
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

41121 松山の教育研究開発事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 2

41134 教育の情報化推進事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 4

41134 小学校教育用コンピュータ整備事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 6

41134 中学校教育用コンピュータ整備事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 8

41151 松山市教育研修センター運営事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 10

41151 教職員研修事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務局 シートB 12

41151 学校支援事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 14

事務事業一覧表

1



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 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 主査 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 22 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

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 教育研修センター事務所 担当グループ名 学校支援・研究開発担当 ９８９－５１４８

矢野　博朗 越智　文明

稲田　直行 加地　直子 平岡　宗悦 山中　雅美

事務事業名
（施策コード） 松山の教育研究開発事業

1-1:自治事務（実施規定
なし）

1:直営

鵜久森　まゆみ 深野　基嗣 武田　文平

令和元年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 学校支援・研究開発担当 ９８９－５１４８

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

215

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

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

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み 生きる力を育む学校教育の充実

主な取り組み 特色ある学校づくり

市長公約 131

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 わがまち松山に根ざした学習の充実
外国語教育やプログラミング教育の充実、「ふるさと松山学」の活用など、生きる力を育む教育を進めます。また、地域の
高齢者との交流を促すなど、子どもたちが健全に成長できる環境をつくります。

総合戦略 3211

③松山への定着と新しい人の流れをつくる（移住定住対策）

取組み
① 松山独自の教材である「ふるさと松山学」のほか、広報紙や移住・定住ガイドブックな
どを活用し、市内の児童、生徒等のシビックプライドの醸成を図ります。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②定住の促進

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

１　「松山の授業モデル」に基づく授業研究
２　各種調査等の分析
３　「ふるさと松山学」教材の活用促進
　・子規と俳句に関する教材等を活用した学習活動の実践

①シビックプライドの向上

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 第４次まつやま教育プラン２１

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

児童生徒に配付する「ふるさと松山学」（子規と俳句に関する教材）の半額程度を保護者負担としている。

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）

研究協力校である東中学校区４小中学校（番町小、八坂小、東雲小、東中）や市内小中学校、研究協力員と協働した授業づくり等の研究、各種調査等の分析、松山の特色を生かした教材の活用促進、セン
ター研究発表会を通して、市内小中学校全体の授業力の向上を図り、児童生徒一人一人の確かな学力と豊かな心を育成する。

背景
（どのような経緯で開始したか）

教職員のさらなる資質向上とともに、児童生徒一人一人に対して確かな学力の定着や豊かな心の育成が求められている。

一般会計 教育費 教育総務費 教育研修センター費 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） 22,032 11,177 11,122

決算額 (B)　（単位：千円） 25,423 9,923

一般財源 20,114 7,444 8,703

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

需要費　9,151千円 需要費　10,411千円

0 0 0

その他 5,309 2,479 2,419

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

「松山の授業モデル」に基づく授業研究
学力検査の実施と分析
「ふるさと松山学」教材の活用促進及び「広がれ！ふるさと松山の心」の市民等への情報発信

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪かっ
た点など

予定通りに事業が実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -3,391 1,254

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

「広がれ！ふるさと松山の心」について、教職員研修で具体的な活用方法を検討したり、教職員専用のホームページに活用事例を掲載したりして、授業等での活用促進を目指す。

R2年度の目標

研究協力校との実践的研究の充実を図る。
授業づくりの研究や各種調査等の分析を行い、成
果を研修や学校支援に生かすことで、教職員の授
業力の向上を図る。
「ふるさと松山学」の活用促進を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

「松山の授業モデル」を活用し、「主体的・対話的で
深い学び」の授業改善を推進する。
「ふるさと松山学」の活用促進や句会リーフレット作
成 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

「広がれ！ふるさと松山の心」について、教職員研
修で具体的な活用方法を検討したり、教職員専用
のホームページに活用事例を掲載したりして、授業
等での活用促進を目指す。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 松山市教育委員会の基本方針に基づき、教職員研修の充実に寄与している。また、児童生徒の生きる力を育む学校教育の推進にも寄与しているため。

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

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

目標値 目標値 10

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 80

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【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

10 10

8 10 12

活動指標

（3つまで設定可）

「ふるさと松山学」の活用
に係る教員研修の実施
回数

回
9 10 10

89 100 120

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

経験研修等や学校へ出向く出前研修等により全小中学校に啓発を行うように
する。

本指標の設定理由
法定研修、主任会、校内研修等で実施する。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

80 80

70 72 89

成果指標

（3つまで設定可）

「ふるさと松山学」の研修
に関する教職員の満足
度

％
80 80 80

88 90 111

「ふるさと松山学」を授業
等で活用する小・中学校
の割合

100 100

97 100

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

各学校や教職員の実態に即した実践に生かせる講座を行い、受講した教職
員の満足度を目標値として設定した。

本指標の設定理由
児童生徒がより一層ふるさと松山に親しみ、関心をもつきっかけとなるため。

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

全市立小中学校で特色ある取組として、「ふるさと松山学」を授業等で活用す
る。（第６次松山市総合計画の目標値）

本指標の設定理由
わがまち松山に根ざした学習の充実度を示す指標

104 104 100

％
93 96 100

100

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 経験研修等や学校への出前研修等を通じて「ふるさと松山学」の啓発を図ってきたが、今後、研修内容の充実等を通して一層の啓発に努めたい。

成果指標 授業等で「ふるさと松山学」は活用されてきている。今後も各小中学校での活用促進を目指して、アンケート等を実施し、活用状況を把握する。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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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 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 主査 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41134 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 3 ～ 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

全国一律にネットワーク整備を行うGIGAスクール構想の実現に向けて、国の令和元年度補正予算及び起債で、ネットワーク工事を令和２年度中に行う。

R2年度の目標

インターネット環境のセキュリティ強化に努める。
円滑にシステム運用を進めていく。
小中学校での情報機器及びソフトウェアの活用方
法や指導方法の調査研究を行うとともに、教職員へ
の研修等を行い、高度情報化社会に主体的に対
応できる情報活用能力の育成を推進する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

リース契約の継続
システム運用支援の委託
ICTを活用した授業の調査・研究

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

GIGAスクール構想の実現に向けたネットワーク工
事

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
ICT環境の整備により、情報化社会に対応できる児童生徒の育成を図るとともに、教職員が情報化社会に対応した事務処理及び情報機器を活用した授業
展開ができているため。

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

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

主な取組み内容

リース契約の継続
システム運用支援の委託
システムデータの連携
ICT機器及びソフトウェアの調査・研究

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

目標通りに実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 3,416 1,385

一般財源 126,519 183,216 140,779

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

使用料及び賃借料　88,644千円
委託料 71,536千円
役務費 21,974千円

使用料及び賃借料　101,300千円
委託料 14,903千円
役務費 23,304千円

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 0 654 654

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 129,935 185,255 141,433

決算額 (B)　（単位：千円） 126,519 183,870

一般会計 教育費 教育総務費 教育研修センター費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

教育委員会事務局と市立小中学校及び学校給食調理場を結ぶネットワークを構築し、事務処理の迅速化や効率化を図る。また、様々な情報を積極的に収集・整理・活用することにより、タイムリーな情報のやり
とりや幅広い授業の展開を行い、情報化社会に対応できる児童生徒の育成を図る。さらには、情報機器及びソフトウェアの活用方法や指導方法等の調査研究、及び教職員への研修等を行い、資質の向上につ
なげる。

背景
（どのような経緯で開始したか）

校務支援システムは、平成10年度から12年度にかけて、学校事務の省力化・効率化を目的に、全国に先駆けた校務支援システムとして構築し、令和元年度改修を行った。
教育情報ネットワークシステムは、文部科学省によるすべての小中学校へのインターネット接続の推進や授業での積極的な活用の推進及び近年のインターネットの普及を鑑み、「教育インターネット」「校内
LAN」の整備を行った。また、コンピュータ等の有効活用や授業に役立つソフトウェアの導入等の研究を行うために、「小学校情報教育研究委員会(平成６年設置)」「中学校情報教育研究委員会(平成３年設置)」
を設置した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

教育委員会事務局職員、市立小中学校教職員、学校給食調理場職員、学校給食会の職員等が校務支援システムを利用し、学籍情報、児童生徒情報、成績処理、体力測定、身体検査、給食事務、教職員管理、備品管理などの学校
事務を行う。
市立小中学校教職員や児童生徒が、パソコン教室や図書室、職員室などから超高速大容量のインターネット利用を可能となるように、市立の全小中学校に校内LANを整備し、情報教育環境の整備を図る。
GIGAスクール構想の実現に向けて、「教育インターネット」「校内LAN」の改修を行う。
小中学校の情報教育担当教員等で組織された「松山市教育研究協議会」に、ハードウェア（情報機器）及びソフトウェアの活用方法の調査・研究及び教職員に対する研修等の業務を委託している。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 学校教育法第5条、松山市立学校管理規則第29条

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約 131

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 教育用コンピュータの整備
外国語教育やプログラミング教育の充実、「ふるさと松山学」の活用など、生きる力を育む教育を進めます。また、地域の
高齢者との交流を促すなど、子どもたちが健全に成長できる環境をつくります。

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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 -

稲田　直行 渡辺　哲也 小田　浩範

事務事業名
（施策コード） 教育の情報化推進事業

1-3:自治事務（努力規定
あり）

1:直営

溝田　祐一 小田　浩範 平岡　宗悦

令和元年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

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 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

矢野　博朗 越智　文明
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 82

実績値 達成年度 R2年度

％ 達成度

目標値 目標値 82

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 82

実績値 達成年度 R2年度

％ 達成度

目標値 目標値 82

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

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 令和元年度も全小中学校にインターネット環境を整備するとともに、教職員にICTに関する研修を実施することができた。

成果指標 インターネットを活用し学校事務の効率化を図るとともに、教職員が授業中にICTを活用して指導することができた。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

82

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

全ての学校にてインターネットを校務に活用することができることを目指す。

本指標の設定理由
学校事務の効率化を図るため。

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

全ての学校にて授業中にICTを活用して指導することができることを目指す。

本指標の設定理由
ICTを活用し、分かりやすい授業を実施するため。

100 100 100

校
83 83 82

82 82

83 83 82

成果指標

（3つまで設定可）

インターネットを校務に
活用する学校数

校
83 83 82

100 100 100

授業中にICTを活用して
指導する学校数

82 82

83 83

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

全小中学校に超高速大容量のインターネット環境を整備する。

本指標の設定理由
学校事務の効率化やICTを活用した授業を実施するため。

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

全小中学校の教職員がICTに関する研修を受講する。

本指標の設定理由
学校事務の効率化やICTを活用した授業を実施するため。

100 100 100

校
83 83 82

82 82

83 83 82

活動指標

（3つまで設定可）

インターネット接続可能
校数

校
83 83 82

100 100 100

教職員がICTに関する研
修を受講している学校数

82 82

83 83 82

【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 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 主査 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41134 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 6 ～ 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

GIGAスクール構想の実現に向けたタブレットパソコンの整備
タブレットパソコンを効果的に活用するため及びプログラミング教育推進のための研修が必要

R2年度の目標

リース契約の継続
タブレットパソコンの利活用
GIGAスクール構想の実現に向けた円滑な整備
プログラミング教育の推進 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

リース契約の継続と見直し
タブレットパソコンの利活用
GIGAスクール構想の実現に向けた整備
プログラミング教育の推進 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

スケジュールどおりにタブレットパソコンの整備を行
う。また、タブレットパソコンを効果的に活用するた
め及びプログラミング教育の推進のための研修を
実施する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
コンピュータの整備により児童がICTに触れる機会が増え、ICTを活用した授業を行うことで授業改善が進み、自ら学び自ら考える授業へと転換が図られてい
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

タブレットパソコンの整備に伴う保守や利活用の促進
GIGAスクール構想の実現に向けたタブレットパソコンの整備
プログラミング教育の推進

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

目標通りに実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 489 1,195

一般財源 424,037 419,674 437,755

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

使用料及び賃借料　406,542千円
需要費　12,032千円

使用料及び賃借料　415,514千円
需要費　20,746千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 424,526 420,869 437,755

決算額 (B)　（単位：千円） 424,037 419,674

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

H30年度 R元年度 R2年度

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

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

学習指導要領に基づくICTを活用した効果的な学習を実施し、子どもたちに情報活用能力を身に付けさせることはもとより、自ら学び自ら考える力など「生きる力」を育むための教育活動や学習活動を推進する。

背景
（どのような経緯で開始したか）

あらゆる場面で情報化が進展する中、高度情報化社会に主体的に対応できる児童を育成するため、教育用コンピュータ等の整備を行っている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市立小学校に対して、各小学校の普通教室や特別教室等に各1台、パソコン教室に児童1人1台の教育用コンピュータと教職員1人1台の校務用コンピュータを整備している。また、児童・教職員のコンピュータ
整備を進めつつ、セキュリティポリシーの見直しや、研修等を通じて、情報セキュリティの一層の確保と向上に努めている。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 学校教育法第5条、松山市立学校管理規則第29条

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 教育用コンピュータの整備 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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 -

稲田　直行 渡辺　哲也 小田　浩範

事務事業名
（施策コード） 小学校教育用コンピュータ整備事業

1-3:自治事務（努力規定
あり）

1:直営

溝田　祐一 小田　浩範 平岡　宗悦

令和元年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

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 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

矢野　博朗 越智　文明
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 26,597

実績値 達成年度 R2年度

％ 達成度

目標値 目標値 52

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 1.0

実績値 達成年度 R5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 目標値に向けてコンピュータの導入を検討している。

成果指標 限られた財源の中、目標値には及んでいないものの、普通教室の全てのパソコンのタブレット化及び無線化等環境整備を進めている。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

１人１台を達成すると、学習者用コンピュータ１台当たりの児童数は1.0となる。

本指標の設定理由
GIGAスクール構想で示された１人１台を達成するため。平成29年度までは、文部科学省の「第２期教育振興基本計画」
による3.6、令和元年度までの目標値は、「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画」で示されていた3.0である。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

1.0 1.0

7.0 7.0 7.2

成果指標

（3つまで設定可）

学習者用コンピュータ１
台当たりの児童数

人
3.6 3.0 3.0

51 43 41

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

全市立小学校の児童１人１台端末を整備する。

本指標の設定理由
GIGAスクール構想で示された１人１台を達成するため。（目標値は基準となる
令和元年度５月１日時点の児童数）

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

全小学校の教員がプログラミング教育の研修を受講小中学校する。

本指標の設定理由
新学習指導要領で小学校プログラミング教育が必修化されているため。

－ － 100

校
－ － 52

26,597 26,597

－ － －

活動指標

（3つまで設定可）

１人１台端末の整備
台

－ － －

－ － －

プログラミング教育推進
のための研修

52 52

－ － 52

【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 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 主査 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41134 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 6 ～ 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

GIGAスクール構想の実現に向けたタブレットパソコンの整備
タブレットパソコンを効果的に活用するための研修が必要

R2年度の目標

リース契約の継続
タブレットパソコンの利活用
GIGAスクール構想の実現に向けた円滑な整備
プログラミング教育の推進 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

リース契約の継続と見直し
タブレットパソコンの利活用
GIGAスクール構想の実現に向けた整備
プログラミング教育の推進 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

スケジュールどおりにタブレットパソコンの整備を行
う。タブレットパソコンを効果的に活用するための研
修を実施する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
コンピュータの整備により生徒がICTに触れる機会が増え、ICTを活用した授業を行うことで授業改善が進み、自ら学び自ら考える授業へと転換が図られてい
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

タブレットパソコンの整備に伴う保守や利活用の促進
GIGAスクール構想の実現に向けたタブレットパソコンの整備
プログラミング教育の推進

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

目標通りに実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 612 272

一般財源 184,684 176,526 187,125

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

使用料及び賃借料　171,236千円 使用料及び賃借料 177,406千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 185,296 176,798 187,125

決算額 (B)　（単位：千円） 184,684 176,526

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

H30年度 R元年度 R2年度

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

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

学習指導要領に基づくICTを活用した効果的な学習を実施し、子どもたちに情報活用能力を身に付けさせることはもとより、自ら学び自ら考える力など「生きる力」を育むための教育活動や学習活動を推進する。

背景
（どのような経緯で開始したか）

あらゆる場面で情報化が進展する中、高度情報化社会に主体的に対応できる生徒を育成するため、教育用コンピュータ等の整備を行っている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市立中学校に対して、各中学校の普通教室や特別教室等に各1台、パソコン教室に児童1人1台の教育用コンピュータと教職員1人1台の校務用コンピュータを整備している。また、生徒・教職員のコンピュータ
整備を進めつつ、セキュリティポリシーの見直しや、研修等を通じて、情報セキュリティの一層の確保と向上に努めている。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 学校教育法第5条、松山市立学校管理規則第29条

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 教育用コンピュータの整備 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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 -

稲田　直行 渡辺　哲也 小田　浩範

事務事業名
（施策コード） 中学校教育用コンピュータ整備事業

1-3:自治事務（努力規定
あり）

1:直営

溝田　祐一 小田　浩範 平岡　宗悦

令和元年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

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 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

矢野　博朗 越智　文明
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 11,761

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 1.0

実績値 達成年度 R３年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

上記指標の実績に対す
る評価（達成又は未達成
要因の分析）

活動指標 目標値に向けてコンピュータの導入を検討している。

成果指標 限られた財源の中、目標値には及んでいないものの、普通教室の全てのパソコンのタブレット化及び無線化等環境整備を進めている。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

１人１台を達成すると、学習者用コンピュータ１台当たりの児童数は1.0となる。

本指標の設定理由
GIGAスクール構想で示された１人１台を達成するため。平成29年度までは、文部科学省の「第２期教育振興基本計画」
による3.6、令和元年度までの目標値は、「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画」で示されていた3.0である。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

1.0 1.0

6.3 6.2 6.3

成果指標

（3つまで設定可）

学習者用コンピュータ１
台当たりの児童数

人
3.6 3.0 3.0

57 48 47

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

全市立小学校の児童１人１台端末を整備する。

本指標の設定理由
GIGAスクール構想で示された１人１台を達成するため。（目標値は基準となる
令和元年度５月１日時点の児童数）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

11,761 11,761

－ － －

活動指標

（3つまで設定可）

１人１台端末の整備
台

－ － －

－ － －

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任 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

41151 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 28 ～ 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

新型コロナウイルス感染拡大により、人と人の接触を避ける必要があるため、施設の利用等について制限をする必要がある。

R2年度の目標

新型コロナウイルス感染対策を行いながら教育研
修センターの維持管理を適切に行う。また、他課等
と連携し施設利用者の増加に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

教育研修センターの維持管理
研修室等の一般貸出
松山市教育研究協議会補助金交付

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

新型コロナウイルス感染拡大により、感染対策が必
要となっているため、適切に施設管理を行う。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 施設を運営し、研修等を計画的に実施しているため。

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

教育研修センターの維持管理
研修室等の一般貸出
松山市教育研究協議会補助金交付

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

年度当初の計画通りに実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,397 2,212

一般財源 13,803 12,559 15,782

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

需要費　4,660千円
委託料　4,475千円

需要費　6,537千円
委託料　5,661千円

0 0 0

その他 899 341 473

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 17,099 15,112 16,255

決算額 (B)　（単位：千円） 14,702 12,900

一般会計 教育費 教育総務費 教育研修センター費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

松山市教育研修センター条例に研修室等の一般貸出の使用料を規定。

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

市独自の教育研修センターを運営することにより、質の高い教育研究や教職員研修を行い、松山市の教育の充実を図る。
市内の教職員が所属する教育研究組織である「松山市教育研究協議会」に対して補助を行い、教職員の資質向上と教育振興の発展を図る。

背景
（どのような経緯で開始したか）

・子どもたちを取り巻く教育環境が大きく変化している。
・中核市は、教職員研修を行う必要がある。
・国や市の施策を踏まえた質の高い教育の実現が求められている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・松山市立小中学校教職員等約2,400人及び松山市民が松山市教育研修センターを問題なく利用できるよう、維持管理に必要な清掃委託やエレベータ保守委託、消耗品や備品等を整備する。また、教職員研
修を実施しない時は、研修室等の一般貸出を行う。
・松山市教育研究協議会が実施する研修に対して、活動に必要な経費の一部を補助する。

-

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 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条、第59条

主な取り組み 教職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 研修の充実 -

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 -

稲田　直行 曽根　貞行 溝田　祐一 松本　郁哉

事務事業名
（施策コード） 松山市教育研修センター運営事業

1-2:自治事務（できる規
定あり）

1:直営

御手洗　安晴 済川　登志夫 松本　郁哉

令和元年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 総務担当 989-5144

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 教育研修センター事務所 担当グループ名 総務担当 989-5144

矢野　博朗 越智　文明
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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 20,500

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

上記指標の実績に対す
る評価（達成又は未達成
要因の分析）

活動指標

成果指標
施設利用者は、新型コロナウィルスの影響で研修や会議の中止により減少しているが目標を達成している。今後は、感染症対策を行いながら利用者が満足できる施設運営を行ってい
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 1:単年度での増加を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

実績値を基に希望的数値を設定

本指標の設定理由

教職員研修実施のほか、教育に関する調査研究、資料の収集・作成・活用、
教職員の自主的な活動等を十分に行える場所の創出を行っており、利用者
の増加が教育の振興につながるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

20,500 20,500

18,913 20,694 20,002

成果指標

（3つまで設定可）

教育研修センターの利
用者人数

人
14,000 19,500 20,000

135 106 100

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 主査 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 主査 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41151 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 12 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

R元年度終了までに把握
している環境の変化,障
害,課題となっている事項

・小学校では令和２年度、中学校では令和３年度に新学習指導要領が全面実施となる。
・今年度から若手育成研修と中堅教諭研修を全面実施する。
・新型コロナウイルス感染症の拡大により、従来の研修方法で研修を実施することができない。

R2年度の目標

令和２年度研修構想と計画に基づき、学校や受講
者の満足度が高い充実した各種教職員研修を実
施する。
愛媛大学教育学部等と連携し、多様な研修の在り
方や研修内容の改善を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

令和２年度研修構想と計画に基づき、各種教職員
研修を実施する。
外部有識者の意見や各研修の評価を踏まえ、令和
３年度の研修構想を立案する。 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

道徳科や外国語教育、プログラミング教育など、新
学習指導要領に対応した研修を実施する。
動画配信による研修や双方向型の遠隔研修など多
様な研修の在り方を開発する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 限られた条件の中で、学校の課題や時代の要請を踏まえて研修内容等を工夫し、受講者や学校から概ね高評価を得ているため。

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

予定していた研修に加えて、大学と連携した追加研修等を実施した。

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

年度当初の計画どおりに実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 360 365

一般財源 1,851 1,372 1,659

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報償費　788千円 報償費　1,025千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,211 1,737 1,659

決算額 (B)　（単位：千円） 1,851 1,372

一般会計 教育費 教育総務費 教育研修センター費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

松山市の教育の現状と課題を踏まえ、児童生徒一人一人の可能性が最大限に伸長される教育を推進するために、松山市教職員研修の全体構想に基づき計画的に研修を実施することにより、教職員の基礎
的・基本的な資質能力を確保し、教育に対する使命感や実践的指導力の向上を図ることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始したか）

平成１２年４月に松山市が中核市となったことで、教職員の研修権が愛媛県から移譲されたため、市が独自で行うこととなった。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・松山市立小中学校教職員等約２４００人

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

主な取り組み 教職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 研修の充実 -

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 -

稲田　直行 楠岡　正輝 今泉　太郎 松浦　由美子

事務事業名
（施策コード） 教職員研修事業

1-4:自治事務（義務規定
あり）

1:直営

楠岡　正輝 今泉　太郎 松浦　由美子

令和元年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務局 担当グループ名 研修担当 ９８９－５１４６

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 教育研修センター事務局 担当グループ名 研修担当 ９８９－５１４６

矢野　博朗 越智　文明
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 82

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 17,500

実績値 達成年度 R３年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

上記指標の実績に対す
る評価（達成又は未達成
要因の分析）

活動指標
訪問研修を実施する職員（指導主事）が限られているだけでなく、学校側の受け入れにも負担がかかる条件の中では一定の評価ができると考えているが、学校がより利用しやすくなる
よう実施方法等について検討を行う。

成果指標 学校現場の多忙化が叫ばれる中、教職員が学校を離れて行う松山市教育研修センターでの研修等の受講者を増やすことには限界があるが、研修内容の充実や学校現場のニーズに応じた魅力ある研修を
実施することにより、受講者の増加に努めている。令和元年度は学校現場の教職員が主体となる研究大会を実施することで受講者数が増加した。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第６次松山市総合計画の目標値とする。

本指標の設定理由
第６次松山市総合教育計画で設定している指標であるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

17,250 17,500

16,869 17,458 19,258

成果指標

（3つまで設定可）

本市が実施する教職員
研修を受講した市立学
校教職員

人
18,000 17,000 17,250

94 103 112

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

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

松山市立全小中学校に年１回以上（合同実施含む）訪問研修を実施すること
を目標とする。

本指標の設定理由
教職員研修のOJTは、教職員の資質能力の向上に不可欠であるため。

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

82 82

39 54 59

活動指標

（3つまで設定可）

学校訪問研修の実施校
数

校
55 83 82

71 65 71

【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 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 主査 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

41151 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 28 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

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 教育研修センター事務所 担当グループ名 学校支援・研究開発担当 ９８９－５１４７

矢野　博朗 越智　文明

稲田　直行 加地　直子 鵜久森　まゆみ 深野　基嗣

事務事業名
（施策コード） 学校支援事業

1-1:自治事務（実施規定
なし）

1:直営

鵜久森　まゆみ 山中　雅美 宮内　京子

令和元年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 学校支援・研究開発担当 ９８９－５１４７

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 教職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 研修の充実 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市立小中学校教職員、児童生徒に対して、出前授業等による支援をする。また、小中学校教科等主任会及び退職教員、愛媛大学教員、有識者との連携をする。

-

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 第４次まつやま教育プラン２１

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）

松山市教育委員会の基本方針に基づき、必要な調査研究及び研修活動を行い、本市教育の充実に資する。

背景
（どのような経緯で開始したか）

学習指導要領の実施に当たり、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進と教員の指導力向上が求められている。

一般会計 教育費 教育総務費 教育研修センター費 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） 1,500 1,459 1,404

決算額 (B)　（単位：千円） 1,179 1,340

一般財源 1,179 1,340 1,404

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報償費　536千円
委託料　478千円

報償費　541千円
委託料　478千円

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

松山市児童生徒自由研究作品審査
おもしろ理科教室、おもしろ理科出前教室の実施
わくわく出前教室の実施
サポートビジット、校内研修サポート講座の実施

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪かっ
た点など

年度当初の計画通りに実施できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 321 119

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

教育研修センターでの研修や未実施の市内小中
学校での出前教室開催など発展・拡充を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

松山市児童生徒自由研究作品審査
おもしろ理科教室、おもしろ理科出前教室の実施
わくわく出前教室の実施
サポートビジット、校内研修サポート講座の実施 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 松山市教育委員会の基本方針に基づき、教職員研修の充実に寄与している。また、児童生徒の生きる力を育む学校教育の推進にも寄与しているため。

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

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

目標値 目標値 30

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値 35

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 80

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

【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

30 30

30 29 39

活動指標

（3つまで設定可）

おもしろ理科出前教室の
実施回数

回
30 30 30

100 97 130

わくわく出前教室の実施
回数

35 35

43 42 40

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

学校からの要請数と対応できる職員数から目標値を設定した。

本指標の設定理由
継続して学校支援をしていくため

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

学校からの要請数と対応できる職員数から目標値を設定した。

本指標の設定理由
継続して学校支援をしていくため

143 120 114

回
30 35 35

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

80 80

75 85 77

成果指標

（3つまで設定可）

校内研修サポート講座の
教職員の満足度

％
80 80 80

94 106 96

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

教育の今日的課題や各学校からのニーズを把握して実践に生かせる講座を
行い、受講した教職員の満足度を目標値として設定

本指標の設定理由
学校現場での教職員研修の充実を目指しているため

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

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
「おもしろ理科出前教室」や「わくわく出前教室」では、理科や芸術分野に関する専門的な講師を小中学校に派遣し、日常では、体験させることが難しい専門的な授業を実施した。「校
内研修サポート講座」では、学習指導要領の趣旨や本市独自の授業モデルに基づいた授業改善の在り方について提案する講座を実施した。

成果指標
日程や講座時間の調整が難しく、目標は未達成だった。今後、学校のニーズに合わせた工夫をするとともに、全小中学校が学校支援事業の活用を目指す。（「サポートビジット」「校内
研修サポート講座」「おもしろ理科出前教室」「わくわく出前教室」を活用するか、「おもしろ理科教室」へ生徒を参加させるか）

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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