
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

22112 幼稚園・小中学校ＡＥＤ設置事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートB 2

41113 学校体育振興事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 4

41115 従事者等事務管理事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 5

41115 物資共同購入事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 6

41115 衛生検査事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 7

41115 調理器具等購入事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 8

41115 学校給食共同調理場施設維持管理事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 9

41115 施設改修事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 10

41115 給食運搬事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 11

41115 就学援助費（学校給食費）支給事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 12

41115 よりよい学校給食推進事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートB 13

41115 （仮称）新垣生学校給食共同調理場整備事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートB 15

41116 児童・生徒・教職員等健康診断事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 17

41116 学校医等報酬事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 18

41116 保健室備品等整備事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 19

41116 飲料水・プール水水質管理事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 20

41116 教室等の空気環境衛生検査事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 21

41116 就学援助費（医療費）支給事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 22

41116 全国市長会学校賠償責任保険料 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 23

41116 日本スポーツ振興センター共済掛金 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 24

41116 松山市学校保健会運営事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 25

41132 まつやま中学校運動部活動指導支援事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートA 26

41132 部活動指導員配置事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートB 27

53122 学校給食食品廃棄物リサイクル事業 教育委員会事務局 保健体育課 シートB 29

事務事業一覧表



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 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

22112 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】

→

1 2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

主な取組み内容

・ＡＥＤの設置
・AEDの適切な維持管理

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

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、早急にＡＥＤを使用できる環境が整えられているため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

「学校安全保険等事業」へ統合による廃止

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

一般財源 7,460 7,460

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

AED賃借料　7,460千円

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金

県支出金 0 0

0 0

その他 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 7,460 7,460

決算額 (B)　（単位：千円） 7,460 7,460

0 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 保健体育費 保健体育総務費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

背景
（どのような経緯で開始した

か）

幼稚園や小中学校は、子どもたちが１日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、地域住民にとっても交流等を行う場として身近な公共施設である。さらには、地震等災害の発生時に
避難場所の役割も果たすことから設置している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

幼稚園、学校に３台程度のＡＥＤを設置する。

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

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

総合戦略

-

事業の目的
（どのような状態にするか）

幼稚園・小中学校にＡＥＤを設置することにより、スポーツや屋外活動中の突発的な事故に対応するため、早急にＡＥＤを使用できる環境を整えることを目的とする。

施策 消防・救急・救助体制の整備 主な取り組み -

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

笑顔
プログラム

個別プログラム

主な取り組み 消防・救急・救助体制の充実

市長公約

-

取り組みの柱 機材・車両等の整備充実 -

-

片山　保徳

事務事業名
（施策コード） 幼稚園・小中学校ＡＥＤ設置事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

-

政策 安全に暮らせる環境をつくる 重点プロジェクト -

基本目標 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

白石　浩人 石橋　修 久保　崇 細谷　祐子

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

2



＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100

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 幼稚園・小中学校にＡＥＤを設置し、早急にＡＥＤを使用することができる環境を整備した。

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

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

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

既に各校1台以上の設置が完了している

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

活動指標

（3つまで設定可）

ＡＥＤ設置率
％

100 100 100

100 100 100

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

3



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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41113 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 33 ～ 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

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 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

矢野　博朗 植田　二朗

石橋　修 久保　崇 富岡　明 細谷　祐子

事務事業名
（施策コード） 学校体育振興事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

久保　崇 富岡　明 細谷　祐子

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・市内の児童生徒の体力向上を図るため、次の取り組みを実施する。
１．松山市小学校総合体育大会・松山市小学校体育研究発表大会・松山市中学校総合体育大会・松山市中学校新人体育大会・松山市中学校駅伝競走大会の開催。
２．四国・全国中学校体育大会に参加する学校への交通費相当額の補助。
３．児童・生徒が行う新体力テストの結果検証。
・学校安全に関する取り組みとして、教職員への応急手当講習会を開催。

-

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 学習指導要領、学校体育競技会及び文化的部活動等に係る大会等参加補助金交付要綱

主な取り組み 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 健やかな体の育成 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

児童生徒に練習成果発揮の場を与えることにより、競技を通じて、体力・技術の向上を図り、各校の交流を深めることを目的に各種大会を開催する。
また、中学校については、学校体育競技会及び文化的部活動等に係る大会等参加補助金交付要綱に基づき、中学校体育大会の全国・四国大会に参加する学校の負担軽減を図るため
に、交通費相当額を補助するとともに、松山市で開催される種目については、開催負担金を支出している。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学習指導要領の制定による。

一般会計 教育費 保健体育費 保健体育総務費 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） 20,955 23,495 27,573

決算額 (B)　（単位：千円） 18,935 20,165

一般財源 18,935 20,165 27,573

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：8,659千円
補助金：5,215千円

委託料：9,411千円
補助金：11,582千円

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

主な取組み内容

・松山市小学校総合体育大会等各種大会の開催。
・四国、全国中学校体育大会に参加する学校への交通費相当額の補助。

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

事業を実施し、児童生徒の体力・技術が向上した。

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) 2,020 3,330

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し

R2年度の目標

引き続き本事業を継続し、児童・生徒の体力
向上に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・松山市小学校総合体育大会等の各種大会
の開催。
・四国、全国中学校体育大会に参加する学校
への交通費相当額の補助。
・新体力テストの結果を受けたパーフェクト自
己新記録賞の授与。

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 子どもたちの体力向上を図るために行われる事業であり、教育の推進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

4



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 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 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41115 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

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

特に夏場の調理等の作業は、調理場従事者にとって心身ともに負担が大きいため、よりよい職場環境の改善が求められる。

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 本事業の実施により、安全で安心な学校給食を子どもたちに提供することができた。

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

主な取組み内容

・調理場の午前パート職員や代員の毎月の賃金支払い業務を行った。
・調理場で療養休暇取得者等が出た場合の代員雇用等に係る調整を行った。

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

当初の予定通り、賃金の支払い業務や代員雇用等に係る調整等の業務が実施できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり 「調理場維持管理事業」へ統合による廃止

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 23,625 -6,343

一般財源 17,410 16,538

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

賃金15,264千円

0 0

その他 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

県支出金 646 330

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 41,681 10,525

決算額 (B)　（単位：千円） 18,056 16,868

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）

安全でおいしい学校給食を提供するため、調理員等の労務管理や資質向上を図るための研修を実施する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

安全でおいしい学校給食を提供するためには、調理員の適正な労務管理が必要となったため。

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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）

調理員等市職員
・調理場の午前パート職員や代員の毎月の賃金支払い業務。
・調理場で療養休暇取得者等が出た場合の代員雇用等に係る調整。

-

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 地方教育行政の組織及び運営に関する法律、松山市臨時職員給与規則

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 学校給食の充実 -

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 -

石橋　修 中矢　章一 三神　正裕 岡野　祐介

事務事業名
（施策コード） 従事者等事務管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6595

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
担当グループ名
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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 主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41115 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

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

補助金交付団体と連携を図り、適切な事業執
行に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

松山市学校給食会に対する補助金の交付

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

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 学校給食の円滑な実施に貢献したため

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

松山市学校給食会に対する補助金交付

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

学校給食の円滑な実施が図られた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,884 1,454

一般財源 28,907 29,347 31,189

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　29,707千円 負担金補助及び交付金　31,579千円

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 354 360 390

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 31,145 31,161 31,579

決算額 (B)　（単位：千円） 29,261 29,707

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）

学校給食副食用物資を共同購入することにより、物資の安定的な確保に努め、学校給食の円滑な実施を図る。本市の学校給食副食用物資共同購入については、松山市学校給食会が実施
していることから同団体に対して補助金を交付し、安定的かつ効率的な事業運営を支援する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校給食副食用物資の共同購入の開始

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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）

松山市学校給食会
※松山市立各小中学校・松山市立幼稚園、愛媛県立松山西中等教育学校（前期課程)
松山市学校給食会に対して補助金を交付し、学校給食用物資の安定的な確保に努め、学校給食の円滑な実施を図る。

-

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 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 学校給食の充実 -

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 -

石橋　修 中矢　章一 黒河　貴尋

事務事業名
（施策コード） 物資共同購入事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

柴田　仁 黒河　貴尋

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6812

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 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6812

矢野　博朗 植田　二朗
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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 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 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41115 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

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 令和元年度 学校給食の食中毒発生件数 0件

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

・腸内細菌検査、ノロウイルス検査（流行時期）の定期的実施
・食品・拭き取り検査の不定期実施（各種細菌検査）
・放射能測定検査の定期的実施

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

令和元年度 学校給食の食中毒発生件数 0件

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

「調理場維持管理事業」へ統合による廃止

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 799 2,180

一般財源 3,584 2,210

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

手数料　2,088千円

0 0

その他 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

県支出金 38 22

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,421 4,412

決算額 (B)　（単位：千円） 3,622 2,232

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）

学校給食による食中毒発生の防止策として、調理等業務従事者に対しての検査や学校給食食材の検査を実施する

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校給食を提供するにあたり従事者管理、食品衛生管理が必要となったことから

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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）

学校給食調理等業務従事者および学校給食食材
●調理等業務従事者
　・腸内細菌検査、ノロウイルス検査（流行時期）の定期的実施
●食材の検査
　・食品・拭き取り検査の不定期実施（各種細菌検査）・理化学検査の不定期実施（残留農薬検査等）　・放射能測定検査の定期的実施

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 学校教育法　学校給食衛生管理基準

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 学校給食の充実 -

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 -

石橋　修 中矢　章一 岡野　祐介

事務事業名
（施策コード） 衛生検査事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6595

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
担当グループ名
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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 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 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41115 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

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

厨房機器の適正な更新時期の決定

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 調理機器の修繕や買い替えを実施し、学校給食の充実に貢献できた

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

調理場厨房機器、食缶等の購入、厨房機器の修繕を行った

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

調理機器の修繕や買い替えを実施し、学校給食の充実に貢献できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

・補正による増あり
・流用による減あり

「調理場維持管理事業」へ統合による廃止

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 4,978 11,680

一般財源 95,950 117,617

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

消耗品費　58,961千円
修繕料　30,971千円

0 0

その他 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

県支出金 1,599 3,726

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 102,527 133,023

決算額 (B)　（単位：千円） 97,549 121,343

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）

衛生的で安全な学校給食を提供するため、食器、白衣等の消耗品、厨房機器の買い替え、修繕を行う

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校給食の開始に伴い開始された

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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）

小学校53校、中学校30校で使用する食缶、食器、白衣等の消耗品費、給食で使用する配膳台、冷蔵庫等の備品購入費
共同調理場17場の備品購入費、厨房機器修繕料、消耗品費
調理場に必要となる厨房機器、消耗品の購入及び厨房機器の修繕等

-

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 学校給食法、学校給食衛生管理基準

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 学校給食の充実 -

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 -

石橋　修 中矢　章一 三神　正裕 黒河　貴尋

事務事業名
（施策コード） 調理器具等購入事業 2:その他 1:直営

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6595

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
担当グループ名

8



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 主幹 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41115 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

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

・学校給食を調理している施設のため、今後、より一層、施設の衛生管理を徹底していく必要がある

R2年度の目標

学校給食を調理している施設のため、今後、よ
り一層、施設の衛生管理を徹底していく。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・施設の維持管理
・施設の改修
・調理員の衛生管理
・厨房機器の購入
・施設の運営

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

これまでの取組を継続実施するとともに、施設
の衛生管理を徹底していく。

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 衛生的な施設の維持が図られている

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

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

主な取組み内容

・一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収集運搬処分、廃水処理施設、消防施設保守点検等の施設の維持管理を実施
・施設の燃料費、光熱水費等の支払い事務等、施設運営事務を実施

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

施設の維持管理等の事務を滞らせることなく、実施することができた

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり 事業統合により「調理場維持管理事業」に名称変更

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -3,101 7,196

一般財源 366,769 354,718 500,233

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

光熱水費　253,137千円
委託料　56,904千円

光熱水費　252,000千円
委託料　58,263千円
消耗品費　57,249千円

0 0 0

その他 1,004 771 995

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 4,311 3,784 7,997

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 368,983 366,469 509,225

決算額 (B)　（単位：千円） 372,084 359,273

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）

本市の学校給食は、市内17箇所の学校給食調理場にて調理しており、その学校給食施設の管理・運営を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

調理場建設に伴う施設の維持管理のために開始された

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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）

廃水処理施設、消防設備の保守点検等の施設の維持管理を実施
廃棄物の処理、光熱水費・燃料費等に要する経費の支払い等施設運営事務を実施

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 学校給食法、学校給食衛生管理基準

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 学校給食の充実 -

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 -

石橋　修 中矢　章一 柴田　仁 黒河　貴尋

事務事業名
（施策コード） 学校給食共同調理場施設維持管理事業 2:その他 1:直営

柴田　仁 黒河　貴尋

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6812

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 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6595

矢野　博朗 植田　二朗
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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 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 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41115 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

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

学校給食を調理している施設のため、今後、より一層、施設の衛生管理を徹底していく必要がある。

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 修理及び改修により衛生的な施設の維持が図られている

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

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

主な取組み内容

調理場施設の維持管理のため、老朽化等による毀損箇所の修理及び調理場施設をより衛生的にするための改修を実施した

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

突発的な修繕等に迅速に対応し、施設の衛生管理を実施できた

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

・補正による増あり
・流用による増あり
・決算額のうち1,982千円は前年度繰越分

「調理場維持管理事業」へ統合による廃止

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -1,689 -8,859

一般財源 29,878 59,508

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　60,934千円

0 0

その他 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

県支出金 577 1,426

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 28,766 52,075

決算額 (B)　（単位：千円） 30,455 60,934

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）

調理場施設の維持管理のため、老朽化等による毀損箇所の修理及び調理場施設をより衛生的にするための改修を実施する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

調理場建設に伴い必要性が生じた

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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）

共同調理場17場
調理従事者等からの意見を参考に、老朽化等による毀損箇所の修繕及び調理場施設をより衛生的にするための改善を実施する

-

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 学校給食法、学校給食衛生管理基準

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 学校給食の充実 -

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 -

石橋　修 中矢　章一 柴田　仁 黒河　貴尋

事務事業名
（施策コード） 施設改修事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 984-6812

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
担当グループ名
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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 主査 担当者名 主任 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 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41115 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

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

長期間使用している運搬車両の計画的な買替が必要である

R2年度の目標

給食や食器類の運搬を時間どおりに実施する
ことで、出来立ての温かい学校給食を子どもた
ちへ提供する

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

継続して衛生的で安全な学校給食を提供する
ため、調理した食品及び食器類の配送・回収
業務を行う

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

・老朽化した運搬車の計画的な買替を行う。
・事故等が発生しないよう、委託事業者と連携
を図り事業を実施していく。

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 時間どおりに、出来立ての温かい学校給食を子どもたちへ提供することで、学校給食の充実に貢献できている

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

直営調理場11場の配送業務を委託により実施するとともに給食運搬車５５台の車検、修繕、燃料費等の車両の維持を行った

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

事業目的どおり、業務を実施できた

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

・流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -21,822 -3,587

一般財源 76,622 91,841 87,142

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料　75,872千円 委託料　67,751千円

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 2,641 3,392 5,239

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 57,441 91,646 92,381

決算額 (B)　（単位：千円） 79,263 95,233

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）

給食や食器類の運搬を時間どおりに実施することで、出来立ての温かい学校給食を子どもたちに提供する

背景
（どのような経緯で開始した

か）

共同調理場が建設されたことにより、共同調理場で調理した学校給食を各学校へ配送する必要性が生じたため

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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）

松山市立幼稚園、小・中学校
給食運搬車（55台）
・衛生的で安全な学校給食を提供するため、給食及び食器類の配送・回収
・給食運搬車の維持管理
・㈱クロス・サービス及び中島運送㈲へ委託料を支出

-

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 学校給食法

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 学校給食の充実 -

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 -

石橋　修 中矢　章一 岡野　祐介 黒河　貴尋

事務事業名
（施策コード） 給食運搬事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

柴田　仁 岡野　祐介 黒河　貴尋

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6595

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 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6812

矢野　博朗 植田　二朗
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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 主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41115 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

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

準要保護児童生徒、特別支援児童生徒、被
災児童生徒の認定者の保護者に対して学校
給食費の支援を行う

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

準要保護児童生徒、特別支援児童生徒、被
災児童生徒の認定者の保護者に対して就学
援助費（学校給食費）の支援を行う

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 保護者の経済的負担を軽減し、児童生徒が安心して学校生活を送れている

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

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

主な取組み内容

準要保護児童生徒、特別支援児童生徒、被災児童生徒の対象者の保護者に対して就学援助費（学校給食費）の支援を行った

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

就学援助制度に該当する児童生徒の保護者に対して、支援を行うことができた

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) -7,763 4,395

一般財源 248,985 248,060 273,336

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

扶助費251,008千円 扶助費276,707千円

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 2,745 2,698 3,091

県支出金 350 250 280

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 244,317 255,403 276,707

決算額 (B)　（単位：千円） 252,080 251,008

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）

学校給食法等に基づき、準要保護児童生徒、特別支援学級の児童生徒の保護者を対象に学校給食費を負担し支援する
また東日本大震災により被災し本市に避難している児童生徒の保護者を対象に学校給食費を負担し支援する

背景
（どのような経緯で開始した

か）

・生活困窮世帯への学校給食費の援助を行うため
・被災児童生徒就学援助事業は、東日本大震災により被災し、小学校又は中学校への就学援助が必要となった児童又は生徒の保護者を支援するため

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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）

準要保護児童生徒認定者の保護者、特別支援学級児童生徒認定者の保護者、被災児童生徒認定者の保護者
学校給食法に基づき、準要保護児童生徒の保護者（市単独）、特別支援学級児童生徒の保護者（国庫補助金）及び東日本大震災により被災し本市に避難している児童生徒の保護者（県補
助金）を対象に学校給食費を負担し支援する。

-

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 学校給食法、学校教育法、特別支援学校への就学奨励に関する法律、愛媛県被災幼児児童生徒就学支援事業費補助金交付要綱、松山市就学援助費等支給事業実施要項

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 学校給食の充実 -

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 -

石橋　修 中矢　章一 岡野　祐介

事務事業名
（施策コード） 就学援助費（学校給食費）支給事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

柴田　仁 門田　邦裕

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6595

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 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6812

矢野　博朗 植田　二朗
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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 主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41115 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】

→

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

「松山市学校給食共同調理場整備基本計画」と整合性を図ったうえで、調理場の民間委託を推進していく必要がある。
また、新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮しながら、安全安心な学校給食を提供していく必要がある。

R2年度の目標

①学校給食食材の地産地消のより一層の推
進
②より安心・安全でおいしい給食が提供できる
環境の整備
③食教育のより一層の充実と教育環境の整備
④アレルギー対応食など多様化する給食への
対応

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

調理場の民間委託推進に向けた各種取組み
アレルギー対応の充実に向けた各種取組み

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

「松山市学校給食共同調理場整備基本計画」
と整合性を図ったうえで、調理場の民間委託
を推進していく
また、新型コロナウイルス感染拡大防止に配
慮しながら、安全安心な学校給食の提供に努
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 民間委託によるコスト削減及びアレルギー対応や食育等のニーズに対応できているため

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

「よりよい学校給食推進実施計画」に基づき、調理業務等の民間委託を継続するとともに、食物アレルギー対応等、多様化する学校給食へのニーズに対応していくために各種事業を行っ
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

事業目的どおり業務を実施できた

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,268 1,808

一般財源 648,086 677,815 797,959

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料　676,378千円 委託料　797,950千円

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） 649,354 679,623 797,959

決算額 (B)　（単位：千円） 648,086 677,815

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）

平成１８年３月に策定した「よりよい学校給食推進実施計画」に基づき、地産地消や食育を推進するとともに、学校給食共同調理場の調理等業務委託を推進する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達のため、栄養のバランスのとれた食事を提供をするとともに、「食」に関する指導の「生きた教材」として、重要な役割を担っている。
また、児童・生徒を取り巻く食に関する課題は、食物アレルギー対応など、多様化しており、これらの課題への対応を図るためには「よりよい学校給食」の推進が必要となっている。

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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）

市内の学校給食共同調理場
平成１８年３月に策定した「よりよい学校給食推進実施計画」に基づき、地産地消や食育の推進など重点施策を推進する。また、共同調理場の調理等業務委託を実施する。

-

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 学校給食法、よりよい学校給食推進実施計画

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 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 学校給食の充実 -

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 -

石橋　修 中矢　章一 柴田　仁

事務事業名
（施策コード） よりよい学校給食推進事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

柴田　仁 岡野　祐介

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6595

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 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6812

矢野　博朗 植田　二朗
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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 これまで計画どおりに民間委託を進められている。今後も松山市学校給食共同調理場整備基本計画を踏まえ、民間委託を推進していく。

成果指標
これまで計画どおりに民間委託を進められているため、アレルギー対応等のニーズに対応できている。今後も松山市学校給食共同調理場整備基本計画を踏まえ、学
校給食の多様化するニーズに対応していく。

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

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

民間事業者のノウハウを活用し、様々なアレルギー対応食を提供でき
る調理場を増やす。

本指標の設定理由
学校給食でのアレルギー対応に対するニーズが大きいため

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

11 12

7 7 9

成果指標

（3つまで設定可）

多様なアレルギー対
応が可能な調理場数

場
7 7 10

100 100 90

指標の種類
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

民間事業者のノウハウを活用し、様々なアレルギー対応食を提供でき
る調理場を増やす。

本指標の設定理由
民間事業者のノウハウを活用しアレルギー対応等のニーズに対応する
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

10 10

7 7 9

活動指標

（3つまで設定可）

民間委託件数
場

7 7 10

100 100 90

【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 主任 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41115 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 30 ～ 令和 3

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

→

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
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6595

矢野　博朗 植田　二朗

石橋　修 中矢　章一 柴田　仁 三神　正裕

事務事業名
（施策コード） （仮称）新垣生学校給食共同調理場整備事業

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）

柴田　仁 黒河　貴尋

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6595

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

平成29年3月に策定した「松山市学校給食共同調理場整備基本計画」に基づき、（仮称）新垣生学校給食共同調理場の整備を実施する

①官と民の既存ストックのマネジメント強化

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市学校給食共同調理場整備基本計画

主な取り組み 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 学校給食の充実 -

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

-③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

受益者負担の状況 負担の有無 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）

平成29年3月に策定した「松山市学校給食共同調理場整備基本計画」に基づき、（仮称）新垣生学校給食共同調理場の整備を実施する

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成29年3月に策定した「松山市学校給食共同調理場整備基本計画」に基づき、計画的に市内の学校給食共同調理場を整備している

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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） 32,000 55,410 1,301,440

決算額 (B)　（単位：千円） 5,950 40,352

一般財源 5,950 40,352 661,832

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料　40,352千円 工事請負費　664,400千円

0 0 218,300

その他 0 0 300,000

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 121,308

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

（仮称）新垣生調理場の建設地の地盤調査、設計業務

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

当初の目標どおり、設計業務を完了させることができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

・補正による増あり
・決算額のうち20,024千円は前年度繰越分

予算額のうち5,082千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 26,050 15,058

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

計画に基づき、調理場本体工事等の着手およ
び厨房機器の発注を行い、令和４年度の稼働
開始に向け、整備を進める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・調理場の本体工事等の着手
・厨房機器の発注

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 「松山市学校給食共同調理場整備基本計画」に基づき、調理場整備を行うことで、安全・安心な学校給食の提供が継続できる

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

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

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 R4

％ 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

40 100

0 0 0

活動指標

（3つまで設定可）

調理場建設
％

0 0 0

0 0 0

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

令和2年度から令和3年度にかけて、（仮称）新垣生学校給食共同調
理場を建設し、令和4年4月から稼働開始する

本指標の設定理由
調理場を目標年度までに建設するため

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

指標の種類
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 令和４年度からの調理場稼働にむけ、各種業務委託及び工事等の発注に取組んでいく。

成果指標

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任 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 主任 主事

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

昭和 33 ～ 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

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、健康診断の実施時期や実施方法など、感染予防に考慮した対策が必要。

R2年度の目標

学校医等を委嘱するほか、児童生徒等に健康
診断等を実施する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・学校医等の委嘱
・健康診断等の実施

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

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う学校の
臨時休業に伴う健康診断の実施時期の調整
のほか、感染予防対策が必要。

主な取組み内容

松山市立の幼稚園・小中学校の園児・児童・生徒並びに教職員に対し、健康診断等を実施した。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

園児・児童・生徒並びに教職員の健康の保持増進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 園児・児童・生徒並びに教職員の健康の保持増進が図られた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり 事業統合により「学校保健・健康管理事業」に名称
変更

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -34 1,751

一般財源 85,414 89,556 169,781

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料　86,680千円
タクシー借上料　1,808千円

報酬　78,840千円
委託料　87,848千円
タクシー借上料　1,988千円

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金

県支出金 0 0 0

0 0 0

その他 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 85,380 91,307 169,781

決算額 (B)　（単位：千円） 85,414 89,556

0 0 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 保健体育費 保健体育総務費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校保健法の制定による。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

園児・児童・生徒並びに教職員の健康診断を業者に委託して実施する。

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

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 学校保健安全法

総合戦略

-

事業の目的
（どのような状態にするか）

学校保健安全法に基づき、園児・児童・生徒並びに教職員の健康の保持増進を図ることを目的としている。

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

笑顔
プログラム

個別プログラム

主な取り組み 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 学校における保健と安全の充実 -

-

戒田　康輔

事務事業名
（施策コード） 児童・生徒・教職員等健康診断事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

-

政策 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

白石　浩人 石橋　修 久保　崇 片山　保徳

評価実施年度 令和2年度

久保　崇 片山　保徳 浅岡　しづか

評価対象年度 令和元年度

令和2年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

矢野　博朗 植田　二朗
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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 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 主任 主事

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

昭和 33 ～ 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

主な取組み内容

・年度当初に学校医等の委嘱を行った。
・学校医等の執務実績に従い、報酬を年に２回に分けて支給した。

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

園児・児童・生徒並びに教職員の健康の保持増進に寄与することができた。

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 園児・児童・生徒並びに教職員の健康の保持増進に寄与した。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

「学校保健・健康管理事業」へ統合による廃止

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,183 2,218

一般財源 77,853 76,488

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報酬　76,452千円

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金

県支出金 0 0

0 0

その他 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 80,036 78,706

決算額 (B)　（単位：千円） 77,853 76,488

0 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 保健体育費 保健体育総務費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校保健法の制定による。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

教育委員会で委嘱した学校医、学校歯科医、学校薬剤師に対し報酬を支払う。

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

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 学校保健安全法

総合戦略

-

事業の目的
（どのような状態にするか）

学校保健安全法に基づき、各市立小中学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師を委嘱し、各種健康診断等に従事していただき、その対価として報酬を支払う。

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

笑顔
プログラム

個別プログラム

主な取り組み 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 学校における保健と安全の充実 -

-

戒田　康輔

事務事業名
（施策コード） 学校医等報酬事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

-

政策 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

白石　浩人 石橋　修 久保　崇 片山　保徳

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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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 主任 主事

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

昭和 33 ～ 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

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、学校での感染予防が課題。

R2年度の目標

児童生徒の健康の保持増進および学校の衛
生管理を図るため、健康診断や感染症予防に
必要な消耗品・備品の整備を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・健康診断等に必要な消耗品等の購入
・感染症予防に必要な消耗品等の購入

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

新型コロナウイルス感染症の感染予防策とし
て、消毒液等の衛生用品を調達し、学校の衛
生管理を図る。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 消耗品・備品を整備し、健康診断等実施できた。

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

健康診断、健康相談、救急処置等に必要な消耗品・備品の整備を行った。

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

保健室運営に必要な消耗品や備品を整備し、健康診断や救急処置等実施できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,229 90

一般財源 31,265 30,040 33,135

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

消耗品費　24,551千円
備品購入費　3,127千円

消耗品費　27,687千円
備品購入費　3,082千円

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） 32,494 30,130 33,135

決算額 (B)　（単位：千円） 31,265 30,040

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）

健康診断、健康相談、救急処置等学校での保健活動の円滑な推進を図るため、保健室に必要な消耗品・備品の整備を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校保健をとりまく状況の変化に対応し、健康診断、健康相談、救急処置等の保健室運営ができるようにするため。

一般会計 教育費 保健体育費 保健体育総務費 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）

松山市立小中学校の児童生徒に対して、保健室等に必要な消耗品・備品を購入する。

-

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 学校保健安全法

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 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

--

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 -

石橋　修 久保　崇 片山　保徳 戒田　康輔

事務事業名
（施策コード） 保健室備品等整備事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

久保　崇 片山　保徳

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

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 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

矢野　博朗 植田　二朗
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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 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 主任 主事

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

昭和 33 ～ 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

特になし

R2年度の目標

プール・飲料水・雑用水の水質検査および教
室等の空気環境検査を実施する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・毎月飲料水が水道法に適合しているかどうか
の検査を行う。
・６月から７月にかけて市立小中学校に設置し
ているプールの水質検査を行う。
・２ヶ月に一度、雑用水（雨水等）の水質検査
を行う。
・教室等の空気環境検査を行う。

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

主な取組み内容

・毎月飲料水が水道法に適合しているかどうかの検査を行った。
・市立小中学校に設置しているプールの水質検査を行った。
・2ヶ月に一度、雑用水（雨水等）を利用するための施設（タンク）の水質検査を行った。

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

児童生徒が活動する学校での水質環境基準を遵守することができた。

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 児童生徒が活動する学校での水質環境基準が守られた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

事業統合により「学校環境衛生検査事業」へ名称変
更

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 444 219

一般財源 3,245 3,241 4,685

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

手数料　3,241千円 手数料　4,685千円

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金

県支出金 0 0 0

0 0 0

その他 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 3,689 3,460 4,685

決算額 (B)　（単位：千円） 3,245 3,241

0 0 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 保健体育費 保健体育総務費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校保健法の制定による。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

プールがある松山市立小中学校、飲料水に井戸水を使用している学校、雑用水（雨水等）を再利用する施設を設置している学校
・毎月飲料水が水道法に適合しているかどうかの検査を行う。
・６月から７月にかけて、市立小中学校に設置しているプールの水質検査を行う。
・２ヶ月に一度、雑用水（雨水等）を利用するための施設（タンク）の水質検査を行う。

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

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 学校保健安全法、学校環境衛生基準、水道法

総合戦略

-

事業の目的
（どのような状態にするか）

飲料水の水質検査やプール水の水質検査を行い、学校環境の維持を図ることを目的としている。

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

笑顔
プログラム

個別プログラム

主な取り組み 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 学校における保健と安全の充実 -

-

戒田　康輔

事務事業名
（施策コード） 飲料水・プール水水質管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

-

政策 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

白石　浩人 石橋　修 久保　崇 片山　保徳

評価実施年度 令和2年度

久保　崇 片山　保徳 浅岡　しづか

評価対象年度 令和元年度

令和2年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

矢野　博朗 植田　二朗
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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 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 主任 主事

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

平成 15 ～ 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

主な取組み内容

市立幼稚園、小中学校で、空気が環境衛生基準を守れているかどうか、業者に依頼して検査を実施した。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

教室等の空気環境衛生検査を実施し、環境衛生の維持管理を図った。

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 教室等の空気環境基準が守られている。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

「学校環境衛生検査事業」へ統合による廃止

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 98 32

一般財源 874 947

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

手数料　947千円

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金

県支出金 0 0

0 0

その他 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 972 979

決算額 (B)　（単位：千円） 874 947

0 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 保健体育費 保健体育総務費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成14年度に、厚生労働省の室内空気中化学物質の室内濃度指針値等の設定等に伴い、文部科学省が「学校環境衛生の基準」の改訂を行ったことによる。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市立幼稚園、小中学校の普通教室等の空気が環境衛生基準を守れているかどうか、専門業者に依頼して検査を実施する。

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

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 学校保健安全法、学校環境衛生基準

総合戦略

-

事業の目的
（どのような状態にするか）

教室等の空気環境衛生を維持し、児童生徒の健康保持に寄与することを目的として実施する。

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

笑顔
プログラム

個別プログラム

主な取り組み 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 学校における保健と安全の充実 -

-

戒田　康輔

事務事業名
（施策コード） 教室等の空気環境衛生検査事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

-

政策 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

白石　浩人 石橋　修 久保　崇 片山　保徳

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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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 主任 主事

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

昭和 33 ～ 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

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、生活困窮者が増加する懸念がある。

R2年度の目標

法律等に従い、援助が必要な児童生徒の保
護者に対して医療費の援助を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

医療費の援助を行う。

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

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済へ
の影響による生活困窮者に対し、法律に従
い、適切に医療費の援助を行う。
・医療費無料化に伴い法外援助（視力異常）
を廃止した。

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 医療費の援助を行い、保護者の経済的負担を軽減し、児童生徒が安心して学校生活を送ることができる。

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

法律等に従い、援助が必要な児童生徒の保護者に対して医療費の援助を行った。

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

医療費の援助を行い、保護者の経済的負担を軽減した。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 107 283

一般財源 2,973 2,892 1,942

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

扶助費　2,877千円 扶助費　1,935千円

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 12 34 60

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） 3,092 3,209 2,002

決算額 (B)　（単位：千円） 2,985 2,926

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）

児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるように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）

昭和３３年に学校教育法が制定され、医療費に対する援助が行われることになったため。

一般会計 教育費 保健体育費 保健体育総務費 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）

年度当初に実施する健康診断にて、学校保健安全法、並びに松山市就学援助費等支給事業実施要綱に規定する疾病に該当する要保護及び準要保護の児童生徒に対し、治療に要する
経費（保護者負担分）を援助する。

-

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 学校保健安全法第24条、学校教育法第19条、松山市就学援助費等支給事業実施要綱

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 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 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

--

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 -

石橋　修 久保　崇 片山　保徳 戒田　康輔

事務事業名
（施策コード） 就学援助費（医療費）支給事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

久保　崇 片山　保徳

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

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 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

矢野　博朗 植田　二朗
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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 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 主任 主事

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

昭和 51 ～ 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

主な取組み内容

保険の加入手続きをし、保険料を支払った。

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

当初の予定通り保険に加入し、不測の事故に対応できる体制を整備することができた。

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 保険に加入することで、児童生徒やその保護者は安心して学校生活を送ることができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

「学校安全保険等事業」へ統合による廃止

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2 4

一般財源 2,755 2,740

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

保険料　2,740千円

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金

県支出金 0 0

0 0

その他 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,757 2,744

決算額 (B)　（単位：千円） 2,755 2,740

0 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 保健体育費 保健体育総務費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校教育での広範かつ高額な損害を伴う事故に対応し、児童生徒及び保護者が安心して学校生活を送ることができるよう、公的保険に加入した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市立小・中学校の児童生徒に対し、保険の加入手続きをし保険料を支払う。
賠償の案件が発生した場合、調査や事故報告等を行い、保険金の請求手続きを行う。
学校事故等の被害者に賠償金を支払う。

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

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

総合戦略

-

事業の目的
（どのような状態にするか）

市立小・中学校の児童生徒に不測の事故が発生した場合に、迅速に損害賠償に対応し、円満な事故解決を図ること目的とする。

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

笑顔
プログラム

個別プログラム

主な取り組み 学校教育の推進

市長公約

-

取り組みの柱 学校における保健と安全の充実 -

-

戒田　康輔

事務事業名
（施策コード） 全国市長会学校賠償責任保険料

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

-

政策 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

白石　浩人 石橋　修 久保　崇 片山　保徳

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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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 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 主任 主事

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

昭和 35 ～ 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

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 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

矢野　博朗 植田　二朗

石橋　修 久保　崇 片山　保徳 戒田　康輔

事務事業名
（施策コード） 日本スポーツ振興センター共済掛金

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

久保　崇 片山　保徳 浅岡　しづか

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

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 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）

根拠法令,条例,個別計画等 独立行政法人スポーツ振興センター法

事業の目的
（どのような状態にするか）

学校（園）管理下での園児・児童・生徒の負傷、疾病、障害または死亡について、その保護者に対し、医療費や障害見舞金、死亡見舞金の給付を行うことで、子ども達が安心して学校（園）生
活を送れることを目的とする。

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

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学校（園）管理下での園児・児童・生徒の負傷等について、保護者、学校（園）の設置者及び国の互助共済として、昭和35年に日本学校安全会による災害共済給付制度が設けられたことか
ら、本共済に加入した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：松山市立幼稚園の園児、小中学校の児童生徒
負担金納入先：独立行政法人日本スポーツ振興センター
共済掛金の納付。
保護者負担金を学校（園）から徴収。
学校（園）管理下における園児・児童・生徒の負傷、疾病、障害または死亡について、その保護者に対し各学校（園）を通じて医療費や障害見舞金、死亡見舞金の給付を行う。

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

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 36,386 36,398 46,242

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 保健体育費 保健体育総務費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 35,816 35,163

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

共済掛金　35,147千円 共済掛金　35,884千円
AED賃借料　7,460千円
保険料　2,880千円

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 事業統合により「学校安全保険等事業」へ名称変更

その他 15,062 14,930 15,079

一般財源 20,754 20,233 31,163

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

学校（園）管理下での園児・児童・生徒の負傷等について、その保護者に対し円滑に医療費等の給付を行
うことができた。

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 学校（園）管理下での負傷等について医療費等の給付を行い、子ども達が安心して学校生活を送ることができた。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 570 1,235

主な取組み内容

・共済掛金の支払いを行った。
・学校（園）管理下での園児・児童・生徒の負傷等について、その保護者に対し医療費等の給付を行った。

R2年度の目標

引き続き、共済に加入し、学校（園）管理下で
の負傷等について、保護者に医療費等の給
付を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・日本スポーツ振興センターの災害共済給付
制度に加入し、学校（園）管理下での負傷等
について、保護者に医療費等の給付を行う。
・全国市長会学校賠償責任保険に加入し、市
が賠償責任を負う場合の費用を補填する。
・幼稚園、学校に継続してＡＥＤを設置する。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

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

特になし
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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 主任 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 主任 主事

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

昭和 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】

→

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

松山市学校保健会の運営が円滑に進むよう、
補助金を交付する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

学校保健の向上を図るため、松山市学校保健
会に補助金を交付する。

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 学校保健の研究・啓発を図り、学校保健の向上を図ることができた。

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

松山市学校保健会の運営が円滑に進むよう補助金を支出した。

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

松山市学校保健会の運営が円滑に実施できた。

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) 0 0

一般財源 1,300 1,300 1,300

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金　1,300千円 補助金　1,300千円

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） 1,300 1,300 1,300

決算額 (B)　（単位：千円） 1,300 1,300

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）

学校保健の研究ならびに普及発達を図ることを目的として組織された松山市学校保健会に対して、会の運営が円滑に進むよう補助金を交付する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和２９年５月に学校保健の研究及び普及発達を図る目的に、松山市学校保健会が組織されたことによる。

一般会計 教育費 保健体育費 保健体育総務費 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）

松山市学校保健会に対して、運営に要する経費の一部を補助金として支出する。

-

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

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 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

--

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 -

石橋　修 久保　崇 片山　保徳 戒田　康輔

事務事業名
（施策コード） 松山市学校保健会運営事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

久保　崇 片山　保徳 浅岡　しづか

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

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 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

矢野　博朗 植田　二朗
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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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41132 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 20 ～ 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

特に無し

R2年度の目標

・外部指導者と部活動指導員の充実に努め、
生徒の競技力向上と教員の負担軽減に努め
る。
・部活動指導員1人あたりの年間の単独指導
時間が35%となることを目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・外部指導者の派遣
・部活動指導員の面接、採用決定
・部活動指導員の活動の遂行及び服務に関
する学校への助言
・外部指導者と部活動指導員に対する研修の
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

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
外部指導者を派遣することにより、中学校部活動での指導者不足と教員の部活動指導の負担軽減になっており、教育の推進に貢献している
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

・外部指導者の派遣
・外部指導者研修会の開催

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

希望する学校に外部指導者を派遣することができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

事業統合により「中学校運動部活動指導支援事業」
に名称変更

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 636 48

一般財源 6,881 6,614 9,756

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報償費　6,485千円 報償費　6,510千円
報酬　6,977千円

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 3,927

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 7,517 6,662 13,683

決算額 (B)　（単位：千円） 6,881 6,614

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）

松山市立中学校での運動部活動の競技力向上、教員の負担軽減のために、市民等から外部指導者として教育委員会が承認のうえ、各学校に派遣し、生徒の能力と可能性を最大限に引き
出す。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

教職員提案制度により提案され、平成20年度から開始した。

一般会計 教育費 保健体育費 保健体育総務費 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）

市内中学校生徒、市内各中学校の運動部活動外部指導者
・松山市立中学校の運動部活動の競技力向上、教員の負担軽減のため、各学校に外部指導者を派遣し、その活動への謝礼を支払う。
・外部指導者研修会を開催し、学校部活動の指導方針や救命救急についての研修会を実施する。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市立中学校部活動外部指導者設置要領

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 地域人材を活用した教育体制の充実 -

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 -

石橋　修 久保　崇 富岡　明 細谷　祐子

事務事業名
（施策コード） まつやま中学校運動部活動指導支援事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

久保　崇 富岡　明 細谷　祐子

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

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 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

矢野　博朗 植田　二朗

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 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 主査 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41132 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 2

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 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

2,354

0

(A)-(B)

主な取組み内容

主な取組み内容の
達成度

5,939

0

0

2,944

1,108

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳 その他 0

国支出金

一般会計 保健体育総務費

教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱

根拠法令,条例,個別計画等 松山市立中学校の部活動の方針

松山市立中学校での運動部活動の競技力向上、教員の負担軽減のために、これまでの部活動外部指導者の派遣に加え、学校の教育計画に基づき、校長の監督を受け、部活動の実技指
導、大会・練習試合等の引率等を行うことができ、また、部活動の顧問となりえる部活動指導員を学校長からの推薦をもとに、教育委員会が配置する。

地域人材を活用した教育体制の充実

部活動指導員配置事業
事務事業名
（施策コード）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

-

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）

教育費 保健体育費

部活動指導員賃金　5,919千円

「中学校運動部活動指導支援事業」へ統合による廃
止

・部活動指導員の面接、採用決定
・部活動指導員の活動の遂行及び服務に関する学校への助言

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している

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

↑: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

左記の理由
部活動指導員を配置することにより、中学校部活動での指導者不足と教員の部活動指導の負担軽減になっており、教育の推進に貢献してい
るため

学校長から推薦のあった部活動指導員を配置することができた

3,169

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

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

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

平成30年3月にスポーツ庁が示した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」により、部活動の在り方の抜本的な改革が必要となったことを受け、平成30年9月から開始した。

「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

背景
（どのような経緯で開始した

か）

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市内中学校生徒、市内各中学校の運動部活動指導員
・松山市立中学校の運動部活動の競技力向上、教員の負担軽減のため、学校長から推薦のあった部活動指導員の面接を実施し、採用決定後に配置する。
・学校から提出された部活動指導員の業務日報および出勤簿の確認を行い、給与等を支給する。
・部活動指導員の活動の遂行及び服務について学校に助言等を行う。

健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない

2,270

個別プログラム -

子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

現計予算額 (A)　（単位：千円）

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

基本目標

R元年度

7,047

R2年度

始期・終期（年度）

H30年度

7,793

R元 予算措置時期

2,995

予算執行残額　（単位：千円）

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

令和2年度

一般財源

総合戦略

事業の目的
（どのような状態にするか）

-

-

取組み

石橋　修 久保　崇 富岡　明

主な取り組み

政策

4,624

0

令和元年度評価実施年度 令和2年度 評価対象年度

担当グループ名

細谷　祐子

市債

県支出金

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-

決算額 (B)　（単位：千円）

-

-

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校保健・体育担当 948-6596

白石　浩人

0
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 230.0

実績値 達成年度 R2

％ 達成度

目標値 目標値 35.0

実績値 達成年度 R2

％ 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

教員の負担が軽減されていることを表す指標であるため

22.3

1:単年度での増加を目指す指標

-

89.2

部活動指導員の単独での指導時間を増加させ、教員の負担軽減を目
指す。

31.4
％

25.0 30.0 35.0

最終目標R3年度目標達成度 指標名 H30年度 R元年度 R2年度

部活動指導員の年間活動時間の上限である230時間の達成を目指
す。

104.5

本指標の設定理由

230.0

H29年度

最終目標値の
設定の考え方

【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）

-

230.0

89.8

210.0 220.0

部活動指導員の単独
指導時間

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標

本指標の設定理由

部活動指導員1人当た
りの年間活動時間

時間

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類

本指標の設定理由

188.6

104.7

指標の種類

最終目標値の
設定の考え方

教員の負担が軽減されていることを表す指標であるため
最終目標値の
設定の考え方

本指標の設定理由

最終目標値の
設定の考え方

指標の種類

指標の種類

指標の種類

本指標の設定理由

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

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 今後、部活動指導員の活動時間及び単独指導時間を増やしていくことで、教員の負担軽減と生徒の競技力向上に寄与することを目指す。

成果指標

成果指標

（3つまで設定可）

最終目標値の
設定の考え方

最終目標値の
設定の考え方
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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 主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

53122 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】

→

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

特になし

R2年度の目標

学校給食施設から排出される食品廃棄物（残
渣）を食品循環資源として堆肥化することでゴ
ミの減量を図る

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

食品廃棄物（残渣）の堆肥化

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 資源の有効利用及び廃棄物の排出抑制により、循環型社会の構築を図ったため

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

学校給食施設から排出される食品廃棄物を食品リサイクル工場へ搬入し、資源の有効利用及び廃棄物の排出抑制により、循環型社会の構築を図った

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

資源の有効利用及び廃棄物の排出抑制により、循環型社会の構築を図った

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,523 2,240

一般財源 12,836 14,936 15,897

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料15,119千円 委託料15,939千円

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 157 183 42

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 14,516 17,359 15,939

決算額 (B)　（単位：千円） 12,993 15,119

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）

学校給食施設から排出される食品廃棄物を食品リサイクル工場へ搬入し、資源の有効利用及び廃棄物の排出抑制により、循環型社会の構築を図る

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成19年度より学校給食施設から排出される食品廃棄物（残渣）を食品循環資源として堆肥化することで、ゴミの減量を図る必要があったため

一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 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）

市内学校給食共同調理場16場（中島除く）から排出される食品廃棄物を堆肥化している
市が委託する一般廃棄物収集運搬業者が市内調理場の食品廃棄物（残渣）を収集した後、食品リサイクル工場へ搬入し堆肥化を行なっている
㈱ロイヤルアイゼンへ委託料を支出

-

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 食品リサイクル法

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 ごみの減量・再使用・再生利用の推進

市長公約

-

取り組みの柱 ごみリサイクルの推進 -

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 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 -

石橋　修 中矢　章一 岡野　祐介

事務事業名
（施策コード） 学校給食食品廃棄物リサイクル事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

2:委託

柴田　仁 門田　邦裕

令和元年度
教育委員会事務局 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6595

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 保健体育課 担当グループ名 学校給食担当 948-6812

矢野　博朗 植田　二朗
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 440

実績値 達成年度 R5

％ 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 廃棄量の少ない食材を活用した献立作成や、食育を通して無理のない給食残食の減量に取り組んだことで目標を達成できた。

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 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

廃棄物の減量に努める

本指標の設定理由
廃棄物の減量を図るため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

440 440

462 430 395

活動指標

（3つまで設定可）

食品廃棄物排出量
ｔ（トン）

450 450 440

97 104 113

【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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