
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

61112 地域交流センター管理事業 市民部 市民課 シートA 2

62251 支所管理運営事業 市民部 市民課 シートA 3

62251 行政連絡員運営事業 市民部 市民課 シートA 4

62251 市民サービスセンター事業 市民部 市民課 シートA 5

62251 愛媛県連合戸籍事務協議会会費 市民部 市民課 シートA 6

62251 中予地域戸籍事務協議会会費 市民部 市民課 シートA 7

62251 住民基本台帳事務事業 市民部 市民課 シートB 8

62251 印鑑登録事務事業 市民部 市民課 シートA 10

69999 収入印紙・愛媛県収入証紙購入費 市民部 市民課 シートA 11

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 主査 担当者名 主事 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

61112 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 23 ～ 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
市民部 市民課 担当グループ名 総務・支所担当 948-6359

田中　教夫 宮内　俊輔

宮内　俊輔 中野　雅之 花岡　克企 菊本　紗代

事務事業名
（施策コード） 地域交流センター管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

中野　雅之 花岡　克企 菊本　紗代

令和元年度
市民部 市民課 担当グループ名 総務・支所担当 948-6359

津田　慎吾

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 市民参画を推進する 重点プロジェクト -

施策 市民主体のまちづくり 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・地域交流センターの利用を希望する市民に対して、会議室の使用許可や、使用料等の収納を行う。
・市民が安全に利用できるよう、施設（併設する三津浜支所含む）の維持管理を行う。
芝生管理業務・雨水利用設備保守点検業務・エレベータ保守点検業務・自動扉機器保守点検業務・庭木等剪定消毒業務・消防用設備保守点検業務・施設内の清掃業務・機械警備等業
務・自家用電気工作物保安管理業務を委託。

-

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 松山市地域交流センター条例、松山市地域交流センター条例施行規則、松山市地域交流センター事務規則

主な取り組み 地域団体活動への支援

市長公約

-

取り組みの柱 地域コミュニティ活動の拠点整備 -

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

小会議室：全日：2,700円、中会議室：全日3,700円、大会議室全体：全日：7,600円、等

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）

市民の交流や地域活動を促進する市西部の拠点づくりを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

市西部（三津浜地区等）の住民の活動拠点であった市厚生福祉センターの老朽化に伴い、平成２３年７月に市地域交流センターとして整備した。

一般会計 総務費 総務管理費 支所費 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） 6,022 7,868 6,008

決算額 (B)　（単位：千円） 5,096 5,100

一般財源 3,496 3,609 4,500

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：3,669千円
光熱水費：1,269千円
消耗品費：138千円

委託料：3,813千円
光熱水費：1,674千円
工事請負費：200千円

0 0

その他 1,600 1,491 1,508

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

地域交流センター（併設する三津浜支所含む）の管理運営、敷地内の芝生の維持管理
会議室の使用許可及び使用料の徴収に関すること

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

施設及び芝生の維持管理が滞りなくできた。

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) 926 2,768

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

年間１，０００件の利用を目標とする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

三津浜支所及び地域交流センターの管理運
営、敷地内の芝生の維持管理
会議室の使用許可及び使用料の徴収に関す
ること

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 会議室を利用した市民の交流が図られた。

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
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62251 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 14 ～ 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】

→

1 1

ブロック塀修繕工事（５支所５カ所）、新型レジスター入替（１０支所）

支所のハード整備にかかる財源確保

0

0

0

1,929

167,626

17,948

H30年度

187,503

169,555

0

市債 4,800 0

2,048 2,341

一般財源

現計予算額 (A)　（単位：千円） 252,424 84,739

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 滞りなく、１年間支所の運営が出来た。

R2年度の目標

届出及び証明取扱件数308,000件の維持を目
標とする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

個別施設計画の作成

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

個別施設計画を作成することで、施設整備の
優先順位等を検討する。

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

事業の公共性 必要性 公益性
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

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、レジスターの入替が実施できた。

主な取組み内容

223,040 82,398

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 22,536

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

賃金：74,802千円
工事請負費：47,746千円
非常勤報酬：23,510千円

光熱水費：23,498千円
委託料：17,523千円
使用料及び賃借料：15,338千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

支所債：3,288千円繰越
9月補正：40,800千円

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0

県支出金 0

その他

決算額 (B)　（単位：千円） 229,888

一般会計 総務費 総務管理費 支所費 R元予算措置時期

R元年度 R2年度

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

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

市民に身近な窓口である支所でワンストップサービスを行うために必要な設備等の管理運営を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

市民課でのワンストップサービスを、市民にとって最も身近な支所の窓口に拡充し、平成14年３月から市内全支所でのワンストップサービスを実施した。

市民サービスの向上や来庁者が安全安心に利用できるよう、支所・出張所の備品管理や施設の維持管理を行う。
※支所・出張所機械警備委託、支所・出張所自動扉保守点検業務委託等

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 地方自治法第155条第12項、松山市支所設置条例、松山市役所支所事務規則

主な取り組み 手続きの利便性の向上

市長公約

-

取り組みの柱 窓口サービスや支所機能の充実 -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

中野　雅之 花岡　克企 菊本　紗代

宮内　俊輔 中野　雅之 花岡　克企

事務事業名
（施策コード）

1-2:自治事務（できる
規定あり）

1:直営

菊本　紗代
令和元年度

市民部 市民課 担当グループ名 総務・支所担当 948-6359

津田　慎吾

支所管理運営事業

-

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-

-

-総合戦略

-

取組み

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
市民部 市民課 担当グループ名 総務・支所担当 948-6359

田中　教夫 宮内　俊輔
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62251 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 59 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 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
市民部 市民課 担当グループ名 総務・支所担当 948-6359

田中　教夫 宮内　俊輔

宮内　俊輔 中野　雅之 花岡　克企 菊本　紗代

事務事業名
（施策コード） 行政連絡員運営事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

中野　雅之 花岡　克企 菊本　紗代

令和元年度
市民部 市民課 担当グループ名 総務・支所担当 948-6359

津田　慎吾

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

中島本島以外の津和地・上怒和・元怒和・二神・睦月・野忽那の６地区の住民に対して、各地区の行政連絡員が週２回、地区住民と中島支所間の申請・届出・公金の送達等の事務を行う。

-

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 行政連絡員の勤務に関する内規

主な取り組み 手続きの利便性の向上

市長公約

-

取り組みの柱 窓口サービスや支所機能の充実 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

中島本島以外の津和地・上怒和・元怒和・二神・睦月・野忽那の６地区住民への行政サービス格差是正を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和５９年に中島町が神和・睦野・西中島の３支所を廃止した際に、津和地・上怒和・元怒和・二神・睦月・野忽那の６地区の総代会に対し、住民票等の申請の取次など、行政と住民の橋渡
し役を務める行政連絡事務を委託し、中島本島の住民との、行政サービスの格差が生じないようにした。

一般会計 総務費 総務管理費 支所費 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） 4,360 4,467 1,217

決算額 (B)　（単位：千円） 4,346 4,445

一般財源 4,346 4,445 1,217

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

非常勤報酬：3,329千円
市内旅費：1,116千円

市内旅費：1,217千円

0 0 0

その他 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

６地区住民と中島支所間の申請、届出等の送達に係る事務
６地区住民と中島支所間の公金の送達に係る事務

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

一年を通じて、離島（６地区）の住民へ行政サービスを提供できた。

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) 14 22

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

6人体制で週２回の実施を維持する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

６地区住民と中島支所間の申請、届出等の送
達に係る事務。
６地区住民と中島支所間の公金の送達に係る
事務

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
離島（６地区）の方々が住民票や印鑑証明、戸籍謄抄本などの申請のため、中島支所（本島）に出向くことなく各種証明が取得できることから
住民への行政サービスにつながっている。

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 主査 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62251 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 3 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

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
市民部 市民課 担当グループ名 総務・支所担当 948-6346

田中　教夫 宮内　俊輔

宮内　俊輔 中野　雅之 山下　実花

事務事業名
（施策コード） 市民サービスセンター事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

中野　雅之 入口　崇子

令和元年度
市民部 市民課 担当グループ名 総務・支所担当 948-6346

津田　慎吾

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

いよてつ高島屋、松山三越、フジグラン松山に設置している市民サービスセンターで、市民に対して、各種証明書の交付や市民相談業務、市県民税・固定資産税・軽自動車税（納期限内の
ものに限る）等の収納業務を行うほか、市立図書館の図書返却サービスを実施する。また、平成20年５月７日からは、ふるさと納税の広報及び寄附収納業務を、平成23年10月11日からは保
育料（納期限内のものに限る）の納入業務を開始した。

-

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 松山市市民サービスセンター設置規則

主な取り組み 手続きの利便性の向上

市長公約

-

取り組みの柱 窓口サービスや支所機能の充実 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

市内の商業施設３ヶ所に証明発行などを行う窓口を開設することで、市民が、土日祝日（年末年始除く）に行政サービスを利用できるようにすることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

市役所が週休2日制を実施したことに伴い、休日の市民サービスを向上させるため、平成３年から民間の協力を得て、市役所周辺の商業施設３ヵ所に休日の証明書発行窓口として、市民
サービスセンターを設置した。

一般会計 総務費 総務管理費 サービスセンター費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 29,179 29,153 1,209

決算額 (B)　（単位：千円） 28,512 27,749

一般財源 28,512 27,749 1,209

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

賃金：22,751千円
臨時職員保険料：3,337千円
使用料及び賃借料：1,172千円

使用料及び賃借料：763千円
通信運搬費：274千円
消耗品費：142千円

0 0 0

その他 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

各種証明書の交付・市民相談業務・市立図書館の図書返却に関する事務、市県民税・固定資産税・軽自動車税（納期限内のものに限る）の収納業務、ふるさと納税の広報及び寄附収納業
務、保育料（納期限内のものに限る）の納入業務

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

一年を通じて適正に業務を実施できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 667 1,404

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

年間116日の休日開庁を目標とする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各種証明書の交付・市民相談業務・市立図書
館の図書返却に関する事務、市県民税・固定
資産税・軽自動車税（納期限内のものに限る）
の収納業務、ふるさと納税の広報及び寄附収
納業務、保育料（納期限内のものに限る）の納
入業務

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、本庁・支所の閉庁時も証明発行などが可能であり市民の利便性向上に貢献している。

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

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

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

62251 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 23 ～ 令和 1

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し

R2年度の目標
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

主な取組み内容

戸籍事務の研修

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 研修により戸籍事務がスムーズに行え、市民サービスの向上につながった。

研修により取扱いの疑義の解消につながった。

0

一般財源 53 53 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金：５３千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

戸籍事務事業へ統合

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0

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 0

その他

0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 53 53 0

決算額 (B)　（単位：千円） 53 53

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

一般会計 総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

事業の目的
（どのような状態にするか）

県内２０市町（中予６市町）の戸籍事務取扱の改善や統一を図り、市民サービス向上に努めることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和２３年に発足した全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会の下部組織として発足した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

愛媛県連合戸籍事務協議会に対して負担金を交付する。
市民サービスの向上のため、戸籍事務の知識を深める研修会を実施する。

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

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 愛媛県連合戸籍事務協議会会則					

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 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム

主な取り組み 手続きの利便性の向上

市長公約

-

取り組みの柱 窓口サービスや支所機能の充実 -

-

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

令和元年度
担当グループ名 戸籍担当

渡部　慶

事務事業名
（施策コード） 愛媛県連合戸籍事務協議会会費

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

948-6344市民部 市民課

津田　慎吾 宮内　俊輔

令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
担当グループ名 戸籍担当

評価実施年度

渡部　慶

948-6344市民部

田中　教夫

市民課

宮内　俊輔

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

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

62251 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 23 ～ 令和 1

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

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
市民部 市民課 担当グループ名 戸籍担当 948-6344

田中　教夫 宮内　俊輔

宮内　俊輔 渡部　慶

事務事業名
（施策コード） 中予地域戸籍事務協議会会費

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

渡部　慶

令和元年度
市民部 市民課 担当グループ名 戸籍担当 948-6344

津田　慎吾

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

中予地域戸籍事務協議会に対して負担金を交付する。
市民サービスの向上のため、戸籍事務の知識を深める研修会を実施する。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山地方法務局中予地域戸籍事務協議会会則			

主な取り組み 手続きの利便性の向上

市長公約

-

取り組みの柱 窓口サービスや支所機能の充実 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

中予６市町の戸籍事務取扱の改善や統一を図り、市民サービス向上に努めることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和２３年に発足した全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会及び愛媛県連合戸籍事務協議会の下部組織として発足した。

一般会計 総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 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） 2 2 0

決算額 (B)　（単位：千円） 2 2

一般財源 2 2 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金：２千円

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

戸籍事務の研修

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

研修により取扱いの疑義の解消につながった。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

戸籍事務事業へ統合

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し

R2年度の目標
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 研修により戸籍事務がスムーズに行え、市民サービスの向上につながった。

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
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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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62251 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 42 ～ 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 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】

→

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
市民部 市民課 担当グループ名 住民記録担当 住民記録担当

田中 教夫 宮内　俊輔

宮内　俊輔 平田　正次郎 青山　正洋

事務事業名
（施策コード） 住民基本台帳事務事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

山崎　正人 續田　亮

令和元年度
市民部 市民課 担当グループ名 住民記録担当・マイナンバー担当 948-6337,6569

津田　慎吾

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

主な取り組み 手続きの利便性の向上

市長公約

-

取り組みの柱 窓口サービスや支所機能の充実 -

総合戦略 3145

③松山への定着と新しい人の流れをつくる（移住定住対策）

取組み
⑤ 道後温泉や松山城等の市有施設に優待するなど、移住直後の何かと物入り
となる時期に支援を行い、移住者をおもてなしの心と感謝の気持ちでお迎えし
ます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-①移住の促進

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

④移住定着支援の充実

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 住民基本台帳法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

本市の住民基本台帳に登録されている市民
窓口での厳格な本人確認を実施した上で、住民異動届出等に基づく住民基本台帳への記録、管理及びその証明書の発行を行っている。

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

住民票の写しの交付手数料　1通につき300円、住民票記載事項証明書　1通につき250円、
マイナンバーカード再交付手数料　1枚につき800円、通知カード再発行手数料　1枚につき500円

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

松山市民の住民基本台帳を適正に記録及び管理し、住民記録台帳ネットワークを安全に運用することで、質の高い市民サービスを提供することを目的とする。
顔写真が表示されたマイナンバーカード（個人番号カード）を市民に交付することを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

住民の居住関係に関する記録である住民記録台帳を正確かつ統一的に行うため、昭和42年7月に住民基本台帳法が施行された。また、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の
合理化を図るため、住民基本台帳法が改正され、平成24年7月からは外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となった。
平成２８年１月から、マイナンバー法に基づき顔写真が表示されたマイナンバーカード（個人番号カード）を交付するようになった。

一般会計 総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 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） 181,124 174,404 11,042

決算額 (B)　（単位：千円） 102,926 107,791

一般財源 7,855 9,960 3,772

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

人件費（賃金・保険料）：17,038千円
通信運搬費：8,465千円
交付金：69,696千円

印刷製本費：3,200千円
手数料：2,969千円
通信運搬費：2,818千円

0 0 0

その他 8,292 7,151 7,270

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 86,779 90,680 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

①年度当初の市民課及び支所新任者への住民記録事務研修の実施
②ワンストップサービス連絡協議会を通じた従事職員への住民記録事務の周知徹底による市民サービスの向上
③改元に伴うシステム改修の実施
④旧氏併記制度導入によるシステム改修の実施
⑤マイナンバーカードの申請受付及び交付

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

スケジュール通りトラブルもなくシステム改修を行うことができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

3月補正：71,519千円
翌年度へ繰越見込：58,342千円

マイナンバーカード交付関連経費をマイナンバー
カード交付事務事業（512,153千円）に分割した。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 78,198 66,613

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

デジタル手続法に基づくシステムの改修

R2年度の目標

住民記録事務研修の受講者50％を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

①市民課及び支所新任者への住民記録事務
研修の実施
②ワンストップサービス連絡協議会を通じた従
事職員への住民記録事務の周知徹底による
市民サービスの向上
③国のスケジュールに基づきデジタル手続法
に対応できるよう住民記録システム及び住民
基本台帳ネットワークシステムの安全な運用を
確保する。

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

戸籍情報のマイナンバー対応に向けたシステ
ム改修、住基・戸籍の附票システムへの所要
の改修を行う。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
住民基本台帳を正確に整備かつ管理することにより、市民に対する適切な行政サービスを提供できることや行政事務の効率化等にも資するた
め。

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

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

目標値 目標値 14

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値 400

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 200

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値 1,400

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

【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

14 14

14 14 14

活動指標

（3つまで設定可）

休日開庁の日数
日

14 14 14

100 100 100

郵便による転出証明
書の問合せ件数

300 350

- 211 234

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

休日開庁日数を維持する。

本指標の設定理由
市民の利便性を維持する。

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

コロナ禍の中、３密を少しでも回避するため、来庁なく手続きができるよ
う、郵便による転出証明書の問合せ増を目指す。

本指標の設定理由
コロナ禍の中、３密を少しでも回避するため、来庁なく手続きができるよ
う、郵便による転出証明書の問合せ増を目指す。

- 106 94

件
- 200 250

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

200 200

196 198 200

成果指標

（3つまで設定可）

休日開庁日の平均利
用者数

日
196 198 200

100 100 100

郵便による転出証明
書の受付件数

1,000 1,200

747 756

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

休日開庁日の利用者数を維持する。

本指標の設定理由
市民の利便性を維持する。

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

コロナ禍の中、３密を少しでも回避するため、来庁なく手続きができるよ
う、郵便による転出証明書の受付件数増を目指す。

本指標の設定理由
コロナ禍の中、３密を少しでも回避するため、来庁なく手続きができるよ
う、郵便による転出証明書の受付件数増を目指す。

100 95 102

％
750 800 850

866

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 毎月第二土曜日以外にも繁忙期となる３月の最終土曜日、４月の第一土曜日も窓口を開庁し、市民サービスの向上につなげることができた。

成果指標 休日開庁を広報やホームページなどを活用して市民に周知し、目標の来庁者に利用していただいた。

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

転入者の方へ、転入セット（行政サービスの冊子等）とともに、道後温泉や松山城等の市有施設の優待チケットを配布し、おもてなしの心と感謝の気持ちでお迎えして
いる。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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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 主任 主事

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62251 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 56 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 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
市民部 市民課 担当グループ名 住民記録担当 948-6338

田中 教夫 宮内　俊輔

宮内　俊輔 平田　正次郎 吉田　明子 渡邊　薫

事務事業名
（施策コード） 印鑑登録事務事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

山﨑　正人 吉田　明子 渡邊　薫

令和元年度
市民部 市民課 担当グループ名 住民記録担当 948-6338

津田　慎吾

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

本市に住民票のある15歳以上の方（ただし、印鑑登録の意思能力を有しない方を除く）。
市民の印鑑登録を正確に管理し、登録・変更・廃止等の事務処理及び印鑑登録証明書の交付等を行う。

-

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 松山市印鑑の登録及び証明に関する条例、松山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

主な取り組み 手続きの利便性の向上

市長公約

-

取り組みの柱 窓口サービスや支所機能の充実 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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

印鑑登録：300円/件、印鑑登録証明書：300円/件

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）

売買や登記、公正証書の作成及び相続手続等で必要となる印鑑を登録し、印鑑証明を交付することで、市民が印鑑証明を使った取引を安全安心に行えることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

市民が売買や登記、公正証書の作成及び相続手続きで必要なため、昭和56年に法的根拠となる「松山市印鑑の登録及び証明に関する条例」及び同施行規則を定めた。その後も市民サー
ビスの向上につながるよう同条例及び同規則の改正を経ながら、現在も自治事務として実施している。

一般会計 総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,111 3,752 1,464

決算額 (B)　（単位：千円） 2,317 3,570

一般財源 0 2,546 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

備品購入費：1,404千円
委託料：1,089千円
消耗品費：463千円

印刷製本費：779千円
消耗品費：557千円
通信運搬費：128千円

0 0 0

その他 2,317 1,024 1,464

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

①厳格な本人確認の実施により、成りすましによる印鑑登録を発生させない。
②旧氏併記申請者の印鑑登録証明書へ旧氏の記載を行う。
③印鑑登録証明書に記載されている性別欄を消除する。

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

滞りなく旧氏記載や性別欄の削除ができた。

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：42千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -1,206 182

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

厳格な本人確認の実施により、成りすましによ
る印鑑登録を０件にする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・職員研修：市民課・支所職員に対し、適切な
研修を行う。

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 厳格な本人確認の実施により、成りすましによる印鑑登録を発生させない。

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

公益性
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 主査 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

69999 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】

→

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
市民部 市民課 担当グループ名 総務・支所担当 948-6346

田中　教夫 宮内　俊輔

宮内　俊輔 中野　雅之 山下　実花

事務事業名
（施策コード） 収入印紙・愛媛県収入証紙購入費

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

中野　雅之 入口　崇子

令和元年度
市民部 市民課 担当グループ名 総務・支所担当 948-6346

津田　慎吾

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

パスポート交付の際に必要な収入印紙と愛媛県収入証紙を窓口で市民に直接販売する。

-

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 郵便切手類販売所等に関する法律　第２条第２項

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

--

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）

一般旅券（パスポート）交付の際に必要な収入印紙及び愛媛県収入証紙を販売することで、ワンストップサービスの実施を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成22年８月23日に、県から旅券事務の移譲を受けたことに伴い、松山市パスポートセンターが、収入印紙と愛媛県収入証紙の売りさばき所として指定を受けた。

一般会計 総務費 総務管理費 パスポートセンター費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 160,600 178,395 205,670

決算額 (B)　（単位：千円） 175,600 178,395

一般財源 3,108 3,779

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

消耗品費：178,395千円 消耗品費：205,670千円

0 0 0

その他 172,492 174,616 205,670

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

・収入印紙・愛媛県収入証紙を金融機関・郵便局から買い受ける。
・パスポートの申請で必要な方に販売する。

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

年間を通して市民に迷惑をおかけすることなく販売することができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -15,000 0

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、令和2年2月以降パスポートの申請件数が減少し、収入印紙と愛媛県収入証紙の在庫が例年より多くなっている。

R2年度の目標

適正に在庫調整しながら購入する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

パスポート申請時に必要な収入印紙及び愛媛
県収入証紙を買い受け、パスポートを交付す
る際に販売する。在庫調整をしながら、適正な
金額分を購入する。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

なるべく在庫が多くならないよう、購入額を調
整する。

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 一般旅券（パスポート）申請時に必要な収入印紙及び愛媛県収入証紙をその場で購入できるため。

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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