
平成22年度の成果重視事業に係る評価書

評価実施時期：平成23年７月 担当部局名：食料産業局食品製造卸売課

政策手段名 政策体系上の位置付け商物分離直接流通成果重視事業

政策分野３‐施策（１）

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政策手段の

（ ） 、 、概要 る生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

平成18年度～20年度事業実施期間：

政策手段に 得ようとした ＜達成目標＞

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関する評価 効果（達成目

生鮮食料品等の取扱量の割合を10～25％に高める。結果の概要 標、目標設定

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と指標 の考え方、手

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

度の目標は次のとおりとする。果関係、達成

平成18年度 ３％度合いの判定

平成19年度 10％方法・基準、

平成20年度 20％目標期間）

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
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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＞

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（効果の把握

た調査と事業成果の報告等により把握する。の方法、把握

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された効果、

２ 電子商取引を導入する中央卸売市場の数予算執行の効

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率化・弾力化

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。
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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)

（0.45％） （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）

姫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）

 0.14％　 （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) 

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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（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22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22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13.5％にとどまり、目標を達成できなかっ

た。

３ 平成22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）21年度に把握された効果

＜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22年度は予算措置して

いない。

評価の結果 １．現状

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

合及び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、目標を達成できていない。

このため、昨年度、市場開設者団体が主催する会議の場において、具

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

　 ２２ 　　　　　　　　　０

　  計            　　 １０

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21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

△0.3%

 

△1.2% △0.2% △0.7%  0.1%  2.9%

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

  0.2% △0.7%

 

△0.6% △2.8% △1.3% 1.7%

平均値 △1.0% -
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体的な意見等を聴取し、その検証を行う等、深掘りし、利用促進等につ

いて周知徹底を図ったところ。

また、平成 年度の中央卸売市場の卸売業者従業員１人当たりの取21
扱数量及び取扱金額の対前年比の伸び率(平成 年度の割合は 月中22 10
に取りまとめ予定）については、取扱数量及び取扱金額の減少に比べ、

従業員数の減少が大きかったこともあり、従業員１人当たりの取扱数量

及び取扱金額ともに過去５年間の平均伸び率以上に高めた結果となった。

２．課題

、 、卸売市場で電子商取引が進まない主な理由として 市場関係者からは

①システム構築の観点、②取引参加者の観点、③合意形成の観点から以

下の指摘がなされている。

（１）システム構築

情報通信のインフラ整備が進んでいないこと、取引システム構築の

初期投資リスクが大きいこと、モデル事業により開発されたソフトの

利用手順や利便性について、市場関係者によく理解されていないこと

等により、電子商取引を行うに当たってのシステム構築が進んでいな

い。

（２）取引参加者

対象品目が限定されていること、情報通信を活用できる人材が不足

していること（特に仲卸業者 、取引相手が仲卸、売買参加者に限定）

されていることなどから、取引に参加する者が広がらない。

（３）合意形成

電子商取引の開始に当たっては、市場取引委員会の審議を経て開設

者の承認が必要であるが、開催回数が少ないため十分な議論ができな

いことや、電子商取引の導入により通常の取引で取扱う物品が減少す

ることを心配する仲卸業者などの理解が得にくいなど、市場関係者の

合意形成が難しい。

３．今後の対応

第９次卸売市場整備基本方針（ 年 月策定）において、効率的な22 10
取引の確保や卸売業者、仲卸業者等の負担軽減のための事務手続きの簡

素化等の措置を講じ、生産者及び実需者のニーズに的確に対応した卸売

市場における取引の活性化を図るという方向性を示した。これを踏まえ

て、電子商取引についても推進するとの観点から、 年４月に業務運23
営通知について所要の改正を行ったところである。また、現在、市場関

係者に対して実施している電子商取引の導入に当たっての課題解消等に

係るアンケート調査結果も踏まえて、今後、以下により対応することと

。なお、これまでの実証モデル事業で得られた成果については、優する

良事例として整理し、市場関係者に周知する。

（１）システムについて

モデル事業で開発したソフトについては、他の市場関係者が無償で

活用することは可能である。このため、端末の機能や商物分離の運用

形態（対象品目等）が変わらなければ、導入に伴う初期投資リスクは

小さいこと、また、画面表示等の設定を切り替えることにより、スマ

ートフォンなど携帯型端末の活用が可能となり、新規にソフトを開発

するよりは投資リスクは小さいこと等について周知を行う。
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なお、電子商取引は、画像を見て商品価値を判断するというオーク

ション形式で行うものとのイメージが先行している面があるが、産地

や規格などの文字情報をメールで提供して相対取引で行うことも可能

であることについても周知を行う。

（２）取引参加者について

業務運営通知を改正し、電子商取引の対象品目を可能な限り追加す

る旨や開設区域外の卸売業者も売買参加者の対象とする旨の記述を追

加したところである。特に、開設区域外の卸売業者に買参権を付与す

ることで、市場間取引に電子商取引を活用することが可能となること

から、これらのことを踏まえて取引参加者の拡大について指導する。

（３）合意形成について

市場取引委員会の運用等については、業務運営通知を改正し、市場

、 、取引委員会を活性化し 機動的かつ効率的な市場運営を確保するため

委員の構成や議事運営のあり方等運用の改善方策を示した。このこと

を踏まえ、電子商取引の弾力的な運用など市場関係者の合意形成を容

易にするための委員会運営を行うよう指導する。

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

食料・農業・ 平成22年 第３の１の（３）食品産業の持続的な発展と新たな展開要政策（主

） 農村基本計画 ３月30日なもの

・ 開設区域外の卸売業者に買参権を付与するとあるが どの程度まで拡大するのか 新評価会委員 、 。（

福委員）の意見

・ 古くなったシステムの更新費用はだれが負担することになるのか （堀口委員）。

・ 電子商取引を活用することになると、これまで想定していなかった様々な違法行為

が出てくることも想定されるが、これらに対する対策を既に考えているのか。

インターネットの中で起きてくる様々な問題に法律がついていけない部分がかなり

、 、 。生じており 法務省や経済産業省などとも連携し 事前に対応を検討する必要がある

（山本委員）


