
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

31316 林業振興団体負担金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 2

31316 林業経営体指導事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 3

31316 高縄山総合作業施設管理事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 4

31316 緑の少年団育成事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 5

31316 流域森林総合整備事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 6

31316 市有林保育・管理事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 7

31316 林業・木材成長産業化促進対策事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 8

31316 森林環境整備基金積立事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 9

31321 愛媛県土地改良事業団体連合会負担金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 10

31321 農道台帳管理負担金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 11

31321 道後平野土地改良区農業用水調整配分の配水特別管理費負担金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 12

31321 道後平野土地改良区かんがい排水施設維持管理費補助金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 13

31321 石手川北部土地改良区かんがい排水施設維持管理費補助金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 14

31321 北条畑総かんがい排水施設維持管理費補助金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 15

31321 国営造成施設管理体制整備促進事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 16

31321 松山市土地改良事業協議会運営補助金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 17

31321 農村地域多面的機能維持推進事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 18

31321 土地改良事業（補助事業）に対する特別賦課金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 19

31321 一般土地改良事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 20

31321 ため池等整備事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 21

31321 農地整備換地事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 22

31321 県費補助土地改良事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 23

31321 ため池浸水想定区域図作成事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 24

31322 農業土木関係施設等管理事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 25

31322 県営事業地元負担金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 26

31323 県森林土木協会負担金事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 27

31323 林道整備事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 28

31323 林道整備事業（農山漁村地域整備交付金） 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 29

39999 農林土木災害復旧事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートB 30

39999 林道災害復旧事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートA 32

53331 新たな水源かん養林事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートB 33

53331 水源林総合整備事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートB 35

53331 緑のダム整備促進事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートB 37

53331 新たな森林経営管理制度推進事業 産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 シートB 39

事務事業一覧表
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31316 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 37 ～ 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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 計画担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 林業振興団体負担金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

山本　崇之 楠元　夕紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

主な取り組み 持続可能な農林水産業の構築

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 ・今治・松山流域森林林業活性化センター規約　・松山地区林材業振興会議会則　・愛媛県公有林野対策協議会会則

事業の目的
（どのような状態にするか）

各種協議会等の特色を活かし、林業振興を図る。

森林の整備と保全及び森林経営の確立 -

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）

関係機関相互の連絡調整、木材利用推進等を図るため当事業を開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

今治・松山流域森林・林業活性化センター、松山地区林材業振興会議、愛媛県公有林野対策協議会、愛媛県林業労働力確保支援センターの4団体の総会（事業計画・収支予算）に出席し
承認後、負担金を支出する

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

林業政策を協議するため負担する性質にないため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,104 1,104 1,104

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 農林水産業費 林業費 林業振興費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,104 1,104

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

負担金：1,104千円 負担金：1,104千円

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 1,104 1,104 1,104

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

林業振興のため負担金を支出することで、森林の集約化など林業生産活動等の活性化が図られたため。

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 各種協議会等の特色を活かし、住民の森林・林業に対する意識の高揚や木材の利活用の促進が図れたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

松山地区の市町及び森林組合等関係機関が連携し、林業施策の推進のため各種協議会等に係る負担金を支出する。

R2年度の目標

林業関係団体等が一体となって、緊密な連絡
協調をし林業振興を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・各団体（今治・松山流域森林・林業活性化セ
ンター、松山地区林材業振興会議、愛媛県公
有林野対策協議会、愛媛県林業労働力確保
支援センター）に負担金を支出する。
・林業振興及び構成団体間の連携強化を図
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

未結成の小中学校へ結成の呼びかけを積極
的に行う。

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

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

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし
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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 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31316 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 39 ～ 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】

→

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 計画担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 林業経営体指導事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

山本　崇之 楠元　夕紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

主な取り組み 持続可能な農林水産業の構築

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市補助金等交付規則

事業の目的
（どのような状態にするか）

林業従事者の大部分が組合員となっている松山流域森林組合が実施する各種資格取得講習会等を支援することで、林業の活性化を図る。

森林の整備と保全及び森林経営の確立 -

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）

林業従事者の高齢化や木材価格の低迷等、長期化する森林・林業の危機的な状況下で、経営が厳しい状態にあるため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山流域森林組合の一般事業の内、指導事業に対し年間63万円を補助する。

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

特定の利益に繋がるものではなく、森林の公益的機能増進を図るものと考えており、負担はない。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 630 630 630

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 農林水産業費 林業費 林業振興費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 630 630

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

補助金：630千円 補助金：630千円

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 630 630 630

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

利益の上がらない指導事業に対し補助することで、各種資格指導講習会に参加し組合員の資質向上が図
られたため。

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、林業従事者の施業の改善等が図れた。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

松山流域森林組合に対し、補助金の支出を行う。

R2年度の目標

林業従事者の経営力や施業技術の向上を図
る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

松山流域森林組合に対し補助金の支出を行
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

未結成の小中学校へ結成の呼びかけを積極
的に行う。

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

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

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

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 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31316 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】

→

2 1

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 計画担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 高縄山総合作業施設管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

山本　崇之 楠元　夕紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

主な取り組み 持続可能な農林水産業の構築

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

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）

高縄山総合作業施設を適正に維持・管理することで、市民が安心して利用できる状態に保つことを目的とする。

森林の整備と保全及び森林経営の確立 -

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）

当該施設は、平成14年度に愛媛県で、原生的な森林生態系など貴重な自然環境を維持・保全し、自然体験学習や森林レクリエーションなどの自然とのふれあいの場としての利用を図ること
を目的とした生活環境林整備事業によって建築し、同年度中に愛媛県から市に移管された。
その後、平成15年度から供用を開始、維持管理を行っている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

高縄山総合作業施設を適正に維持・管理する。
１．施設の貸し出し
２．施設の清掃（委託先：公益財団法人　松山市シルバー人材派遣センター）
３．トイレ浄化槽の清掃および保守管理（委託先：株式会社　瀬戸内環境開発公社）
４．施設の維持補修など

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

特定の利益に繋がるものではなく、森林・林業の振興を図るものと考えており、負担はない。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 866 869 917

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 農林水産業費 林業費 林業振興費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 733 776

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：443千円
手数料：205千円
光熱水費：91千円

委託料：490千円
手数料：209千円
光熱水費：98千円

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 733 776 917

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

清掃などの維持管理業務を計画的に行うことで、施設の損傷等の早期発見に努めたため、使用に影響が
出るような施設破損が生じなかった。

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
自然体験学習・森林レクリエーションなどの拠点として施設を提供することで、水源かん養・土砂災害防止機能など森林が持つ公益的な機能
や環境保全の大切さを学ぶことができ、森林・林業の活動意識の向上が図られているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 133 93

主な取組み内容

・施設の貸し出し
・浄化槽清掃（年1回）
・浄化槽保守点検（３か月・６か月・１２か月点検）
・清掃管理（年３６回）

R2年度の目標

施設の適正な維持・管理、施設利用の安全の
確保および維持管理費の軽減を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・施設の貸し出し
・浄化槽清掃（年1回）
・浄化槽保守点検（3か月・6か月・12か月点
検）
・清掃管理（年３６回）

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

未結成の小中学校へ結成の呼びかけを積極
的に行う。

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

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

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

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 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31316 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 元

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 計画担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 緑の少年団育成事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

山本　崇之 楠元　夕紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

主な取り組み 持続可能な農林水産業の構築

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 緑の少年団活動事業費補助金交付要綱

事業の目的
（どのような状態にするか）

緑豊かな住みよいふるさとづくりの一環として、郷土を愛し、自然と親しむ心豊かな少年少女を育てるため、緑の少年団の結成とその健全な育成を推進することを目的とする。

森林の整備と保全及び森林経営の確立 -

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）

緑の少年団愛媛県連盟の緑の少年団活動事業による。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

１．緑の少年団愛媛県連盟と連携し、市内の小中学校に緑の少年団新規結成の啓発を行う。
２．新規結成団体からの申請に基づき、結成に必要な装備に要する経費（上限12万円）・活動に必要な経費（上限8万円）を補助する。

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

緑の少年団愛媛県連盟「緑の少年団活動事業費補助金交付要綱」で、各上限額までは補助率10/10と
なっているため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 200 200 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 農林水産業費 林業費 林業振興費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 200

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

補助金：200千円 -

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

R2年度は新規結成を希望する小中学校がなかった
ため、事業休止とする。

その他 0 200 0

一般財源 0 0 0

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

R元年度は難波小学校で新たに結成することができた。
これによって本市の設置団体数は15団体となった。

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
「緑の少年団」の結成を促すことによって、水源かん養機能、土砂災害防止機能等の森林の持つ公益的機能や環境保全の大切さを学び、森
林・林業の活動意識の向上が図かれているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 200 0

主な取組み内容

緑の少年団愛媛県連盟と連携し、市内の小中学校に緑の少年団新規結成の啓発を行う。

R2年度の目標

令和3年度の新規結成に向けて、未結成の小
中学校に結成の呼びかけを行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

未結成の小中学校へ結成の呼びかけ

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

未結成の小中学校へ結成の呼びかけを積極
的に行う。

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

令和2年度は新たに結成を希望する小中学校はない。

5



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31316 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 12月補正

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 計画担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 流域森林総合整備事業

1-2:自治事務（できる
規定あり）

5:補助金・負担金

山本　崇之 楠元　夕紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

主な取り組み 持続可能な農林水産業の構築

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市農林水産業補助金交付要綱

事業の目的
（どのような状態にするか）

愛媛県の造林事業補助金を利用して森林施業を実施した場合に経費の一部を補助し、育林を促し森林の持つ公益的機能の増大を図る。

森林の整備と保全及び森林経営の確立 -

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）

木材価格の下落や山村地域の高齢化による後継者不足などにより、林業生産意欲が低迷しており、国の補助金を活用し森林整備を推進する。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

計画的かつ一体的な森林施業を実施する森林経営計画の策定地域を対象とし、森林組合等が造林事業を実施した場合、補助を行い施業の集約化と林業の活性化を図る。
①経営計画策定、②造林事業着手
③造林事業完了、④完成検査【県】
⑤事業完成後、交付申請をする。、⑥補助金交付決定（県）
⑦経費の一部補助（市）

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

特定の利益に繋がるものではなく、市内全体の森林の公益的機能の向上に繋がるため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,592 6,397 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 農林水産業費 林業費 林業振興費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 4,592 6,397

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

補助金：6,397千円 -

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

12月補正で6,397千円追加 補正対応予定

その他 0 0 0

一般財源 4,592 6,397 0

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定どおり実施できたため。

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 間伐等の森林施業に対する補助を行うことで、森林の公益的機能が発揮できたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

造林事業（国・県補助事業）に対する継足し補助を行う。

R2年度の目標

集約的に行われる間伐を始めとする各種育林
のための施業などを支援する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

間伐、人工造林等

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

未結成の小中学校へ結成の呼びかけを積極
的に行う。

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

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

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

6



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31316 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 17 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 計画担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 市有林保育・管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

山本　崇之 楠元　夕紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

主な取り組み 持続可能な農林水産業の構築

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

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）

松山市が所有する森林を適正に保育・管理することで、森林の持つ多面的機能の向上を図るとともに森林の荒廃化を防ぎ、住みよい環境を維持することを目的とする。

森林の整備と保全及び森林経営の確立 -

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）

森林の荒廃を防ぎ、森林の持つ水源かん養・土砂崩壊防備機能などの公益的機能を増進するため、松山市が所有する森林を適正に管理する必要がある。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市が所有する森林（食場町・米野町・庄府・立岩米之野・横谷ほか）について、委託で以下の業務を実施している。
・定期的な巡視（委託先：松山流域森林組合）　　　　・育成管理のための下刈り（委託先：松山流域森林組合）
・管理道の刈り払い（委託先：松山流域森林組合）　　・間伐（委託先：松山流域森林組合）
・管理道等補修（委託先：松山流域森林組合）
・高縄山生活環境保全林の散策道等の除草及び清掃（委託先：公益社団法人　松山市シルバー人材センター）

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） 4,753 3,352 3,294

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 農林水産業費 林業費 造林費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 3,831 2,927

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：1,640千円
工事請負費：657千円
負担金：619千円

委託料：1,896千円
工事請負費：750千円
負担金：633千円

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 3,831 2,927 3,294

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

間伐や下刈りなど、適正な森林整備が実施できたため。

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 市有林の適正な保育管理を実施し、水源かん養・土砂災害防止機能などの森林の持つ公益的機能の増大が図られているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 922 425

主な取組み内容

定期的な巡視、育成管理のための下刈り、間伐、
高縄山生活環境保全林の散策道等の除草及び清掃、
管理道の刈払い、管理道等補修

R2年度の目標

松山市が所有する森林を適正に保育・管理す
ることで、森林の持つ多面的機能の向上を図
り、さらに森林の荒廃化を防ぎ、住みよい環境
を維持する。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・定期的な巡視
・育成管理のための下刈り
・高縄山生活環境保全林の散策道等の除草
及び清掃
・間伐

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

未結成の小中学校へ結成の呼びかけを積極
的に行う。

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

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

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし
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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 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31316 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 元 ～ 令和 元

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 6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
産業経済部（農林水産担当） - 担当グループ名 - -

- -

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 林業・木材成長産業化促進対策事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

- -

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

主な取り組み 持続可能な農林水産業の構築

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市林業・木材成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱

事業の目的
（どのような状態にするか）

需要動向に的確に対応した地域材の安定的・効率的な供給体制を構築するため、木材加工施設の整備を行う。
これによって、加工等のコスト削減をすすめることで、林業の成長産業化を図る。

森林の整備と保全及び森林経営の確立 -

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）

戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、これら森林資源を循環利用し、林業の成長産業化を図るため、意欲と能力ある林業経営体に必要な支援を行うため創設された。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

㈲成瀬製材所に対して、木材加工施設整備に要する経費を補助する。
（導入施設）
・ツイン丸鋸
・6軸モルダー
・クロスカットソー
・フォークリフト

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

購入額の半額を負担

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 30,762 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 農林水産業費 林業費 林業振興費 R元予算措置時期

0 30,000 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 30,000

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金：30,000千円 -

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

6月補正で30,762千円追加 令和2年度は希望者がいなかったため、事業休止と
する。

その他 0 0 0

一般財源 0 0

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定どおり実施できたため。

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 木材加工施設の整備に対し補助を行うことで、林業の成長産業化を図ることに繋がったため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 762

主な取組み内容

㈲成瀬製材所に対して、木材加工施設整備に要する経費を補助する。
（導入施設）
・ツイン丸鋸
・6軸モルダー
・クロスカットソー
・フォークリフト

R2年度の目標
R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

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

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

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

要望調査を行ったところ、令和2年度は希望者がいなかった。
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31316 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 元 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 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】

→

1 1

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 計画担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 森林環境整備基金積立事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

山本　崇之 楠元　夕紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

主な取り組み 持続可能な農林水産業の構築

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市森林環境整備基金条例

事業の目的
（どのような状態にするか）

本市の森林を適切に整備及び管理するとともに、林業振興を総合的に推進する。

森林の整備と保全及び森林経営の確立 -

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）

平成31年4月から施行された森林経営管理法では、森林所有者に対し適切な経営管理を継続して行うように求めるとともに、市町村はその区域内の森林について適切な管理が行われるよう
必要な措置を講ずることが義務付けられた。
そこで、森林整備を計画的に進めていくために同基金を設置した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

森林経営管理制度を進めていくための「新たな森林経営管理制度推進事業」の財源として、森林環境譲与税から同事業を執行した額の残額の積立を行う。

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

国からの森林環境譲与税が財源となるため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 33,354 53,552

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 農林水産業費 林業費 林業振興費 R元予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 33,354

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

積立金：33,354千円 積立金：53,552千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で33,188千円追加
流用による増あり

その他 0 0 0

一般財源 33,354 53,552

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、新たな森林経営管理制度推進事業を推進できた点。

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 森林環境譲与税を適切かつ計画的に積み立てることで、森林経営管理制度を推進することができた。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

森林経営管理制度を進めていくための「新たな森林経営管理制度推進事業」の財源として、森林環境譲与税から同事業を執行した額の残額の積立を行う。

R2年度の目標

森林経営管理制度を進めていくための「新た
な森林経営管理制度推進事業」の財源とし
て、森林環境譲与税から同事業を執行した額
の残額の積立を行う。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

森林環境譲与税を活用し、「松山市森林環境
整備基金」への積立を行う。

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

未結成の小中学校へ結成の呼びかけを積極
的に行う。

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

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

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 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

特になし

R2年度の目標

愛媛県土地改良事業団体連合会の会員資格
を継続して満たしていく。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

愛媛県土地改良事業団体連合会に対する負
担金の支出

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
実施団体の活動を支援するための負担金を支出することにより、農林水産業の活性化へ貢献している

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

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

主な取組み内容

愛媛県土地改良事業団体連合会に対する負担金の支出

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初の予定通り負担金を支出できた。

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 103 103 103

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金　102,600円 負担金　103,000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） 103 103 103

決算額 (B)　（単位：千円） 103 103

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）

土地改良事業を実施して行くために、愛媛県土地改良事業団体連合会の技術的指導や援助及び情報などが必要なため、一部賦課金を負担し、会員資格を継続していく。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

土地改良法により、愛媛県土地改良事業団体連合会の設立の昭和３３年から負担している。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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）

-

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 愛媛県土地改良事業団体連合会定款

土地改良事業に関する技術的指導やその他の援助、教育及び情報提供、調査及び研究、必要な機材の斡旋や協力等をする愛媛県土地改良事業団体連合会に対して、負担金を支出す
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

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

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 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 愛媛県土地改良事業団体連合会負担金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 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

特になし

R2年度の目標

同連合会の協力のもと、農道台帳の適正な管
理に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

補助金の支出

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
適切な農道台帳管理活動を支援するための負担金を支出することにより、「農林水産業の活性化」へ貢献している

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

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

主な取組み内容

負担金の支払い

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、遅延なく、負担金の支出ができた。

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) 1 1

一般財源 324 324 325

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金　324,200円 負担金　325,000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） 325 325 325

決算額 (B)　（単位：千円） 324 324

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）

農道台帳の管理に係る業務は、愛媛県土地改良事業団体連合会が農道管理主体の協力を得て実施するものであるが、農道台帳を適正に保管することにより、農道整備の円滑な推進を図
る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

専門的知識を有する愛媛県土地改良事業団体連合会の協力のもと、農道台帳を適切に保管することで農道整備を円滑に実施するため。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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）

-

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 愛媛県土地改良事業団体連合会定款

農道台帳に記載され管理されている農道　(北条地区　１２路線、中島地区３路線)において、農道台帳の適正管理及び国への報告の際の指導、助言等をする愛媛県土地改良事業団体連
合会に対して、負担金を支出する。

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

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

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 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 農道台帳管理負担金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 54 ～ 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

負担金の支払いにより農業用水（補給水）を確
保する

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

負担金支払い

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
農業用水（補給水）の確保により、農林水産業の活性化に貢献している

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

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

主な取組み内容

負担金の支払い

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、遅延なく、負担金の支出ができた。

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) 0 0

一般財源 12,990 12,990 12,990

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金　12,990千円 負担金　12,990千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 12,990 12,990 12,990

決算額 (B)　（単位：千円） 12,990 12,990

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）

道後平野土地改良区の行う農業用水調整配分における配水権利の獲得により、必要な農業用水を確保し、渇水時期等でも安定した農業用水の供給を可能とすることにより、農業所得の向
上と安定化を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和53年の干ばつを機に面河ダムから農業用補給水の増量を関係市町が道後平野土地改良区に要望し、昭和54年度から農業用補給水として送水されたことに伴い、負担金の支出を開始
している。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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）

-

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 松山市土地改良事業等補助金交付要綱

面河ダムから送水された一部の農業用水は、食場町の横谷調整池に一時貯留をすることで、渇水等をはじめ農業用水が不安定な時期でも、調整池から石手川へ農業用水を放流し、用水
路を通じて各農地へ配水することにより、農業経営の安定化を図っている。そのために、道後平野土地改良区に対して、負担金を支出する。

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

農家の所得向上・安定化を目的とした事業であるため、受益者負担は目的に適さない。

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

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 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 道後平野土地改良区農業用水調整配分の配水特別管理費負担金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 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

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

農家の負担を軽減するため、遅延なく補助金
を交付する。
(かんがい排水施設は、農業経営の安定、合
理化を図るうえで、大切な施設であるが、維持
管理費が農業経営を圧迫しており、農家の負
担軽減のために、遅延なく補助金を交付す
る。）

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

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
施設の維持管理に対する負担金補助を支出することにより、農家経営の負担額を軽減することができた。

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

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

主な取組み内容

賦課金（維持管理費）に対し、補助金を交付

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

予定通り、遅延なく、負担金の支出ができた。

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) 209 249

一般財源 18,531 18,381 18,440

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金　18,381千円 補助金　18,440千円

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） 18,740 18,630 18,440

決算額 (B)　（単位：千円） 18,531 18,381

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）

道後平野土地改良区が維持管理しているかんがい排水施設にかかる経費が農業の高度化や施設の老朽化により年々増加し、受益農家の財政を圧迫しているため、補助金を交付すること
により農家経営の安定化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道後平野土地改良区から農家負担の軽減を図るため、行政援助の要望があり、補助金を交付することとなった。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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）

-

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 松山市補助金等交付規則

農家負担の軽減を図るため、松山市梅本地区土地改良区　理事長　家久　英雄　外35名（道後平野土地改良区の受益者）に対して、道後平野土地改良区の維持管理費における受益農家
への賦課金の60％の補助金を交付する。

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

農家の負担軽減を目的とした事業であるため、受益者負担は適さない。

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

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 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 道後平野土地改良区かんがい排水施設維持管理費補助金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 4 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

実施団体の健全な運営支援のため、遅延な
く、補助金を支出する。
(かんがい排水施設は、農業生産の安定・省力
化を図る上で必要不可欠な施設だが、維持管
理の経費の増加により、農家経営を圧迫して
いるので、農家の負担軽減のために、遅延なく
補助金を交付する。）

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

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
実施団体の活動を支援するための補助金を支出することにより、農林水産業の活性化に貢献している。

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

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

主な取組み内容

維持管理費に対し、補助金の交付

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通り、遅延なく、負担金の支出ができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

一般事務費へ302千円流用

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,629 444

一般財源 8,580 12,229 13,820

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金　12,229千円 補助金　13,820千円

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） 11,209 12,673 13,820

決算額 (B)　（単位：千円） 8,580 12,229

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）

土地改良区が所有している揚水施設、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝの維持管理を行っているが、その経費は、各組合員から徴収し運営している。しかし、最近の農産物価格の低迷により経費の負担は、農家
経済を著しく圧迫しているため、農家経営の安定を図ることを目的に補助金を支出している。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和46年から平成2年にかけ石手川ダムを起点とするﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝによる灌漑施設が完成し、当該施設に係る維持管理費が農家経営を圧迫している。そのため維持管理費の一部を補助するこ
とにより、経営の安定を図ることとした。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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）

-

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 松山市補助金等交付規則

維持管理費により農家経営を圧迫することを避け、安定を図るために、石手川北部土地改良区に対し、前年度の維持管理費決算額の６０％の補助金を交付する。

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

農家の負担軽減を目的とした事業であるため、受益者負担は適さない。

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

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 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 石手川北部土地改良区かんがい排水施設維持管理費補助金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 17 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

農家の負担を軽減するため、遅延なく補助金
を交付する。
(かんがい排水施設は、農業生産の安定・省力
化を図る上で必要不可欠な施設だが、維持管
理の経費の増加により、農家経営を圧迫して
いるので、農家の負担軽減のために、遅延なく
補助金を交付する。）

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

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
施設の維持管理に対する補助金を支出することにより、農家経営の負担額を軽減することができた。

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

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

主な取組み内容

維持管理費に対し、補助金の交付

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通り、遅延なく、負担金の支出ができた。

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) 456 634

一般財源 3,544 3,366 4,000

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金　3,366千円 補助金　4,000千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,000 4,000 4,000

決算額 (B)　（単位：千円） 3,544 3,366

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）

　北条市畑地帯総合土地改良区が所有しているﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝや管理を行っている立岩ダムの維持管理費は、各組合員から徴収し補っている。しかし、最近の農産物価格の低迷により経費の負
担は、農家経済を著しく圧迫しているため、農家経営の安定を図ることを目的に補助金を支出している。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

　昭和46年から平成2年にかけ立岩ダムを起点とするﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝによる灌漑施設が完成し、当該施設に係る維持管理費が農家経営を圧迫している。このため維持管理費の一部を補助すること
により、経営の安定を図ることとした。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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）

-

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 松山市補助金等交付規則

維持管理費のより農家経営を圧迫することを避け、安定を図るために、北条市畑地帯総合土地改良区に対し、維持管理費決算額の６０％の補助金を交付する。

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

農家の負担軽減を目的とした事業であるため、受益者負担は適さない。

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

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 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 北条畑総かんがい排水施設維持管理費補助金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

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

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

遅滞なく補助金を交付し、道後平野土地改良
区による国営造成施設の維持管理体制の整
備・強化を支援する
( 土地改良区と地域住民が一体化となって行
う施設管理体制の整備・強化に寄与し、多面
的機能（農業外効果も含む）の長寿命化及び
省エネルギー化やコスト削減、担い手の育成・
確保などを図るためにも道後平野土地改良区
に遅延なく補助金を交付する。）

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

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
施設の新設、改良工事を実施することで、安全対策や施設の長寿命化を図ったことにより、農林水産業の活性化に貢献できた。

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

道後平野土地改良区が管理する国営造成施設等において、適切な管理を維持し、体制の整備強化を図っていくために補助金を交付する。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通り、遅延なく、負担金の支出ができた。

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) 0 0

一般財源 1,415 1,415 1,415

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金　5,660千円 補助金　5,660千円

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 2,830 2,830 2,830

県支出金 1,415 1,415 1,415

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 5,660 5,660 5,660

決算額 (B)　（単位：千円） 5,660 5,660

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）

国営農業水利施設の管理は、近年の農村における都市化や混住化の進展に伴い、施設が持つ水資源の涵養や洪水防止等の多面的機能（農業外効果）の恩恵を受ける地域住民が増大す
るとともに、環境への配慮や安全管理の強化等により、施設の維持管理がより複雑・高度化しているため、これら施設の持つ多面的機能を将来にわたって発揮させるため、国・県と地元行政
が連携し、道後平野土地改良区が行う維持管理体制の整備・強化を支援する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

農業水利施設の多くは土地改良区が管理しているものの、都市化・混住化の進展に伴う集落機能の低下や組合員の減少などにより、その管理体制が脆弱化しつつあるため。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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）

-

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 松山市補助金等交付規則

道後平野土地改良区が行う国営農業水利施設の維持管理について、経費の一部を松山市の分担率に応じて補助金を交付する。

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

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

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 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 国営造成施設管理体制整備促進事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 36 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

同協議会による各土地改良区の健全な運営
支援のため、遅延なく、補助金を支出する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

補助金の支出

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
土地改良協議会の活動を支援するための補助金を支出することにより、「農林水産業の活性化」へ貢献している

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

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

主な取組み内容

補助金の支出

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

申請に対して、遅延なく対応できた。

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 2,500 2,500 2,500

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金　2,500千円 補助金　2,500千円

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） 2,500 2,500 2,500

決算額 (B)　（単位：千円） 2,500 2,500

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）

本協議会は、各土地改良事業を促進し、土地改良区の業務を円滑に運営するための指導を行っており、農業経営の円滑な運営に寄与している。農業の振興を図る上で重要な役割を果た
していることから、運営補助金の交付により、事業の推進や健全な運営を推進することを目的としている。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

土地改良区の業務を円滑に運営するための指導や健全な運営を行っているため、補助金を交付することとなった。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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）

-

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 松山市補助金等交付規則

市内の土地改良区等に農業振興のための助言や指導等を実施する松山市土地改良事業協議会に対して、補助金を交付する。

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

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

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 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 松山市土地改良事業協議会運営補助金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史
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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 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 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 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

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

資源向上支払交付金（長寿命化）が全国的に減額されており、多面的機能維持推進事業の活動に制限がかかっている。

R2年度の目標

地元活動組織と連携し、対象農地の状況把握
に努めるとともに、遅延なく補助金の交付、実
績の確認を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

補助金の交付・実績の確認。

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

H30年7月豪雨災害から復旧した農地を認定
農用地に遅滞なく再設定し、補助金を交付す
ることで多面的機能維持推進事業の活動を支
援する。

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 農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理が図られた。

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

補助金の交付・実績の確認。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

国からの内示が遅れたため、補助金の交付を二回に分けることとなったが、遅延なく実施できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

6月補正

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,589 2,098

一般財源 12,849 12,370 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金　46,840千円 補助金 48,784千円

0 0 0

その他 38 69 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 37,203 35,752 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 51,679 50,289 49,614

決算額 (B)　（単位：千円） 50,090 48,191

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

１００％補助の事業であるため。

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）

　農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観形成等の多面的機能を有している。しかし、近年、農村地域の過疎化・高齢化、混住化の進行に伴う集落機能の低
下により多面的機能の発揮に支障が出ている。このため、地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能を維持・発揮さ
れるようにするとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするものである。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

　平成19年度に、旧農地・水農村環境保全向上活動支援事業として、国の制度が実施され、農村の有する多面的機能の保全を目的に、各活動組織が当該事業に取り組むこととなった。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

-

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 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律・多面的機能支払交付金実施要綱・同実施要領・同交付要綱

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

　市内の農業者及び非農業者が組織する、36の活動組織に対して、集落内の農業者及び非農業者で構成する活動組織が、集落内の農地や水路・農道・ため池等の農業用施設の草刈りや
泥上げ、破損個所の補修等の保全管理を行うとともに、集落内の環境保全のために花植えやホタル等の在来種の保護などを行っている。これらの活動組織に、補助金を交付する。

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

仙波　好弘 丹生谷　和敬 兵頭　潤一 長尾　さやか

事務事業名
（施策コード） 農村地域多面的機能維持推進事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬 兵頭　潤一

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 57 ～ 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 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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 土地改良事業（補助事業）に対する特別賦課金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

-

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 愛媛県土地改良事業団体連合会定款

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

愛媛県土地改良事業団体連合会は、県下の様々な事業に携わっており、また、全国にもネットワークがあることから、他市町の実例やデータを数多く有しており、連合会から適切な指導や援
助を受けることで補助事業の円滑な推進と効率的な運営を確保するため負担金を支出する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

土地改良事業計画に必要な経済効果の算定資料は、愛媛県土地改良事業団体連合会にしかないため。

県営事業、団体営事業、県単独事業において、愛媛県土地改良事業団体連合会に対して、各補助土地改良事業の事業費に、定められた賦課率を乗じた賦課金を負担する。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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） 757 5,487 0

決算額 (B)　（単位：千円） 855 3,148

一般財源 855 3,148 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金　3,148千円 負担金

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

県営事業、団体営事業、県単独事業の賦課金を予定どおり支出

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初の予定通り、遅延なく、負担金の支出ができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正予定

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -98 2,339

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

県営事業、団体営事業、県単独事業の賦課
金を予定どおり支出

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

県営事業、団体営事業、県単独事業の賦課
金を負担

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
愛媛県土地改良事業団体連合会が有する他市町の実例やデータの利用、経済効果の算定での適切な指導や援助を受けることで補助事業
の円滑な推進と効率的な運営確保につながり、農林水産業の活性化に貢献している。

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

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

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 ～ 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 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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業担当 948-6575

中矢　博司 大政　貴史

仙波　好弘 大政貴史 黒川直樹 寺岡　和紀

事務事業名
（施策コード） 一般土地改良事業

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）

松田　孝弘 山崎　洋一 黒川直樹

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業担当 948-6572

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

-

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 松山市土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例及び同施行規則

事業の目的
（どのような状態にするか）

土地改良区等からの申請に基づき、農業用施設（農道、ため池、取水施設等）の新設・改良等の工事を行うことにより、農業経営の労力の軽減や生産性の向上及び農家経営の安定を図るこ
とを目的とする。

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

松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例及び同施行規則。
分担金の率については施行規則で定めている。

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

農業用施設の整備事業については、土地改良法に基づいて実施される土地改良事業として、国営土地改良事業、県営土地改良事業、団体営土地改良事業等があるが、これらの事業の採
択基準に該当しない比較的小規模な整備や改良工事について市単独予算で対応するため当該事業を実施している。

土地改良区等が管理している農業施設（農道、ため池、取水施設等）や生活農道に対して、土地改良区等からの申請に基づき、農業用施設（農道、ため池、取水施設等）の新設・改良等の
工事や生活農道の舗装工事を実施している。
「市内一円の業者に工事請負費を支出（工事件数、約520件）」

一般会計 農林水産業費 農業土木費 一般土地改良事業費 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） 495,488 517,516 311,021

決算額 (B)　（単位：千円） 334,037 328,652

一般財源 322,582 313,152 308,622

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事費　259,997千円
委託料　　34,809千円

工事費　　252,126千円
委託料　　　39,536千円

0 2,200 0

その他 11,455 11,000 2,399

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 2,300 0

主な取組み内容

土地改良区等からの申請に基づき、農業用施設（農道、ため池、取水施設等）の新設・改良等の工事や生活農道の舗装工事を実施した。
農道　150　件・ため池　34　件・取水施設等　71　件　　　　　　　　　3月末現在

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

施設の更新時期が重複し申請件数が増加しており、毎年積み残し件数が増えている。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算額のうち159,755千円は前年度繰越分
9月補正で178,514千円追加

予算額のうち185,262千円は前年度繰越分
9月補正予定

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 161,451 188,864

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

H30年7月豪雨災害により、積み残し件数が増加している。

R2年度の目標

工法検討による工事費の縮減や補助事業の
活用など予算の有効活用を図ることにより、事
業完了箇所数の拡大を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

土地改良区等からの申請に基づき、農業用施
設（農道、ため池、取水施設等）の新設・改良
等の工事や生活農道の舗装工事を実施する。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

地元と協議し、優先順位をつけて事業を進め
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
施設の新設、改良工事を実施することで、安全対策や施設の長寿命化につながり、結果、農業経営の合理化及び生産性の向上による農林水
産業の活性化が期待される。

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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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 25 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

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）

松田　孝弘 依光　慶典

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6573

池田　和広 仙波　好弘 大政　貴史 黒川　直樹 寺岡　和紀

事務事業名
（施策コード） ため池等整備事業

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

-

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 土地改良法

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

松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例及び同施行規則
分担金の率　　1%

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）

老朽化した「ため池」の総合的な改修工事を実施することにより、農業用水の安定確保を図るとともに、堤防決壊による被害の防止を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

築造後およそ310年以上が経過し、法面浸食による堤体の断面不足や堤体からの漏水が見られるなど、危険な状態となっている。下流には、住宅等があり、決壊による下流区域の多大な被
害が想定されるため、早期の改修が必要である。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 団体営土地改良事業費 R元予算措置時期

東大栗町　大入道池地区　（受益面積　4.6ｈａ　受益戸数 19戸）、上伊台町　伊台浦池地区　（受益面積　4.4ha　受益戸数　15戸）
下伊台町　寺池地区（受益面積：3.0ha、受益個数：15戸）　儀式　儀式新池地区（受益面積：2.8ha、受益戸数：14戸）に対して、ため池の整備や改良等の工事や工事に対する測量設計等の
委託をを実施している。
【伊台浦】　ため池改修工事　堤体工L=81.5ｍ　　ブロックマット工 １式　　洪水吐工１式　　株式会社坂本重機建設へ工事請負費を支出
【大入道】　ため池改修工事　堤体工L=42.2ｍ　　　有限会社来嶋建設へ工事請負費を支出
【寺】　　ため池改修　L=29.4m 　ブロックマット工一式　株式会社エス・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝへ工事請負費を支出
【儀式】　ため池改修工事  測量設計業務委託　南海測量設計株式会社へ委託料を支出

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 28,000 70,142 61,112

決算額 (B)　（単位：千円） 5,187 25,487

一般財源 2,808 10,088 46,142

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事費　　18,048千円
委託料　　　7,368千円

工事費　36,438千円
委託料　17,632千円

600 5,100 4,300

その他 169 653 170

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 1,265 7,579 0

県支出金 345 2,067 10,500

主な取組み内容

伊台浦ため池改修　L=81.5ｍ

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

当初目標が達成できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算額のうち１２，０１２千円は前年度繰越分 予算額のうち、39,091千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 22,813 44,655

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

早期の工事着工・完成を図る

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

【伊台浦】　ため池改修　L=81.5ｍ
【寺】　　ため池改修　L=29.4ｍ
【大入道】　ため池改修　L=４2.2ｍ
【儀式】　測量設計　一式

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 本事業の実施で、農林水産業の基盤整備が図られるため

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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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

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 30 ～ 令和 7

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

換地業務を行うことにより、農地中間管理機構
関連農地整備事業の円滑な推進を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

換地業務一式

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 本事業の実施で農林水産業の基盤整備が図られるため。

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

【下難波地区】換地業務一式

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

当初の目標が達成できたため。

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) 4,571 7,788

一般財源 0 510 2,715

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料　2,948千円 委託料　7,258千円

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 729 2,753 5,088

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 5,300 11,051 7,803

決算額 (B)　（単位：千円） 729 3,263

一般会計 農林水産業費 農業土木費 団体営土地改良事業費 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 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

本事業は、農業者の費用負担を求めずに実施することとなっており、予め受益者負担相当分が国庫補助
に上乗せされているため。

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）

農地中間管理機構関連農地整備事業により区画整理やかんがい施設の整備を行い、優良園地の創設と高品質品種の導入によって産地の収益力の向上を図るとともに、農地中間管理事業
による担い手への農地集積・集約化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

急傾斜で区画形状の悪い未整備園地では、機械化等による省力化やハウス等の施設栽培による高品質化に取り組むことが困難であるため、早急に園地の緩傾斜・大区画整備とかんがい施
設の整備を行う必要がある。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

-

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 土地改良法弟５２条～５４条及び第８５条～８７条

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

下難波地区（受益面積9.6ha、受益戸数38戸）由良地区（受益面積10.1ha、受益戸数60戸）に対して、換地業務一式を行うために、愛媛県土地改良事業団体連合会に委託料を支出

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

仙波　好弘 丹生谷　和敬 大森　吉晃

事務事業名
（施策コード） 農地整備換地事業

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）

丹生谷　和敬 依光　慶典 大森　吉晃

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史
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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

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 28 ～ 令和 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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

仙波　好弘 大政　貴史 神野　斎

事務事業名
（施策コード） 県費補助土地改良事業

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）

松田　孝弘 依光　慶典 大上　雅樹

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-3572

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

-

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 土地改良法

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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

松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例及び同施行規則
分担金の率　　1%

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）

農道を整備することにより、農業生産物や生産資材の搬出入の効率化を図り、営農労力の軽減に寄与するものである。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

当地区のほ場内の道路は未整備であり、農作物や資材の運搬は、人力に頼っている。また、生産物の運搬の際の損傷による品質低下を招いている。このため、ほ場内の農道を整備すること
により、農業生産物や生産資材等の搬入の効率化を図るものである。

溝辺地区　（受益面積：　32.0ha　受益戸数：　60戸）に対して、農道整備（L=81ｍ　W=4.0ｍ）を行うために、西岡総合建設株式会社へ工事請負費を支出。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 団体営土地改良事業費 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） 28,000 24,134 37,100

決算額 (B)　（単位：千円） 22,257 13,786

一般財源 12,146 8,734 13,654

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事費　13,537千円 工事費　36,000千円

0 0 9,700

その他 223 137 246

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 9,888 4,915 13,500

主な取組み内容

溝辺地区　農道整備　L=81ｍ　W=4.0ｍ

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

狭小で湾曲していた農道の改良が図られ、農業生産物や生産資材の搬出入の効率化を図り、営農労力
の軽減できた。

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) 5,743 10,348

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

早期の工事完成により、事業効果の早期発現
を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

由良地区
農道改良工事　Ｌ＝70ｍ　Ｗ＝3.0ｍ

溝辺地区
農道改良工事　L＝15ｍ　W=4.0ｍ

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
本事業の実施により、農林水産業の基盤整備が図られるため。

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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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

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

31321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 26 ～ 令和 1

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 繰越

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-3576

中矢　博司 大政　貴史

仙波　好弘 丹生谷　和敬 依光　慶典

事務事業名
（施策コード） ため池浸水想定区域図作成事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-3576

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

-

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 土地改良法

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 土地改良事業の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

大規模地震等によってため池が決壊した場合、短時間に大量の水が流れ出し土石流となって、下流住民の生命、財産や公共施設等に甚大な被害をもたらすことが想定される。このような災
害が発生した場合に備え、市民が迅速・的確な避難活動が可能となるように、「ため池浸水想定区域図」を作成して浸水範囲を把握し、避難場所等を記載したハザードマップとして、地区防
災計画等に掲載し活用してもらい、ため池の減災対策を推進する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

東日本大震災では、福島県のため池が決壊したことにより農地、農業用施設の被害だけでなく、地域住民の生命、財産等にも甚大な被害が発生した。本市は地震防災対策推進地域に該当
し、東南海・南海地震など大規模地震が発生する恐れが高い地域であり、防災対策として老朽化したため池を順次改修しているが、全てのため池を改修するには長い年月と多額な費用を要
するとともに限界がある。そのため、近い将来発生が予想されている地震等に備え、緊急時において被害の軽減や早期事業効果が期待できる減災対策に取り組む必要がある。
国の政策目標：決壊すると多大な影響を与えるため池のうち、ハザードマップ作成等ソフト対策を実施した割合（3割（Ｈ24年度）→10割（R2年度））

市内の全ため池に対して、ため池が決壊した場合の浸水範囲について、図面の作成を委託する。
「愛媛県土地改良事業団体連合会、株式会社パスコ愛媛支店へ委託料を支出」

一般会計 農林水産業費 農業土木費 団体営土地改良事業費 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） 32,710 2,040 0

決算額 (B)　（単位：千円） 26,851 1,998

一般財源 15,835 1,998 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料　1,959千円 無し

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 11,016 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

ハザードマップ作成業務の委託
（令和元年度分：市内6地区）

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初予定していた箇所の図面化が完了したため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算額は全て繰越額 事業完了

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 5,859 42

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
ため池が決壊した場合の浸水範囲を把握し、地区防災計画等に掲載し活用することで、平常時から災害に対する備えを心掛けるとともに、い
ざ災害が発生した場合にも迅速・的確な避難活動を行い、災害による被害を最小限に止めることが期待できる。

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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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31322 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 17 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6574

中矢　博司 大政　貴史

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 農業土木関係施設等管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

7:その他

松田　孝弘 直野　慎平

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 648-3577

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

-

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 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化 -

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）

土地改良事業等で造成した市役所管理施設の維持補修に要する費用を支出することで、利用者の利便性が向上されることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

土地改良事業等で完成した施設の電気代、水道代、施設の修繕、管理委託料等を支出し、利用者の利便性を図る。

市所有施設　８カ所、堀江新池利活用施設・農道湯山久米線・農道西谷東大栗線・中島地下ダム・上怒和農道トンネル・皿山治山施設・農道佐古本谷線・ホタルの里に対して、
電気代の支出　　　　　　　　堀江新池利活用施設・中島地下ダム・上怒和農道トンネル・皿山治山施設・ホタルの里
水道代の支出　　　　　　　　堀江新池利活用施設・皿山治山施設
維持管理委託料の支出　　堀江新池利活用施設・皿山治山施設
施設手数料の支出　　　　　堀江新池利活用施設
補修費の支出　　　　　　　　農道西谷東大栗線・中島地下ﾀﾞﾑ　「有限会社重松組、株式会社池田水道に工事請負費を支出」

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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） 3,869 3,961 8,661

決算額 (B)　（単位：千円） 3,598 3,619

一般財源 3,598 3,619 8,661

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事費　2,299千円
委託料　　820千円
光熱水費　451千円

工事費　2,000千円
委託料　5,954千円
光熱水費　525千円

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

各施設の維持管理

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

当初の予定通り、適切に維持管理が実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 271 342

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

施設の維持管理により、利用者の安全を確保
する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

関係施設の適切な維持管理や修繕等を行う。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

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
多くの利用者が安全に利用できる。

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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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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31322 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 9月補正 3月補正

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 県営事業地元負担金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬 依光　慶典 冨岡　有紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6576

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

愛媛県が事業主体で実施する土地改良事業において、愛媛県に対して、地元負担金を負担する。

-

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 土地改良法

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化 -

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 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例及び同施行規則
分担金の率　　1%

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）

県営事業として施工される事業の早期完成と農業経営の合理化及び安定に寄与するため、定められた地元負担金を負担するものである。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

土地改良区等からの申請に基づき、国庫補助を活用して愛媛県が事業主体となり農業用施設の新設・改良等の整備を実施する。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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） 99,755 112,495 0

決算額 (B)　（単位：千円） 98,013 111,535

一般財源 93,318 106,575 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金　111,535千円 負担金

0 0 0

その他 4,695 4,960 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

各種県営土地改良事業に対する地元負担金の支払い

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、地元からの分担金の徴収及び、県への支払が実施できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で106,495千円
3月補正で　　6,000千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,742 960

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

各種県営土地改良事業に対する地元負担金
の支払い

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各種県営土地改良事業に対する地元負担金
の支払い

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
県営事業での施設等の新設、改良工事を実施することで、安全対策や施設の長寿命化を図る。

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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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31323 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 31 ～ 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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

中矢　博司 大政　貴史

仙波　好弘 丹生谷　和敬

事務事業名
（施策コード） 県森林土木協会負担金事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

丹生谷　和敬

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 総務担当 948-6577

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

県森林土木協会に対して負担金を交付する。
愛媛県森林土木協会の主な事業内容は
・森林の整備を推進するために、林道整備にかかる予算確保のための陳情、要請活動を行う
・治山林道担当者を対象に講習会、研修会を開催する
・治山林道施設案内標識等の設置
・森林林業及び治山林道事業の重要性の認識と理解を深めるため、新聞広告等による宣伝啓発や関係印刷物の配布
等である。

-

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 松山市補助金等交付規則

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 林業基盤の整備 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

治山治水及び林道事業に関する施策を研究し、また、実行を期するため治山治水の知識の普及・宣伝、林道網の拡充整備の促進、調査研究並びに国・県の関係機関への陳情等、必要な
事項を行っており、森林の整備と山村の活性化を進め、森林の持つ公益的機能の高度発揮を図って行くためには、当協会の指導・援助及び情報等が必要であるため、会費を負担する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

森林の整備を推進するために、愛媛県森林土木協会が国に対して林道整備に必要な予算の確保のための陳情、要請活動に取り組むことになったため、会費の負担を開始した。

一般会計 農林水産業費 農業土木費 農業土木総務費 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） 969 1,895 1,373

決算額 (B)　（単位：千円） 973 1,073

一般財源 973 1,073 1,373

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金　1,073千円 負担金　1,373千円

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
林道事業や治山事業等の円滑な事業推進を図るために、負担金を支出する。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通り、遅延なく、負担金の支出ができた。

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) -4 822

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

県森林土木協会と綿密に連絡をとり、予算計
上を適切に行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

負担金の支出

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
実施団体の活動を支援するための負担金を支出することにより、農林水産業の活性化へ貢献している

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

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31323 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 60 ～ 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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

仙波　好弘 大政　貴史 依光　慶典

事務事業名
（施策コード） 林道整備事業

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）

松田　孝弘 依光　慶典

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6576

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市内の林道台帳に記載されている路線及び愛媛県森林計画に登載されている路線の利用区域内の林家を対象に、松山流域森林組合、松山市・東温市共有山組合からの申請により、
原材料の支給をはじめ、林道の新設・改良及び修繕工事を実施している。
　「(有)八生建設、高土手建築センター(有)へ工事請負費を支出」

-

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 松山市治山及び林道整備事業等分担金徴収条例及び同施行規則、県単独林道整備事業実施要綱

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 林業基盤の整備 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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

松山市治山及び林道整備事業等分担金徴収条例及び同施行規則
受益者負担　5％　（整備箇所が振興山村区域外の場合）

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）

林道の新設・改良等の整備を行うことにより林道基盤施設の充実を図り、林家の労働力節減と生産性の向上を目的とする。併せて、水源涵養機能等の森林の有する多面的機能の保全を図
る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

林道の新設・改良等により、既存路線との林道網整備を図り、林家の労働力の軽減、木材の生産性向上を図る必要性があるため。

一般会計 農林水産業費 林業費 林道整備費 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） 44,985 27,936 34,410

決算額 (B)　（単位：千円） 23,014 24,564

一般財源 19,179 19,564 24,410

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事費　21,607千円 工事費　31,378千円

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 3,835 5,000 10,000

主な取組み内容

原材料の支給
林道の開設・改良・修繕工事

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初目標としていた、新設の林道の延長工事が実施できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算額のうち、9,536千円は前年度繰越分 予算額のうち、1,408千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 21,971 3,372

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

新設路線については継続事業であるため、で
きるだけ延伸を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

原材料の支給
林道の開設・改良・修繕工事

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

早期発注を心掛け、年度内完成を目指す。

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
本事業の実施により、組合、林家等が実施する施業が円滑に行われている。

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
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31323 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 17 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

仙波　好弘 大政　貴史 依光　慶典

事務事業名
（施策コード） 林道整備事業（農山漁村地域整備交付金）

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）

松田　孝弘 依光　慶典

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6576

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 暮らしを支える地域経済を活性化する 重点プロジェクト -

施策 農林水産業の活性化 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市内の林道台帳に記載されている路線、さらに愛媛県森林計画に登載されている路線について、国の補助採択要件（費用対効果等）を満たしている路線を対象に整備している。
松山流域森林組合と協議を行い、要望・申請をうけて、3路線を継続的に実施している。
「(有)八生建設工業、(株)坂本重機建設、東進開発(有)、（株）宝永建設へ工事請負費を支出」

-

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 愛媛県民有林林道事業補助金交付規定、松山市治山及び林道事業等分担金徴収条例及び同施行規則

主な取り組み 生産基盤と集落環境の整備

市長公約

-

取り組みの柱 林業基盤の整備 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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

松山市治山及び林道整備事業等分担金徴収条例及び同施行規則
受益者負担無し　（整備箇所が振興山村地域のため）

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）

林道の新設・改良等の整備を行うことにより林業基盤施設の充実を図り、林家の労働力節減と生産性の向上を目的とする。併せて、水源涵養機能等の森林の有する多面的機能の保全を図
る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

農山漁村地域の活性化を図るため、平成２６年度から農山漁村地域整備交付金を活用して整備を実施している。

一般会計 農林水産業費 林業費 林道整備費 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） 83,055 83,147 75,000

決算額 (B)　（単位：千円） 42,728 51,773

一般財源 13,868 23,638 38,800

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事費　48,175千円 工事費　71,473千円

13,900 12,900 15,300

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 13,600 13,850 0

県支出金 1,360 1,385 20,900

主な取組み内容

林道の開設工事

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

一部繰越となったが、工事計画を見直すことで、目標を達成することが出来た。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算額のうち36,820千円は前年度繰越分 予算額のうち29,673千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 40,327 31,374

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

工事の早期着工完成を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

林道の開設工事を行う。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
本事業の実施により、組合、林家等が実施する施業が円滑に行われる。

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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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 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

39999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 28 ～ 令和 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 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

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

災害復旧箇所を全て完成する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

農業用施設の災害復旧
　農道の災害復旧
　ため池の災害復旧
農地の災害復旧

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
本事業の実施により、農林水産業の基盤整備が図られるため。

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

全865箇所のうち、60％以上の発注を目指し、61％の発注を達成できた。

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

当初目標が達成できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算額のうち958,734千円は前年度繰越分
9月補正で500,000千円追加

予算額のうち637,631千円は前年度繰越分
９月補正予定

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 961,403 651,843

一般財源 1,052,456 554,635 875,712

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事費　1,124,257千円
委託料　　202,680千円

工事費　1,176,611円
委託料　　160,970円

7,000 247,000 0

その他 1,927 10,000 21,930

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 25,930 515,724 0

県支出金 0 0 440,700

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,048,716 1,979,202 1,338,342

決算額 (B)　（単位：千円） 1,087,313 1,327,359

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30年7月豪雨で被災した農地、農業用施設（農道等）の復旧を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成30年7月豪雨により農地、農業用施設（農道等）に被害が発生したため、早期の改修が必要である。

一般会計 災害復旧費 農林水産施設災害復旧費 農業土木災害復旧費 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）

農地、農業用施設（農道、ため池等）の災害箇所を復旧のために、菅沢町　外松山市内一円の被害箇所に対して、復旧工事等を行う。
菅沢町木原農道災害復旧工事　「(㈱)吉野土建へ工事請負費を支出」　外

-

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 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

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

松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例及び同施行規則
分担金の率　災害復旧事業　1%（施設）　4.1％（農地）

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱 その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

仙波　好弘 大政　貴史 黒川　直樹 寺岡　和紀

事務事業名
（施策コード） 農林土木災害復旧事業

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）

松田　孝弘 山崎　洋一 直野　慎平

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6572

池田　和広

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6574

中矢　博司 大政　貴史
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 865

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 865

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 入札不調も出ているなかで、目標が達成できた。

成果指標 工事業者の施行可能量以上の発注となっており、繰越工事が多く発生しているため。

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

早急に、被災した箇所全てを復旧することを目標とする

本指標の設定理由
災害復旧の状況がわかる１つの指標となるため

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

865 0

0 175

成果指標

（3つまで設定可）

復旧箇所数
箇所

0 430

0 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

被災した箇所全ての復旧を目標とする

本指標の設定理由
被災した箇所の復旧状況が分かる1つの指標であるため

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

865 0

24 529

活動指標

（3つまで設定可）

工事発注箇所数
箇所

24 523

100 101

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名

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

39999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 29 ～ 令和 1

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 繰越

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

評価実施年度 令和2年度

林道の災害復旧のため、　窪野町・立岩米之野　外松山市一円の林道の被災箇所に対して、復旧工事等を行う。
窪野町林道引地山線林道施設災害復旧工事　「(有)八生建設工業へ工事請負費を支出」
立岩米之野林道見残線林道施設災害復旧工事「（有）徳永建設へ工事請負費を支出」外

評価対象年度 令和元年度

令和2年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

仙波　好弘 大政　貴史 黒川　直樹 寺岡　和紀

事務事業名
（施策コード） 林道災害復旧事業

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）

松田　孝弘

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 土地改良事業等担当 948-6576

池田　和広

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱 その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

-

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 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

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

松山市治山及び林道整備事業等分担金徴収条例及び同施行規則

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３０年７月６日発生の豪雨で被災にあった林道の復旧を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成３０年７月豪雨災害により林道に被害が発生したため、早期の改修が必要である。

一般会計 災害復旧費 農林水産施設災害復旧費 林道災害復旧費 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） 110,545 57,872 0

決算額 (B)　（単位：千円） 26,204 57,857

一般財源 9,044 19,774 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事費　57,857千円

0 900 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 17,160 37,183 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

災害箇所（林道等）の復旧工事

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初目標が達成できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算額は全て29年度、30年度繰越金 ９月補正予定

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 84,341 15

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 本事業の実施により、農林水産業の基盤整備が図られるため。

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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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

53331 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 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

※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

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 計画担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 新たな水源かん養林事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

山本　崇之 楠元　夕紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

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 節水型都市づくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み 水資源の保全

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

石手川ダム集水区域の水源かん養機能を向上させるため、区域内の放置竹林を伐採し、その跡地に広葉樹等を植栽し、樹種転換を図る。

水源かん養の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

竹林は繁殖力が強く、放置すると隣接する人工林等に侵入し、樹木の生育を阻害するほか、土壌が持つ保水力を低下させるため森林の水源かん養など公益的機能が奪われる。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

石手川ダムの集水区域内の放置竹林を伐採し、クヌギなどの広葉樹を植栽する。

①竹林伐採及び植栽
　　森林所有者から整備依頼⇒市から松山流域森林組合に委託⇒放置竹林の伐採⇒植栽
②除草業務
　　市から町内会に委託⇒植栽した箇所の下刈り

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

特定の利益に繋がるものではなく、森林の公益的機能の向上に繋がるため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 68,521 68,033 62,352

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 総務費 総務管理費 節水型都市づくり推進費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 52,598 50,365

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：49,183千円
需用費：674千円
職員手当等：351千円

委託料：58,015千円
工事請負費：3,000千円
需用費：711千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 52,598 50,365 62,352

一般財源 0 0 0

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

クヌギ（広葉樹）を植栽し、樹種転換を図ることができた。
なお、今年度は、一部の竹林所有者との調整が整わず、予定整備面積である15haを下回ったが、過年度
の実績によって、目標値は達成できている。

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 放置竹林を伐採し、広葉樹を植栽することによって、森林の公益的機能の増進が図られている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 15,923 17,668

主な取組み内容

石手川ダムの集水区域内で下記取組を実施する。
・放置竹林の伐採
・伐採後、クヌギなどの広葉樹を植栽
・植栽地周辺の除草

R2年度の目標

石手川ダムの集水区域内の放置竹林を15ha
伐採し、クヌギなどの広葉樹を植栽するととも
に、植栽地周辺の除草を行い、広葉樹の適切
な育成管理を図る。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・放置竹林の伐採
・伐採後、クヌギなどの広葉樹を植栽
・植栽地周辺の除草

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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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 214

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

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

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

199 214

158 173 185

活動指標

（3つまで設定可）

放置竹林伐採面積
ha

154 169 184

136 136 109

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

対象区域内の整備が必要な放置竹林面積

本指標の設定理由
放置竹林から広葉樹への樹種転換を図る事業であるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

成果指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 年度目標どおり放置竹林から広葉樹への樹種転換を行うことで、森林の持つ水源かん養機能等の増進を図ることができた。

成果指標

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

53331 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 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】

→

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 計画担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 水源林総合整備事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

山本　崇之 楠元　夕紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

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 節水型都市づくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み 水資源の保全

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

放置されたスギ・ヒノキの人工林の間伐を実施し、森林の持つ公益的機能をより高度に発揮させる。

水源かん養の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

林業従事者の高齢化や木材価格の低迷等によって、放置された森林が増加している。
森林整備を森林所有者の自助努力だけで行うには限界があり、森林の持つ公益的機能が十分に発揮されない。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

日浦・五明地区内の放置森林（保安林を除く）を間伐し、森林の持つ公益的機能を発揮させる。
実施にあたっては、松山流域森林組合へ委託を行う。
①現地調査等
　概ね10年間、全く手入れがされていない人工林⇒森林所有者自らによる管理が困難な状況⇒市が施業することに森林所有者の同意がある森林であること。
②間伐施業
　間伐は、概ね35％以上行う。

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

特定の利益に繋がるものではなく、森林の公益的機能の向上に繋がるため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 12,403 10,660 8,684

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 農林水産業費 林業費 林業振興費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 10,358 10,553

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：10,450千円
職員手当等：103千円

委託料：8,684千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

その他 0 0 0

一般財源 10,358 10,553 8,684

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

予定整備面積である25haの放置森林を整備し、水源かん養機能の向上が図れたため。

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 間伐等の森林整備の実施によって、森林の公益的機能の増進が図られている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,045 107

主な取組み内容

日浦・五明地区にある放置された人工林25haの間伐を実施

R2年度の目標

石手川上流地域に位置する本市の重要水源
地を対象地として20haの間伐を行い、公益的
機能の増進を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

放置されたスギ、ヒノキの人工林の間伐

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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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 500

実績値 達成年度 R2年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【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

500 ー

431 456 481

活動指標

（3つまで設定可）

放置森林整備面積
ha

430 455 480

103 104 104

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

対象地区内の整備が必要な放置森林面積

本指標の設定理由
放置森林の解消を目的とした事業であるため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

成果指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 年度目標どおり放置されたスギ・ヒノキの人工林の間伐を行うことで、森林の持つ公益的機能の増進を図ることができた。

成果指標

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

53331 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 22 ～ 令和 元

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

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
産業経済部（農林水産担当） - 担当グループ名 - -

- -

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 緑のダム整備促進事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

- -

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

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 節水型都市づくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み 水資源の保全

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

事業の目的
（どのような状態にするか）

重信川・立岩川等の地下水の源流域にある放置されたスギ・ヒノキの人工林の間伐を行い、森林の持つ水源かん養機能等の増進を図ることを目的とする。

水源かん養の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

石手川ダム集水区域にある森林の水源かん養機能の増進を目的として公的整備を推進しているが、もう一つの重要水源である重信川・立岩川等の地下の水源確保も図る必要があること
から、それらの流域にある森林を整備し、水源かん養機能など森林の持つ公益的機能をより高度に発揮させるため当事業を開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

重信川・立岩川等流域にある放置されたスギ・ヒノキの人工林を間伐し、森林の持つ公益的機能を発揮させる。
実施にあたっては、松山流域森林組合へ委託を行う。
１．放置された森林の間伐を実施
２．県に補助金を申請

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

水源かん養機能や土砂災害防止機能等の森林の持つ公益的機能増進を図るものであるため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 9,993 8,490 0

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 農林水産業費 林業費 林業振興費 R元 予算措置時期

6,118 6,471 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 8,263 7,974

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：7,964千円
消耗品費：10千円

-

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

補助金の廃止に伴い事業内容を見直しの上、「新た
な森林経営管理制度推進事業」に事業統合

その他 0 0 0

一般財源 2,145 1,503 0

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

・計画どおり放置森林20haの間伐を実施できた点

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 間伐等の森林整備の実施によって、森林の公益的機能の増進が図られている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,730 516

主な取組み内容

・重信川・立岩川等流域にある放置された人工林20haの間伐を実施
・愛媛県に造林事業補助金の申請・受領を実施

R2年度の目標
R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

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

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

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

国の補助金の廃止に伴い、同事業も廃止となる。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 775

実績値 達成年度 R元年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【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

ー ー

735 755 775

活動指標

（3つまで設定可）

放置森林整備面積
ha

735 755 775

100 100 100

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

対象地区内の整備が必要な放置森林面積

本指標の設定理由
放置森林の解消を目的とした事業であるため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

成果指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 年度目標どおり放置されたスギ・ヒノキの人工林の間伐を行うことで、森林の持つ水源かん養機能等の増進を図ることができた。

成果指標

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

53331 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 元 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 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】

→

1 1

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
産業経済部（農林水産担当） 農林土木課 担当グループ名 計画担当 948-6576

中矢　博司 大政　貴史

德本　貴久 松本　こずえ 山本　崇之 楠元　夕紀子

事務事業名
（施策コード） 新たな森林経営管理制度推進事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

山本　崇之 楠元　夕紀子

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 農林水産課 担当グループ名 林業振興担当 948-6562

池田　和広

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 節水型都市づくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み 水資源の保全

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 森林経営管理法

事業の目的
（どのような状態にするか）

平成31年4月からスタートした森林経営管理制度に基づき、森林所有者に対し所有する森林を今後どのように経営や管理をしていきたいかを把握するための意向調査を実施する。
これによって、森林所有者自ら経営や管理を行うことが困難な場合は、市で経営や管理を引き受けることで、「植える→育てる→伐って使う→植える」という森林のサイクルを維持し、森林の持
つ多面的機能を発揮させていく。

水源かん養の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成31年4月から施行された森林経営管理法では、森林所有者に対し適切な経営管理を継続して行うように求めるとともに、市町村はその区域内の森林について適切な管理が行われるよう
必要な措置を講ずることが義務付けられた。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

手入れが行き届いていない私有林の人工林を所有する森林所有者を対象に、所有する森林を今後どのように経営や管理をしていきたいかを把握するための意向調査を実施する。
（委託先：松山流域森林組合）

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

森林所有者自らが森林を管理できない場合は、市町村が森林環境譲与税を活用して管理するよう森林経
営管理法で定められているため。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 1,408 20,314

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 農林水産業費 林業費 林業振興費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 0 1,408

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：1,408千円 委託料：20,314千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で1,573千円追加
流用による減あり

その他 0 0 0

一般財源 0 1,408 20,314

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

・計画どおり315haの意向調査を実施できた点

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 森林所有者へのアンケートを実施し、所有者の森林経営に関する意向を確認することで、森林整備に繋げていくことができたため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

・森林経営管理制度の対象となる森林5,440haのうち、315haで意向調査を実施

R2年度の目標

森林経営管理制度を推進するため、引き続き
意向調査を370ha行うとともに、水源かん養、
土砂災害防止の観点から、放置された人工林
27haの間伐を行う。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・制度の対象となる森林5,440haのうち、370ha
で意向調査を実施（累計685ha）
・重信川・立岩川等流域の環境林の間伐を実
施（27ha）
・R元年度意向調査実施箇所の林道の補修を
実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

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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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 5,440

実績値 達成年度 R10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 210

実績値 達成年度 R8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

685 1,285

315

活動指標

（3つまで設定可）

意向調査実施面積
ha

315

100

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

森林整備を速やかに進めるため、制度開始から10年間で制度の対象
となる森林全ての意向調査を実施する。

本指標の設定理由
森林経営管理制度の推進にはまず、意向調査を行うことが必要なた
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

27 50

成果指標

（3つまで設定可）

森林整備面積
ha

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

適切な森林管理を行うため、市が管理することとなる森林について定
期的な整備が行えるよう210haの整備面積を設定

本指標の設定理由
意向調査の結果、市が管理することとなった森林について、森林環境
譲与税を活用しながら整備を進めていく必要があるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 年度目標どおり意向調査を行うことで、森林所有者の新経営に関する意向を確認することができた。

成果指標 令和2年度から、手入れが行き届いていない森林の整備を進めていく。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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