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第４章 包括外部監査の結果と意見（全般事項） 

1.   総合所見 

 

（意見１）類似・関連事業が複数の部署において行われている 

地域経済課で行われている「松山市まちなか子育て・市民交流事業」であるが、その

目的は『松山市を代表する大街道商店街の空き店舗を活用し、保育・託児事業を実施す

るとともに、多目的トイレや休憩スペース、キッズコーナーを設置するなど、多くの市

民が利用することのできる環境を併せて整備することで、まちなかの回遊性の向上に資

するとともに、商店街の賑わい等を創出し、中心市街地の活性化を図る。』とある。 

しかしながら実際に行われている事業内容は『指定管理者制度を用いて平成 25 年 4月

1 日～平成 29 年 3 月 31 日の 4年間まちなかコンソーシアム（株式会社まちづくり松

山、株式会社小学館集英社プロダクション）に・松山市まちなか子育て・市民交流セン

ターの施設運営に関する業務（イベント等の開催・周知など）・多目的交流スペース等

の使用受付・許可、使用料の徴収に関する業務・多目的交流スペース等の維持管理に関

する業務等を委託』しているものである。保育・託児事業については、子ども・子育て

担当部保育・幼稚園課の「商店街保育事業」によって行われたものである。「松山市ま

ちなか子育て・市民交流事業」と「商店街保育事業」は本来一体で行われるものを違う

部署の 2つの事業に分けたために、両者の事業の説明で重複した記載がなされている。

例えば事務事業シートを拝見すると子育て相談事業については両者に記載がある。もし

事業の性質上分けなければならないのであれば、その辺りを明確にしなければならな

い。もし可能であるならば事業の統合を行うべきである。また該当施設である「松山市

まちなか子育て・市民交流センター『てくるん』」のホームページによれば「てくるん

は松山市が運営する保育・託児機能を備えた新しい市民交流スペースです。お手洗いや

休憩に、お気軽にお立ち寄りください。」とある。 

また、平成 29 年度松山市事務事業シートの前年度の主な取組み内容として「運営・子

育て相談、おはなし会、ふれあい・いきいきサロン、まちかど消防・救急サロン等の定

期的なイベントの開催」と記載されており、その取り組み内容は保健福祉部保育・幼稚

園課の「商店街保育事業」や保健福祉部子育て支援課の「子育てひろば等支援事業」と

類似しているように感じられる。 

一方、「まちなかの回遊性の向上に資するとともに、商店街の賑わい等を創出し、中

心市街地の活性化を図る」という点に着目すれば、都市整備部都市デザイン課の「中心

市街地活性化対策事業」と類似しているように感じられる。 

以上のようなことを考え合わせると、なぜこの事業が地域経済課で行われなければな

らないかという点が理解できない。「保育・託児事業を実施するとともに、キッズコー

ナーを設置」と言った子育て支援に主目的があるのであれば子育て支援課に、「中心市
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街地の活性化を図る」点に主目的があるのであれば都市デザイン課に移管したうえで、

類似事業との統合を検討すべきと思われる。複数の部署にまたがる事業であれば主たる

目的に該当する部署の事業とすることが望ましい。 

ただ、その逆のパターンとして、「女性活躍・若年者雇用等支援事業」は、女性求職

者に対する再就職支援等により、女性の社会参加を促すとともに、公共職業訓練を受講

する若年者に奨励金等を支給し、職業能力の開発・向上や雇用の促進を図る事業である

ところ、女性・若年者に該当しない高齢者雇用対策事業も含めて実施され、性格の異な

る複数の業務を単一の事業で実施している事例もある。これについての詳細は個別の事

業の方で記載している。 

ただ、極力類似事業一つの部署に集めて統合・再編を行い、予算も労力も分散せず一

つの目標に集中し、さらなる事業執行の機動性と自立性の向上を図っていくことは大切

なことなので、上記の点には配慮しつつ今後も進めていただきたい。 

 

（指摘１）事務事業シートにおける事業検証について 

松山市は各事業をその翌年度において事務事業シートで事業検証を行っている。その

事業検証において検証が不十分若しくは不適切と思われるものが見受けられる。 

例えば、「道の駅運営事業」の平成 30 年度事務事業シートの前年度事業検証の施策へ

の貢献度には「貢献している」とあり、その理由は「毎年、風和里だけでなく向かいの

海岸も賑わいを見せており、利用者や売上高も比較的高水準であるため。」とある。確

かに施策としては「観光産業の振興」であることを考えると、必ずしも不適切な記載と

は言えない。 

しかしながら事業の目的の「地場産品の展示・販売及び地域の情報交流の場を提供す

ることにより情報発信拠点の形成を図り、併せて地域コミュニティの交流を図る。」点

についてはどのような状況であったのかが全く触れられていない。道の駅の目的が、地

域活性化であることを考えると単に「利用者や売上高も比較的高水準」であればいいの

ではなく、地域の活性化にどのように貢献しているのかを検証する必要があるのではな

かろうか。「利用者や売上高も比較的高水準」という記載についても、いったいどのよ

うな基準と比較して比較的高水準であったのだろうか。その基準が示されなければ事務

事業シートの作成者以外には本当に高水準であったのかどうかについても判断できな

い。 

また、「まつやま産業まつり事業」の平成 30 年度事務事業シートにおいても同様に、

前年度事業検証の施策への貢献度には「貢献している」とあり、その理由は「当日の会

場内アンケートでも約 9割の方に『たいへん楽しかった』、『楽しかった』と回答して 

いただいているため。」とある。確かに来場者に楽しんでもらうことは目的を達成する
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ためには重要なことだとは理解できるが、それだけでこの事業を評価して良いのであろ

うか。 

この事業の目的は「堀之内・城山公園にて県内最大級の産業イベント『えひめ・まつ

やま産業まつり』を愛媛県と共同開催することにより、・県都 松山市を知ってもらい人

を招く機会をつくる『地産知招』の取組みを実施する。・地域産品の販売、展示等によ

り各種産業の情報を広く発信し、活力ある産業の発展につなげる。・城山公園周辺の賑

わいを創出する。」であるので、来場者に楽しんでいただくことにより、賑わい創出に

は貢献したであろうことは推察される。しかしながら、「県都 松山市を知ってもらい」

や「地域産品の販売、展示等により各種産業の情報を広く発信」にどのように貢献して

いるのであろうか。この点を無視してこの事業を検証することが出来るのであろうか。

来場者にその辺りについてもアンケートを実施して分析した上で、施策への貢献度を評

価すべきではないだろうか。 

松山市は事務事業シート作成の意義として「依然として厳しい財政状況が続くなか、

今後も複雑、多様化する市民ニーズに適切に対応し、魅力あるまちとして発展していく

ためには、常日頃から高い課題意識をもち、市民目線、現地、現場を大切にしながら、

より柔軟で創造性の高い事業を展開し、市民の皆様の満足度を高めていくことが重要で

す。そこで、平成 27 年度から、松山市では、市が取り組む様々な事業の基礎的資料とし

て、市民の皆様への説明責任を果たし、行政の透明性や信頼性の向上を目指すととも

に、さらなる事業改善に向けた取り組みとして、事務事業シートを作成しています。」

としているが、その内容を拝見すると本当に常日頃から高い課題意識をもっているのか

疑わしく、市民の皆様への説明責任を果たしているとは思えないし、十分に検証して今

後に生かされているとはとても言い難い状況である。産業経済部に限らず全ての部署に

おいて、予算の適切な運用についての検証のためにも、今後は事業検証をもう少し丁寧

に行っていただきたい。 

 

（指摘２）事務事業シートの形式的な作成について 

松山市は各事業をその翌年度において事業検証を行うために事務事業シートを作成し

ている。しかしながら、その事務事業シートの作成が形式的に行われていると思われる

ものが見受けられる。 

例えば農林土木課の平成 28 年度、29年度及び 30 年度の「農村地域多面的機能維持推

進事業」の事務事業シートを拝見すると『H29（H28、H27）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』欄には「活動組織においては農業者等の高

齢化により、施設の維持管理を行う人材確保に苦慮している。」と記載され、『特に環

境変化、障害、 課題等解決のため、H30（H29、H28）年度で取組む改善策』欄には「地

域と協力し人材確保に努める。」と記載されている。また、「林道整備事業」の平成 28

年度、29年度及び 30年度の事務事業シートを拝見すると『H29（H28、H27）年度終了ま
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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』欄には「昨今の異常気象

のため、林道修繕箇所の件数が増加傾向にあり、対応に苦慮している。」と記載され、

『特に環境変化、障害、 課題等解決のため、H30（H29、H28）年度で取組む改善策』欄

には「優先順位等の見直し等を組合等と協議し、整備効果の向上を図りたい。」と記載

されている。確かにどの事業も毎年それほど変化せず、問題点もそれほど相違がないこ

とは理解できるが、３年連続して全く同じ文言を記載していることは如何なものであろ

うか。本当に現場を視察して問題点を把握したうえでのことかどうか疑問が残る。３年

連続して翌年度に取組む改善策も同じとはいったいどのように解釈すれば良いのか。改

善策を行ってどのような結果が残ったのであろうか。それとも言葉だけで実際には行っ

ていないのであろうか。その辺りについて大いに疑問が残る。 

事務事業シート公表の意図は「常日頃から高い課題意識をもち、市民目線、現地、現

場を大切にしながら、より柔軟で創造性の高い事業を展開し、市民の皆様の満足度を高

めていくことが重要です。そこで、平成 27 年度から、松山市では、市が取り組む様々な

事業の基礎的資料として、市民の皆様への説明責任を果たし、行政の透明性や信頼性の

向上を目指すとともに、さらなる事業改善に向けた取り組みとして、事務事業シートを

作成しています。」のはずである。上記の事務事業シートについては、この公表意図に

反していると言わざるを得ない。この点をもう一度考えて、産業経済部に限らず全ての

部署においてもう少し真摯に事務事業シートを作成していただきたい。そうしなければ

適切な事業の検証を行うことはできず、市民への説明責任も果たせず、行政の透明性や

信頼性の向上も目指せないと思われる。 

これらの事務事業シートの記載でもう一つ気になることがある。それは「農村地域多

面的機能維持推進事業」等幾つかの事業において『H30（H29、H28）年度の目標』欄に

「遅延なく、補助金の交付・実績の確認を行う」とか「遅延なく補助金を交付する。」

と記載されていることである。確かに遅延なく補助金を交付し、その確認を行うことは

大切なことかもしれない。しかしながら、それが目標になるのには違和感がある。補助

金を交付する若しくはその確認を行うことそのものが事業の目標なのであろうか。そう

ではなく、上で記載したような問題点を改善していくことを目標とすべきではなかろう

か。今後はそのような視点で事務事業シートを作成していただきたい。また、事務事業

シート作成要領でもその辺りを徹底していただきたい。 

 

（提言１）農林水産物のブランド化について 

農林水産物のブランド化を考えていくと、まず「地域ブランド化」という言葉が浮か

んでくる。「『地域ブランド化』とは（１）地域発の商品・サービスのブランド化と、

（２）地域イメージのブランド化を結びつけ、好循環を生み出し、地域外の資金・人材

を呼び込むという持続的な地域経済の活性化を図ること」と経済産業省では定義してい

る。  
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この定義は非常に明確である。その地域から生まれた商品やサービスを「地域ブラン

ド商品」として確立するのと同時に、その地域が持つイメージを高めて「地域ブラン

ド」そのものを高めていく。この 2つを同時に行っていくことが「地域ブランド化」で

あるということだ。また、農林水産省からは、地域ブランド作り（ブランド生成）につ

いて「地域ブランドを生み出すためには、従来ある製品と差別化が図られるよう、地域

の特性を生かしながら、消費者ニーズに応じた特色ある新品種の育成や技術開発を通じ

た新たな製品開発が重要」との指摘があった。地域の特性と高い品質とがうまく融合さ

れた場合のみ、消費者からの評価が高まり、そのブランドが「地域ブランド」として定

着することが可能になるのである。 

松山市においても「魅力ある『まつやま農業』創出事業」等の地域ブランド化を推し

進める事業が行われている。「持続可能な力強い農業の実現を目指す」というこの方針

には監査人も賛成である。ただここでブランド戦略を進める目的を明確にしておく必要

がある。ブランド戦略を進める目的は、持続可能な農林水産業を構築するために市内の

生産者所得の向上を図ることである。生産者所得の向上は、地域の担い手の確保・育成

や農地の保全・活用にもつながり、ひいては地域経済の活性化に繋がるものと考えられ

る。言い換えれば、生産者の所得向上・担い手育成につながらないのであれば、このブ

ランド戦略を進める意義は認められなくなる。確かに「魅力ある『まつやま農業』創出

事業」においてその活動指標には「収益性の高い有望品目の種苗育成分譲本数」、成果

指標には「『まつやま農林水産物ブランド』産品等の新規取扱い店舗数」が設定されて

おり、その理由が「生産者所得の向上を測る１つの指標であるため」とされている。し

かしながらこれらの指標の数値が伸びたとしても必ずしも個々の生産者の所得が向上す

るとは言えない。もう少し生産者所得の向上が明らかとなるような直接的な指標に基づ

いてブランド化の取り組みを評価すべきではなかろうか。 

生産者所得に結び付かないのであれば、ブランド戦略を進める意味はなく長続きしな

いし、わざわざ高品質にこだわったブランド化に着手する必要はない。むしろブランド

化に取り組むことで、かえって生産者所得を減退させることになることさえある。農産

物については、一般的には品質の高さと収量は相反する傾向にある。したがって、農産

物のブランド戦略を進める上では、戦略が独り歩きしないように、十分な調査を行った

うえで生産者所得を最大化させるための販売戦略等についても組み立てておくことが大

切である、ということも事業を行う上で理解しておいていただきたい。 

  

（提言２）卸売市場の展望について 

生鮮品の生産は自然条件に大きく左右され、その流通においては鮮度の維持が求めら

れる。そのため、需給バランスを忠実に反映し、鮮度を落とさないように無在庫流通方

式が求められてきた。卸売市場はこれらの要請により設置されたものである。このため

卸売市場では、生産した生鮮品の全てをセリにかけ、完売されることが原則的に義務付
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けられている。少なく生産されたものは高値がつき、多く生産されたものは安値がつ

き、自然条件を流通取引に的確に反映するという意味では極めて合理的なシステムであ

った。しかも、産地から消費地に至るまでの鮮度の維持を考慮して適切な数の卸売市場

が設置されてきた。このようなシステムを利用して小売業者・需要家・消費者は価格と

鮮度に関して妥当な情報を入手しつつ合理的な購買行動を行なうことができたのであ

る。 

しかしながら、現在卸売市場を取り巻く環境は大きく変化している。まず第 1 として

は、生鮮品の消費量の減少傾向とその形態である。少子高齢化により人口が減少してき

ている中で、国内の生鮮品の消費量は今後も減少していくと思われる。また、業務・加

工品用の割合はますます高まってくるであろう。言い換えれば、卸売市場の取扱品目で

ある生鮮品が、今後縮小していくと考えるのが一般的である。第 2 としては、小売業に

おける販売形態の変化である。かつては市内に八百屋さんや魚屋さん花屋さん等の小規

模な専門小売店が数多く存在しており、その多くは売買参加者として卸売市場の主要な

顧客になっていた。しかし、現在はこうした専門小売店は減少し、消費者が生鮮品を購

入するのは多くの場合スーパー等の大規模小売店になってきている。現在でも地方の地

域密着型スーパーでは地元の卸売市場から商品を仕入れる傾向が強いものの、大手チェ

ーン店においてはスケールメリットを生かして本部一括仕入れを行いながら、産地直送

を謳い文句に市場外流通にも力を入れている。また、インターネットビジネス等も行っ

ており、卸売市場を経由しない商品の比重が高まってきている。第 3 としては、産地の

変化である。農林水産業の生産者は減少してきており、日本全体として生産能力そのも

のが衰退しつつある。このように、時代の流れの中で消費も小売も産地も大きく変化し

てきている。 

国の「第 9次卸売市場整備基本方針」等の指針を受け、全国の中央卸売市場並びに主

要な地方卸売市場では経営展望を策定している。しかしながら、その中で策定された経

営展望の内容がその通りには推移していないケースが多く見受けられる。松山市の市場

の経営展望の策定にあたっては、市場関係者のみで策定されているが、そのような構成

員による検討では市民に理解を得るのは難しいのではないだろうか。市場内のメンバー

のみで集まり検討を重ねても、環境に適応した市場全体の戦略方針をまとめることは難

しく、結論ありきの議論としてみられる恐れもある。したがって、第三者が複数人（で

きれば各種専門家や消費者を含む）入った方が、公平に検討が進んで実践的な内容に仕

上がり、市民からも理解が得やすいことを認識していていただきたい。 

「第 10 次卸売市場整備基本方針」においては、卸売市場毎の立地条件等を踏まえたビ

ジネスモデルの確立と市場取引の活性化に向けた創意工夫を行える経営戦略が求められ

ている。その際のビジネスモデルの方向性として以下の５つが示されている。それぞれ

について検討してみると「①大規模な集荷・分荷機能の発揮」については、このような

ことが出来る市場が地方にあるのであろうか。青果では大田市場、水産では豊洲市場な

どごく一部の中央卸売市場に限定され、ほとんどの卸売市場は、このような機能を発揮



 
 

86 
 

したくても現実的には出来ない状況にあるからこそ問題になっているのである。「②産

地との連携による魅力ある生産物の集荷・販売」については、何を意味しているかの詳

細は不明であるが、地域ブランド化を図ろうとしていることだとすると、卸売市場がこ

のような取引を目指すことは筋が違うのではなかろうか。「③加工・業務用ニーズに対

応した機能強化と商品開発」については、確かに加工・業務用ニーズに対応した機能強

化については理解できるが、商品開発については市場が行うべきものかどうかという点

について疑問が残る。「④輸出等を通じた新たな需要開拓」についても、青果の大田市

場や水産の豊洲市場（従来の築地市場）などごく一部の中央卸売市場に限定され、ほと

んどの卸売市場は、その規模からして輸出ビジネスに取り組むこと自体効果が期待でき

ないと思われる。「⑤ ①から④までの複合型」については、それぞれについて上記で述

べた通りの組み合わせに過ぎないので殊更追加のコメントはない。 

むしろ現時点で実現可能な卸売市場の経営展望の基本方針として考えられるのは、①

集荷力強化、②販売力強化、③機能強化ではなかろうか。①の集荷力強化では、市場が

団結して産地との取引パイプを太くしていくことである。パイプを太くすることによっ

て安定した取引量にすることが出来、ひいては商品の価格や品質も安定させることが出

来る。②の販売力強化については、やはりスーパー等の量販店を重視せざるを得ない

が、特に地域密着型のスーパーに注目すべきである。特色ある品揃えや効果的な販売促

進活動などにより、地域密着型スーパーと共に発展する道を探れば自ずと取引量は確保

出来てくるように思われる。③の機能強化では、先ずはコールドチェーンの充実が求め

られる。温度管理が出来る売場を拡充させることが最優先事項であろう。次にスーパー

のアウトパック化が進展する中で、卸売市場における加工機能の充実も必要不可欠な取

組課題であろう。コールドチェーンや加工機能については、低温売場や加工場の整備だ

けでなく、市場全体の衛生管理体制の強化の面からも今後一層重視されてくることは間

違いない。 

全国の卸売市場で取引量が減少し、その社会的な位置づけや役割が減退している現状

に対し、国もやっと本腰を入れてきた。それが卸売市場法の改正である。その骨子は、

「第三者販売・直荷引き・商物分離の自由化」である。このような取引について認める

ことにより新たなビジネスモデルを構築しようとするものである。この改正により卸売

業者及び仲卸業者は競争原理の中で自然淘汰され、力がある業者のみが生き残ることに

なろう。したがって、力のある卸売業者・仲卸業者のみが公設卸売市場という開設者

（市）が所有する広大な敷地と開設者が整備した施設を利用して、スーパー対応型の流

通センターとしての商売に特化することになることが想像される。卸売市場を市が開設

する理由は、市民への食糧の安定供給が目的であり、なおかつそれに関連する売買参加

者や買出人など多く受益者が存在し、市民に大きな影響があるためであった。また、市

場取引の適正化に向けた管理業務が開設者の主体たる業務であったが、全てが自由化と

なれば、開設者の存在意義自体も薄まり、開設者が敷地を提供し施設を整備していく理

由もなくなる。このため、これ以上国や自治体がその予算を無制限に投入することにつ

いて、納税者に対して納得できる説明を行うことは難しい。 
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「卸売業者が中間マージンを取るので生鮮食料品価格が高騰する」「卸売市場を経由

するため生鮮品の鮮度が落ちる」「卸売市場についてよく分からない」などの市場に対

する不十分な理解に基づいて市場不要論が唱えられている。これに対して市場関係者か

らは「卸売市場不要論は、流通実態を知らない者の意見」と指摘されることがある。し

かし、監査人も含めて市民（納税者）のほとんどは流通実態に詳しいわけではない。そ

の詳しくない市民に対して卸売市場の必要性を丁寧に説明することも市場の開設者とし

ての義務ではなかろうか。その義務を果たさずして公費をつぎ込むことについては理解

が得られないであろう。もちろん、自然条件を流通取引に的確に反映するという意味で

極めて合理的なシステムである卸売市場が、社会に果たしている役割は依然として小さ

くはないということは十分に理解できる。そこで行政も産地も小売店も我々消費者も

『地元の卸売市場がなくなった場合はどうなるのであろうか』ということを今後真剣に

考えていかなければならない。 

そこで市としても市場ありきではなく、今までの前提を全てクリアしてゼロベース

で、市場がなくなると市民は本当に困るのか、今の形式の市場が本当に将来に亘って必

要なのかどうかを中心に、市民に納得いくメンバーで検討していただきたい。もしその

結果、市場の真の受益者が市民ではなく生産者や卸売業者、仲卸業者ということになれ

ば、その公益性についてもう一度検討することが必要となってくる。そして公益性が希

薄ということになれば、市の負担ではなく受益者負担で市場は運営されることになろ

う。 

現在、卸売市場の老朽化が進み、建て替えを検討する局面を迎えている。そのため、

例え市場が市民のために今後も必要であると判断された場合においても、市場での取引

量は今後一層減少することが予測できることから、従来の広い敷地や施設は必要なくな

ることは容易に理解できる。そこで、その用地の一部を利用して、民間の商業施設など

を誘致し、土地の賃借料や売却額を施設建替えの財源に充てるような事業スキームの検

討も必要になるかもしれない。また、卸売市場と商業施設を一体的に整備するというス

キームも考えられる。市としても、繰出金を何時までもエンドレスに行うことが出来な

い以上、このような様々なスキームを早急に検討しておくべきである。 

  


