
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

41116 小学校こども安全対策事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 2

41131 小学校施設維持管理事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 3

41131 小学校緑化推進事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 4

41131 小学校防犯カメラ設置事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 6

41131 小学校施設長寿命化等計画策定事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 8

41131 中学校施設維持管理事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 10

41131 中学校緑化推進事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 11

41131 中学校防犯カメラ設置事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 13

41131 中学校施設長寿命化等計画策定事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 15

41131 寄宿舎施設維持管理事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 17

41131 幼稚園施設維持管理事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 18

41131 幼稚園防犯カメラ設置事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 19

41131 幼稚園施設長寿命化等計画策定事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 21

41133 小学校教材等整備事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 23

41133 小学校飼育動物適正管理事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 24

41133 中学校教材等整備事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 25

41133 幼稚園飼育動物適正管理事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 26

42121 公民館・分館施設維持管理事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 27

42121 公民館施設整備事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 28

42121 分館施設整備事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 29

42121 分館建設事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 30

42121 公民館施設長寿命化等計画策定事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 32

49999 教員住宅施設維持管理事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートA 34

53112 小学校太陽光発電システム設置事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 35

53112 中学校太陽光発電システム設置事業 教育委員会事務局 学習施設課 シートB 37

事務事業一覧表
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41116 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

防犯笛を購入し、新入学児童と市外からの転
入学児童に配布し、児童のより一層の安全確
保を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

防犯笛を購入し、新入学児童と市外からの転
入学児童に配布。 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

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

特に無し

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。

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、子どもたちの安全確保が図れるため

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 16 26

主な取組み内容

防犯笛を購入し、新入学児童と市外からの転入学児童に配布。

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

防犯笛購入　　 831千円 防犯笛購入　　 838千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 863 831 838

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 863 831

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） 879 857 838

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 教育費 小学校費 小学校管理費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

先進地の事例、PTAからの要望、警察当局からの助言により購入。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

防犯笛を購入し、新入学児童と市外からの転入学児童に配布。

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）

防犯笛を配布することにより、児童のより一層の安全確保を目的とする。

学校における保健と安全の充実 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 -

岸　洋一 久保　敦子 久保　敦子

事務事業名
（施策コード） 小学校こども安全対策事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

久保　敦子 森本　恵理

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 学校物品調達担当 948-6607

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 学校物品調達担当 948-6607

矢野　博朗　 高橋　邦光
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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 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 主査 主任

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

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初 9月補正 繰越

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

矢野　博朗 高橋　邦光

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 水口　能孝

事務事業名
（施策コード） 小学校施設維持管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

白石　浩人

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 -

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

小学校施設の安全性の確保、良好な生活環境の維持を図るため、適宜、施設・設備等の保全に取り組む。

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

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

小学校施設の安全性の確保、良好な生活環境の維持を図るため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市立小学校の53校を対象とする。
小学校の施設・設備等の維持管理（保守・修繕等）を行う。

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

公費で管理すべき市有施設であるため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 741,814 976,274 805,547

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 教育費 小学校費 小学校管理費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 36,800 93,900 81,000

決算額 (B)　（単位：千円） 680,707 825,417

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 973 18,884 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費308,266千円、光熱水費246,784千円、
委託料174,133千円

光熱水費295,200千円、工事請負費237,630千円、
委託料176,028千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

決算額のうち38,747千円は前年度繰越分、9月補正
で工事請負費77,200千円追加。

予算額のうち工事請負費89,310千円は前年度繰越
分

その他 24,592 24,630 24,700

一般財源 618,342 688,003 699,847

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 本事業の実施により児童のより一層の安全確保ができるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 61,107 150,857

主な取組み内容

小学校の施設・設備等の維持管理（保守・修繕等）を行う。

R2年度の目標

小学校の施設・設備等の適切な維持管理（保
守・修繕等）を行う。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

小学校の施設・設備等の適切な維持管理（保
守・修繕等）を行う。 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主事

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 主査 主任

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

1:有り 2:無し

平成 21 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

矢野　博朗 高橋　邦光

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 水口　能孝

事務事業名
（施策コード） 小学校緑化推進事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

白石　浩人

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 -

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

　環境負荷の低減や自然との共生に対応した環境教育の実現に努めるとともに、児童・PTA・地域で共同して校庭に芝生を植え育て、よりよい教育環境をつくり、併せて地域との交流を図る。

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

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

　校庭の芝生化は、よりよい教育環境の確保等のために、平成２４年度から実施している。なお、壁面緑化は、より良い教育環境の整備、環境負荷低減、自然との共生に対応した環境教育の
実現のため、平成２１年度から平成２７年度まで実施した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

地域などの協力により維持管理が可能な学校の要望に設置場所を決め、子ども達の協力のもと苗植えをしている。
業務履行業者へ委託料を支出。

対象施設：　芝生化の要望があった小学校

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

苗植えや維持管理をPTAや地域住民に協力してもらっている。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,992 2,759 2,759

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 教育費 小学校費 小学校管理費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 2,565 2,780

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

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料2,693千円 委託料2,640千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

その他 0 0 0

一般財源 2,565 2,780 2,759

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

目標どおり事業実施できた。

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
芝生化を実施したことにより、環境教育が実施できたほか、地域住民との交流を通じてコミュニケーション能力向上の機会を設けることができた
ため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 427 -21

主な取組み内容

４小学校（和気小・潮見小・久米小・河野小）の維持管理を行った。

R2年度の目標

既存の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）

既存の芝生の維持管理を行う。
特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し
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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

4 4

3 4 4

成果指標

（3つまで設定可）

芝生化校数（累計）
校

3 4 4

100 100 100

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

学校のみならず、地域の協力や学校開放でスポーツ利用している
方々の理解も必要であるため、条件が整った学校を対象としている。
そのため、最終目標は設定していない。本指標の設定理由

本事業の進捗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

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 今後も学校要望に対し適切に対応していく。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主事

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 主査 主任

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

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】

→

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 水口　能孝

事務事業名
（施策コード） 小学校防犯カメラ設置事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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 -

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

学校での不審者侵入・器物損壊の発生を未然に防止し、子ども達の安全・安心の確保を図るために防犯カメラを設置する。

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

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

不審者による器物損壊が続いていた中、平成２５年度の大量窓ガラスの器物損壊事件がきっかけとなり、小中学校・幼稚園に防犯カメラを設置することとなった。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

小学校53校を対象に設置。
リース契約にて防犯カメラを設置。

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

子ども達の安全安心を確保するもので市が負担すべき事業

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 3,396 1,655 410

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 教育費 小学校費 小学校管理費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 3,345 1,599

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

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

使用料及び賃借料1,599千円 使用料及び賃借料335千円、委託料75千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

その他 0 0 0

一般財源 3,345 1,599 410

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 防犯カメラを設置したことにより、現段階で器物破損の件数が減少しているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 51 56

主な取組み内容

小学校53校に設置している防犯カメラの保守を行う。

R2年度の目標

防犯カメラの運用により、引き続き、子ども達の
安全・安心の確保に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

防犯カメラの適切な管理・運用に努める。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 53

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

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

53 53

54 54 53

活動指標

（3つまで設定可）

防犯カメラ設置の小学
校数

校
54 54 53

100 100 100

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

市立小学校の全校に設置し、その維持管理に努めることを目標とす
る。

本指標の設定理由
現在、市立小学校の全校に設置が完了しているため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

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 小学校からの要望に基づき、適切に防犯カメラを設置することができた。

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 副主幹 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

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

1:有り 2:無し

平成 30 ～ 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 繰越

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光

岸　洋一 栗原　英弥 大野　慎吾 岡田　修一

事務事業名
（施策コード） 小学校施設長寿命化等計画策定事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

栗原　英弥 大野　慎吾 岡田　修一

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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 -

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

①官と民の既存ストックのマネジメント強化

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

本市施設の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定し、トータルコストの削減と平準化を図る。

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 5312

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

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

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

背景
（どのような経緯で開始した

か）

本市施設の殆どが長期経年により老朽化が進み、今後は一斉に大規模な改修や建替などの更新期を迎える。財政状況の厳しい中、施設の長寿命化等によりトータルコストの縮減と平準化
を図るため、中長期的な整備計画を策定する必要性が出てきた。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

今後50年程度の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定する。
業務履行業者へ委託料を支出。

対象施設：松山市立の小学校

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

育環境の向上を目的とするもので市が負担すべき事業であるため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,557 4,875 0

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 教育費 小学校費 小学校管理費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,501 2,839

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

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料2,839千円 -

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

決算額のうち987千円は前年度繰越分、流用による
増あり

-

その他 0 0 0

一般財源 1,501 2,839 0

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

予定どおり事業を実施できた。

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 予定どおり計画を策定できたため

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 3,056 2,036

主な取組み内容

今後50年程度の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定し、HPで公表した。

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

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

特に無し
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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 100

実績値 達成年度 R1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

70 100

成果指標

（3つまで設定可）

長寿命化計画の進捗
状況

％
70 100

100 100

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

2か年で長寿命化計画を策定する。

本指標の設定理由
本事業の進捗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

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 予定どおり事業実施できた。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シート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 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 主査 主任

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

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初 9月補正 繰越

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 水口　能孝

事務事業名
（施策コード） 中学校施設維持管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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 -

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

中学校施設の安全性の確保、良好な生活環境の維持を図るため、適宜、施設・設備等の保全に取り組む。

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

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

中学校施設の安全性の確保、良好な生活環境の維持を図るため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

中学校29校が対象。
中学校の施設・設備等の維持管理（保守・修繕等）を行う。

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

公費で管理すべき市有施設であるため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 419,701 446,292 380,910

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 教育費 中学校費 中学校管理費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 13,300 42,600 7,300

決算額 (B)　（単位：千円） 348,581 424,654

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 5,591 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

光熱水費132,639千円、工事請負費158,306千円、
委託料89,211千円

光熱水費151,000千円、委託料93,351千円、工事請
負費86,560千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

決算額のうち15,307千円は前年度繰越分、9月補正
で工事請負費55,100千円追加

予算額のうち工事請負費11,680千円は前年度繰越
分

その他 10,579 10,159 10,480

一般財源 324,702 366,304 363,130

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 本事業の実施により児童のより一層の安全確保ができるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 71,120 21,638

主な取組み内容

中学校の施設・設備等の維持管理（保守・修繕等）を行う。

R2年度の目標

中学校の施設・設備等の適切な維持管理（保
守・修繕等）を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

中学校の施設・設備等の適切な維持管理（保
守・修繕等）を行う。 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主事

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 主査 主任

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

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 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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 水口　能孝

事務事業名
（施策コード） 中学校緑化推進事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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 -

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

生徒・PTA・地域で共同して校庭に芝生を植え育て、よりよい教育環境をつくり、併せて地域との交流を図る。

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

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

よりよい教育環境の確保等のために、平成２５年度から芝生化事業を実施している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

芝生化の要望があった中学校を対象とする。
地域などの協力により維持管理が可能な学校の要望に設置場所を決め、子ども達の協力のもと苗植えをしている。
業務履行業者へ委託料を支出。

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

環境教育の一環の意味合いがあり、市が負担すべき事業。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 395 402 402

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 教育費 中学校費 中学校管理費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 367 407

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

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料387千円 委託料380千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

その他 0 0 0

一般財源 367 407 402

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

目標どおり事業実施できた。

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
壁面緑化や芝生化を実施したことにより、環境教育が実施できたほか、地域住民との交流を通じてコミュニケーション能力向上の機会を設ける
ことができたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 28 -5

主な取組み内容

雄新中の芝生の維持管理。

R2年度の目標

既存の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）

既存の芝生の維持管理を行う。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し
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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

1 1

1 1 1

成果指標

（3つまで設定可）

芝生化校数（累計）
校

1 1 1

100 100 100

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

学校のみならず、地域の協力や学校開放でスポーツ利用している
方々の理解も必要であるため、条件が整った学校を対象としている。
そのため、最終目標は設定していない。本指標の設定理由

本事業の進捗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

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 今後も学校要望に対し適切に対応していく。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主事

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 主査 主任

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

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】

→

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 水口　能孝

事務事業名
（施策コード） 中学校防犯カメラ設置事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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 -

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

学校での不審者侵入・器物損壊の発生を未然に防止し、子ども達の安全・安心の確保を図るために防犯カメラを設置する。

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

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

不審者による器物損壊が続いていた中、平成２５年度の大量窓ガラスの器物損壊事件がきっかけとなり、小中学校・幼稚園に防犯カメラを設置することとなった。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

中学校28校を対象に設置。
リース契約にて防犯カメラを設置。

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

子ども達の安全安心を確保するもので市が負担すべき事業

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,419 503 214

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 教育費 中学校費 中学校管理費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,562 705

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

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

使用料及び賃借料705千円 使用料及び賃借料139千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

その他 0 0 0

一般財源 1,562 705 214

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 防犯カメラ設置したことにより、現段階で器物損壊の件数が減少している。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -143 -202

主な取組み内容

中学校28校に設置している防犯カメラの保守を行う。

R2年度の目標

防犯カメラの運用により、引き続き、子ども達の
安全・安心の確保に努める。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

防犯カメラの適切な管理・運用に努める。
特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 28

実績値 達成年度 H26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

28 28

27 27 28

活動指標

（3つまで設定可）

防犯カメラ設置の中学
校数

校
27 27 28

100 100 100

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

要望校への防犯カメラ設置を目標とする。

本指標の設定理由
要望のある市立中学校の全校に設置済みであるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

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 中学校からの要望に基づき、適切に防犯カメラを設置することができた。

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

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 主幹 担当者名 副主幹 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

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

1:有り 2:無し

平成 30 ～ 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 繰越

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光

岸　洋一 栗原　英弥 大野　慎吾 岡田　修一

事務事業名
（施策コード） 中学校施設長寿命化等計画策定事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

栗原　英弥 大野　慎吾 岡田　修一

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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 -

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

①官と民の既存ストックのマネジメント強化

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

本市施設の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定し、トータルコストの削減と平準化を図る。

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 5312

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

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

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

背景
（どのような経緯で開始した

か）

本市施設の殆どが長期経年により老朽化が進み、今後は一斉に大規模な改修や建替などの更新期を迎える。財政状況の厳しい中、施設の長寿命化等によりトータルコストの縮減と平準化
を図るため、中長期的な整備計画を策定する必要性が出てきた。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

今後50年程度の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定する。
業務履行業者へ委託料を支出。

対象施設：松山市立の中学校

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

教育環境の向上を目的とするもので市が負担すべき事業

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,240 2,396 0

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 教育費 中学校費 中学校管理費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 738 1,395

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

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料1,395千円 -

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

決算額のうち485千円は前年度繰越分、流用による
増あり

-

その他 0 0 0

一般財源 738 1,395 0

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

予定どおり事業を実施できた。

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 予定どおり計画を策定できたため

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,502 1,001

主な取組み内容

今後50年程度の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定し、HPで公表した。

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

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

特に無し
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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 100

実績値 達成年度 R1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

70 100

成果指標

（3つまで設定可）

長寿命化計画の進捗
状況

％
70 100

100 100

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

2か年で長寿命化計画を策定する。

本指標の設定理由
本事業の進捗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

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 予定どおり事業実施できた。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シート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 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 主査 主任

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

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 水口　能孝

事務事業名
（施策コード） 寄宿舎施設維持管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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 -

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

中島中学校に通う中島本島以外の生徒の生活の場である寄宿舎の安全性の確保、良好な教育・生活環境の維持を図るため、適宜、施設・設備等の保全に取り組む。

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

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

中島中学校寄宿舎の維持を図るため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

中島中学校寄宿舎（青潮寮）が対象。
寄宿舎の施設・設備等の維持管理（保守・修繕等）を行う。

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

公費で管理すべき市有施設であるため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,659 1,570 1,634

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 教育費 中学校費 中学校教育振興費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 712 689

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 29 58 100

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料414千円、手数料129千円、備品購入費117
千円

委託料574千円、工事請負費500千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 683 631 1,534

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 本事業の実施により、生徒のより一層の安全確保ができるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 947 881

主な取組み内容

寄宿舎の施設・設備等の維持管理（保守・修繕等）を行う。

R2年度の目標

寄宿舎の施設・設備等の適切な維持管理（保
守・修繕等）を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

寄宿舎の施設・設備等の適切な維持管理（保
守・修繕等）を行う。 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し
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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 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 主査 主任

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

～ 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 3

R2年度の目標

幼稚園の施設・設備等の適切な維持管理（保
守・修繕等）を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

幼稚園の施設・設備等の適切な維持管理（保
守・修繕等）を行う。 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 本事業の実施により園児のより一層の安全確保ができるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 4,292 1,886

主な取組み内容

幼稚園の施設・設備等の維持管理（保守・修繕等）を行う。

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費9,468千円、光熱水費4,642千円、委託
料2,093千円

光熱水費4,900千円、工事請負費4,500千円、委託
料　　2,356千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で工事請負費5,200千円追加。流用による
減あり。

その他 0 0 0

一般財源 22,187 20,581 17,271

0 0 0

市債 500 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 22,687 20,581

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） 26,979 22,467 17,271

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 教育費 幼稚園費 幼稚園費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

幼稚園施設の安全性の確保、良好な生活環境の維持を図るため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

幼稚園５園の施設・設備等の維持管理（保守・修繕等）を行う。

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

公費で管理すべき市有施設であるため。

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）

幼稚園施設の安全性の確保、良好な生活環境の維持を図るため、適宜、施設・設備等の保全に取り組む。

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

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 -

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 水口　能孝

事務事業名
（施策コード） 幼稚園施設維持管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

矢野　博朗 高橋　邦光
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主事

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 主査 主任

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

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】

→

3 3

R2年度の目標

防犯カメラの運用により、引き続き、子ども達の
安全・安心の確保に努める。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

防犯カメラの適切な管理・運用に努める。
特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 防犯カメラ設置したことにより、現段階で器物損壊の件数が減少している。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 26 26

主な取組み内容

幼稚園5園に設置している防犯カメラの保守を行った。

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

使用料及び賃借料167千円 使用料及び賃借料30千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 275 167 55

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 275 167

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） 301 193 55

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 教育費 幼稚園費 幼稚園費 R元 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

不審者による器物損壊が続いていた中、平成２５年度の大量窓ガラスの器物損壊事件がきっかけとなり、小中学校・幼稚園に防犯カメラを設置することとなった。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

リース契約にて防犯カメラを設置。
幼稚園５園を対象に設置。

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

子ども達の安全安心を確保するもので市が負担すべき事業

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）

幼稚園での不審者侵入・器物損壊の発生を未然に防止し、子ども達の安全・安心の確保を図るために防犯カメラを設置する。

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

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 -

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 水口　能孝

事務事業名
（施策コード） 幼稚園防犯カメラ設置事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

矢野　博朗 高橋　邦光
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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 R3

％ 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 幼稚園からの要望に基づき、適切に防犯カメラを設置することができた。

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

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

要望園への防犯カメラ設置を目標とする。

本指標の設定理由
本事業の進捗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

5 5

5 5 5

活動指標

（3つまで設定可）

防犯カメラ設置の幼稚
園数

園
5 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 主幹 担当者名 副主幹 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

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

1:有り 2:無し

平成 30 ～ 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 繰越

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

矢野　博朗 高橋　邦光

岸　洋一 栗原　英弥 大野　慎吾 岡田　修一

事務事業名
（施策コード） 幼稚園施設長寿命化等計画策定事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

栗原　英弥 大野　慎吾 岡田　修一

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

白石　浩人

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 -

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

①官と民の既存ストックのマネジメント強化

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

本市施設の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定し、トータルコストの削減と平準化を図る。

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 5312

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

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

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

背景
（どのような経緯で開始した

か）

本市施設の殆どが長期経年により老朽化が進み、今後は一斉に大規模な改修や建替などの更新期を迎える。財政状況の厳しい中、施設の長寿命化等によりトータルコストの縮減と平準化
を図るため、中長期的な整備計画を策定する必要性が出てきた。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

今後50年程度の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定する。
業務履行業者へ委託料を支出。

対象施設：松山市立の幼稚園

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

教育環境の向上を目的とするもので市が負担すべき事業

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 386 413 0

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 教育費 幼稚園費 幼稚園費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 127 241

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

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料241千円
－

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

決算額のうち84千円は前年度繰越分、流用による増
あり

その他 0 0 0

一般財源 127 241 0

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

予定どおり事業を実施できた。

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 予定どおり計画を策定できたため

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 259 172

主な取組み内容

今後50年程度の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定し、HPで公表した。

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

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

特に無し
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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 100

実績値 達成年度 R1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

70 100

成果指標

（3つまで設定可）

長寿命化計画の進捗
状況

％
70 100

100 100

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

2か年で長寿命化計画を策定する。

本指標の設定理由
本事業の進捗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

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 予定どおり事業実施できた。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シート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 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41133 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

学校の教育活動を効果的に実現できるための
教育環境づくりをする R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

学校の教育活動を効果的に実現するため、教
育環境を整える消耗品・備品を購入する。 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し

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

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、学校の教育活動を効果的に実現できるための教育環境をつくる。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 5,163 541

主な取組み内容

教育効果を高めるための消耗品・備品を購入

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

消耗品購入 　　101,863千円
備品購入　　　　　60,900千円

消耗品購入　 　　107,543千円
備品購入　　　　　　57,694千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 168,480 162,045 164,203

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 169,354 162,763

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 874 718 1,100

県支出金

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 174,517 163,304 165,303

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 教育費 小学校費 小学校管理費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校間の均等化をはかり、児童が平等な教育を受けることのできる環境づくりを行うため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

小学校に対して、教育の一層の向上を図るため、必要である消耗品・備品の購入を行う。

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）

学校の教育活動を効果的に実現できるための教育環境づくりを目的とする。

学校の教材整備 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 -

岸　洋一 久保　敦子 森本　恵理 曽我部　剛

事務事業名
（施策コード） 小学校教材等整備事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

久保　敦子 影山　知佳 森本　恵理

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 学校物品調達担当 948-6607

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 学校物品調達担当 948-6607

矢野　博朗　 高橋　邦光
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41133 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 17 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

児童が日頃から動物たちとふれあうことのでき
る環境を整え、ふれあいを通じ、優しさや思い
やりのある豊かな心の成長を促進していく。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

委託による飼育動物の治療及び定期検診を
行い、児童と動物がすれあえる環境を整え、
引き続き児童の豊かな心の成長を促進してい
くとともに、人と動物が調和し共生する社会に
向け、動物の命を大切にする心の育成に取り
組んでいく。

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

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

特に無し

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通り実施できたため

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、児童の豊かな心の育成につながっている

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 44 48

主な取組み内容

委託による飼育動物の治療・定期検診。動物たちとふれあうことによる、豊かな心の育成

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

学校飼育動物定期検診等委託　　1,863千円 学校飼育動物定期検診等委託　　1,928千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

R2年度より「小学校愛ある動物ふれあい推進事業」
に事業名変更。

その他 0 0 0

一般財源 1,850 1,863 1,928

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,850 1,863

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） 1,894 1,911 1,928

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 教育費 小学校費 小学校管理費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

小学校で生き物を飼養することにより、生命尊重の心を育み、優しさ、思いやり、忍耐力等の育成に取り組むため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

小学校で飼養している動物について、愛媛県獣医師会へ委託し、定期訪問による飼育指導及び健康診断、飼育動物の診断・治療、電話・FAX等での飼育・疾病等相談を実施。
業務履行業者へ委託料を支出。

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）

児童が命の大切さを学び、優しさや思いやりのある豊かな心を育んでいくために、学校で日頃から児童と動物たちがふれあえる環境を整えることを目的とする。

学校の教材整備 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 -

岸　洋一 久保　敦子 曽我部　剛

事務事業名
（施策コード） 小学校飼育動物適正管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

久保　敦子 影山　知佳

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 学校物品調達担当 948-6607

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 学校物品調達担当 948-6607

矢野　博朗　 高橋　邦光
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41133 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

学校の教育活動を効果的に実現できるための
教育環境づくりをする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

学校の教育活動を効果的に実現するため、教
育環境を整える消耗品・備品を購入する。 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し

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。

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、学校の教育活動を効果的に実現できるための教育環境をつくる。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 5,942 974

主な取組み内容

教育効果を高めるための消耗品・備品を購入。

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

消耗品購入　　 　72,139千円
備品購入　　　　　47,433千円

消耗品購入　　 　73,063千円
備品購入　　　　　46,554千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 122,686 118,875 118,994

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 123,519 119,572

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 833 697 650

県支出金

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 129,461 120,546 119,644

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 教育費 中学校費 中学校管理費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校間の均等化をはかり、生徒が平等な教育を受けることのできる環境づくりを行うため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

中学校に対して、教育の一層の向上を図るため、必要である消耗品・備品の購入を行う。

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）

学校の教育活動を効果的に実現できるための教育環境づくりを目的とする。

学校の教材整備 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 -

岸　洋一 久保　敦子 森本　恵理 曽我部　剛

事務事業名
（施策コード） 中学校教材等整備事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

久保　敦子 影山　知佳 森本　恵理

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 学校物品調達担当 948-6607

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 学校物品調達担当 948-6607

矢野　博朗　 高橋　邦光
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41133 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 17 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

園児が日頃から動物たちとふれあうことのでき
る環境を整え、ふれあいを通じ、優しさや思い
やりのある豊かな心の成長を促進していく。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

委託による飼育動物の治療及び定期検診を
行い、園児と動物がふれあえる環境を整え、
引き続き園児の豊かな心の成長を促進してい
くとともに、人と動物が調和し共生する社会に
向け、動物の命を大切にする心の育成に取り
組んでいく。

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

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

特に無し

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通り実施できたため。

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、園児の豊かな心の育成につながっている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 3 1

主な取組み内容

委託による飼育動物の治療・定期検診。動物たちとふれあうことによる、豊かな心の育成

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

幼稚園飼育動物定期検診等委託　　131千円 幼稚園飼育動物定期検診等委託　　137千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

R2年度より「幼稚園愛ある動物ふれあい推進事業」
に事業名変更。

その他 0 0 0

一般財源 127 131 137

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 127 131

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） 130 132 137

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 教育費 幼稚園費 幼稚園費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

幼稚園で生き物を飼養することにより、生命尊重の心を育み、優しさ、思いやり、忍耐力等の育成に取り組むため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

幼稚園で飼養している動物について、愛媛県獣医師会へ委託し、定期訪問による飼育指導及び健康診断、飼育動物の診断・治療、電話・FAX等での飼育・疾病等相談を実施。
業務履行業者へ委託料を支出。

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）

園児が命の大切さを学び、優しさや思いやりのある豊かな心を育んでいくために、幼稚園で日頃から園児と動物たちがふれあえる環境を整えることを目的とする。

学校の教材整備 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 -

岸　洋一 久保　敦子 曽我部　剛

事務事業名
（施策コード） 幼稚園飼育動物適正管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

久保　敦子 影山　知佳

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 学校物品調達担当 948-6607

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 学校物品調達担当 948-6607

矢野　博朗　 高橋　邦光
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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

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

42121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

公民館及び分館の施設・設備等の維持管理
(保守・点検等)を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

公民館及び分館の施設・設備等の維持管理
(保守・点検等)を行う。 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 施設・設備等の保全を図ることができたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 3,398 1,261

主な取組み内容

公民館及び分館の施設・設備等の維持管理(保守・点検等)を行う。

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料20,796千円、手数料1,697千円、使用料及び
賃借料1,336千円

委託料24,006千円、使用料及び賃借料2,878千円、
手数料2,114千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

その他 0 86 0

一般財源 24,057 24,125 29,218

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 24,057 24,211

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） 27,455 25,472 29,218

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 教育費 社会教育費 社会教育施設費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和24年6月の社会教育法施行に前後して、全国的に公民館運動が活発化し、本市でも公民館が設立されるに至った。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

公民館４１館及び分館３３６館を適正かつ安全に維持するため、本館の浄化槽等の保守点検業務委託や、本館、分館の消防用設備等の保守点検業務委託を実施している。
業務履行業者へ委託料を支出。

対象施設：公民館４１館、分館３３６館　（令和２年４月１日現在）

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 社会教育法第５条第１項第３号

事業の目的
（どのような状態にするか）

社会教育施設である公民館及び分館の施設管理・点検調査を行うことにより、適正かつ安全に施設を維持するものである。

公民館・分館施設維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 生涯学習環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 多彩な人材を育む 重点プロジェクト -

施策 生涯学習の推進 主な取り組み -

岸　洋一 栗原　英弥 大野　慎吾 濱瀬　恵理

事務事業名
（施策コード） 公民館・分館施設維持管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

栗原　英弥 大野　慎吾 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

矢野　博朗 高橋　邦光
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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

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

42121 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 3

R2年度の目標

公民館の施設・備品等の整備(修繕・購入等)
に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

公民館及び分館の施設・設備等の維持管理
(保守・点検等)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

施設が長期経年による老朽化が進み一斉に
更新時期を迎えるにあたり、策定した長寿命
化等計画に基づき、適正な改修等を行う。

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

特に無し

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 本事業の実施により、地区公民館としての機能を十分に発揮できるように整備できたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -1,253 7,952

主な取組み内容

公民館の施設・備品等の整備(修繕・購入等)を行う。

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費61,801千円、備品購入費1,978千円 工事請負費30,390千円、委託料10,000千円、備品
購入費2,500千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

決算額のうち5,699千円は前年度繰越分、9月補正
で29,515千円追加。
流用により減あり

予算額のうち工事請負費6,690千円は前年度繰越分

その他 0 0 0

一般財源 27,853 42,438 37,790

0 0 0

市債 21,800 6,600

決算額 (B)　（単位：千円） 27,853 64,238

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） 26,600 72,190 44,390

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 教育費 社会教育費 社会教育施設費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和24年6月の社会教育法施行に前後して、全国的に公民館運動が活発化し、本市でも公民館が設立されるに至った。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

公民館からの申請を受け、営繕工事及び備品等設備の充実を実施している。
工事（委託）業者へ工事請負費（委託料）を支出。

対象施設：公民館４１館

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

公民館は、各地区の公民館活動の拠点施設として、市の職員を配置して運営するいわゆる公設公営（直
営）の施設であるため、市が建設や管理・運営等にかかる経費を全て負担している。

根拠法令,条例,個別計画等 社会教育法第５条第１項第３号

事業の目的
（どのような状態にするか）

公民館の建物等の営繕工事を行い、また備品等設備の充実を図り、地区公民館としての機能を十分に発揮できるように整備する。

公民館・分館施設維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 生涯学習環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 多彩な人材を育む 重点プロジェクト -

施策 生涯学習の推進 主な取り組み -

岸　洋一 栗原　英弥 大野　慎吾 濱瀬　恵理

事務事業名
（施策コード） 公民館施設整備事業

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）

栗原　英弥 大野　慎吾 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

矢野　博朗 高橋　邦光
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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

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

42121 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 3

R2年度の目標

分館(集会所)の施設・備品等の整備(修繕・購
入等)に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

分館(集会所)の施設・備品等の整備(修繕・購
入等)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

施設が長期経年による老朽化が進み一斉に
更新時期を迎えるにあたり、長寿命化等計画
を策定し、改修等を行う。

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

特に無し

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 本事業の実施により、社会教育施設としての分館機能を十分に発揮できるように整備できたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -2,429 8,569

主な取組み内容

分館(集会所)の施設・備品等の整備(修繕・購入等)を行う。

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費65,216千円、備品購入費3,674千円 工事請負費51,000千円、備品購入費3,300千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で26,421千円追加。
流用により増あり

予算額のうち工事請負費9,000千円は前年度繰越分

その他 0 0

一般財源 48,089 68,619 54,400

0 0 0

市債 0 700 0

決算額 (B)　（単位：千円） 48,089 69,319

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） 45,660 77,888 54,400

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 教育費 社会教育費 社会教育施設費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和24年6月の社会教育法施行に前後して、全国的に公民館運動が活発化し、本市でも分館が設立されるに至った。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

分館からの申請を受け、営繕工事及び備品等設備の充実を実施している。
工事（委託）業者へ工事請負費（委託料）を支出。

対象施設：分館３３６館　（令和２年４月１日現在）

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 社会教育法第５条第１項第３号

事業の目的
（どのような状態にするか）

公民館分館(集会所)の建物等の営繕工事を行い、また備品等設備の充実を図り、社会教育施設としての分館機能を十分に発揮できるように整備する。

公民館・分館施設維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 生涯学習環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 多彩な人材を育む 重点プロジェクト -

施策 生涯学習の推進 主な取り組み -

岸　洋一 栗原　英弥 大野　慎吾 濱瀬　恵理

事務事業名
（施策コード） 分館施設整備事業

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）

栗原　英弥 大野　慎吾 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

矢野　博朗 高橋　邦光
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 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 主査 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

42121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

R2年度建替えの予定なし

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

R2年度建替えの予定なし
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

特に無し

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

特に無し

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

目標どおり事業実施できた。

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 本事業の実施により、社会教育施設としての分館施設の安全性を高めることができるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 4,215 5,199

主な取組み内容

・朝美１丁目・辻町分館の改築工事

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費24,745千円、委託料569千円、備品購入
費499千円 ー

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0

一般財源 27,194 26,060 0

0 0 0

市債 1,800 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 28,994 26,060

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） 33,209 31,259 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

一般会計 教育費 社会教育費 社会教育施設費 R元 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

老朽化している集会所について地元からの要望により改築を行う。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

地元より改築要望のあった分館（集会所）の改築を行う。
工事（委託）業者へ工事請負費（委託料）を支出。

対象施設：建設要望のあった分館

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 社会教育法第5条第1項3号

事業の目的
（どのような状態にするか）

公民館分館(集会所)の改築を行う。

公民館・分館施設維持管理 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 生涯学習環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 多彩な人材を育む 重点プロジェクト -

施策 生涯学習の推進 主な取り組み -

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 濱瀬　恵理

事務事業名
（施策コード） 分館建設事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

栗原　英弥 大野　慎吾 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光
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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 R1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 目標どおり実施できた。

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 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

本事業を進めるにあたり方針となる計画策定を目標とする。

本指標の設定理由
本事業を進めるにあたり方針となる計画の策定進捗を示す指標である
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

- -

70 100

活動指標

（3つまで設定可）

計画策定率
％

70 100

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 副主幹 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

42121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 30 ～ 令和 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】

→

3 3

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

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

特に無し

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

予定どおり事業を実施できた。

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 予定どおり計画を策定できたため

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,124 -23

主な取組み内容

今後50年程度の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定し、HPで公表した。

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料1,287千円
ー

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

その他 0 0 0

一般財源 1,043 1,287 0

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,043 1,287

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） 3,167 1,264

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 教育費 社会教育費 社会教育施設費 R元 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

本市施設の殆どが長期経年により老朽化が進み、今後は一斉に大規模な改修や建替などの更新期を迎える。財政状況の厳しい中、施設の長寿命化等によりトータルコストの縮減と平準化
を図るため、中長期的な整備計画を策定する必要性が出てきた。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

公民館の今後50年程度の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定する。
業務履行業者へ委託料を支出。

対象施設：公民館４１館

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

教育環境の向上を目的とするもので市が負担すべき事業

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）

本市施設の中長期的な整備の基本方針と長寿命化の実施計画等を策定し、トータルコストの削減と平準化を図る。

公民館・分館施設維持管理 -

総合戦略 5312

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

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

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

主な取り組み 生涯学習環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

①官と民の既存ストックのマネジメント強化

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

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 多彩な人材を育む 重点プロジェクト -

施策 生涯学習の推進 主な取り組み -

岸　洋一 栗原　英弥 大野　慎吾 岡田　修一

事務事業名
（施策コード） 公民館施設長寿命化等計画策定事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

栗原　英弥 大野　慎吾 岡田　修一

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 ９４８－６８７３

矢野　博朗 高橋　邦光
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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 100

実績値 達成年度 R1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 予定どおり事業実施できた。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

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

２か年で長寿命化計画を策定する。

本指標の設定理由
本事業の進捗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

70 100

成果指標

（3つまで設定可）

長寿命化計画の進捗
状況

％
70 100

100 100

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 主査 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 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

49999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

教員住宅の施設・設備等の適切な維持管理
（保守・修繕等）を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

教員住宅の施設・設備等の維持管理（保守・
修繕等）を行う。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

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

特に無し

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

施設・設備等の保全を図ることができた。

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 施設・設備等の保全を図ることができたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,482 1,015

主な取組み内容

教員住宅の施設・設備等の維持管理（保守・修繕等）を行う。

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費1,963千円 工事請負費2,833千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 3,318 2,736 2,736

一般財源 -1,272 -302 518

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 2,046 2,434

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） 3,528 3,449 3,254

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 教育費 教育総務費 学校教育総務費 R元予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

市有施設である教員住宅を維持するため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

教員住宅の施設・設備等の維持管理（保守・修繕等）を行う。

対象施設：釣島、沢の口、野忽那、元怒和、船越、津和地、二神、汐入の各教員住宅

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）

中島地区の小中学校に勤務する教員の生活の場である教員住宅の安全性の確保、良好な生活環境の維持を図るため、適宜、施設・設備等の保全に取り組む。

その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 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 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一 水口　能孝

事務事業名
（施策コード） 教員住宅施設維持管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主事

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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

53112 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 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 3月補正

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

国の補助採択の状況に応じて、未設置校へ設
置する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

番町小、素鵞小、余土小、浮穴小学校への太
陽光発電システムの設置。

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

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

特に無し

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

国庫補助採択を受けることができた。

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 環境負荷の低減や学校における環境教育の教材として活用されているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 4,869 52,000

主な取組み内容

令和元年度３月補正による予算計上のみ

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

ー
予算額52,000千円前年度から繰越。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

3月補正52,000千円追加

その他 1,425 0 0

一般財源 18,860 0 29,692

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 39,131 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 18,846 0 22,308

県支出金

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 44,000 52,000 52,000

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 教育費 小学校費 小学校管理費 R元 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

公共施設に太陽光発電システムの設置を計画的に進めている「松山市環境モデル都市アクションプラン」の一環として太陽光発電システムを設置する。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

太陽光発電システムの設置、設置業者へ工事請負費を支出。

対象施設：太陽光発電システムを設置が可能な小学校

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）

小学校に太陽光発電システムを設置し、環境負荷の低減や環境教育の教材として活用を図る。

新エネルギー等の導入促進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 低炭素社会の構築

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 緑の映える快適なまち【環境・都市】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 豊かな自然と共生する 重点プロジェクト -

施策 低炭素・循環型まちづくりの推進 主な取り組み -

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一

事務事業名
（施策コード） 小学校太陽光発電システム設置事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 41

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

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 国庫補助金の採択状況に応じて順次設置している。

成果指標

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

成果指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 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

建物の耐荷重や日照条件に照らし、設置が比較的容易な学校数を目
標値として設定した。

本指標の設定理由
本事業の進捗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

41

33 37 37

活動指標

（3つまで設定可）

設置校
校

33 37 37

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 主査 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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

53112 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 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 3月補正

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R2年度の目標

国の補助採択の状況に応じて、未設置校へ設
置する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

道後中学校への太陽光発電システムの設置。

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

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

特に無し

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

国庫補助採択を受けることができた。

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 環境負荷の低減や学校における環境教育の教材として活用されているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,137 11,000

主な取組み内容

令和元年度３月補正による予算計上のみ

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

ー
予算額11,000千円全額前年度から繰越。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

3月補正11,000千円追加

その他 356 0 0

一般財源 4,795 0 5,445

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 9,863 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 4,712 0 5,555

県支出金

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 11,000 11,000 11,000

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 教育費 中学校費 中学校管理費 R元 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

公共施設に太陽光発電システムの設置を計画的に進めている「松山市環境モデル都市アクションプラン」の一環として太陽光発電システムを設置する。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

太陽光発電システムの設置、設置業者へ工事請負費を支出。

対象施設：太陽光発電システムを設置が可能な中学校

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

公費で管理すべき市有施設であるため。

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）

中学校に太陽光発電システムを設置し、環境負荷の低減や環境教育の教材として活用を図る。

新エネルギー等の導入促進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

主な取り組み 低炭素社会の構築

市長公約

-

取り組みの柱

-

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 緑の映える快適なまち【環境・都市】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 豊かな自然と共生する 重点プロジェクト -

施策 低炭素・循環型まちづくりの推進 主な取り組み -

岸　洋一 栗原　英弥 岡田　修一

事務事業名
（施策コード） 中学校太陽光発電システム設置事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

栗原　英弥 岡田　修一 曽我部　剛

令和元年度
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

白石　浩人

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
教育委員会事務局 学習施設課 担当グループ名 施設担当 948-6873

矢野　博朗 高橋　邦光
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 25

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

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 国庫補助金の採択状況に応じて順次設置している。

成果指標

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

成果指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 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

建物の耐荷重や日照条件に照らし、設置が比較的容易な学校数を目
標値として設定した。

本指標の設定理由
本事業の進捗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

23 24 24

活動指標

（3つまで設定可）

設置校
校

23 24 24

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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