
今治市

【19年度までに】
     ○瓦のふるさと公園及びその有料公園施設について指定管理者制度を導入
　　 ○駐車場施設について指定管理者の公募について検討
　　 ○島しょ部観光施設(いきいき館、ローズ館、マリンオアシスはかた、多々 羅夢岬)の合併、指定管理
者の公募について検討
　　 ○市営さざなみ渡船（津島～幸航路）の民間委託
【20年度までに】
　　 ○温浴施設(鈍川せせらぎ交流館、多々 羅温泉、マーレグラッシア大三島)について指定管理者制度
を導入
【21年度までに】
　　 ○今治市玉川龍岡活性化センター（玉川湖畔の里）を民間委託
　　 ○福祉センターの民間委託

【18年度に】
　　 ○市内全福祉センター、下田水駐車場以外の駐車場施設、島しょ部観光施設(いきいき館、ローズ
館、マリンオアシスはかた、　多々 羅夢岬)について指定管理者を公募
【19年度に】
　　 ○市内全福祉センターについて指定管理者制度を導入
　　 ○下田水駐車場以外の駐車場施設について指定管理者制度を導入、下田水駐車場の指定管理者
を公募
　　 ○島しょ部観光施設(いきいき館、ローズ館、マリンオアシスはかた、多々 羅夢岬)の指定管理者制度
を導入し、民間会社による運営開始
　　 ○市営さざなみ渡船（津島～幸航路）を民間委託にて運行業務開始
【20年度に】
　　 ○瓦のふるさと公園及びその有料公園施設について指定管理者制度を導入し、地元窯業団体による
運営開始
　　 ○温浴施設(鈍川せせらぎ交流館、多々 羅温泉、マーレグラッシア大三島)の指定管理者制度を導入
し、民間会社による運営開始
　　 ○今治市玉川龍岡活性化センター（玉川湖畔の里）の指定管理者指定管理者制度を導入し、地元団
体による運営開始

松山市

【17年度までに】
　　○浄化センターの運転維持管理業務について一部委託。
　　○浄水場の運転管理業務について一部委託。
　　○ユスリカ駆除対策業務について全部委託。
　　○横谷埋立センター埋立ごみ処理業務等について一部委託。
【18年度までに】
　　○既に外郭団体等に管理を委託している４５施設について指定管理者制度を導入。
　　○保育所の管理運営業務について一部委託。
　　○都市公園のごみ収集等の業務について委託拡大。
　　○市道の維持管理業務について委託拡大。
【18年度中に】
　　○17年度当初において、直営で管理している施設については、19年度から22年度へ向けて、
　　　新たに指定管理者制度を導入する施設やその目標年度を明確にします。
　　　また、この期間中（19年度～22年度）は指定管理者制度を導入しないとした場合であっても、
　　　可能な業務については業務委託を進めることとし、具体的な業務内容と目標年度を明確にします。
　　○17年度当初の事務事業について、19年度から22年度へ向けて、廃止する事務事業や新たに
　　　業務委託を行う事務事業等の内容と目標年度を明確にします。
　　　また、この期間中（19年度～22年度）は継続することとした場合であっても、現在既に業務委託
　　　を実施している事務事業については委託範囲の拡大を、現在完全に直営で行っている事務事業
　　　については可能な限り業務委託を進めることとします。

【17年度に】
　　○浄化センターの運転維持管理業務について一部委託。
　　○浄水場の運転管理業務について一部委託。
　　○ユスリカ駆除対策業務について全部委託。
　　○横谷埋立センター埋立ごみ処理業務等について一部委託。
【18年度に】
　　○既に外郭団体等に管理を委託している４５施設について、指定管理者制度を導入。
　　　〔４５施設のうち、駐車場施設３施設・体育施設４施設について、公募により候補者を選定。〕
　　○保育所の管理運営業務について一部委託。
　　○都市公園のごみ収集等の業務について委託拡大。
　　○市道の維持管理業務について委託拡大。
　　○下記の取組目標等を設定。
　　　 （22年度当初までに重点的経営改革対象施設抽出基準に基づき抽出された８０施設について、
　　　　本格的な経営改革を実施し、８０施設中１６施設について、指定管理者制度の活用を視野に
　　　　入れる。）
　　○22年度当初までに委託実施又は委託範囲を拡大する業務として１０業務を抽出。
【19年度に】
　　○坂の上の雲ミュージアムに指定管理者制度導入。
　　○畑寺福祉センターに指定管理者制度導入。
　　○保育所の管理運営業務について委託拡大。
　　○南クリーンセンターごみ受入業務等について一部委託。
　　○三津浜・味生調理場の給食調理等業務委託。
【20年度に】
　　○松山城（天守閣・ロープウェイ・リフト・城山公園）に指定管理者制度導入。
　　○中央図書館等の窓口及び図書管理業務。
【21年度に】
    ○市営住宅に指定管理者制度導入。
　　○北条ふるさと館に指定管理者制度導入。
　　○保育所の管理運営業務について委託拡大。
　　○新玉調理場の給食調理等業務委託。

民間委託等の状況（事務事業）

団体名 平成１７年～平成２１年度までの目標 平成１７年度～平成２０年度の実績
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【18年度までに】
　　 ○指定管理者制度の導入に止まることなく、公共施設のあり方について検討
【21年度までに】
　　 ○、当市の公の施設について、全てを指定管理者制度の導入対象として導入の賛否について検討を
行い、導入を実施する施設について移行の年次計画を策定し、同制度の積極的な導入を推進

○指定管理者制度の導入：１４施設
○「公の施設の管理運営のあり方」懇談会による検討
・福祉施設等について、指定管理者制度のみならず公設民営、民間譲渡を含めて検討を行うとの答申に
基づき、福祉施設の民設民営等について内部検討行い、一部福祉施設の民設民営化方針を決定
・社会教育施設について、整理・統合を図りつつ、直営又は指定管理者制度等の導入を併せて検討
○周桑病院における業務委託の推進
・ＳＰＤセンター業務の業務委託の実施
・給食業務の一部業務委託の実施

新居浜市

【21年度までに】
 ○現在直営の施設及び今後新規に設置される施設については、指定管理者制度の活用やＰＦＩの活用
について検討する。（民間移管４施設、指定管理者導入３６施設、管理のあり方の検討２０４施設）
 ○現在、全部直営で実施している業務について、そのあり方を検討する。
　公用車運転、学校給食（調理）、学校給食（運搬）、学校用務員事務、ホームページ作成、総務関係事務
（給与、旅費、福利厚生等）

【１８年度】
　　 ○平成１８年４月市民体育館など３６施設の指定管理者制度導入
【２０年度】
　　 ○平成２０年４月保育園１園の民間移管。
【１８年度から２０年度】
　　 ○直営の公の施設について、指定管理者制度等の活用について検討。
　　 ○全部直営で実施している業務（公用車運転、学校給食（調理・運搬）、学校用務員事務、ホーム
ページ作成、　　総務関係事務（給与・旅費・福利厚生等））について、あり方を検討中。

八幡浜市

【18年度までに】
　　 ○行政評価システム導入により、財源の効果的投入と職員のコスト意識の向上を目指す。
　　 ○パブリックコメントの導入と公表により、公正と透明性を確保し開かれた行政を目指す。
【20年度までに】
　　 ○地域インターネット・電子入札など電子自治体の構築を目指す。
　　 ○窓口業務時間の延長による住民サービスの向上を図る。
　　 ○公共工事の予定価格の事前公表など透明性・公平性を確保など手続の適正化と事業費の抑制を
図る。
　　 ○規制改革特区・地域再生による地域の問題解決と活性化を図る。
　　 ○法定外委員会や審議会の見直しにより行政事務の簡素化を図る。
　　 ○ごみ処理・医療機関・災害対策・電算処理の広域行政化による効率化・機能の高度化を図る。

西条市

【18年度に】
　　 ○個人情報管理システム整備　19年度地域インターネット整備　20年度電子入札検討
　　 ○窓口業務(市民課・保内庁舎管理課)で試験実施　21年度より制度化
　　 ○調査基準価格の事前公表　20年度調査基準価格の事後公表に変更
　　 ○港湾・漁港整備事業の地域再生適用
　　 ○議会部門について調査、その他の部門については20年度見直し予定
　　 ○ごみ処理広域協議会規約を改正　19年度に推進体制を整備　20年度調査費を予算化
【20年度に】
　　 ○パブリックコメント実施要綱を制定　3計画についてパブリックコメント実施
　　 ○20・21年度の2年間で行政評価システム構築・導入に着手　21年度にシステム構築予定

宇和島市
　事務事業の具体的な名称を示した取組目標は定めていない。

　総合的な指針・計画を策定のうえ、アウトソーシングを推進していく。

【18年度に】
　　 ○総合交流拠点施設、祓川温泉外５施設に指定管理者制度を導入
【19年度に】
　　 ○保育園２施設を廃止、民営化
【20年度に】
　　 ○津島やすらぎの里に指定管理者制度を導入
     ○交流拠点施設「きさいや広場」外３施設の指定管理者を選定（平成２１年度から運営開始）

伊予市

【21年度までに】
　　 ○民間委託等に関する基本方針を明確化、可能業務の洗い出しや評価・検証を行い、民間委託等の
適否判断を行う。
　　 ○民間委託で対応と決定したものについては、担当課で調整を行う。

平成17年度～平成20年度にかけて、公の施設の100施設中39施設を指定管理者へ移行。
（再指定も含まれる。）

大洲市
【21年度までに】
　　 ○肱川学校給食センター調理・運搬業務について委託を検討
　　 ○公用車運転業務について委託を検討

【20年度に】
　　 ○肱川学校給食センター調理・運搬業務について委託を検討
　　 ○公用車運転業務について委託を検討
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【18年度までに】
　 　○指定管理者制度を導入し、公の施設の管理委託を検討

【18年度に】　松前町社会福祉協議会、松前町児童館、まさき義農通りふれあい広場についｔ指定管理者
制度導入

【21年度までに】
　　 ○保育所、公民館、幼稚園について、民営化含めた運営のあり方を検討

20年度国土調査、職員研修について一部委託

上島町

【21年度までに】
　　 ○ホームヘルパー派遣について全部委託
　　 ○道路維持補修・清掃について一部委託
　　 ○一般ごみ収集についてあり方を検討

【17年度に】
　　 ○ホームヘルパー派遣について一部委託
【19年度に】
　　 ○道路維持補修・清掃について一部委託
　　 ○一般ごみ収集について一部委託

四国中央市

【17年度までに】
　　　○八綱浦海浜公園を売却
【21年度までに】
　　　○保育所１園を民間譲渡
　　　○幼稚園１園を民間譲渡
　　　○市民会館川之江会館ほか29施設に指定管理者制度導入

【17年度に】
　　 ○八綱浦海浜公園を3億1600万円で売却
【18年度に】
　　 ○「霧の森」のうち市直営施設のミュージアム・茶室の事業内容を見直すとともに指定管理に移行
　　 ○市が整備した自治体エリアCATV関連施設について、㈱四国中央テレビと指定管理契約を締結
【19年度に】
　　 ○市出資の㈱四国中央市総合サービスセンターを設立し、学校給食調理業務受託の体制を整備
【20年度に】
　　 ○公立保育所民営化基本指針を定め、平成21年度からの民営化対象施設を選定

東温市

○平成１８年度以降に指定管理者導入（３施設）

○管理のあり方について検討（指定管理者導入検討含む）　11施設

○現在の管理方法を継続　51施設

○平成２０年７月から３施設について指定管理者制度を導入

西予市

○水道の検針業務を完全民間委託とする。
　　平成21年度までに1,300千円削減

○病院内の委託業務についてのあり方を検討

○平成20年度までに民間委託を達成済み

○医療事業務委託料について、平成16年/平成17年　4,153千円減、平成17年/平成18年　761千円減を
行った。平成19年/平成20年民間委託から市の直営業務に切り替え、42,858千円の委託料減を行った。

松前町

久万高原町 【18年度に】
　　 ○「アウトソーシング基本計画」を定め、業務の外部委託を促進する。 検討中
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（備考）

　１．事務事業の民間委託等のうち、主要なものを記載。

  ２．目標には、集中改革プランの内容（取組）について、記載。

  ３．平成17年度～平成20年度の実績については、平成１７年４月１日～平成２１年４月１日までに行った民間委託等の代表的な取組を記載。

内子町

○公の施設について
　（1）指定管理者制度の導入を検討する。
　（2）廃止等を検討する。
　（3）町直営管理にする。
　（4）管理のあり方を検討する。

○指定管理者制度導入施設　53（Ｈ17.10.1現在）→173（Ｈ21.1現在）　120の増加
○委託実施施設数　122（Ｈ17.10.1現在）→109（Ｈ21.1現在）　13の減少
○直接管理施設　200（Ｈ17.10.1現在）→87（Ｈ21.1現在）　113の減少
○廃止施設　0（Ｈ17.10.1現在）→7（Ｈ21.1現在）　7の増加

砥部町

【17年度中に】
　　 ○レク・スポ施設(長曽池休憩所)、医療・社会福祉施設(日ノ出保育所)、その他(築地公舎)について廃
止
【18年度までに】
　　 ○産業振興施設(峡の館)について、指定管理者制度を導入。
【19年度までに】
　　 ○レク・スポ施設(総合公園内体育施設、田ノ浦町民広場)、文教施設(文化会館)について指定管理者
制度を導入。
　　 ○レク・スポ施設(権現山休憩所)、産業振興施設(とべの館)について指定管理者制度の導入を検討
　　 ○レク・スポ施設(交流ふるさと研修の宿)について、管理のあり方の検討。

【17年度に】
　　 ○レク・スポ施設(長曽池休憩所)、医療・社会福祉施設(日ノ出保育所)、その他(築地公舎)について、
【18年度に】
　　 ○産業振興施設(峡の館)について、指定管理者制度を導入。
【19年度に】
　　 ○ レク・スポ施設(総合公園内体育施設、田ノ浦町民広場、交流ふるさと研修の宿)、文教施設(文化
会館)、産業振興施設(農村工芸体験館)について指定管理者制度を導入。

松野町

【１　全部委託】
①H19年度から本庁舎夜間警備について全部委託を実施、②H19年度までに学校給食（運搬）について
全部委託を検討
【２　一部委託】
①H19年度までに電話交換、道路維持補修・清掃等について一部委託を検討、②H19年度までに全部委
託している情報管理・庁内情報システム維持について一部委託することを検討
【３　事務のあり方の検討】
①H19年度に運行規則の見直し、公用車運転業務のあり方を検討、②H19年度に学校給食（調理）業務
のあり方を検討、③H19年度までにホームページ作成・運営業務を全部直営とすることを検討

【１　全部委託】
①H19年度から本庁舎夜間警備について全部委託を実施

【３　事務のあり方の検討】
①H19年度に公用車運行規則を見直しを実施（補助対象団体の利用制限等）

伊方町
○行政運営の効率化、町民サービスの向上を図るうえで、民間委託の実施が適当な事務事業について、
民間委託の推進します。
○現在民間委託をしている事務事業についても、経費の在り方等について検討し、見直しを行います。

【17年度に】
　　 ○総合支所２箇所の夜間警備を委託。ごみ収集の全部委託。
【18年度に】
　　 ○８施設の管理を指定管理に指定。
【19年度に】
　　 ○３施設の管理を指定管理に指定。

愛南町

【公の施設に係る取組み】
○平成18年度に宇和海ふれあいセンターについて指定管理者制度を導入
○平成18年度にフレッシュ一本松について指定管理者制度を導入
○平成18年度に外泊案内休憩所だんだん館について指定管理者制度を導入
○平成18年度に中浦交流館について指定管理者制度を導入
【その他の事務事業に係る取組み】
○「民間にできることは民間に委ねる」ことを基本に、行政と民間との役割分担の観点から、見直しが必要とされた各種事務事
業について、町民にとってのサービスの費用対効果や効率性が行政と民間では、どちらが優れているかを明らかにして、アウト
ソーシングが可能な事務を特定し、効率的で簡素な町政を実現する。

【公の施設に係る取組み】
○平成18年度に宇和海ふれあいセンターについて指定管理者制度を導入
○平成18年度にフレッシュ一本松について指定管理者制度を導入
○平成18年度に石垣の里（外泊）案内休憩所だんだん館について指定管理者制度を導入
○平成18年度に中浦交流館について指定管理者制度を導入
○平成19年度にゆらり内海（温泉施設）について指定管理者制度を導入
○平成19年度に山出憩いの里温泉（温泉施設）について指定管理者制度を導入

鬼北町

【17年度までに】
　　 ○下鍵山地区自動車駐車場　廃止
【18年度までに】
　　 ○町立北宇和病院、成川休養センター、節安ふれあいの森、下鍵山公園、安森鍾乳洞休憩所、林業
振興施設、総合福祉センター、日吉中央集会所、林産物展示販売施設、小規模水道施設の一部（大村、
宮成下）指定管理者制度導入
【20年度までに】
　　 ○学校給食センター指定管理者制度導入
【21年度までに】
　　 ○近永保育所、さくら保育所民間譲渡

【17年度に】
　　 ○下鍵山地区自動車駐車場　廃止
【18年度に】
　　 ○町立北宇和病院、安森鍾乳洞休憩所、林業振興施設、総合福祉センター、日吉中央集会所、林産
物展示販売施設、小規模水道施設の一部（大村、宮成下）指定管理者制度導入
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