
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

31242 青果部市場維持管理事業 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 2

31242 青果部市場施設整備事業 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 3

31242 青果部業務運営事業 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 4

31242 花き部市場維持管理事業 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 5

31242 花き部市場施設整備事業 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 6

31242 花き部業務運営事業 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 7

31242 松山市中央市場運営協議会負担金 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 8

31242 水産物部市場維持管理事業 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 9

31242 水産物部市場施設整備事業 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 10

31242 水産物部業務運営事業 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 11

31242 松山市水産市場運営協議会負担金 産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 シートA 12

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 副主幹 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31242 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 49 ～ 令和 5

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

市場の維持管理
・保安警備業務委託
・一般廃棄物処理、産業廃棄物処理業務委託
・各種施設・設備・機械保守点検管理業務委託
・市場施設の使用指定及び許可業務

委託事業に関し、人件費の上昇や廃棄物処理単価の上昇により委託料の増加傾向が続いている。

0

0

0

159,722

0

10,367

H30年度

170,089

159,722

0

市債 0 0

166,826 184,549

一般財源

現計予算額 (A)　（単位：千円） 179,462 184,549

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 維持管理業務の適正な実施により、円滑な卸売業務の実施に貢献したため。

R2年度の目標

青果物の流通拠点として、卸売機能が十分に
発揮できるよう、市場の維持管理に必要な各
種用務を適正に実施する。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

市場施設・設備等の維持管理
・保安警備業務委託
・廃棄物処理関係業務委託
・市場施設・設備等の保守点検管理業務委託
・市場施設使用の指定及び許可

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

委託業務内容の見直しによる経費縮減を図
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

概ね予定どおり実施できた。

主な取組み内容

0 0

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 12,636

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

光熱水費　65,909千円
委託料　　 89,657千円

光熱水費　79,035千円
委託料　　 89,749千円

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 0

県支出金 0

その他

決算額 (B)　（単位：千円） 166,826

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 中央市場管理費 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）

中央卸売市場の維持管理に必要な各種用務を適正に実施することにより、卸売機能を十分に発揮し、青果物の流通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和46年の卸売市場法制定により、松山市区域の青果物の流通の近代化、円滑化を図り、青果物の安定供給を図るため、昭和49年度に松山市中央卸売市場を開設した。

【対　　　象】松山市中央卸売市場(青果部)及び関係者
【事業内容】中央卸売市場(青果部)の維持管理に必要な光熱水費の支払い、保安警備用務、清掃用務、廃棄物処理用務、各種施設の保守点検管理用務等の委託を行う。

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 卸売市場法、中央卸売市場業務条例、中央卸売市場業務条例施行規則

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

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 -

清川　由美子 南部 房雄 中井 新吾

芳之内 克暢 友近 純一郎 岡﨑 弘

事務事業名
（施策コード）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

南部 房雄
令和元年度

産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 管理担当 924-2311

池田 和広　

青果部市場維持管理事業

-

（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
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 管理担当 924-2311

中矢 博司　 乘松 洋一郎
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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 副主幹 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31242 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 49 ～ 令和 5

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

・施設・設備等の老朽化により、営繕費用が増加している。今後、将来的な施設・設備の整備にかかる検討が必要。

R2年度の目標

引き続き、卸売機能が十分に発揮できるよう、
市場施設・設備等の適正な維持管理を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・青果卸売棟シャッター取替工事
・中央市場関連商品売場棟耐震補強工事
・汚水処理施設解体工事

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

・施設の予防保全対策を積極的に実施する。
・市場の将来像を見据えて、市場施設の計画
的な維持管理方法等を検討する。

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 施設・設備の適正な整備事業の実施により、円滑な卸売業務の実施に貢献したため。

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

市場の設備・設備等の現状把握、修繕計画の検討・立案、設計業務委託、営繕工事等

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

概ね予定どおり実施できた。

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 予算のうち、9,270千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,092 17,745

一般財源 0 0 57,570

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　45,737千円
委託料　　　　10,935千円

工事請負費　181,373千円
委託料　　　　　23,300千円

0 10,400 117,800

その他 53,987 46,272 29,360

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 55,079 74,417 204,730

決算額 (B)　（単位：千円） 53,987 56,672

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 中央市場管理費 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）

中央卸売市場の施設・設備等の整備を適正に実施することにより、卸売機能を十分に発揮し、青果物の流通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和46年の卸売市場法制定により、松山市区域の青果物の流通の近代化、円滑化を図り、青果物の安定供給を図るため昭和49年度に松山市中央卸売市場を開設した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対　　　象】松山市中央卸売市場(青果部)施設・設備
【事業内容】・中央卸売市場(青果部）設備・設備等の現状把握
　　　　　　 　・施設・設備の整備・修繕計画の検討、立案
　　　　     　・施設・設備等の整備に関する設計業務委託
　　　　     　・施設・設備等の事業実施（※突発的な修繕対応含む。）

-

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 卸売市場法、中央卸売市場業務条例、中央卸売市場業務条例施行規則

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

芳之内　克暢 友近純一郎 岡﨑弘 南部房雄

事務事業名
（施策コード） 青果部市場施設整備事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

清川　由美子 南部　房雄 中井新吾

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 管理担当 924-2311

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） 市場管理課 担当グループ名 管理担当 924-2311

中矢　博司　 乘松　洋一郎
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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 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31242 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 49 ～ 令和 5

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） 市場管理課 担当グループ名 業務担当 924-2311

中矢　博司　 乘松　洋一郎

芳之内　克暢 大野　薫 部谷　信行 白形　誠基

事務事業名
（施策コード） 青果部業務運営事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

大野　薫 部谷　信行 澤井　宏和

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 業務担当 924-2311

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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）

【対　　　象】松山市中央卸売市場(青果部)及び関係者
【事業内容】関係法令に基づき、卸売業務の適正で円滑な実施を図る。
　　　　　　　　・関係例規の整備
　　　　　　　　・市場関係者の業務の許可、指導・監督
　　　　　　　　・売買取引の監督、許可等
　　　　　　　　・残留農薬検査を実施し、その結果をＨＰ等で公開

-

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 卸売市場法、中央卸売市場業務条例、中央卸売市場業務条例施行規則

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）

中央卸売市場での市場取引を適正に実施することにより、卸売機能を十分に発揮し、流通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和46年の卸売市場法制定により、松山市区域の青果物の流通の近代化、円滑化を図り、青果物の安定供給を図るため、昭和49年度に松山市中央卸売市場を開設した。

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 中央市場管理費 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） 7,966 8,765 5,572

決算額 (B)　（単位：千円） 7,070 7,135

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

臨時職員賃金　4,568千円
手数料　　　　 　　767千円

委託料　2,680千円
手数料　1,519千円

0 0 0

その他 7,070 7,135 5,572

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

・市場取引の適正実施
・市場関係者の経営状況等の把握、経営指導
・関係例規の整備
・残留農薬検査の実施

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

法改正に伴い、他市場の情報を収集するとともに場内関係者とも十分な協議を行い、公正かつ透明性の
ある市場取引や効率的な市場流通の実現による市場活性化を図る条例改正ができた。

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) 896 1,630

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

・関係法令等の改正による新たなルールに基づく卸売業務の適正かつ円滑な実施。
・施設の老朽化対策など、今後の市場の在り方を検討して行く必要がある。

R2年度の目標

・市場関係者の経営状況等の把握、経営指導
を行うとともに、市場取引の監督により、市場
流通の円滑な実施を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・市場取引の適正実施
　（せり監視員の雇用による監視用務の実施）
・市場関係者の経営状況等の把握、経営指導
　(公認会計士による経営分析の実施）
・市場の将来像検討事業として施設劣化診断
調査業務を実施する。

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

・卸売市場法改正に伴う条例等の改正により、
新たなルールでの持続的な市場運営を行う。
・施設整備を含めた今後の市場の在り方を検
討する。

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 市場取引の適正化を図り、流通の円滑化及び安定供給に貢献したため。

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

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 主査 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 副主幹 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31242 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 5

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） 市場管理課 担当グループ名 管理担当 924-2311

中矢　博司　 乘松　洋一郎

芳之内　克暢 友近　純一郎 岡﨑　弘 南部　房雄

事務事業名
（施策コード） 花き部市場維持管理事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

清川　由美子 南部　房雄 中井　新吾

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 管理担当 924-2311

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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）

【対　　　象】松山市公設花き地方卸売市場及び関係者
【事業内容】松山市公設花き地方卸売市場の維持管理に必要な光熱水費の支払い、保安警備用務、清掃用務、廃棄物処理用務、各種施設の保守点検管理用務等の委託を行う。

-

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 卸売市場法、松山市公設花き地方卸売市場業務条例、松山市公設花き地方卸売市場業務条例施行規則

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）

公設花き地方卸売市場の維持管理に必要な各種用務を適正に実施することにより、卸売機能を十分に発揮し、花きの流通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和46年の卸売市場法制定により、松山市区域の花きの流通の近代化、円滑化を図り、花きの安定供給を図るため昭和56年に松山市中央卸売市場花き部を開設した。平成２２年４月、松
山市公設花き地方卸売市場に転換した。

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 中央市場管理費 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） 14,813 16,679 16,915

決算額 (B)　（単位：千円） 14,926 15,963

一般財源 0 3,564 9,607

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

光熱水費　6,519千円
委託料　　 8,695千円

光熱水費　7,123千円
委託料　 　8,644千円

0 0 0

その他 14,926 12,399 7,308

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

市場の維持管理
・施設・設備・機械等の保守点検業務委託
・保安警備業務委託

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

概ね予定どおり実施できた。

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) -113 716

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

委託事業に関し、人件費の上昇や廃棄物処理単価の上昇により委託料の増加傾向が続いている。

R2年度の目標

花きの流通拠点として、卸売機能が十分に発
揮できるよう、市場の維持管理に必要な各種
用務を適正に実施する。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

施設・設備・機械等の保守点検業務委託
保安警備業務委託 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

委託業務内容の見直しによる経費縮減を図
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 維持管理業務の適正な実施により、円滑な卸売業務の実施に貢献したため。

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 主査 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 副主幹 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31242 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 5

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） 市場管理課 担当グループ名 管理担当 924-2311

中矢　博司　 乘松　洋一郎

芳之内　克暢 友近　純一郎 岡﨑　弘 南部　房雄

事務事業名
（施策コード） 花き部市場施設整備事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

清川　由美子 南部　房雄 中井　新吾

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 管理担当 924-2311

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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）

【対　　　象】松山市公設花き地方卸売市場及び関係者
【事業内容】 ・公設花き地方卸売市場設備・設備等の現状把握
　　　　　　　　・施設、設備の整備・修繕計画の検討及び立案
　　　　　　　　・施設、設備等の整備に関する設計業務委託
　　　　　　　　・施設、設備等の事業実施（※突発的な修繕対応含む。）

-

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 卸売市場法、松山市公設花き地方卸売市場業務条例、松山市公設花き地方卸売市場業務条例施行規則

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）

公設花き地方卸売市場の施設・設備等の整備を適正に実施することにより、卸売機能を十分に発揮し、花きの流通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和46年の卸売市場法制定により、松山市区域の花きの流通の近代化、円滑化を図り、花きの安定供給を図るため、昭和56年に松山市中央卸売市場花き部を開設した。平成２２年４月、松
山市公設花き地方卸売市場に転換した。

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 中央市場管理費 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） 6,800 5,300 6,580

決算額 (B)　（単位：千円） 6,203 6,603

一般財源 0 0 1,661

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　6,603千円 工事請負費　6,580千円

0 0 0

その他 6,203 6,603 4,919

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

市場の設備・設備等の現状把握、修繕計画の検討・立案、設計業務委託、営繕工事等

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

概ね予定どおり実施できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 597 -1,303

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

施設・設備等の老朽化により、営繕費用が増加している。今後、将来的な施設・設備にかかる整備の検討が必要。

R2年度の目標

引き続き、卸売機能が十分に発揮できるよう、
市場施設・設備等の適正な維持管理を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・公設花き地方卸売市場シャッター取替工事

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

・施設の予防保全対策を積極的に実施する。
・市場の将来像を見据えて、市場施設の計画
的な維持管理方法等を検討する。

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 施設・設備の適正な整備事業の実施により、円滑な卸売業務の実施に貢献したため。

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

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 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 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31242 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 5

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） 市場管理課 担当グループ名 業務担当 924-2311

中矢　博司　 乘松　洋一郎

芳之内　克暢 大野　薫 部谷　信行 白形　誠基

事務事業名
（施策コード） 花き部業務運営事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

大野　薫 部谷　信行 澤井　宏和

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 業務担当 924-2311

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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）

【対　　　象】松山市中央卸売市場(青果部)及び関係者
【事業内容】関係法令に基づき、卸売業務の適正で円滑な実施を図る。
　　　　　　　・関係例規の整備
　　　　　　　・市場関係者の業の許可、指導・監督
　　　　　　　・売買取引の監督、許可等
　　　　　　　・花き需要の拡大を図るため、フラワーデザインコンテスト「坊ちゃんカップ」を補助

-

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 卸売市場法、松山市公設花き地方卸売市場業務条例、松山市公設花き地方卸売市場業務条例施行規則

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）

公設花き地方卸売市場での市場取引を適正に実施することにより、卸売機能を十分に発揮し、花きの流通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和46年の卸売市場法制定により、松山市区域の花きの流通の近代化、円滑化を図り、花きの安定供給を図るため、昭和56年に松山市中央卸売市場花き部を開設した。平成22年4月、松
山市公設花き地方卸売市場に転換した。

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 中央市場管理費 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） 431 427 512

決算額 (B)　（単位：千円） 0 358

一般財源 0 0 512

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金　250千円 補助金　250千円
委託料　140千円

0 0 0

その他 0 358 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

・市場取引の適正実施
・市場関係者の経営状況等の把握、経営指導
・関係例規の整備

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

法改正に伴い、他市場の情報を収集するとともに場内関係者とも十分な協議を行い、公正かつ透明性の
ある市場取引や効率的な市場流通の実現による市場活性化を図る条例改正ができた。

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) 431 69

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

・関係法令等の改正による新たなルールに基づく卸売業務の適正かつ円滑な実施。
・花きの需要の拡大と業者の経営改善
・施設の老朽化対策など、今後の市場の在り方を検討していく必要がある。

R2年度の目標

・市場関係者の経営状況等の把握、経営指導
を行うとともに、市場取引の監督により、市場
流通の円滑な実施を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・市場取引の適正実施
　（せり監視員の雇用による監視用務の実施）
・市場関係者の経営状況等の把握、経営指導
　(公認会計士による経営分析の実施）
・フラワーデザインコンテストの補助
・市場の将来像検討事業として施設劣化診断
調査業務を実施

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

・卸売市場法改正に伴う条例等の改正により、
新たなルールでの持続的な市場運営を行う。
・市場関係者の経営状況等の把握及び経営
指導を行う。
・施設整備を含めた今後の市場の在り方を検
討する。

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 市場取引の適正化を図り、流通の円滑化及び安定供給に貢献したため。

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 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31242 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 49 ～ 令和 5

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

青果及び花きの需要拡大

R2年度の目標

引き続き、開設者と市場関係者が連携し、市
場取引の活性化、場内環境整備に取り組む。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

松山市中央市場運営協議会の５つの委員会と
代表者会、理事会の開催,各委員会事業の実
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

開設者と市場関係者が連携し、卸売市場法改
正に伴う条例等の改正による新たなルールで
の持続的な市場運営を行う。

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 青果部、花き部の市場取引の適正な実施により、青果物、花きの円滑な流通が図られたため。

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

市場活性化、青果部執行、花き部売買取引の各委員会等の開催
市場活性化に向けた取組（市場見学、大感謝キャンペーン等）の実施
場内環境整備、経営展望に位置付けられた重点プロジェクトの実施

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

R元年度末までに卸売市場法改正に伴う条例等の整備ができたため。

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) 360 360

一般財源 840 840 1,200

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金　840千円 負担金　1,200千円

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,200 1,200 1,200

決算額 (B)　（単位：千円） 840 840

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 中央市場管理費 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）

松山市中央卸売市場及び松山市公設花き地方卸売市場での取引の適正化と流通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和49年の中央市場の開設に伴い、場内の関係者が連携し市場運営の円滑化を図るため、市場取引、施設設備の取扱い、環境整備等を協議するとともに、市場活性化を図ることを目的に
設置した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対　　　象】青果部、花き部市場関係者（交付先：松山市中央市場運営協議会）
【事業内容】松山市中央市場運営協議会に負担金を支出　市場活性化委員会、青果部執行委員会、花き売買取引委員会、青果部法改正検討委員会、花き部法改正検討委員会の5つの
委員会と代表者会、理事会を設置し、消費拡大イベント、安全安心の取り組み、場内駐車場の利用、その他環境整備、法改正に係る取組み等を行う。

-

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 卸売市場法、松山市中央卸売市場業務条例、松山市公設花き地方卸売市場業務条例

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

芳之内　克暢 大野　薫 部谷　信行 白形　誠基

事務事業名
（施策コード） 松山市中央市場運営協議会負担金

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

大野　薫 部谷　信行 澤井　宏和

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 業務担当 924-2311

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） 市場管理課 担当グループ名 業務担当 924-2311

中矢　博司　 乘松　洋一郎
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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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31242 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 5

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

委託事業に関し、人件費の上昇や廃棄物処理単価の上昇により委託料の増加傾向が続いている。

R2年度の目標

水産物の流通拠点として、卸売機能が十分に
発揮できるよう、市場の維持管理に必要な各
種用務を適正に実施する。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

市場施設・設備等の維持管理
・保安警備業務委託
・廃棄物処理関係業務委託
・市場施設・設備等の保守点検管理業務委託
・市場施設使用の指定及び許可

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

委託業務内容の見直しによる経費縮減を図
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 維持管理業務の適正な実施により、円滑な卸売業務の実施に貢献したため。

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

市場の維持管理
・保安警備業務委託
・廃棄物処理、産業廃棄物処理業務委託
・各種施設・設備・機械保守点検管理業務委託
・市場施設の使用指定及び許可業務

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

概ね予定どおり実施できた。

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) 2,409 5,750

一般財源 42,558 44,284 45,885

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

光熱水費　56,748千円
委託料　　 53,987千円

光熱水費　64,666千円
委託料　　 55,444千円

0 0 0

その他 72,793 74,829 84,506

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 117,760 124,863 130,391

決算額 (B)　（単位：千円） 115,351 119,113

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 水産市場管理費 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）

公設水産地方卸売市場の維持管理に必要な各種用務を適正に実施することにより、卸売機能を十分に発揮し、水産物の流通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和46年の卸売市場法制定により、松山市区域の水産物の流通の近代化円滑化及びを図り、安定供給を図るため、昭和56年に松山市中央卸売市場水産物部を三津ふ頭に開設した。平
成２３年３月、松山市公設水産地方卸売市場に転換した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対　　　象】　松山市公設水産地方卸売市場及び関係者
【事業内容】　松山市公設水産地方卸売市場の維持管理に必要な光熱水費の支払い、保安警備用務、清掃用務、廃棄物処理用務、各種施設の保守点検管理用務等の委託を行う。

-

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 卸売市場法、松山市公設水産地方卸売市場業務条例、松山市公設水産地方卸売市場業務条例施行規則

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

乘松　洋一郎 白石　知史 白方　英二

事務事業名
（施策コード） 水産物部市場維持管理事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

徳永　直哉 大澤　靖広 安永　幸生

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 水産物部担当 951-2311

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） 市場管理課 担当グループ名 水産物部担当 951-2311

中矢　博司　 吉岡　信一
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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 副主幹 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

31242 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 5

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

施設・設備等の老朽化により、営繕費用が増加している。将来的な施設・設備の整備の検討が必要。

R2年度の目標

引き続き、卸売機能が十分に発揮できるよう、
市場施設・設備等の適正な維持管理を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・卸売棟西重量シャッター取替工事
・電気室動力変圧器取替工事
・水産市場場外荷揚場改修工事

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

・施設の予防保全対策を積極的に実施する。
・市場の将来像を見据えて、市場施設の計画
的な維持管理方法等を検討する。

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 施設・設備の適正な整備事業の実施により、円滑な卸売業務の実施に貢献したため。

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

市場の設備・設備等の現状把握、修繕計画の検討・立案、設計業務委託、営繕工事等

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

概ね予定どおり実施できた。

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) 58 1,322

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　40,330千円
委託料　　　　　2,330千円

工事請負費　111,567千円
委託料　　 　　　　450千円

0 1,800 73,000

その他 41,276 41,189 39,350

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 41,334 44,311 112,350

決算額 (B)　（単位：千円） 41,276 42,989

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 水産市場管理費 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）

公設水産地方卸売市場の施設・設備等の整備を適正に実施することにより、卸売機能を十分に発揮し、水産物の流通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和46年の卸売市場法制定により、松山市区域の水産物の流通の近代化、円滑化を図り、安定供給を図るため、昭和56年に松山市中央卸売市場水産物部を三津ふ頭に開設した。平成２
３年３月、松山市公設水産地方卸売市場に転換した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対　　　象】松山市公設水産地方卸売市場施設・設備
【事業内容】・松山市公設地方卸売市場施設・設備等の現状把握
　　　　　　 　・施設・設備の整備・修繕計画の検討、立案
　　　　     　・施設・設備等の整備に関する設計業務委託
　　　　     　・施設・設備等の事業実施（※突発的な修繕対応含む。）

-

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 卸売市場法、松山市公設水産地方卸売市場業務条例、松山市公設水産地方卸売市場業務条例施行規則

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

乘松　洋一郎 白石　知史 白方　英二 高木　雄二

事務事業名
（施策コード） 水産物部市場施設整備事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

徳永　直哉 大澤　靖広 高木　雄二

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 水産物部担当 951-2311

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） 市場管理課 担当グループ名 水産物部担当 951-2311

中矢　博司　 吉岡　信一
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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

31242 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 5

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

・関係法令等の改正による新たなルールに基づく卸売業務の適正かつ円滑な実施。
・水産物の需要の拡大と業者の経営改善
・施設の老朽化対策など、今後の市場の在り方を検討して行く必要がある。

R2年度の目標

市場関係者の経営状況等の把握、経営指導
を行うとともに、市場取引の監督により、市場
流通の円滑な実施を図る。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・市場取引の適正実施
　（せり監視員の雇用による監視用務の実施）
・市場の将来像検討事業として施設劣化診断
調査業務を実施する。

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

・卸売市場法改正に伴う条例等の改正により、
新たなルールでの持続的な市場運営を行う。
・市場関係者の経営状況等の把握及び経営
指導を行う。
・施設整備を含めた今後の市場の在り方を検
討する。

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 市場取引の適正化を図り、流通の円滑化及び安定供給に貢献したため。

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

・市場取引の適正実施
・市場関係者の経営状況等の把握、経営指導
・関係例規の整備

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

法改正に伴い、他市場の情報を収集するとともに場内関係者とも十分な協議を行い、公正かつ透明性の
ある市場取引や効率的な市場流通の実現による市場活性化を図る条例改正ができた。

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) 492 1,162

一般財源 30,248 30,323 27,982

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

非常勤職員報酬　4,089千円
手数料　　 　　　 　1,410千円

委託料　2,110千円
手数料　2,053千円

0 0 0

その他 28,495 28,190 28,950

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 59,235 59,675 56,932

決算額 (B)　（単位：千円） 58,743 58,513

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 水産市場管理費 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）

公設水産地方卸売市場の維持管理に必要な各種用務を適正に実施することにより、卸売機能を十分に発揮し、水産物の流通の円滑化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和46年の卸売市場法制定により、松山市区域の水産物の流通の近代化、円滑化を図り、安定供給を図るため、昭和56年に松山市中央卸売市場水産物部を三津ふ頭に開設した。平成２
３年３月、松山市公設水産地方卸売市場に転換した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対　　　象】松山市公設水産地方卸売市場及び関係者
【事業内容】関係法令に基づき、卸売業務の適正で円滑な実施を図る。
　　　　　　　・関係例規の整備
　　　　　　　・市場関係者の業の許可、指導・監督
　　　　　　　・売買取引の監督、許可等

-

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 卸売市場法、松山市公設水産地方卸売市場業務条例、松山市公設水産地方卸売市場業務条例施行規則

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

乘松　洋一郎 白石　知史 安永　幸生

事務事業名
（施策コード） 水産物部業務運営事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

徳永　直哉 安永　幸生

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 水産物部担当 951-2311

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） 市場管理課 担当グループ名 水産物部担当 951-2311

中矢　博司　 吉岡　信一
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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

31242 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 5

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

水産物の需要の拡大

R2年度の目標

市場関係者と協力し、市場の正常化及び流通
の円滑化と安定した供給を図り、魚食普及をさ
らに推進する。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

魚食普及に向けた事業に取り組む。
旬・鮮・味まつりの実施
魚のさばき方教室、学校給食の魚食メニュー
の導入、小・中・高・大それぞれの年齢層に応
じた魚教室の実施

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

魚食普及事業の実施に当たっては、各種調査
や市民アンケートを行うなど、引き続きPDCA
の視点に基づき効果的な事業の実施に努め
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 水産物部の市場取引の適正な実施により、水産物の円滑な流通が図られたため。

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

・市場活性化委員会及び売買環境委員会の開催により、市場取引の適正化、環境整備、市場の活性化について協議し、市場の正常化及び流通の円滑化と安定供給を図る。
・市場活性化に向けた取組み（三津の朝市「旬・鮮・味まつりの開催、魚のさばき方料理教室の開催）

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

概ね予定どおり実施できた。

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) 0 0

一般財源 8,900 8,900 8,900

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金　8,900千円 負担金　8,900千円

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 8,900 8,900 8,900

決算額 (B)　（単位：千円） 8,900 8,900

卸売市場事業特別会計 卸売市場事業費 市場事業費 水産市場管理費 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）

市場関係者と開設者が連携し、水産市場における水産物の取引の適正化と流通の円滑化を図る。
魚離れに歯止めをかけるよう、市場関係者と開設者が連携しながら魚食普及に取り組む。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和56年の開場以降、市場関係者と開設者が連携を図り市場運営を円滑し進めるため。
魚離れや食の欧米化が原因となり、日常の食生活に占める魚食の割合が年々低下している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対　　　象】松山市水産市場運営協議会
【事業内容】三津の朝市「旬・鮮・味まつり」を開催する等、魚食普及に取り組むことで、市場活性化を図り、健全な市場運営を実現する。また、市場活性化、売買環境の２委員会を設置し、市
場取引の適正化、環境整備、市場の活性化について協議し、市場の正常化及び流通の円滑化と安定供給を図る各種取り組みを実施できるよう松山市水産市場運営協議会に負担金を支出
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 卸売市場法、松山市公設水産地方卸売市場業務条例、松山市公設水産地方卸売市場業務条例施行規則

主な取り組み 流通機能の充実

市長公約

-

取り組みの柱 経営戦略的な視点を持った市場運営 -

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 事業所立地と雇用創出の推進 主な取り組み -

乘松　洋一郎 白石　知史 安永　幸生

事務事業名
（施策コード） 松山市水産市場運営協議会負担金

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

徳永　直哉 安永　幸生

令和元年度
産業経済部（農林水産担当） 市場管理課 担当グループ名 水産物部担当 951-2311

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） 市場管理課 担当グループ名 水産物部担当 951-2311

中矢　博司　 吉岡　信一
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