
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

21323 木造住宅耐震診断事業 都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 シートB 2

21323 木造住宅耐震改修等補助事業 都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 シートB 4

21323 特定建築物耐震改修等補助事業 都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 シートB 6

51112 狭あい道路拡幅整備事業 都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 シートA 8

52213 建築行政事業 都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 シートA 9

52213 民間建築物アスベスト含有調査事業 都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 シートA 10

52213 開発行為等許可事務事業 都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 シートA 11

事務事業一覧表

1



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 技師 技師

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任 技師

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

21323 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 16 ～ 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 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

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

近い将来起こりうる南海トラフ巨大地震等に備え、耐震化の促進のため、耐震診断の重要性について等周知・啓発に努める。

R2年度の目標

耐震診断175戸

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

耐震促進計画の修正・更新
耐震診断実施の促進
周知・啓発活動の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

効率的に戸別訪問を行うとともに、関係団体等
の協力も得ながら、周知・啓発を行う。

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 本事業の実施により、次の段階の耐震改修を行えるため。

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

耐震改修実施の促進
周知・啓発活動の実施

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

旧耐震基準での建設と思われる集合団地など、効率化を図り戸別訪問を行ったが、目標にいたらなかっ
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1,732千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 7,158 8,785

決算額のうち1,800千円は前年度繰越分

一般財源 2,715 3,386

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

0 0

その他 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 4,308 5,115

県支出金 1,804 2,208

市債

1,692

委託料：3,239千円（R1）、1,800千円(H30繰）
補助金：351千円（R1）

0

0

2,694

1,200

現計予算額 (A)　（単位：千円） 15,985 14,371 10,709

決算額 (B)　（単位：千円） 8,827 5,586

一般会計 土木費 土木管理費 建築指導費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

近い将来発生が予想される南海トラフ巨大地震等による木造住宅の被害を最小限に抑える方策として、防災意識の高揚を図るとともに、建築物の耐震化が必要である。耐震診断を行い、改
修・改築を行うことが有効と考え、新耐震基準が適用されていない倒壊の危険性が高い木造住宅の耐震改修等費用の一部を補助し、耐震化の推進を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

阪神大震災を契機に、建築物の耐震改修の促進に関する法律が制定されたのを受けて、平成16年度から実施している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・範囲：松山市内
・対象住宅：①昭和56年5月31日以前に着工された戸建ての木造住宅　②階数が2以下で、延べ面積が500平方メートル以下のもの　③専用住宅又は併用住宅
・補助対象者：対象となる住宅の所有者

木造住宅の耐震診断を補助する。
①ホームページの活用、広報紙・チラシ・ポスター作成による情報発信　②公民館等での地震対策講座の実施　③戸別訪問による周知活動

②安全・安心な暮らしの推進

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 建築物の耐震改修の促進に関する法律・同施行令・同施行規則・松山市木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱

主な取り組み 防火・防災意識の向上

市長公約 331

みんなで助け合い、安心して暮らせる松山をつくります

取り組みの柱 民間建築物の耐震化促進
空き家対策やリフォームのほか、木造住宅の耐震化を支援し、住環境をさらに整えます。また、西条分水
を基本にした新規水源の確保など、安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。

総合戦略 5225

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

⑤地震等の災害時にも上水道の機能を確保するため、水道管の基幹管路の耐
震化を進めます。また、旧耐震基準(昭和56年以前)の木造住宅の耐震診断及
び耐震補強工事の補助金額を拡大し、耐震補強工事を増やすことで、安全安
心な住宅環境を促進します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

基本目標 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

笑顔
プログラム

313

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 災害等に強いまちをつくる 重点プロジェクト みんなで守り助け合う「安心して暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 地域防災力の向上 主な取り組み 耐震化対策の推進

2:委託

烏谷　昌正 垂水　恵介 杉　美侑

令和元年度
都市整備部(開発・建築担当) 建築指導課 担当グループ名 監察・防災 948-6512

横本　勝己

委託料：7,650千円（R2）、1,732千円（R1繰）
補助金：1,000千円（R2）

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
都市整備部(開発・建築担当) 建築指導課 担当グループ名 監察・防災 948-6512

一色　芳朗 眞鍋　大蔵

鷲谷　浩三 烏谷　昌正 西垣　淳 堂本　美帆

事務事業名
（施策コード） 木造住宅耐震診断事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

2



＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 80%

実績値 達成年度 毎年

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標 効率的に戸別訪問できたが、関係団と協力して行うことで、周知・啓発の向上につながる

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 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

前年度実績と市政方針を踏まえ、予算件数を設定しているので、毎年
予算件数に対して、80％以上を目標にしている。

本指標の設定理由
年度ごとに予算件数に対して、80％以上を目標にしている

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

209 未定

208 183 109

成果指標

（3つまで設定可）

耐震診断実施戸数
戸

353 324 288

59 56 38

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

活動指標

（3つまで設定可）

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

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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任 技師

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任 技師

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

21323 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

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 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

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

近い将来起こりうる南海トラフ巨大地震等に備え、耐震化の促進のため、耐震診断及び耐震改修の重要性について等周知・啓発に努める。

R2年度の目標

改修戸数120戸

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

耐震促進計画の修正・更新
耐震改修実施の促進
周知・啓発活動の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

効率的に戸別訪問を行うとともに、関係団体等
の協力も得ながら、周知・啓発を行う。

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 本事業によって、木造住宅の耐震化が促進され、地域防災力の向上に貢献しているため。

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

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

主な取組み内容

耐震改修実施の促進
周知・啓発活動の実施

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

旧耐震基準での建設と思われる集合団地など、効率化を図り戸別訪問を行ったが、目標にいたらなかっ
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25,080千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 183,641 155,234

決算額のうち56,978千円は前年度繰越分
流用による減あり

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

0 0

その他 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 54,193 71,000

県支出金 21,595 31,950

市債

補助金：120,000千円（R2）、25,080千円（R1繰）補助金：39,747千円（R1）、56,978千円（H30繰）

現計予算額 (A)　（単位：千円） 292,078 252,057 145,167

決算額 (B)　（単位：千円） 108,437

一般財源 32,649 42,217

96,823

31,821

0

0

45,842

19,160

一般会計 土木費 土木管理費 建築指導費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

近い将来発生が予想される南海トラフ巨大地震等による木造住宅の被害を最小限に抑える方策として、防災意識の高揚を図るとともに、建築物の耐震化が必要である。耐震診断を行い、改
修・改築を行うことが有効と考え、新耐震基準が適用されていない倒壊の危険性が高い木造住宅の耐震改修等費用の一部を補助し、耐震化の推進を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

松山市耐震改修促進計画に基づき、耐震化を促進するため、平成23年度から実施している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・対象住宅：①耐震診断で評価を受けた結果、上部構造評点が1.0未満であり、地震に対して安全な構造となる耐震改修工事(基礎を含む）を実施し、上部構造評点が1.0以上となる工事
　　　　　　　 ②既存木造住宅に明らかな法令違反がないこと
・対象者：対象となる住宅を所有しており、市税などを滞納していないこと

・木造住宅の耐震改修を補助する。
　①ホームページの活用、広報紙・チラシ・ポスター作成による情報発信　②公民館等での地震対策講座の実施　③戸別訪問による周知活動

②安全・安心な暮らしの推進

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 建築物の耐震改修の促進に関する法律・同施行令・同施行規則・松山市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

主な取り組み 防火・防災意識の向上

市長公約 331

みんなで助け合い、安心して暮らせる松山をつくります

取り組みの柱 民間建築物の耐震化促進
空き家対策やリフォームのほか、木造住宅の耐震化を支援し、住環境をさらに整えます。また、西条分水
を基本にした新規水源の確保など、安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。

総合戦略 5225

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

⑤地震等の災害時にも上水道の機能を確保するため、水道管の基幹管路の耐
震化を進めます。また、旧耐震基準(昭和56年以前)の木造住宅の耐震診断及
び耐震補強工事の補助金額を拡大し、耐震補強工事を増やすことで、安全安
心な住宅環境を促進します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

基本目標 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

笑顔
プログラム

313

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 災害等に強いまちをつくる 重点プロジェクト みんなで守り助け合う「安心して暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 地域防災力の向上 主な取り組み 耐震化対策の推進

鷲谷　浩三 烏谷　昌正 西垣　淳 垂水　恵介

事務事業名
（施策コード） 木造住宅耐震改修等補助事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

5:補助金・負担金

烏谷　昌正 西垣　淳 垂水　恵介

令和元年度
都市整備部(開発・建築担当) 建築指導課 担当グループ名 監察・防災 948-6512

横本　勝己

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
都市整備部(開発・建築担当) 建築指導課 担当グループ名 監察・防災 948-6512

一色　芳朗 眞鍋　大蔵

4



＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 80%

実績値 達成年度 毎年

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標 所有者の高齢化が進んでいることに加え、工事費自体が高額であるため、補助金を差し引いても自己負担が高額になるため、事業実施につながっていない。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

前年度実績と市政指針を踏まえ、予算件数を決定しているので、毎年
予算件数に対して、80％以上を目標にしている

本指標の設定理由
年度ごとに予算件数に対して、80％以上を目指している

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

142 未定

143 96 86

成果指標

（3つまで設定可）

耐震改修実施戸数
戸

344 257 221

42 37 39

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

活動指標

（3つまで設定可）

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

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

5



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 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 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

21323 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 26 ～ 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 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

0

令和元年度評価実施年度 令和2年度 評価対象年度

担当グループ名 建築物・審査担当

越智　政忠

越智　政忠

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

県支出金

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し

決算額 (B)　（単位：千円）

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

②安心で健康な暮らしの確保

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない

721,049

土木管理費

8,487

47,289

16,973

令和2年度
都市整備部(開発・建築担当) 建築指導課 948-6511

一色　芳朗

5225

令和元年度
都市整備部(開発・建築担当) 建築指導課 担当グループ名 特殊建築物審査・検査

渡部　憲昭

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

災害等に強いまちをつくる 重点プロジェクト みんなで守り助け合う「安心して暮らせるまちづくり」プロジェクト政策

施策

21,829

地域防災力の向上 主な取り組み 耐震化対策の推進

基本目標

一般財源

総合戦略

事業の目的
（どのような状態にするか）

⑤地震等の災害時にも上水道の機能を確保するため、水道管の基幹管路の耐
震化を進めます。また、旧耐震基準(昭和56年以前)の木造住宅の耐震診断及
び耐震補強工事の補助金額を拡大し、耐震補強工事を増やすことで、安全安
心な住宅環境を促進します。②安全・安心な暮らしの推進

R元年度

733,404 118,739

R2年度

始期・終期（年度）

H30年度

417,495

R元 予算措置時期土木費

市債

終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

現計予算額 (A)　（単位：千円）

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正

「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

背景
（どのような経緯で開始した

か）

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市内一円の昭和５６年以前で用途・一定の規模に該当する建築物の所有者へ、補強設計及び耐震改修工事を行う場合に補助金を支出する。

取組み

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

法改正により、不特定かつ多数の方が利用する大規模な建築物等に対し耐震診断が義務付けられることになり、対象となる民間事業者の経営への影響が心配されるため、愛媛県と連携して
耐震診断の結果、改修が必要となった所有者に対して耐震改修等費用の一部を補助し、耐震化を進める。

民間建築物の耐震化促進 -

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）

一般会計 建築指導費

市長公約

年度当初目標どおりの補助実績(耐震改修工事6棟)を上げることができた。

370,206

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

想定以上に費用を要する補強及び建替え事業となる場合が多いことから、計画の決定に時間を要している。

↑: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

特定建築物耐震改修等補助事業
事務事業名
（施策コード）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

5:補助金・負担金

-

取り組みの柱

根拠法令,条例,個別計画等 建築物の耐震改修の促進に関する法律・同施行令・同施行規則、松山市特定建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

防火・防災意識の向上

生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

笑顔
プログラム

313

高岡　誉紀

眞鍋　大蔵 林　佳菜 高岡　誉紀

鷲谷 浩三

948-6511

主な取り組み

横本　勝己

補助実績　耐震改修工事6棟

0

0

56,677

(A)-(B)

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳 その他 0

左記の理由 本事業の実施によって、民間の大型建築物の耐震化が促進され、地域防災力の向上に貢献しているため。

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

0

国支出金

予算執行残額　（単位：千円）

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

314,807

主な取組み内容

主な取組み内容の
達成度

41,375270,829

0

135,413 20,687

12,355

R2年度の目標

耐震改修等補助事業実施者に対し、定期的
な報告を求める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

補助予定の施設が予定通りに事業完了するよ
うにする。

耐震改修等実施の促進

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

補助金：442,279千円（R1）、278,770千円（H30繰） 補助金：118,739千円

決算額のうち278,770千円は前年度繰越分

6



＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 13

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

成果指標

（3つまで設定可）

最終目標値の
設定の考え方

最終目標値の
設定の考え方

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

本指標の設定理由
本事業の目的とする指標であるため

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標
耐震改修の方針を決定したものの、想定以上の費用がかかることから、計画の見直しに迫られたりするなど計画の決定に時間を要している。そのため、目標棟数に達
していない。

本指標の設定理由

3:累計での増加を目指す指標

指標の種類

本指標の設定理由

11

38

対象となる建築物の全てが耐震化を完了する。(一部完成する補助は
カウントしない)

棟
5 10

指標の種類

5 93

23

指標の種類

69

耐震改修等補助事業
数

3 13

最終目標値の
設定の考え方

指標の種類

本指標の設定理由

最終目標値の
設定の考え方

本指標の設定理由

最終目標値の
設定の考え方

本指標の設定理由

H29年度

最終目標値の
設定の考え方

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

指標の種類

活動指標

（3つまで設定可）

R元年度 R2年度目標達成度 H30年度

指標の種類

指標名 R3年度 最終目標

7



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任 主任

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

51112 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 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 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

-

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-

-

-総合戦略

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

毛利　公祐

鷲谷　浩三 林　佳菜 久保　　健

令和2年度
都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 担当グループ名 道路 948-6526

一色　芳朗 眞鍋　大蔵 山田　豊樹 久保　　健

横本　勝己

狭あい道路拡幅整備事業

政策 快適な生活基盤をつくる 重点プロジェクト -

事務事業名
（施策コード）

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）

毛利　公祐
令和元年度

都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 担当グループ名 住宅審査・狭あい道路 948-6526

施策 居住環境の整備 主な取り組み -

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 -

主な取り組み 生活道路等の整備・維持管理

市長公約

-

取り組みの柱 生活道路の整備 -

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 松山市狭あい道路等拡幅整備要綱

事業の目的
（どのような状態にするか）

幅員4メートル未満の狭あい道路は、人や車の通行が危険であるばかりでなく、災害時には緊急車両の進入に支障がある。そこで、建築基準法による後退部分について「松山市狭あい道路
等拡幅整備要綱」に基づき、寄附採納による拡幅整備の促進を図り、安全で良好な住環境の確保及び災害に強いまちづくりを目指す。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

-

取組み

一般 土木費 土木管理費 建築指導費

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

R2年度の目標

寄附件数50件分の拡幅整備を目標とする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

申請者に対し、狭あい事業への理解を深めて
いただき、寄附件数を増やすため、窓口で呼
びかけを行う。

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

優先順位を考慮するにあたり、申請者の生活
形態や、建築物の利用頻度等を見極める。

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 19,845 20,400

県支出金 0

その他

一般財源 21,844

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 4,018

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：17,559千円(R1)、4,213千円(H30繰)
工事請負費：16,291千円(R1)、1,683千円(H30繰)

委託料：25,000千円
工事請負費：15,800千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

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

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 安全で良好な住環境の確保のため、継続実施する必要がある。

申請者に対し、狭あい事業への理解を深めていただき、寄附件数を増やすため、窓口で呼びかけを行う。
・事前協議申出件数　307件　　・測量分筆実施件数（寄附件数）　49件（H30繰越8件含）
・路面整備実施件数　41件（H30繰越2件含）

近年は、事前協議申出が年間300件程度、寄附は年間40件程度で推移していたが、いずれも増加傾向にある。その中でも寄附は、道路種別や、建築物の有無により優先順位等を考慮する
必要がある。

17,922

0

0

0

19,332

決算額のうち5,895千円は前年度繰越分

R元予算措置時期

R元年度 R2年度

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

狭あい事業への理解が定着してきている。

主な取組み内容

21,309

松山市の狭あい道路は、建築工事に伴う後退等によって徐々に拡幅整備が行われてきたが、寄附が行われていない部分や里道・私道等では、整備が進んでいないのが実情である。また、
平成11年の建築基準法の改正による確認・検査事務の民間開放によって、確認・検査事務が後退指導と切離して運用され、建築確認に併せて後退指導をすることが困難になった。これらの
ことから、平成20年に「松山市狭あい道路等拡幅整備要綱」を実効性のあるルールとして作成し、災害に強い安全・安心のまちづくりを進めることとした。

狭あい道路等に面する土地で確認申請を提出しようとする建築主等
建築工事等に伴い後退が必要となる場合には、①事前協議の申出、②関係者で協議して道路の中心や拡幅整備線を確定、③後退部分を明示、という手続きを書面により行うことにより、適
正な後退実施を推進する。

事業内容：市道、農道にて寄附頂いた場合、寄附採納に必要な測量分筆などの手続きと、舗装等の路面整備を市で実施する。
寄附採納については、道路管理課、管財課に委託料を支出し、舗装工事は、道路管理課、農林土木課に工事請負費を支出する。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

現計予算額 (A)　（単位：千円） 45,172 42,244

-12,835

H30年度

24,419

37,254

0

市債 0 0

0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 41,154
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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 技師

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 技師 技師

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

52213 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 46 ～ 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 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

老朽危険家屋に関する問い合わせが増加している。

R2年度の目標

・的確で早期に違反建築物対策
・老朽危険家屋に対する迅速な対応

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・建築防災研修会に参画
・建築監視員研修会を受講し、知識の習得
・違反建築防止週間一斉パトロールを実施
・防災週間による査察を実施
・空家担当課との連携・情報共有共有

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

老朽危険家屋について、関係課との情報共有
や連携をさらに密にする。

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 防災対策や老朽危険家屋の、健全な維持管理に寄与している。

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

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

主な取組み内容

・防災対策や違反建築物対策に関する事
  ・違反建築物公開パトロール
　・建築防災研修会に参画し、適正かつ円滑な建築行政の推進を図る。
　・建築監視員研修会を受講し、業務に必要な知識の習得を図る。
　・違反建築防止週間一斉パトロールを実施する。
　・防災週間による査察を実施する。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

通報や情報提供に対して迅速に対応できた。

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) 62 36

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

通信運搬費：108千円
防災・監視員研修普通旅費：138千円
防災・監視員研修出席負担金：107千円

0 0

その他 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0

県支出金 0 0

市債

通信運搬費：　　105千円
防災・監視員研修普通旅費：　　123千円
防災・監視員研修出席負担金：　　104千円

現計予算額 (A)　（単位：千円） 419 420

決算額 (B)　（単位：千円） 357

一般財源 357 420

414

378

0

0

0

0

378

一般会計 土木費 土木管理費 建築指導費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

老朽危険家屋及び防災対策や違反建築物対策を推進するため、適切な建築物の維持・保全について指導・助言等を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

国民の生命・健康・財産の保護のため、大正8年に市街地建築物法が制定され、その後昭和25年に建築基準法が制定された。基本的に県が行う業務であったが、昭和45年の政令により、人
口25万人以上の市は、建築主事を置き、事務を行わなければならなくなったので、昭和46年から本市で業務を行うこととなった。
また、近年人口減少や過疎化に伴い、老朽危険家屋が増加しているため、市民の安心・安全のため、当業務も行っている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：市内建築物の所有者

・建築防災研修会に参画し、適正かつ円滑な建築行政の推進を図る。
・建築監視員研修会を受講し、業務に必要な知識の習得を図る。
・違反建築防止週間一斉パトロールを実施する。
・防災週間による査察を実施する。

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

特色ある都市空間を創出する 重点プロジェクト -

施策 計画的な土地利用の推進 主な取り組み -

主な取り組み 市街地形成の推進

市長公約

-

取り組みの柱 良好な住環境の形成 -

-

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 建築基準法

総合戦略

-

一色　芳朗 眞鍋　大蔵

細川　智輝

事務事業名
（施策コード） 建築行政事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

烏谷　昌正 越智　博英 細川　智輝

令和元年度
都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 担当グループ名 監察・防災 948-6512

横本　勝己

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

評価実施年度 令和2年度

鷲谷　浩三 烏谷　昌正 吉村　英之

評価対象年度 令和元年度

令和2年度
都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 担当グループ名 監察・防災 948-6512
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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

52213 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 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

-

（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
都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 担当グループ名 監察・防災 948-6512

一色　芳朗 眞鍋　大蔵 烏谷　昌正 越智　博英 松尾　幸二

鷲谷　浩三 林　佳菜 久保　　健

事務事業名
（施策コード）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

豊永　将司
令和元年度

都市整備部（開発・建築担当） 建築指導課 担当グループ名 住宅審査・狭あい道路 948-6526

横本　勝己

民間建築物アスベスト含有調査事業

政策 特色ある都市空間を創出する 重点プロジェクト -

施策 計画的な土地利用の推進 主な取り組み -

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 -

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 松山市民間建築物アスベスト含有調査補助金交付要綱

主な取り組み 市街地形成の推進

市長公約

-

取り組みの柱 良好な住環境の形成 -

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）

民間建築物のアスベストの含有調査の補助事業を実施することにより、火災・地震等によるアスベストの飛散防止を図り、アスベストによる健康被害に対する市民の安全・安心を確保する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成22年に国の「住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱」策定を受け、「松山市民間建築物アスベスト含有調査補助金交付要綱」を策定し、事業を開始した。

民間建築物を所有する者が当該建築物のアスベスト含有調査を行う場合に要する経費に対し、補助金を支出する。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

決算額 (B)　（単位：千円） 0

一般会計 土木費 土木管理費 建築指導費 R元予算措置時期

R元年度 R2年度

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

継続して啓発活動を行ったものの、申請がなかった。

主な取組み内容

0 0

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 500

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

なし 補助金：500千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 500

県支出金 0

その他

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、市民のアスベストに関する意識が高まっているため。

R2年度の目標

補助件数5件を目標とする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

広報紙、ポスター掲示、各支所及び建設業協
会などへのパンフレット配布による周知、及び
相談者への申請の呼びかけを行う。

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

国の事業廃止を見据え、今後の対策を検討す
る。
アスベスト対策に関する連絡会議（県主催）を
通じて情報共有を行い、業界団体に対し協力
を要請する。

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

広報紙、ポスター掲示、各支所及び建設業協会などへのパンフレット配布による周知、及び相談者への申請の呼びかけを行う。
アスベスト実態調査台帳の拡充を行う（既に調査済みである1,000㎡以上の建築物について追加調査を行う。新たに1,000㎡未満の建築物の調査を行う。）。

国の事業が令和2年度までの予定となっているため、国の事業が廃止された場合の対策の検討が必要。
補助件数が伸び悩んでいることへの対策が必要。

55

0

0

0

5

447

H30年度

507

60

0

市債 0 0

0 0

一般財源

現計予算額 (A)　（単位：千円） 500 500
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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 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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

52213 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 46 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

市街地形成の推進

令和元年度

令和2年度
都市整備部開発・建築担当 建築指導課 担当グループ名 開発許可担当 ９４８－６４６８

一色芳朗 眞鍋大蔵 井上和彦

横本勝己

開発行為等許可事務事業 1:直営

井上和彦

個別プログラム -

政策 特色ある都市空間を創出する
笑顔

プログラム

市長公約

-

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度

事務事業名
（施策コード）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

令和元年度
都市整備部開発・建築担当 建築指導課 担当グループ名 開発許可担当 ９４８－６４６８

中矢浩史 菊本定伸

鷲谷浩三 中矢浩史 菊本定伸

基本目標 緑の映える快適なまち【環境・都市】

施策 計画的な土地利用の推進

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 都市計画法第29条、同法第43条、宅地造成等規制法第8条、松山市自然環境保全条例第22条外

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-

-

-総合戦略

-

取組み

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

重点プロジェクト -

主な取り組み

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）

許可・届け出制度によって、無秩序な市街化を防止し、良質な宅地水準を確保し、災害の発生を防止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）

開発許可、宅地造成の許可等に関する事務を、それぞれの根拠規定（都市計画法、宅地造成等規制法等）の施行後から行っている。

一定規模の土地造成を行う場合に許可申請を受け、審査を行い許可し、造成完了に伴い完了検査を行って検査済み証を交付する。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

-

取り組みの柱 良好な住環境の形成 -

-

主な取り組み

決算額 (B)　（単位：千円） 13,578

一般会計 土木費 都市計画費 都市計画整備費 R元予算措置時期

現計予算額 (A)　（単位：千円） 19,048 881

R元年度 R2年度

6,978 881

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 5,470

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

一般財源

委託料：13,200千円 開発審査会委員報酬：233千円
工事請負費：390千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 6,600 0

県支出金 0

その他

許可申請・届出申請を適正に処理した。
開発許可申請数・・・108件
建築許可申請数・・・ 71件

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

R2年度の目標

許可申請、届出申請を適正に処理する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

許可申請・届出申請を引き続き適正に処理す
る。
大規模盛土造成地の第二次スクリーニング計
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

今後の運用の改定につなげるために、問題点
を検討整理する。

市街化調整区域の建物の立地基準が、適切であるか常に検証しなければならない。

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

許可申請、届出申請を適正に処理した。

主な取組み内容

0

0

0

0

368

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 許可・届け出受理により良好な住環境が形成されている。

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

638

H30年度

1,006

368

0

市債 0 0

0 0
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