558

100 102 108

【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 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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 13 ～ 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

特になし。

R2年度の目標

病児・病後児保育の利用ニーズに対する供給
量を継続して確保する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

4施設に事業を委託し、病児・病後児保育を実
施する。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 病気の子どもを病児保育施設で預かることにより、保護者の仕事と子育ての両立の支援ができているため。

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

保護者の就労等で、家庭で保育できない病気中の子どもの一時的な預かり保育を市内4施設で実施。うち2施設では、保育所等から同施設までの送迎対応も行っている。
連携事業に基づき伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町に居住する小学校6年生以下の子どもも、施設の利用が可能。

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

利用ニーズに対して十分な量の確保ができたため。

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) 14,429 20,243

一般財源 25,430 29,993 41,819

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：96,051千円 委託料：122,521千円

0 0 0

その他 0 18 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 34,816 31,821 40,351

県支出金 31,399 34,219 40,351

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 106,074 116,294 122,521

決算額 (B)　（単位：千円） 91,645 96,051

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）

保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的とし、保護者が就労している場合等で、病気中の子ども（小学6年生まで）を家庭で保育できない場合に、病児保育実施施設にて一時的
な預かり保育を行うほか、保育中に体調不良となった子どもの保育所等から同施設までの送迎を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

少子化問題検討委員会の提言を受け、新規事業として、平成13年度から乳幼児健康支援一時預かり事業を実施し、その後「病児・病後児保育事業」に名称変更。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

松山市内に居住、または連携事業に基づく伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町に居住する小学校6年生以下で、疾患の回復期又は回復期に至らず、集団での保育又は教育が
困難かつ保護者の就労の状況等やむを得ない事由により、家庭での保育が困難な児童が対象。

④子育て支援の充実

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 児童福祉法、子ども・子育て支援法、松山市病児・病後児保育事業実施要綱、松山市子ども・子育て支援事業計画

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

利用料金：日額2,000円、市町村民税均等割のみが課税されている世帯：1,000円（生活保護受給世帯・市
町村民税非課税世帯は無料）

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

総合戦略 2245

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
⑤子育て世帯が幼稚園、保育所等の子育て支援事業の利用について、円滑に
利用できるような支援に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波　浩治 清水　ともみ

事務事業名
（施策コード） 病児・病後児保育事業

1-2:自治事務（できる
規定あり）

2:委託

巻田　直樹 清水　ともみ

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 4

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 7,800

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

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 設置目標数を達成しているが、今後、市民のニーズの状況等を踏まえて、状況によっては、施設数の増加を検討する。

成果指標 各施設で、面積や配置保育士を確保した結果、柔軟な受入れができている。

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

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

これまでは利用人数が右肩上がりに増加していたが、ここ数年は少子
化の影響や、本事業以外でも市内で病児保育に取り組む施設が増え
てきたため、利用人数自体は大きく変化がない（微減）。
利用したい人が確実に利用できる「量の確保」を目標とする。本指標の設定理由

利用人数が増加することは、必要な際に本事業を利用できるという保
護者のニーズにこたえることであり、子育て支援につながるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

7,800 7,800

5,573 5,372 5,527

成果指標

（3つまで設定可）

利用人数
人

4,000 6,600 6,600

139 81 84

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

松山市子ども・子育て支援事業計画での設定

本指標の設定理由
松山市子ども・子育て支援事業計画での設定

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 4

4 4 4

活動指標

（3つまで設定可）

実施施設数
施設

4 4 4

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

26



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 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 18 ～ 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

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

運営に関する経費を給付費として適切に給付
する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各施設からの給付費の申請に基づき、入所児
童数を確認したうえで、適切に給付費を支給

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

既存の幼稚園や保育所から認定こども園へ移
行する場合、認定こども園の制度内容につい
て、適切に理解していただき、適正な申請に
つなげる。

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 適切に運営費を支弁することにより、各施設での教育・保育を実施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

認定こども園に対し、運営費を支弁する。

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

予定通りに事業が実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用：△2,173千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 129,168 32,734

一般財源 1,259,574 1,491,121 1,622,667

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：5,036,884千円 負担金補助及び交付金：5,584,646千円

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 1,760,734 2,241,570 2,449,089

県支出金 1,014,172 1,304,504 1,513,130

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,163,648 5,069,929 5,584,886

決算額 (B)　（単位：千円） 4,034,480 5,037,195

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）

認定こども園に運営に係る経費を支弁することにより、保育・教育を必要とする子どもに対する保育・教育の提供と地域の子育て支援の場とな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18年に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園法）が施行された。
平成27年度からは、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、施設型給付認定こども園事業に名称変更した。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

市内に設置されている認定こども園にかかる運営費用を給付費として給付する。

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 児童福祉法、子ども・子育て支援法

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

松山市子ども・子育て支援法施行条例、松山市子ども・子育て支援法施行細則に基づき、世帯の収入に
応じた金額を負担。

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 河野　浩武 藤堂　裕人

事務事業名
（施策コード） 施設型給付認定こども園事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

5:補助金・負担金

巻田　直樹 田村　健一

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 6,757

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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 入所定員に対して、高い入所率となっており、認定こども園での教育・保育実施が適切に行われている。

成果指標 保育需要は増加しているため、引き続き事業を実施して保育の場を提供していく必要がある。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由

本事業の目的とする指標であるため。
（実績値については、前年度1年間の成果である翌年4月1日時点の数
値を記載）

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

36 33 33

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

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

平成２７年度に新制度が施行された為、幼稚園や保育所から認定こど
も園になる等、施設の移行が未定である。当面の間は、各年度で対象
となる幼稚園の入所率を確認することによって、事業の実施状況を確
認する。

本指標の設定理由
目標値は、利用定員の合計であり、事業の実施上、参考となる指標で
あるため。（実績値は３月時点での入所者数）

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

6,757 6,757

5,277 6,256 6,743

活動指標

（3つまで設定可）

認定こども園の利用定
員に対する入所者数

人
5,115 6,336 6,748

103 99 100

【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 副主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 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 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

特になし。

R2年度の目標

小規模保育事業として、引き続き保育の利用
を希望する子どもの受入れを行う。また、託児
事業や子育て相談事業の利用者数の増加を
目指す。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・小規模保育事業
・託児事業
・子育て相談事業

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 待機児童数の減少に貢献している。

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

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

主な取組み内容

小規模保育事業、託児事業、子育て相談事業の実施

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

予定通りに事業が実施できたため。

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) -3,179 37

一般財源 14,708 15,252 17,772

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料44,596千円 委託料47,251千円

0 0 0

その他 2,680 2,286 2,034

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 19,061 21,462 20,421

県支出金 8,077 8,709 10,210

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 41,347 47,746 50,437

決算額 (B)　（単位：千円） 44,526 47,709

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）

商店街の空き店舗を活用した保育室の整備を行い、小規模保育事業を実施することで、利用ニーズの高い3歳未満児の保育定員の拡充を図るとともに、一時的に児童を預かる託児事業や
子育て相談事業を併せて行うことで、商店街に来た子ども連れ世帯の利便性の向上と商店街の活性化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

以前から本市では、待機児童対策として、保育所の創設や増改築による定員の拡大や事業の拡充などを行ってきたが、入所希望者の増大から、完全な解消とはならず、待機児童対策は、
重要な課題となっている。このような状況のなかで、商店街での保育事業の実施は、商店街やその周辺で就労している保護者からの需要は高く、また、併せて一時的に子どもを預かる託児
事業や子育て相談事業を展開することで、商店街に子ども連れで来る方の利便性も図れることから、平成２４年３月から本委託事業を開始した。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

小規模保育事業・託児事業の利用児童への保育の提供や、子育て相談事業の利用者

④子育て支援の充実

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 児童福祉法、子ども・子育て支援法

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

託児事業の一時預かりは最初の１時間までが400円、以降３０分毎に200円。保育料は、市で定める認可保
育所の保育料。

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約 122

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実
児童クラブや遊び場を充実するなど、子どもの居場所づくりを進めます。国の幼児教育・保育の無償化に
適切に対応しながら、引き続き待機児童の解消を目指します。

総合戦略 2245

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
⑤子育て世帯が幼稚園、保育所等の子育て支援事業の利用について、円滑に
利用できるような支援に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 巻田　直樹 鍛本　夏那

事務事業名
（施策コード） 商店街保育事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

巻田　直樹 鍛本　夏那

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6412

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6412

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 18

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値 6.0

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

目標値 目標値 0

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

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 保育事業は3月に急な退園により目標を達成できなかったが、年間を通じてニーズは高い。また、託児事業は、更に利用増を見込める余地がある。

成果指標 保育需要は増加しているため、引き続き事業を実施して保育の場を提供していく必要がある。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由

本事業の目的の一つが、待機児童数の減少であるため
（実績値については、前年度1年間の成果である翌年4月1日時点の数
値を記載）

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

36 33 33

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

受入れ可能な児童数（定員）までの受入れ

本指標の設定理由
事業の実施状況を図る指標として、相応しい為

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

最も人数を要する０歳児の保育は、基準上、保育士１人で0歳児3人ま
で可能であるため、２人で保育できる人数を６人と設定

本指標の設定理由
事業の実施状況を図る指標として、相応しい為

64 47 42

人
6.0 6.0 6.0

18 18

19 18 15

活動指標

（3つまで設定可）

保育事業の受入れ児
童数（各年度3月時
点）

人
18 18 18

105 100 83

1日当たりの平均託児
児童数

6.0 6.0

3.8 2.8 2.5

【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 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

11123 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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 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

制度を活用していた施設の認定こども園への移行が順調に進み、本制度の活用を希望する施設が減ってきた

R2年度の目標

・利用を希望する施設が無いか全施設(100%)
に調査を行う

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

意向調査の実施

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 幼稚園で長時間預かりの実施、幼稚園の認定こども園への移行により、待機児童の解消に貢献している。

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

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

主な取組み内容

私立幼稚園に補助事業の周知。

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

運営費補助については、私立幼稚園に事業が周知されており、意向を適切に反映できた。

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) 358 2,088

一般財源 4,232 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

0 0

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 4,590 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） 9,180 2,088 0

決算額 (B)　（単位：千円） 8,822 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）

待機児童解消を図るため、幼稚園を11時間以上にわたり開園し、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに長時間の預かり保育を実施し、認定こども園への移行を目指す私立幼稚
園に対し、運営費の支援を行うとともに、施設整備に要する費用の一部を補助する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

待機児童の解消を図るために、幼稚園の認定こども園への移行を促進する必要性が高まったため。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

幼稚園を9時間以上にわたり開園し、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに幼稚園の園児のうち希望者を対象に行う長時間預かり保育を実施する、認定こども園への移行を目指
す私立幼稚園。
①私立幼稚園に補助制度の周知
②私立幼稚園に対象児童の認定の通知
③私立幼稚園へ交付決定の通知
④私立幼稚園からの実績報告の確認
⑤私立幼稚園へ補助金を支出

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 松山市幼稚園預かり保育事業運営・整備補助金交付要綱

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 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約 122

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実
児童クラブや遊び場を充実するなど、子どもの居場所づくりを進めます。国の幼児教育・保育の無償化に
適切に対応しながら、引き続き待機児童の解消を目指します。

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 今村　真司 大内　智絵

事務事業名
（施策コード） 幼稚園長時間預かり保育支援事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

今村　真司 大内　智絵

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営指導 ９４８－６２２４

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営指導 ９４８－６２２４

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 R6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 0

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

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 補助対象施設の利用率100％を維持しており、今後も継続して事業の周知に努める。

成果指標 保育需要は増加しているため、引き続き待機児童の多い3歳未満児の保育供給量の確保に努める。

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 2:単年度での減少を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由

子育て環境の充実を示す指標であるため
（実績値については、前年度1年間の成果である翌年4月1日時点の数
値を記載）

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

36 33 42

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

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

すべての対象施設の利用促進を示す目標値であるため
第2期松山市子ども・子育て支援事業計画（令和2年度から令和6年
度）本指標の設定理由

子育て環境の充実と整備に寄与する指標であるため

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

100 100

100 100 100

活動指標

（3つまで設定可）

補助対象事業者の利
用率

％
100 100 100

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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 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 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

潜在保育士の掘り起こしや、再就職支援を愛媛県及び愛媛県保育士・保育所支援センターと連携して検討していく。

R2年度の目標

・保育士資格取得者への補助金を交付するこ
とで、資格取得にかかる費用の負担を軽減し、
保育士有資格者の確保に寄与する。
・保育支援者の雇用に対する補助や高等学校
等へ保育士の職業についての普及啓発を行う
ことで新たな保育士の確保に寄与する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・新規申請者からの計画書受理や、規程勤務
期間を終えた保育士への補助金交付。
・保育士支援者の雇用に際しての補助申請施
設へ補助金交付。
・研修や保育士の普及啓発の講師依頼。

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

・保育支援者の雇用に際しての補助金申請の
交付方法等を検討し、より施設が申請しやすく
する。
・潜在保育士や保育士の再就職支援につい
て、市内状況等を踏まえながら検討する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 補助金の交付を滞りなく施設に交付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

・保育士資格取得支援事業実施計画書の受理。
・資格取得後、対象施設で1年以上勤務し、申請があった者への補助金交付。
・保育士への業務負担軽減のための保育支援者の雇用に対する補助を行う。
・新任保育士への職場定着研修の実施や高校生等へ保育士の職業についての普及啓発を行う。

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

補助申請者へ滞りなく補助金の交付ができた。
希望施設へ滞りなく、補助金の交付ができた。
多くの新任保育士が研修に参加することができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 506 31,293

一般財源 269 -13,933 24,808

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：6,769千円 負担金補助及び交付金：48,775千円

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 309 21,100 24,387

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,084 38,460 49,195

決算額 (B)　（単位：千円） 578 7,167

一般財源 民生費 児童福祉費 児童措置費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

保育の担い手となる保育人材の確保に寄与することで、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境整備を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

待機児童の解消や、認定こども園の増加による（幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する）保育教諭の確保、並びに保育定員の拡充が行われてきたため、保育の担い
手である保育士の確保の必要性が高まった。

【保育士資格取得支援事業】保育所等に就労する保育士資格を有していない保育従事者、幼稚園教諭免許状を有する者で保育士資格を有していない者等
【保育体制強化事業】保育所等（保育所型認定こども園含む）、幼保連携型認定こども園
【新任保育士研修】採用１～3年程度の市内保育所等に勤務する保育士対象・事業内容

（誰に対して,何をするのか）

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱、保育士資格取得支援実施要綱、保育体制性強化事業実施要綱、松山市保育士資格取得支援事業補助金交付要領

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約 122

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実
児童クラブや遊び場を充実するなど、子どもの居場所づくりを進めます。国の幼児教育・保育の無償化に
適切に対応しながら、引き続き待機児童の解消を目指します。

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波　浩治 安野　愛子

事務事業名
（施策コード） 保育士等確保支援事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

難波　浩治 安野　愛子

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 5

実績値 達成年度 Ｒ元年度

％ 達成度

目標値 目標値 20

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

目標値 目標値 5

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

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 事業当初より計画書の提出数が少ないため、告知を工夫するとともに、事業の今後の必要性を見極める。

成果指標 目標とおりの申請があり、補助金の交付を完了した。

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

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

令和2年度までに、幼保連携型認定こども園で勤務する職員は、幼稚
園免許状、保育士資格の両方を取得することとなっていたが、期間が
延長されたため。

本指標の設定理由

前年度、計画を受理した数が、翌年の補助金交付数となれば、当初の
予定どおり申請者が資格取得後1年以上勤務をしたこととなり、その類
型数が事業の成果となる。

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

4 5

16 4 7

成果指標

（3つまで設定可）

保育士資格取得者数
人

10 2 15

160 200 46

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

前年度の倍以上を目指す。

本指標の設定理由
本事業（保育士資格取得支援事業）により、資格を取得をめざす人数
を指標とすため。

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

令和元年度の交付申請施設数を考慮し、設定。

本指標の設定理由
この補助を利用し、支援者を雇った施設を指標とするため。

25

施設
35

5 5

4 2 7

活動指標

（3つまで設定可）

計画書受理数
（保育士資格取得支
援事業）

人
5 5 5

80 40 140

補助対象施設
（保育体制強化事業）

35 35

9

【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

11123 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 30 ～ 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

特になし。

R2年度の目標

円滑に助成を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

事業の趣旨を各施設に理解していただいた上
で、１，２歳児の受入れを促進する。また、入園
予約についても可能な限り促進する。

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 １，２歳児の受入れ児童数が増加するとともに、入園の予約によって、安心した育児休業取得につながった。

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

１，２歳児について、基準を満たした上で、定員を超えて受入れを行った施設に対し助成を行った。また、入園予約制度を導入し、実績のあった施設に対し助成を行った。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

１，２歳児の受入れが大幅に増加した。また、多くの方が入園予約することができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -42,714 0

一般財源 214,896 256,445 236,036

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：256,445千円 負担金補助及び交付金：236,036千円

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） 172,182 256,445 236,036

決算額 (B)　（単位：千円） 214,896 256,445

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）

待機児童の解消及び保育サービスの充実による児童の福祉の向上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）

全国的に保育士の確保が難しい状況を踏まえ、待機児童の多くを占める１，２歳児を既存の施設での受入れを増やす必要があったため。また、年度途中に育児休業から復帰する方が、安心
して休業できるようにする必要があったため。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

４月に１，２歳児を定員を超えて受入れた場合に、超えた部分に対して助成を行う。また、育児休業に伴う入園予約制度については、４月から入園月の前月までの月数に応じた助成を行う。
助成先は、社会福祉法人等の長。

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 松山市保育所等定員弾力化事業実施要領、松山市産休・育休明け保育所等入園予約事業実施要綱等

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

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約 122

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実
児童クラブや遊び場を充実するなど、子どもの居場所づくりを進めます。国の幼児教育・保育の無償化に
適切に対応しながら、引き続き待機児童の解消を目指します。

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

214

個別プログラム 笑顔を育むプログラ

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み 子どもの拠点・居場所づくり

高岡　伸夫 巻田　直樹 巻田　直樹

事務事業名
（施策コード） 待機児童対策・保育の質向上事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

巻田　直樹 巻田　直樹

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営 948-6882

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 2,978

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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 全国的に保育士の確保が難しい状況の中で、１，２歳児の受入れを最大限行っている状況である。

成果指標 保育需要は増加しているため、引き続き待機児童の中心である３歳未満児の保育供給量を確保していく必要がある。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第６次松山市総合計画に示す目標値であるため。

本指標の設定理由
本事業の目的とする指標であるため。（実績値については、前年度１
年間の成果である翌年４月１日時点の数値を記載）

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

36 33

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0

0 0

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

１，２歳児の利用定員と、全国的に保育士の確保が難しい状況などを
踏まえて設定

本指標の設定理由
４月時点で１，２歳児の受入れを増やし、待機児童解消を目指すた
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

2,978 2,978

2,952 3,011

活動指標

（3つまで設定可）

１，２歳児の入所児童
数

人
2,978 2,978

99 101

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 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 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】

→

3 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

臨時職員（保育士）の応募人数が少なく、必要な人材確保が厳しくなってきている。

R2年度の目標

必要な契約等を実施し、経費を滞りなく支出
する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・公立委託保育所への運営委託費の支出。
・公立直営保育所等の運営に必要な工事請
負費、手数料、委託料等の支出。
・公立直営保育所等のに勤務する臨時保育士
等への賃金支出。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

業務内容の見直し等保育士の負担軽減への
対策を考える。

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 公立保育所等に通う子どもの保育に貢献しているため。

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

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

主な取組み内容

・公立委託保育所への運営委託費の支出
・公立直営保育所等に勤務する臨時保育士等への給与支出
・公立直営保育所等での修繕工事

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

当初予定していた取組が実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正予算　23800千円
流用：419,014千円
充用：1,499千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 219,432 290,518

一般財源 1,628,735 1,742,061 1,342,006

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料　1,284,697千円 委託料：1,369,821千円

0 0

その他 278,113 172,562 148,319

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 14,195 14,956 12,888

県支出金 13,340 12,595 12,795

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,153,815 2,232,692 1,516,008

決算額 (B)　（単位：千円） 1,934,383 1,942,174

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）

公立直営保育所等に勤務する臨時保育士や臨時調理員等の賃金、運営委託を実施している公立保育所の委託料等を支出することにより、安定した保育を実施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）

児童福祉法24条による保育の実施。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 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）

・公立直営保育所等（全16園）の臨時職員や施設修繕等の工事請負費など運営に関する費用
・公立委託保育所（全10園）の運営委託料

-

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 児童福祉法

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 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

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 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波　浩治 安野　愛子

事務事業名
（施策コード） 保育所事務費

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

難波　浩治 中丸　まどか

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治 川﨑　俊彦
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 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 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

特になし

R2年度の目標

必要な契約等を実施し、経費を滞りなく支出
する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・公立保育所等での給食費支出
・公立保育所等での給食費、燃料費支出
・公立保育所等での保育教材費支出

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

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 公立保育所等に通う子どもの保育に貢献しているため。

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

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

主な取組み内容

・公立保育所等での給食費支出
・公立保育所等での給食燃料費支出
・公立保育所等での保育教材費支出

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

当初の予定どおり、給食費等の支出ができたため。

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) 38,691 51,285

一般財源 45,885 87,579 100,620

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

需用費：123,499千円 需用費：164,813千円

0 0 0

その他 97,334 43,415 72,693

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） 181,910 182,279 173,313

決算額 (B)　（単位：千円） 143,219 130,994

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）

公立直営保育所等の給食食材や保育教材等の一般保育に要する経費を支出し子どもの保育の充実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）

公立保育所で安定した保育を実施するため。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 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）

公立直営保育所及び認定こども園（全16園）の子どもを対象に、公立直営保育所等での給食費や保育教材費等を支出。

-

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 児童福祉法

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 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

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 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波　浩治 安野　愛子

事務事業名
（施策コード） 保育所事業費

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

難波　浩治 安野　愛子

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治 川﨑　俊彦
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 2 ～ 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

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

年度の後半になると、保育所を希望しても入所ができない子どもの利用が増え、予約ができない状況があり、事業実施施設の増加を検討する必要がある。

R2年度の目標
一時保育が必要な児童を、いつでも受け入れ
可能な状態をめざす。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）
事業実施施設の増加に取り組む。

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

事業未実施施設に対し、子育て支援事業とし
て事業実施を目指す。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 事業実施により、保護者の心理的・身体的負担の軽減に貢献できているため。

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

公立直営園等１０園（八雲・朝美・山越・久米・味生・粟井・余土・高浜保育園・もものはなこども園・中島こども園）で一時預かり事業を実施。
※もものはなこども園・中島こども園・粟井・高浜保育園は余裕活用型。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通りに事業が実施できたため。

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) 1,687 11,524

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

需要費：3,063千円 需用費：4,752千円

0 0 0

その他 1,184 1,162 1,732

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 1,183 1,163 1,732

県支出金 1,183 1,163 1,732

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 5,237 15,012 5,196

決算額 (B)　（単位：千円） 3,550 3,488

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）

保護者らの就労や、傷病・入院、災害・事故、育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消するため、緊急且つ一時的な保育の実施を促進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）

保育所等を利用していない家庭でも、日常生活上の突発的な事象や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合がある。また、育児疲れによる保護者の心理的・身体的
負担を軽減するための支援として事業が開始された。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 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）

松山市公立直営保育所１０園
家庭で保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児について、主として昼間に、保育所で一時的に預かり、必要な保育を行う事業。

④子育て支援の充実

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 児童福祉法、子ども・子育て支援法、松山市一時預かり事業実施要綱、松山市子ども・子育て支援事業計画

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

１日1,500円（非課税世帯1日４００円・生活保護受給世帯、ひとり親非課税世帯、障がい有非課税世帯は
無料）

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

総合戦略 2246

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
⑥就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、通常保育時間を延長し
た保育に取り組みます。また、家庭で保育を受けることが一時的に困難となった
乳幼児を、各施設で預かることができるように取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波　浩治 松田　希

事務事業名
（施策コード） 一時預かり事業（公立分）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

難波　浩治 松井　しのぶ

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 ９４８－６８７２

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 ９４８－６８７２

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 10

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

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

実績値 達成年度 ー

％ 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 園の地域の状況に応じて実施施設数や類型を検討した。

成果指標
保育需要が増加するなか、一時預かり事業の利用対象者は保育園への入園を希望している保護者だけでなく、リフレッシュを目的とした保護者も利用しており、今後
も引き続き利用希望者は増える見込みである。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため
本指標の設定理由

本事業の実施にもかかわる指標であるため。
（実績値については、前年度1年間の生花である翌年4月1日時点の数値を記
載）

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

36 36

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

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

公立園での実施を想定しているため
本指標の設定理由 より多くの子どもを預かることのできる環境を作るため

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

10 10

9 11 10

活動指標

（3つまで設定可）

実施公立直営施設数
施設

9 9 11

100 122 100

【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 主幹 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 主幹 担当者名 主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11123 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 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

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

・保育所に入所できなかった子どもの受け皿的な役割となっており、長時間就労の保護者ニーズへの対応がさらに求められる。

R2年度の目標

・保護者の育児への負担感の払拭に寄与す
る。
・引き続き、長時間就労の保護者のニーズに
対応する。
・長期休業中も在園児が友達と過ごすことがで
きる環境を整える。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・通常教育日
　教育時間終了後から17時まで（荏原）
　教育時間終了後から18時まで（三津浜）
　教育時間開始前７時30分から8時30分まで
　及び教育時間終了後から18時まで（石井）
・長期休業日
　8時30分から17時まで（荏原）
　　　※坂本の園児も利用可
　8時30分から18時まで（三津浜）
　７時30分から18時まで（石井）

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

石井での教育時間開始前の預かり保育実施
のため、従事者を増員する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 核家族化により、子どもの預け先のない家庭への育児負担の軽減となっている。

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

・保護者の短時間就労や急用等の際、申し出に応じて、平日の教育時間終了後及び長期休業中に在園児を対象に一時預かりの実施を継続した。

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

・事業が定着し、利用が伸びた。

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) 1,478 1,371

一般財源 7,696 8,051 12,360

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

賃金：　11,794千円 給料：　7,265千円

0 0 0

その他 2,308 2,480 1,292

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 1,420 1,375 1,200

県支出金 1,266 1,375 1,200

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 14,168 14,652 16,052

決算額 (B)　（単位：千円） 12,690 13,281

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）

「親も子も育つ幼稚園」をモットーに、親子のふれあいを深める親子体験活動の提供や保護者サークルの支援など、親子一体型の子育て支援に努めつつ、「預かり保育」を実施し、公私立の
区別なく子育て環境を整える。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

核家族化により、保護者の通院や急用時に子どもの預け先のない家庭が増え、育児の負担感にもつながっている。また、家事等に無理のない範囲で就労を希望する保護者も増加傾向にあ
り、「預かり保育」のニーズが高まっている。

一般会計 教育費 幼稚園費 幼稚園費 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）

実施幼稚園：三津浜幼稚園・石井幼稚園・荏原幼稚園
保護者の短時間就労や急用等の際、申出に応じて市立幼稚園で平日の教育時間終了後や長期休業中に、在園児の一時預かりを実施する。

④子育て支援の充実

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 松山市一時預かり事業実施要綱

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

利用料金：教育活動実施日　15時30分まで1時間100円、15時30分から30分100円
　　　　　　　長期休業日　　　　8時30分から30分100円、9時から１時間100円

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 多様な保育サービスの充実 -

総合戦略 2245

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
⑤子育て世帯が幼稚園、保育所等の子育て支援事業の利用について、円滑に
利用できるような支援に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

212

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み 安心して出産・子育てができる環境の整備

高岡　伸夫 難波　浩治 岡　小百合 土居　淳子

事務事業名
（施策コード） 市立幼稚園預かり保育事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

難波　浩治 辻田　恵美 中丸　まどか

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951 

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951 

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 3

実績値 達成年度 H29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 75

実績値 達成年度 H31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 三津浜幼稚園、石井幼稚園、荏原幼稚園で預かり保育事業を実施することができ、目標を達成した。

成果指標 利用者の満足は得られたものの、現在設定されている事業実施日、実施時間以外にも保護者の就労時間の延長等から新たなニーズが生まれている。

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 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

事前に得た保護者のニーズと、費用対効果を総合的に判断した。

本指標の設定理由
現在、実施園により地域性が異なるため、前年度目標をクリアしていて
も、次年度それ以上の目標を設定することが難しい。

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

80 80

79 82 76

成果指標

（3つまで設定可）

事業実施満足
（利用率）

％
80 80 80

99 103 95

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

地域性や園規模を考慮するとともに、費用対効果を踏まえた当面の実
施園数。本指標の設定理由 先行園での実施状況を検証しながら、他園への拡大を検討するため。

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

3 3

3 3 3

活動指標

（3つまで設定可）

実施園数
園

3 3 3

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 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 主査 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11124 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 13 ～ 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

保育需要は増加しており、国の動向を注視するとともに、他の自治体の支援状況を研究する。

R2年度の目標

補助対象施設の利用率100％を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

地域保育所に補助事業の周知。
補助対象施設に補助金の交付。

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

国の動向、他の自治体の支援状況などを研究
し、必要に応じて、要綱改正を検討する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 地域保育所の運営等を支援することにより、入所児童の健康・福祉の向上、保育士の確保、待機児童の解消に貢献している。

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

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

主な取組み内容

地域保育所に補助事業の周知。
補助対象施設に補助金の交付。

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

補助制度が地域保育所に周知されている。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 22,735 4,769

一般財源 25,600 28,700 34,204

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：28,818千円 負担金補助及び交付金：34,322千円

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 118 118 118

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） 48,453 33,587 34,322

決算額 (B)　（単位：千円） 25,718 28,818

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）

地域保育所（認可外保育施設）の運営費を補助し、入所児童の健康・福祉の向上を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

認可外保育施設での保育環境の悪化が全国的に問題となり、保育環境の整備及び入所児童の健康・福祉の向上の必要性が高まったため。（平成13年度～）

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

要件を満たす地域保育所
①地域保育所に補助制度の周知
②地域保育所へ交付決定の通知
③地域保育所からの実績報告の確認
④地域保育所へ補助金を支出

④子育て支援の充実

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 松山市地域保育所補助金交付要綱

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

【地域保育所補助金】補助額を超えた運営費は事業者負担

主な取り組み 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約 122

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 地域保育所への支援
児童クラブや遊び場を充実するなど、子どもの居場所づくりを進めます。国の幼児教育・保育の無償化に
適切に対応しながら、引き続き待機児童の解消を目指します。

総合戦略 2245

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
⑤子育て世帯が幼稚園、保育所等の子育て支援事業の利用について、円滑に
利用できるような支援に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 今村　真司 松本　圭 大内 智絵

事務事業名
（施策コード） 地域保育所施設運営補助事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

今村　真司 今井　元子 大内 智絵

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営指導 948-6224  

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営指導 948-6224  

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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 補助対象施設の利用率100％を維持しており、今後も継続して事業の周知に努める。

成果指標 保育需要は増加しているため、引き続き待機児童の多い3歳未満児の保育供給量の確保に努める。

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 2:単年度での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由
（実績値については、前年度1年間の成果である翌年4月1日時点の数
値を記載）

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

36 33 42

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

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

すべての対象施設の利用促進を示す目標値であるため

本指標の設定理由
入所児童の健康・福祉の向上に寄与する指標であるため

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

100 100

100 100 100

活動指標

（3つまで設定可）

補助対象事業者の利
用率

％
100 100 100

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 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 主査 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11124 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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】

→

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

厚生労働省（愛媛労働局）の「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」の新規申請受付は平成27年度で終了したため、今後は減少が見込まれる。代わりに平成28年度から事業所内保
育施設を設置する場合は、内閣府の企業主導型保育事業を活用できるよう制度が変更されている。

R2年度の目標

補助対象の事業者の利用率100％を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

補助対象の事業者に補助事業の周知。
補助対象の事業者に補助金の交付。

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

国の新制度、他の自治体の実施状況などを研
究し、必要に応じて、要綱改正を検討する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 事業所内保育施設の設置及び利用の促進により待機児童の解消に貢献している。

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

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

主な取組み内容

補助対象の事業者及び利用者に補助事業の周知。
補助対象の事業者及び利用者に補助金の交付。

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

補助制度が事業者及び利用者に周知され、計画通りの利用状況である。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 3,012 837

一般財源 9,451 4,056 4,893

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：4,056千円 負担金補助及び交付金：4,893千円

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） 12,463 4,893 4,893

決算額 (B)　（単位：千円） 9,451 4,056

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）

事業所内保育施設の設置及び運営に要する経費を補助し、待機児童の解消を促進するとともに児童の保育環境の充実を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

待機児童の解消を促進するために、事業所内保育施設の設置及び利用を促進する必要性が高まったため。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

厚生労働省（愛媛労働局）の「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」を受給する事業者
①事業所内保育施設（認可外保育施設）に補助制度の周知
②事業所内保育施設（認可外保育施設）へ交付決定の通知
③事業所内保育施設（認可外保育施設）へ補助金を支出

④子育て支援の充実

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 松山市事業所内保育施設整備促進事業補助金交付要綱

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 子育て拠点や居場所づくりの推進

市長公約 122

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 地域保育所への支援
児童クラブや遊び場を充実するなど、子どもの居場所づくりを進めます。国の幼児教育・保育の無償化に
適切に対応しながら、引き続き待機児童の解消を目指します。

総合戦略 2245

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
⑤子育て世帯が幼稚園、保育所等の子育て支援事業の利用について、円滑に
利用できるような支援に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 今村　真司 松本　圭 大内 智絵

事務事業名
（施策コード） 事業所内保育施設整備促進事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

今村　真司 今井　元子 大内 智絵

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営指導 948-6224  

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営指導 948-6224  

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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 補助対象の事業者及び利用者の利用率は100％を維持しており、今後も継続して事業の周知に努める。

成果指標 保育需要は増加しているため、引き続き待機児童の多い3歳未満児の保育供給量の確保に努める。

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 2:単年度での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由
（実績値については、前年度1年間の成果である翌年4月1日時点の数
値を記載）

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

36 33 42

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
待機児童数

0 0 0

0 0 0

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

すべての対象施設の整備促進を示す目標値であるため
第2期 松山市子ども・子育て支援事業計画（令和2年度から令和6年
度）本指標の設定理由

事業所内保育施設の整備に寄与する指標であるため

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

100 100

100 100 100

活動指標

（3つまで設定可）

補助対象事業者の利
用率

％
100 100 100

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 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 主査 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11132 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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】

→

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

企業主導型保育事業創設による対象者の増加
令和元年度から保育料無償化の影響を受ける

R2年度の目標

補助対象児童のいる地域保育所の利用率
100％を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

地域保育所に対し補助事業の周知。
補助対象施設に補助金の交付。

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

他の自治体の実施状況などを研究し、必要に
応じて、要綱改正を検討する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 多子世帯の経済的負担を軽減することで子育て環境の整備に貢献している。

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

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

主な取組み内容

地域保育所（認可外保育施設）に補助事業の周知。
補助対象者に補助金の交付。

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

補助制度が地域保育所に周知された。

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) 6,305 40,990

一般財源 9,961 18,726 12,293

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：　30,522　千円 負担金補助及び交付金：　12,293千円

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 7,864 0

県支出金 0 3,932 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 16,266 71,512 12,293

決算額 (B)　（単位：千円） 9,961 30,522

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）

18歳以下の児童が3名以上いる世帯に、地域保育所（認可外保育施設）へ通う3人目以降の児童の保育料を補助し、多子世帯への経済負担を軽減することで子育て環境の整備を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

認可保育施設では、多子世帯の3人目以降の児童の保育料を無料または半額としていることから、地域保育所（認可外保育施設）の利用者の経済的負担を軽減する必要性が高まったため。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 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）

対象児童の保育料に対して軽減措置を講じる地域保育所に、軽減した額を補助金として交付する。
①地域保育所（認可外保育施設）に補助制度の周知
②地域保育所（認可外保育施設）の対象児童の認定の通知
③地域保育所（認可外保育施設）へ交付決定の通知
④地域保育所（認可外保育施設）へ補助金を支出

⑤子育て世帯の経済的負担軽減

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 松山市地域保育所入所第３子等保育料補助金交付要綱

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

利用者負担有り（全額補助を除く）

主な取り組み 自立支援や経済的支援の推進

市長公約

-

取り組みの柱 子育て世代に対する経済的な支援の推進 -

総合戦略 2252

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み ②子育て世帯の経済的負担の軽減や優遇策を検討します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

高岡　伸夫 今村　真司 松本　圭 大内 智絵

事務事業名
（施策コード） 地域保育所保育料補助事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

今村　真司 今井　元子 大内 智絵

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営指導 948-6224  

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 運営指導 948-6224  

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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 補助対象児童のいる地域保育所の利用率は100％を維持しており、今後も継続して事業の周知に努める。

成果指標 保育需要は増加しているため、引き続き待機児童の多い3歳未満児の保育供給量の確保に努める。

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 2:単年度での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画に示す目標値であるため

本指標の設定理由
子育て環境の充実を示す指標であるため。（実績値については、前年
度1年間の成果である翌年4月1日時点の数値を記載）

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

36 33 42

成果指標

（3つまで設定可）

待機児童数
人

0 0 0

0 0 0

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

対象世帯すべての経済的負担の軽減を示す目標値であるため
第2期 松山市子ども・子育て支援事業計画（令和2年度から令和6年
度）本指標の設定理由

補助対象児童がいる多子世帯の軽減負担の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

100 100

100 100 100

活動指標

（3つまで設定可）

補助対象児童のいる
地域保育所の利用率

％
100 100 100

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 主査 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

21123 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 1 ～ 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

R2年度の目標

耐震性に問題のある平井保育園及び浮穴保
育園の建替えを行い、公立保育所等の耐震
化を完了させる。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

平井保育園及び浮穴保育園の新園舎建設工
事を実施。伊台保育園の園庭整備を実施。

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

工事を進めていく中で、地元からの各種要望
が出ており、その調整等が必要不可欠であり、
今後も誠意をもって説明を行い、理解を得て
いくことに努める。

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

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

工事を進めていく中で、地元からの各種要望が出ており、その調整等が必要不可欠である。今後も誠意をもって説明を行い、理解を得ていくことが求められる。

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

一部繰越があったものの、概ね当初目標どおり実施できた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 伊台保育園の建替えが完了し、園児の安全安心が確保できている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 138,265

主な取組み内容

伊台保育園の仮設園舎設置及び既存園舎解体工事・新園舎建設工事を実施。平井保育園及び浮穴保育園の整備に向けた総合設計を実施。

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費：162,699千円 工事請負費：669,196千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

翌年度繰越額：52,451千円

その他 0 0 0

一般財源 0 182,535 367,296

0 0 0

市債 0 99,700 317,500

決算額 (B)　（単位：千円） 0 282,235

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 420,500 684,796

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 R元 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

公立保育所等は、昭和40～50年代にかけて整備されたものが多く、計画的に大規模改修や建替えを行う必要がある。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

公立保育所等のうち耐震性に問題のある園舎や老朽化した園舎を順次整備する。

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

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

公立保育所等の耐震化を進め、安全安心な保育環境を確保する。

その他の施設の耐震化 -

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

主な取り組み 市有施設の耐震化

市長公約

-

取り組みの柱

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

基本目標 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 -

高岡　伸夫 古本　伸志 大森　康喜

事務事業名
（施策コード） 公立保育所整備事業

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）

八塚　直人 大森　康喜

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 施設整備 ９４８－６９９８

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 施設整備 ９４８－６９９８

西岡　英治 川﨑　俊彦
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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 25

実績値 達成年度 R2年度

％ 達成度

公立保育所等の耐震化を進めるため。

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 公立保育所等の耐震性を高めることにより園児等の安全性が確保された。

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

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

公立保育所等のうち耐震性に問題のある園舎を整備する。

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

25 -

22 22 23

成果指標

（3つまで設定可）

耐震化実施園数
園

26 26 25

85 85 92

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 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 副主幹 担当者名

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

22212 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 28 ～ 令和 1

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】

→

3 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 保育所等の防犯対策の強化に繋がっているため

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

私立保育所等が実施する防犯対策に要する経費について、国の補助金を活用して支援する。

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

保育所等の防犯対策が強化され、安全安心な施設環境が確保できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正予算：　9,414　千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 3,662 1,587

一般財源 4,572 2,608 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：７，８２７千円 R２予算なし

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 8,220 5,219 0

県支出金 922 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 17,376 9,414 0

決算額 (B)　（単位：千円） 13,714 7,827

一般会計 民生費 児童福祉費 児童措置費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

保育所等の防犯対策を強化するため、非常用通報装置や防犯カメラの設置のほか、フェンスや門扉などの外構整備を行う私立保育所等に対して、国の補助金を活用して支援を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成28年に神奈川県相模原市の障がい者施設で発生した傷害事件をきっかけとして、国が防犯対策に取り組む私立保育所等への補助メニューを創設したことを受けて事業を開始した。

防犯対策を実施する私立の保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園、小規模保育事業所等

私立保育所等が実施する防犯対策に要する経費について、国の補助金を活用して支援する。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 松山市保育所等防犯対策強化整備事業補助金交付要綱

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 犯罪のないまちづくりの推進

市長公約

-

取り組みの柱 防犯環境の整備 -

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

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

212

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 安全に暮らせる環境をつくる 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 生活安全対策の推進 主な取り組み 安心して出産・子育てができる環境の整備

高岡　伸夫 古本　伸志

事務事業名
（施策コード） 保育所等防犯対策整備事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 施設整備 948-6998

西岡　英治

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
担当グループ名
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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

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
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 主幹 担当者名 主幹 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 主幹 担当者名 主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41111 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 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

・臨時職員（幼稚園教諭）の応募人数が少なく、必要な人材確保が厳しくなってきている。

R2年度の目標

現在の事業を継続して実施。
・幼児教育研修会３回
・参加者（施設）数の増加

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・育休代替の臨時職員の配置
･委託による校務員の継続配置
・職員研修の実施

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

・業務内容の見直し
・募集時期の変更

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、市立幼稚園の幼児教育の振興を図ることができているため。

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

・臨時職員（幼稚園教諭）4名を配置
・校務員5園分を委託
・職員の各種研修会への出席

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

・必要となる職員等の確保ができた。
・各種研修に参加することができ、教育の質の向上につながった。

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) 3,528 3,151

一般財源 21,734 19,697 9,517

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：5,898千円 委託料：6,133

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 151 28 30

県支出金 29 28 30

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 25,442 22,904 9,577

決算額 (B)　（単位：千円） 21,914 19,753

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）

市立幼稚園の運営に関する費用を支出することにより、市内の幼児教育の振興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）

本市の市立幼稚園設置時期より継続して実施している。

一般会計 教育費 幼稚園費 幼稚園費 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）

市内にある5つの市立幼稚園を対象。
市立幼稚園での幼児教育の振興を図るため、臨時職員の配置や校務員の委託、職員の研修等に係る費用を負担。
１．臨時職員の配置
２．校務員の委託配置
３．幼児教育支援員の配置
４．職員研修の充実　など

-

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 学校教育法

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 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 確かな学力の育成 -

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 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波　浩治 岡　小百合 清水　ともみ

事務事業名
（施策コード） 幼稚園事務管理費

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

難波　浩治 辻田　恵美 中丸　まどか

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治 川﨑　俊彦
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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 主査 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

41131 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 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 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

特になし

R2年度の目標

市立幼稚園5園は、各幼稚園の実情に応じた
方法で芝生のメンテナンスを行うことにより、芝
生の維持管理を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

芝の植替え等によるメンテナンスを行う。

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

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 本事業の実施により、園児や地域の親子が、幼稚園でのびのびと動ける環境ができたため。

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

市立幼稚園５園の芝生のメンテナンスを実施する。

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

当初の予定どおりに芝生化が進み、順調に生育しているため。

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) 422 455

一般財源 4,035 4,073 4,403

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料:　３，866　千円 委託料：　４，０５９　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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,457 4,528 4,403

決算額 (B)　（単位：千円） 4,035 4,073

一般会計 教育費 幼稚園費 幼稚園費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

園庭を芝生化することにより、園児や地域の親子がのびのびと遊べる環境を整えることで、幼稚園を拠点とした運動習慣の構築を図ることができる。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

全国的に保育所や学校の園庭・校庭を高度な技術や高い整備費を必要としない方法で芝生化する動きが盛んになり、子どもの運動能力の向上やケガの防止、園環境の向上などの効果が
確認されたため、本市でも、市長の公約として平成23年度から事業を開始した。

市立幼稚園に通う子どもと保護者、また、地域の親子を対象とする。

市立幼稚園（全５園）の園庭の芝生の維持管理と、よりよい管理方法の検討。
対象・事業内容

（誰に対して,何をするのか）

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

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

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 学校施設などの安全確保及び良好な学校環境整備 -

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

高岡　伸夫 古本　伸志 大森　康喜

事務事業名
（施策コード） 幼稚園庭芝生化事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

八塚　直人 大森　康喜

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 施設設備 948-6998

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 施設設備 948-6998

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 5

実績値 達成年度 R４年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

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 芝生のメンテナンスを行うことにより、芝生の維持が継続されており、一定の成果を得ることができた。

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

園児の運動習慣の構築やコミュニケーション能力の向上に繋がっている。。

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

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

効率的で適正な維持管理により、5園で芝生化が継続できている状態
本指標の設定理由

H26に一度5園全園の芝生化を完了して以降、維持管理により、現状
を続けることを指標とする。（H29の1減は荏原の工事による）

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

5 5

4 5 5

活動指標

（3つまで設定可）

芝生化実施園数
園

4 5 5

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 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 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41135 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

～ 令和 1

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

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
担当グループ名

高岡　伸夫 難波　浩治 土居　淳子

事務事業名
（施策コード） 私立幼稚園保育料補助事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

212

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み 安心して出産・子育てができる環境の整備

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

就園奨励費交付対象：保護者に対し保育料等の減免を実施する私立幼稚園設置者15（市内14、市外1）
無償化対象：松山市民が利用する私立幼稚園設置者（市内15、市外1）

⑤子育て世帯の経済的負担軽減

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 松山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 就学の支援 -

総合戦略 2252

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み ②子育て世帯の経済的負担の軽減や優遇策を検討します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

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 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

幼児教育の一層の普及を図るため、私立幼稚園（新制度へ移行する幼稚園は対象外）に在園する子どもの保護者に対して幼稚園を通じ補助金を交付するとともに、令和元年10月から開始
された幼児教育・保育の無償化に適切に対応することで保護者の経済的負担の軽減を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和48年度に本補助事業が創設された。本事業は、市町村が事業主体となって、所得に応じた保護者の経済的負担の軽減と、公私立幼稚園間の保護者負担の格差是正を目的に幼稚園
の入園料・保育料を軽減するもので、その主旨を踏まえ、本市でも国の事業創設と同時に、事業実施を開始した。当初は、低所得階層中心の補助事業であったが少子化の背景のもと、幼児
教育の普及を目指す就園の奨励から、少子化対策のための保護者の負担軽減の比重が高くなり、対象範囲も広がってきている。
また、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策や生涯にわたる人格形成、義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性に鑑み、子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月から幼児
教育・保育の無償化が実施されることとなった。

一般会計 教育費 幼稚園費 幼稚園費 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） 366,094 916,150 0

決算額 (B)　（単位：千円） 337,025 594,706

一般財源 225,682 223,576 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：581,953千円 予算なし

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 111,343 267,500 0

県支出金 0 103,630 0

主な取組み内容

就園奨励費及び施設等利用費の交付

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

当初の目標数の申請があり、本事業の目的に沿った実施となった。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

R2年度より「子育てのための施設等利用給付事業」
に移行。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 29,069 321,444

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

なし

R2年度の目標

なし

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

なし

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

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 園児の保護者の経済的負担を軽減することができた。

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
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 0

実績値 達成年度 R元年度

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

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

0 0

25 16 14

活動指標

（3つまで設定可）

就園奨励費
対象施設数

施設
25 16 14

100 100 100

無償化
対象施設数（市内）

0 0

- - 15

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

幼児教育・保育の無償化の開始に伴い事業終了するため令和2年度
には対象施設はゼロとなる。

本指標の設定理由
法改正により事業が終了するため

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

事業統合のためなし

本指標の設定理由
事業統合のためなし

- - 100

施設
- - 15

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 保護者の経済的負担を軽減することができた。

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 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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41136 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 29 ～ 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

特になし

R2年度の目標

・園児の健康管理、健康増進を図る。
・上記のための各幼稚園の負担を軽減するこ
とで、幼稚園教育の振興に寄与する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

市内の私立幼稚園14園へ補助金を交付す
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 園児の健康管理に寄与しているため。

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

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

主な取組み内容

市内の私立幼稚園（新制度に移行した園は除く）に対し、園児の健康診断に要した費用の一部を補助する。

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

特になし

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) 2,347 770

一般財源 1,941 2,142 2,912

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金：2,142千円 負担金補助及び交付金：2,912千円

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） 4,288 2,912 2,912

決算額 (B)　（単位：千円） 1,941 2,142

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）

市内の私立幼稚園に通う園児の健康管理や、健康増進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）

本補助金は、市内の幼稚園教育の振興を図るため「私立幼稚園振興補助金」として昭和４８年から私立幼稚園に対して運営費の一部を補助していたものを、補助金の目的を明確にし、使途
制限を設け、より直接的に園児に還元できるような形に見直したものである。

一般会計 教育費 幼稚園費 幼稚園費 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）

市内の新制度に移行していない私立幼稚園14園に対し、学校教育法及び学校保健安全法に定める園児の健康診断に要する経費の一部を補助する。

⑥子育て拠点や居場所づくりの整備

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 松山市私立幼稚園園児健康診断補助金交付要綱

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 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 多様な教育の振興 -

総合戦略 2262

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業に取
り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

高岡　伸夫 難波　浩治 清水　ともみ

事務事業名
（施策コード） 私立幼稚園園児健康診断補助事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

難波　浩治 中丸　まどか

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治

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
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治 川﨑　俊彦
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 14

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

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 市内の私立幼稚園に通う園児の健康管理に寄与できた。

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

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 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

補助金の申請は必須ではないが、各園の負担軽減となるよう、すべて
の対象園に申請を案内する。

本指標の設定理由
補助金の申請を受けることで、園児に直接的に還元できていることに
ついて、ある一定の判断ができるから。

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

- -

20 13 14

活動指標

（3つまで設定可）

対象幼稚園のうち本
補助金を申請した園
数

園
23 16 14

87 81 100

【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 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 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 1 ～ 令和 1

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】

→

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
担当グループ名

高岡　伸夫 難波　浩治 尾﨑　修司 安野　愛子

事務事業名
（施策コード） 公立保育所業務効率化推進事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

令和元年度
子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課 担当グループ名 教育保育支援 948-6951

西岡　英治

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

園児の登園・降園の記録や睡眠チェックができる保育管理システムを導入し、その運用に要する経費を支出する。

①仕事と生活の調和の実現

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 職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 職員のやる気を引き出す組織風土の醸成 -

総合戦略 2311

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
①特定事業主行動計画の推進として、松山市が率先してワーク・ライフ・バラン
スの実現を目指し、職員の子育て支援に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り③仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」）

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 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

直営の公立保育所等15園に保育管理システムを導入し保育士業務の効率化を図ることで、保育士の業務負担を軽減するとともに、子どもや保護者に向き合う時間が増加することによる保育
の質向上を目指す。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

保育士不足が社会問題となっている中、保育士の業務負担の軽減を図り、保育士が働きやすい環境を整備することが求められている。

一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 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） 0 5,208 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 2,673

一般財源 0 2,673 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

役務費：2,556千円 統合のためなし

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

保育管理システムを導入し、保育士の負担軽減に取り組む。

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

補正予算成立後、早期にシステムを導入し、運用を開始できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正：5,208千円 R2年度より「保育所事務費」に統合

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 2,535

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

R2年1月に導入し、短期間で保育士業務の時間短縮など一定のシステム導入効果は確認できたが、中長期的な効果を検証するとともに更なる業務効率化に取り組む必要がある。

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 保育士の業務負担を軽減することができた。

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
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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

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

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

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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