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平成21年度の成果重視事業に係る評価書

評価実施時期：平成22年８月

評価書公表時期：平成22年８月 担当部局名：総合食料局流通課

政策手段名 商物分離直接流通成果重視事業 政策体系上の位置付け

Ⅰ－①－目標②

政策手段の 卸売市場における流通コストの低減を図るため、卸売市場における電子商取引の導入による生

概要 産者から小売業者等へのダイレクト物流（商物分離直接流通）の仕組みを開発し、かつ、取引業

務や市場内の仕分け・搬送業務等に係る経費削減効果を実証することにより、電子商取引の導入

を促進する。

平成18年度 平成19年度 平成20年度

予 算 額 145,000千円 145,000千円 140,962千円

翌年度繰越額 － 千円 － 千円 － 千円

執 行 額 145,000千円 135,532千円 106,528千円

事業実施期間：平成18年度～20年度

政策手段に 得ようとした ＜達成目標＞

関する評価 効果（達成目 １ モデル地区において、事業開始後２年以内に、電子商取引を経由した生鮮

結果の概要 標、目標設定 食料品等の取扱量の割合を10～25％に高める。

と指標 の考え方、手 ２ 平成22年度までに、電子商取引を導入する中央卸売市場の数の割合を全中

段と目標の因 央卸売市場の40～50％に高める。なお、事業実施期間における各年度の目標

果関係、達成 は次のとおりとする。

度合いの判定 平成18年度 ３％

方法・基準、 平成19年度 10％

目標期間） 平成20年度 20％

３ 毎年度の中央卸売市場の卸売業者従業員１人当たりの取扱数量及び取扱金

額について、対前年比の伸び率を、過去５年間の平均伸び率以上に高める。

＜目標設定の考え方＞
１ 商物分離電子商取引が可能な品目は法令で規定されており、仮にその品目

の全量を電子商取引化した場合に、取扱品目の各部類における取扱高に占め

る割合（10～25％）を目標として設定した。

２ 商物分離電子商取引の導入については、多数の市場関係業者の合意形成が

難しいことから、中央卸売市場の約半分程度における導入を目指すが、食肉

市場においては、大半が生体で搬入され、と畜解体が必要なことから商物分

離電子商取引が適さない実態があるため、全中央卸売市場で40～50％導入す

ることを目標として設定した。

３ 中央卸売市場の卸売業者従業員１人当たりの取扱数量及び取扱金額につい

ては、毎年の振れがあることから、過去５年間の平均伸び率以上となること

を目標とした。

＜手段と目標の因果関係＞
１ モデル地区において、ダイレクト物流の仕組みを開発し、取引業務や市場
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内の仕分け・搬送業務等に係る経費削減効果により、電子商取引の取扱量の

割合を増加させることが可能となる。

２ 本事業によるモデル地区の実証試験の成果の普及・啓発により、他市場に

おいて電子商取引を導入する市場を増加させることが可能となる。

３ 電子商取引が導入されることを通じて、中央卸売市場全体の取扱数量及び

取扱金額が増加することにより、卸売業者従業員１人当たりの取扱数量及び

取扱金額を増加させることが可能となる。

＜達成度合いの判定方法・基準＞
上記の目標１～３を達成した場合を「達成」とする。

＜目標期間＞

基準年次 平成18年度 達成年次 平成22年度

把握した効果 ＜効果の把握の方法＞

（効果の把握 以下の項目について、中央卸売市場の開設者及び卸売業者等を対象とした調

の方法、把握 査と事業成果の報告等により把握する。

された効果、 １ モデル地区における電子商取引を経由した生鮮食料品等の取扱量の割合

予算執行の効 ２ 電子商取引を導入する中央卸売市場の数

率化・弾力化 ３ 中央卸売市場の卸売業者従業員１人当たりの取扱数量及び取扱金額

によって得ら

れた効果） ＜把握された効果＞
１ 事業開始２年目となる、20年度のモデル地区における電子商取引を経由し

た生鮮食料品等の取扱数量の割合は、下表のとおりとなり、目標を達成でき

なかった。

実 施

年 度 モデル地区実施主体（市場名）
電子商取引を経由した

取扱数量の割合

18年度

札幌市場青果商物分離事業協議会

（札幌市中央卸売市場青果部）

 3.4％　　 （19年度）

（2.2％）  （18年度）

東北地区水産物商物分離直接流通成果重視事業導入協議会

（仙台市中央卸売市場本場水産物部）

 0.05％　　（19年度）

（0.008％）（18年度）

花き商物分離直接流通協議会

（東京都中央卸売市場大田市場花き部）

 0.0001％　（19年度）

（0.003％）（18年度）

19年度

千葉市中央市場青果商物分離事業協議会

（千葉市中央卸売市場青果部）

 8.8％　 　（20年度)

 (4.4％）　（19年度）

横浜青果物商物分離直接流通協議会

（横浜市中央卸売市場本場青果部）

 1.1％　　 （20年度)

（0.5％）　（19年度）

大阪市東部市場電子商取引推進協議会

（大阪市中央卸売市場東部市場青果部）

 7.1％　 　（20年度)

（5.3％）　（19年度）

路市場商物分離システム推進協議会

（姫路市中央卸売市場水産物部）

 0.1％　　 （20年度)

（0.4％）　（19年度）

20年度

青森市中央市場青果商物分離推進協議会

（青森市中央卸売市場青果部）

 1.7％　　 （21年度）

 (0.9％) 　 (20年度)

豊島市場青果物流通効率化協議会

（東京都中央卸売市場豊島市場青果部）

 0.1％　　 （21年度）

 (0.4％)　　(20年度) 
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（注１）電子商取引を経由した取引数量の割合の上段は、事業開始後２年目の

数値、下段かっこ書きは、事業初年度の数値である。

（注２）花きについては、取扱金額である。

２ 平成21年度において新たに電子商取引を導入した市場は無かった。

これにより、平成21年度末の電子商取引を導入した市場の数は10市場、中

央卸売市場に占める割合は13.2％にとどまり、目標を達成できなかった。

３ 平成21年度の中央卸売市場の卸売業者従業員１人当たりの取扱数量及び取

扱金額については、１０月中にとりまとめ予定。

（参考）20年度の把握された効果

＜予算執行の効率化・弾力化によって得られた効果＞
事業実施期間を平成20年度までとしており、平成21年度は予算措置し

ていない。

評価の結果 １ モデル地区における電子商取引を経由した生鮮食料品等の取扱量について

は、これまでも市場関係者から意見聴取や問題点の検証・分析等を行い取扱

数量の増加に努めてきたところであるが、平成 20 年度モデル地区の２年目

の取扱量については、全体では増加傾向ではあったものの、目標を達成でき

なかったことから、今後は、アンケート調査等により、市場関係者等から具

体的な意見・要望を聴取することとし、これらの点についての検証・分析を

重ね、この結果を文書または市場関係者等が主催する会議等の場において周

年 度
電子商取引を導入

した中央卸売市場数

　 １８            　　　 ３

　 １９            　　　 ４

　 ２０            　　　 ３

　 ２１            　　 　０

　  計            　　 １０

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

従業員１人当たり取扱

数量（花きを除く）の

対前年比伸び率

  0.1% △0.3% △1.2% △0.2% △0.7%  0.1%

平均値 △0.5% -

従業員１人当たり取扱

金額の対前年比伸び率

△0.7%   0.2% △0.7% △0.6% △2.8% △1.3%

平均値 △0.9% -

神戸市東部市場花き部電子商取引推進協議会

（神戸市中央卸売市場東部市場花き部）

 0.08％　　（21年度）

 (0.08％)　 (20年度)
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知徹底を行い、取扱数量の増加を図る。

２ 電子商取引を導入する中央卸売市場の数の割合については、これまでも問

題点の検証・分析や、電子商取引を導入することによる効果等を文書または

説明会等の開催により、普及推進に努めてきたところであるが、平成 21 年

度に新たに導入した市場が無く、目標を達成できなかったことから、今後は、

アンケート調査等により、市場関係者等から具体的な意見・要望を聴取する

こととし、これらの点についての検証・分析を重ね、この結果を文書または

市場関係者等が主催する会議等の場において周知徹底を行い、普及を図る。

３ 中央卸売市場の卸売業者従業員１人当たりの取扱数量及び取扱金額につい

ては、10 月中に取りまとめ予定（参考に 20 年度の評価結果を記載）

（参考）20 年度の評価の結果

平成 20 年度については、従業員１人当たりの取扱金額は目標を達成でき

なかったが、従業員１人当たりの取扱数量については、取扱数量の減少に比

べ、従業員数の減少が大きかったことから目標を達成できた。

今後も電子商取引の導入を促進するとともに、卸売市場の再編を通じた市

場機能の強化、品質管理の徹底等により卸売市場の活性化を図り、販売を拡

大する必要がある。

関係する施 施政方針演説 年月日 記載事項（抜粋）

政方針演説 等

等内閣の重

要政策（主 食料・農業・農 平成17年３月 第３の１の（５）食品産業競争力の強化に向けた取組

なもの） 村基本計画 25日

第三者委員

会委員の意

見


