
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

42114 読書振興事業 教育委員会事務局 中央図書館事務所 シートB 2

42114 ブックスタート事業 教育委員会事務局 中央図書館事務所 シートB 4

42122 図書館運営事業 教育委員会事務局 中央図書館事務所 シートA 6

42122 図書館資料購入事業 教育委員会事務局 中央図書館事務所 シートB 7

42123 視聴覚ライブラリー運営事業 教育委員会事務局 中央図書館事務所 シートA 9

事務事業一覧表
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

42114 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 62 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 1

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

・情報化社会の進展や学校図書館の充実に向けた取組の推進など、子どもを取り巻く環境の変化を分析しながら、発達段階に応じた子どもの読書推進に取り組む必要がある。
・成人に対しては、生涯学習及び課題解決支援・読書推進等の需要に対応するため、効果的な資料紹介や特色ある講座等の読書振興事業を実施していく必要がある。

R2年度の目標

・「第3次まつやま子ども読書活動推進計画」に
基づく魅力ある取り組みの企画・実施を行う。
・「第4次まつやま子ども読書活動推進計画」を
策定する。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・読書振興、子どもの読書活動推進に関わる
各種事業を実施する。
・子ども読書活動推進ネットワーク会議を開催
し、「第4次まつやま子ども読書活動推進計画」
を策定する。

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

・現在、実施している各種取り組みについて、
重要度や人気度を勘案し、拡充を図る。
・「第4次まつやま子ども読書活動推進計画」を
策定するため、各課や有識者・ボランティア団
体と連携をとる。

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 本事業により幅広い層への読書振興に寄与したため

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

読書振興、子どもの読書活動推進に関わる各種事業を実施する。
１．子ども向け…各種おはなし会、ビブリオバトルその他、子どもの読書活動推進に係る事業
２．子ども読書活動推進者・団体向け…講座の開催等
３．子ども読書活動推進ネットワーク会議の運営　など
４．成人向け…図書館講座の開催等、読書振興に係る事業

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

当初計画していた取り組みを、予定通り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

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 71 500

一般財源 1,294 723 845

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報償費608千円
使用料及び賃借料79千円

報償費711千円
使用料及び賃借料101千円

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） 1,365 1,223 845

決算額 (B)　（単位：千円） 1,294 723

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）

・「第３次まつやま子ども読書活動推進計画」に基づく各種の取り組みを行うことにより、子どもの読書活動を推進し、豊かな心と考える力を育むことを目的とする。
・読書会の実施や読書グループへの援助を行うことにより、市民の自主的な学習活動を支援し、生涯学習の推進を図る

背景
（どのような経緯で開始した

か）

図書館開設以来、図書館の業務として、読書振興に関する事業を実施。
子どもの読書活動推進については、平成13年12月の「子どもの読書活動の推進に関する法律」の施行を受け、「まつやま子ども読書活動推進計画」を策定。同計画に基づいた各種事業を実
施。

一般会計	 教育費 社会教育費 図書館費 R元 予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：松山市内に居住する人、及び松山市に隣接する地域に居住する人、また、松山市に通勤・通学する人等の利用者。

事業内容：
読書振興、子どもの読書活動推進に関わる各種事業を実施する。
１．子ども向け…各種おはなし会、ビブリオバトルその他、子どもの読書活動推進に係る事業
２．子ども読書活動推進者・団体向け…講座の開催等
３．子ども読書活動推進ネットワーク会議の運営　など
４．成人向け…図書館講座の開催等、読書振興に係る事業

④子育て支援の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 図書館法、子どもの読書活動の推進に関する法律、松山市立図書館条例

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

図書館法 第17条の規定により、公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価を
も徴収してはならないこととなっている。

主な取り組み 多様な学習機会の提供

市長公約

-

取り組みの柱 子ども読書活動の推進 -

総合戦略 2244

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
④子どもの読書に関わる事業を通じて、乳幼児と保護者が触れ合える機会を
提供し、子育て環境の充実を促進します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

基本目標 健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 -

杉野　公典 小池　ひろみ 垣本　玲美

事務事業名
（施策コード） 読書振興事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

1:直営

松本　優子 垣本　玲美

令和元年度
教育委員会事務局 中央図書館事務所 担当グループ名 図書館館内サービス・読書推進担当 943-8008

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 中央図書館事務所 担当グループ名 図書館館内サービス・読書推進担当 943-8008

矢野 博朗 加地　寿徳

2



＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 4.0

実績値 達成年度 R2年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 7.8

実績値 達成年度 R2年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標
利用頻度が高い児童書は消耗も激しくなるが、適宜、廃棄・買い替えを行い、蔵書の質的管理に努めながら「第３次まつやま子ども読書活動推進計画」に基づき設定し
た目標値を達成・維持した。

成果指標
平成27年度から貸出冊数の上限を引き上げるなど改善を加えているため、現時点では目標値を達成できている。今後、児童・生徒の更なる図書館利用促進を目指し、
魅力ある資料を揃え、広報・ＰＲ活動を行なうことで数値の維持・向上を目指す。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

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

「第３次まつやま子ども読書活動推進計画」の目標値とする。
令和3年度以降については新たに作成する「第４次まつやま子ども読
書活動推進計画」の目標値とする。本指標の設定理由

購入資料の有効活用度を測る指標の一つであるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

7.8 －

9.6 10.2 10.4

成果指標

（3つまで設定可）

市立図書館における
子ども（小学生以下）１
人あたりの児童図書貸
出冊数

冊
7.8 7.8 7.8

123 131 133

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

「第3次まつやま子ども読書活動推進計画」の目標値とする。
令和3年度以降については新たに作成する「第４次まつやま子ども読
書活動推進計画」の目標値とする。本指標の設定理由

子どもの読書環境の充実度を測る指標として相応しいため。

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

4.0 －

3.9 4.1 4.2

活動指標

（3つまで設定可）

市立図書館における
子ども（小学生以下）１
人あたりの児童図書の
蔵書冊数

冊（点）
3.7 3.7 3.7

105 111 114

【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 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

42114 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 27 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

R2年度の目標

　関係機関との連携強化を図りながら、ブック
スタートの意義について赤ちゃん訪問事業な
どの機会を活用して周知するとともに、ブックス
タート事業に関する周知・ＰＲ手法の拡充のた
め、ポスター・ＨＰ・広報資料等で行い、対象
者の９８％が満足感を得ることを目標とする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・複数の絵本からの選択制開始に関する満足
度調査の実施
・ブックスタートの意義について赤ちゃん訪問
事業などの機会を活用して周知
・関係機関との連携強化
・図書館登録申請書をブックスタートパックに
追加し配布

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

・ブックスタート事業に関する周知をポスター・
ＨＰ・広報資料等で行う

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

・ブックスタート事業に関する周知不足

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6月から、ブックスタートで配布する絵本を３種類の中から選択できるよう改善した。

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 絵本を通じて赤ちゃんと保護者が触れ合うきっかけづくりを行うことは、読書への興味・関心を高め、子育て支援の一助ともなる。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 65 0

主な取組み内容

・ブックスタートパックの配布
・ブックスタートの周知

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

ブックスタート用書籍購入経費　約2,640千円 ブックスタート用書籍購入経費　約2,321千円

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 2,598 2,663 2,321

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 2,598 2,663

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） 2,663 2,663 2,321

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 図書館費 R元 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

松山市で「出会いから子育てまでのサポート事業」の一環として地方創生先行型交付金を活用し（初年度のみ）、平成27年4月から絵本を手渡す事業を開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：松山市に住民登録している1歳未満の赤ちゃんとその保護者

事業内容：
１．出生届提出時等に本庁、支所、保健所等で市長メッセージや赤ちゃん絵本、おすすめ絵本ガイドをセットにした「ブックスタートパック」を配布。令和元年度6月から、ブックスタートで配布
する絵本を３種類の中から選択できるようにした。
２．保健福祉部の母子保健推進員等による赤ちゃん訪問事業など、赤ちゃんのいる家庭への各戸訪問や、図書館のおはなし会等の行事開催等の機会を通じて、「ブックスタート」の意義、乳
幼児期の絵本の読み聞かせの大切さなどについて説明する。

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

赤ちゃんの生まれた環境にかかわらず、すべての赤ちゃんと保護者のもとへ絵本を届け、親子のふれあい
のひと時を持つきっかけづくりとしていただくことを目指した事業であるため。

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）

松山市に在住するすべての赤ちゃんと保護者に絵本を手渡し、絵本を通して親と子のふれあいを楽しみ、絆を深めるとともに、乳幼児期から本に親しむ習慣を身につける。

子ども読書活動の推進 -

総合戦略 2244

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
④子どもの読書に関わる事業を通じて、乳幼児と保護者が触れ合える機会を提
供し、子育て環境の充実を促進します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

主な取り組み 多様な学習機会の提供

市長公約

-

取り組みの柱

④子育て支援の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

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 -

杉野　公典 小池　ひろみ 垣本　玲美

事務事業名
（施策コード） ブックスタート事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

松本　優子 垣本　玲美

令和元年度
教育委員会事務局 中央図書館事務所 担当グループ名 図書館館内サービス・読書推進担当 943-8008

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 中央図書館事務所 担当グループ名 図書館館内サービス・読書推進担当 943-8008

矢野 博朗 加地　寿徳
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 27

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 98

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

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 各配布場所と連携し配布できた。

成果指標 ブックスタートで配布する絵本を３種類の中から選択できるよう改善したため、満足度も目標達成した。

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

対象者が概ね満足感を得ることを目標値とする

本指標の設定理由
他機関と連携するアンケート調査での満足度調査は成果としての指標
にふさわしいため。

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
設定の考え方本指標の設定理由

％

98 98

87 91 95

成果指標

（3つまで設定可）

ブックスタート事業に
対する満足度

％
90 90 90

97% 101%

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

赤ちゃんセットの配布場所に準ずる

本指標の設定理由
出生届提出時時に赤ちゃんセットと同時に配布しているため

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

27 27

27 27 27

活動指標

（3つまで設定可）

配布場所
箇所

27 27 27

100% 100% 100%

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 副主幹

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

42122 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 62 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 1

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

・経年により、今後、各図書館施設の維持管理や営繕にかかる経費の増加が見込まれる。
・経費を抑えながら有効なイベント等を実施することが必要。

R2年度の目標

・図書館の運営業務を円滑に実施する。
・図書館のハード面の整備を行う。
・図書館のＰＲや魅力ある新たな図書館サービ
スの企画を実施し、年間12回を目途にイベント
出展を行うなど「飛び出す図書館」事業を実施
することで新たな利用者を開拓し、利用数の増
加を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・令和3年度から5年間の窓口等運営業務委託
業者を選考し、契約締結を行う。

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

・施設の維持管理について、緊急度を勘案し
優先順位を付けながら、効果的な管理を行う。
・移動図書館で地域に出向く活動などを通じ
て、図書館の魅力を積極的に発信する。

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
充実した図書館サービスを提供することにより、市民の読書意欲や学習意欲に応え、生涯学習の推進に資することができたため。

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

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

主な取組み内容

・受託業者と連携し、各図書館の窓口業務等を実施する。
・レファレンスサービスの強化、郷土・行政資料の収集・整理等により課題解決支援サービスを実施する。
・音訳、点訳資料の整備、提供により障がい者に対する図書館サービスを実施する。
・移動図書館車の運行により施設館から離れた地域に居住する住民に対する図書館サービスを実施する。
・施設、設備の維持管理を行う。
・その他、図書館サービスの充実に係る業務を実施する。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初計画していた取組みを行い、サービスの充実を図ることができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,121 927

一般財源 210,327 209,159 205,689

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

松山市立図書館窓口等運営業務委託料　117,339
千円
図書館情報システム機器及びソフトウェア賃借料
10,789千円
北条図書館南側・西側軒天及び堅樋補修工事
639千円

松山市立図書館窓口等運営業務委託料　118,415
千円
図書館情報システム機器及びソフトウェア賃借料
10,789千円
中央図書館　防犯カメラ改修工事　814千円

0 0 0

その他 710 465 398

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） 212,158 210,551 206,087

決算額 (B)　（単位：千円） 211,037 209,624

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

市立図書館が、市民の多様な学習ニーズに応えられる機能を発揮できるように、サービスの充実や施設の維持管理に努める。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

松山市の図書館サービスは、三津浜町営図書館（大正13年12月開館）が昭和15年8月、三津浜町の松山市編入に伴い松山市立三津浜図書館となったことから始まる。その後、移動図書館
車2台を追加し図書館運営を行った。また、図書館を含む松山市総合コミュニティセンターの建設構想が起こり、昭和62年4月、松山市立中央図書館開館。北条市・中島町の松山市編入に伴
い、現在は中央、三津浜、北条、中島図書館、及び移動図書館車4台による図書館運営を行っている。

一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 R元予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：松山市居住者、及び松山市隣接地域居住者、また、松山市に通勤・通学する者をサービス対象とし、松山市立図書館の業務の一部を委託して実施している。
事業内容：
［一部委託］
・株式会社図書館流通センターへ委託料を支出し、松山市立中央図書館（移動図書館含む）、三津浜図書館、北条図書館の窓口等運営業務、図書館間の図書搬送等について実施。
［直営部分］
・レファレンスサービス、郷土・行政資料の収集・整理等による課題解決支援サービスの実施。
・音訳・点訳資料の整備、提供による障がいをもった方へのサービス実施。
・施設、設備の維持管理。
・中島図書館の管理運営
その他、図書館サービスの充実に係る業務を実施している。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 図書館法、文字・活字文化振興法、松山市立図書館条例

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

図書館法 第17条の規定により、公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価
をも徴収してはならないこととなっている。

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 図書館資料の充実と利用環境の整備 -

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 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 -

杉野　公典 藤原　敏貴 小池　ひろみ 松本　優子

事務事業名
（施策コード） 図書館運営事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

2:委託

藤原　敏貴 小池　ひろみ 松本　優子

令和元年度
教育委員会事務局 中央図書館事務所 担当グループ名 図書館管理運営担当 943-8008

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 中央図書館事務所 担当グループ名 図書館管理運営担当 943-8008

矢野 博朗 加地　寿徳
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

42122 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 62 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初 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 1

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

市民活動支援・ビジネス支援など、図書館の資料を活用することで市民の要求に応える機会が多くなっている。財政状況が厳しい中で様々なニーズに対応できる手法の検討が必要である。

R2年度の目標

「第４次まつやま教育プラン２１」の目標値でも
ある蔵書冊数１００万冊の達成に向け、図書館
資料の選定・収集を行うほか、基本図書の整
備・充実に努める。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

図書館資料（一般図書、児童書、逐次刊行
物、参考図書、視聴覚資料）の選定・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

市の施策や地域の課題解決、市民ニーズを窓
口や購入希望申請により把握し、有用な資料
を活用してもらえるような資料選定と収集に努
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
市民に役立つ資料を選定、購入し、利用に供することで、市民の情報格差の解消や課題解決支援、生涯学習環境の充実に寄与している。

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

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

主な取組み内容

図書館資料（一般図書、児童書、逐次刊行物、参考図書、視聴覚資料、視覚障がい者向け資料）の選定・購入

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

９月補正により予算が追加され、当初の予定よりも資料の充実が図れた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で10,600千円追加
流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 19 292

一般財源 43,840 43,625 28,900

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

資料購入費（消耗品）41,464千円
資料購入費（備品）2,162千円

資料購入費（消耗品）27,170千円
資料購入費（備品）1,730千円

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） 43,859 43,917 28,900

決算額 (B)　（単位：千円） 43,840 43,625

始期・終期（年度） 終期の種別
2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

市立図書館が、市民の多様な学習ニーズに応えられる（生涯学習の拠点及び情報センターとしての）機能を果たすために、常に新しい図書館資料の選定・収集を行うほか、基本図書の整
備・充実に努める。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

市立図書館の開設準備に伴い開始。図書館資料の充実と新陳代謝を行い、継続して資料購入を行っている。

一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 R元 予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：松山市居住者・松山市隣接地域居住者・松山市に通勤・通学する者を対象。（令和元年度末の利用登録者数：305,983人）
事業内容：新刊案内、出版目録、各種書評紙・誌等による購入資料の選定。
利用者からのリクエストについては、図書館の資料収集方針に照らして選書委員会で購入資料を選考。

-

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 図書館法、文字・活字文化振興法、松山市立図書館条例

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

図書館法 第17条の規定により、公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価
をも徴収してはならないこととなっている。

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 図書館資料の充実と利用環境の整備 -

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

232

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 多彩な人材を育む 重点プロジェクト わがまち松山への愛着と誇りの醸成による「住み続けたいまちづくり」プロジェクト

施策 生涯学習の推進 主な取り組み 子どもや若者のシビックプライド醸成

杉野　公典 松本　優子 森　正亨

事務事業名
（施策コード） 図書館資料購入事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

小池　ひろみ 森　正亨

令和元年度
教育委員会事務局 中央図書館事務所 担当グループ名 図書館総務担当 943-8008

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 中央図書館事務所 担当グループ名 図書館総務担当 943-8008

矢野 博朗 加地　寿徳
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 1,000,000

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

目標値 目標値 2.2

実績値 達成年度 Ｒ2年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標
新陳代謝を図りながら図書館資料の充実に努めてきたが、目標値には達していない。施設の収蔵能力等の問題もあることから、目標値の見直しも含めて今後検討を
していく必要がある。

成果指標
利用者のニーズに沿った効率的な資料収集により目標値は達成している。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

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

当市の人口規模類似都市の蔵書回転率（貸出延べ冊数（個人）÷蔵
書数）

本指標の設定理由
購入資料の有効活用度を測る指標の一つであるため。

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

2.2 2.2

2.5 2.5 2.4

成果指標

（3つまで設定可）

蔵書回転率
％

2.2 2.2 2.2

113.6 113.6 109.1

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

当市の人口規模類似都市の図書館蔵書冊数（視聴覚資料含む）
「第4次まつやま教育プラン」の目標値

本指標の設定理由
読書環境の充実を図る指標としてふさわしいため。

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

1,000,000 1,000,000

799,315 802,959 803,845

活動指標

（3つまで設定可）

蔵書冊数
冊（点）

1,000,000 1,000,000 1,000,000

79.9 80.2 80.4

【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 副主幹 担当者名

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

42123 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 44 ～ 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 中央図書館事務所 担当グループ名 図書館総務担当 943-8008

矢野 博朗 加地　寿徳

杉野　公典 松本　優子

事務事業名
（施策コード） 視聴覚ライブラリー運営事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

小池　ひろみ

令和元年度
教育委員会事務局 中央図書館事務所 担当グループ名 図書館総務担当 943-8008

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 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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：松山市内に所在する社会教育及び学校教育団体、官公庁等が営利を目的としない事業を実施する場合を対象とする。

事業内容：
団体向け視聴覚資料（16ミリ関連教材教具、ＤＶＤ・ビデオ関連教材教具等）を収集し、市民の利用に供することにより生涯学習の推進を図る。
16ミリ映写機の利用希望団体を対象に16ミリ映写技術講習会を開催し、映写技術に関する知識の向上を図る。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市視聴覚ライブラリー規則

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 生涯学習における視聴覚教材などの利活用 -

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 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

視聴覚ライブラリーが収集する教材は団体への無償貸出を前提に著作権処理済み資料を購入しているた
め、利用料金等の徴収はできない。

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）

視聴覚教材・教具の貸出しを行うことにより、メディア活動を通じた生涯学習を支援する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和44年、松山市視聴覚ライブラリー設置。
平成2年、当時の生涯教育課から中央図書館事務所に視聴覚ライブラリー業務を移管。

一般会計 教育費 社会教育費 視聴覚ライブラリー費 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） 435 103 103

決算額 (B)　（単位：千円） 194 87

一般財源 194 87 103

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

県視聴覚教育協会負担金　64千円 県視聴覚教育協会負担金　64千円

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

・団体向け視聴覚資料（16ミリ関連教材教具、ＤＶＤ・ビデオ関連教材教具等）の収集・貸出。
・16ミリ映写技術講習会の開催。

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

令和元年度に新規利用者層の開拓のため周知に努めたが、まだ全体の利用増には至っていない。

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) 241 16

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

・新たな利用者の獲得

R2年度の目標

・未利用団体への事業の周知により、一層の
利用増を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・団体向け視聴覚資料（16ミリ関連教材教具、
DVD・ビデオ関連教材教具等）の収集・貸出。
・16ミリ映写技術講習会の開催。
・所蔵する16ミリフィルムを活用した文化事業
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

・各種団体に対して視聴覚ライブラリーの利用
方法、所蔵資料などを周知し利用啓発を図
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
充実した視聴覚資料や機材の貸与、16ミリ映写技術の講習実施により、市民の学習機会の充実に寄与し、生涯学習の推進に資することがで
きたため。

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

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