
参考１－２

「第10次卸売市場整備基本方針（案）についての意見・情報の募集」の

結果について

平成２７年１２月１８日

農林水産省食料産業局

食品流通課卸売市場室

この度、「第10次卸売市場整備基本方針（案）」について、平成27年11月2日から11

月15日までの期間、農林水産省のホームページに掲載すること等を通じて、広く国民

の皆様から意見・情報を募集しました。

その結果、募集期間において、５件の御意見・御質問が寄せられました。

お寄せいただいた御意見・御質問の概要とそれに対する考え方を別紙のとおり取り

まとめましたので、お知らせいたします。

皆様方の御協力に深く御礼申し上げますとともに、今後とも農林水産行政の推進に

御理解・御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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第10次卸売市場整備基本方針（案）におけるパブリックコメントに対する御意見・御質問の概要 
及びそれに対する農林水産省の考え方 

 

項目 御意見・御質問の概要 御意見・御質問に対する考え方 

全体に関する御意見 

 

今後独自の経営戦略を展開し、多様で効率的な流通ネットワークを作っ

て行くであろう卸売市場に対し、農水省がどのようなスタンスをとるのか

について言及すべき。 

 

卸売市場流通を取り巻く環境が厳しさを増している現状を踏まえ、卸売

市場が生鮮食料品等流通の基幹的インフラとして今後も健全に発展し、そ

の機能が十全に発揮されるためには、卸売市場をひとつの経営体として捉

え、開設者・関係業者等が一体となって経営展望を策定し、これに基づき

計画的な施設整備や産地・実需者との連携など市場機能の強化に取り組む

ことが重要と考えています。 

このため、農林水産省としては既に経営展望を策定している市場の優良

事例等を整理し周知するとともに、市場機能の強化のための施設整備等を

支援することによって、各卸売市場における経営展望の策定とこれに基づ

く市場機能の強化が円滑に進むよう後押ししてまいります。 

基本方針の取り組みについて、一定期間の猶予が必要。 

 

第10次卸売市場整備基本方針（案）は平成32年度を目標年度としてお

り、各市場においては、対応可能な項目から取り組んでいただきたいと考

えています。 

第１ 卸売市場の整備及び

運営に関する基本的事項 

 

基本的な考え方でより重要なのは「品質管理、安全性の確保の徹底」で

あり、コールドチェーンはその一手段ではあるがすべてではない。市場関

係者もその導入が目的になってしまう危険性がある。また卸売市場によっ

て品質管理（の特にハード面）をどこまで高度化するかは異なってくると

思うので、「コールドチェーン」は後ろの具体的な対策の部分で言及すれ

ばよいのではないか。 

 

生鮮食料品等の流通においては、商品の鮮度や品質を維持しつつ消費者

へ販売するため、卸売市場を含む流通の各段階において商品の特性に応じ

た適切な温度管理がなされたコールドチェーンを確立することが重要であ

り、生産者や実需者からは、卸売市場におけるコールドチェーンについ

て、更なる改善の必要性等が指摘されているところです。 

このため、基本方針（案）１ページの「基本的な考え方」では、「生産

者・実需者から求められる品質管理が徹底された物流システムを構築する

ことが急務」とした上で、その代表的な取組の一つとして「コールドチェ

ーンの確立を含め」と記載したところです。 

なお、コールドチェーンの確立を含めた品質管理に関する考え方につい

ては、基本方針（案）10ページの（５）で具体的に記載しています。 

第２ 卸売市場の適正な配

置の目標 

 

 

 

中央卸売市場の再編措置について、再編該当市場がとるべき対応とし

て、地方卸売市場への転換を検討する前に、市場運営の広域化や他市場と

の連携によって、まずは地域の「中央卸売市場」としての機能改善に努

め、それでもダメな場合は地方卸売市場へ転換するという対応手順を新た

に示されたのは良いと思う。 

御意見ありがとうございました。 

  （
別
紙
）
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（前ページからの続き） 地方卸売市場の中には中央卸売市場よりも高い利益率をあげている市場

も複数あり、中央卸売市場と地方卸売市場をどのように配置していくか今

後全体として考えていく必要がある。 

 

 

生鮮食料品等の流通実態が地域によって異なる中、国が一方的に卸売市

場の配置を定めることは、当該地域における生鮮食料品等の円滑な流通に

支障を来すおそれがあることから適当ではないと考えています。 

また、各都道府県における卸売市場の適正な配置の方針は、卸売市場法

第６条に基づき都道府県卸売市場整備計画において定められるものであり

ますので、各都道府県において、区域の生鮮食料品等の流通事情を踏まえ

定めることが適当と考えています。 

都道府県整備計画における「地域拠点市場」の認定にあたっては、現状

の市場配置をただ肯定してしまうような認定方法をとらず、各県において

１市場程度しか認定しないといった厳しいスタンスを持って臨むよう示す

べき。 

 

 

地域拠点市場は、地域における生鮮食料品等流通の核となる地方卸売市

場であり、一定規模の取扱数量にある市場を都道府県卸売市場整備計画で

定めるものです。 

基本方針（案）６ページ（１）において、地域拠点市場に位置付けるに

当たっては、経営展望を策定し、それに即して市場機能の強化等に取り組

むことを新たに要件としたところです。 

なお、地域における生鮮食料品等流通の実態や各市場の経営戦略を踏ま

えずに、地域拠点市場の数を国が一方的に定めることは適当ではないと考

えています。 

地方卸売市場の卸売業者の財務基準の策定にあたっては、地方卸売市場

の再編を促すための基準であるという明確な意識、意図をもって策定に臨

み、厳密に適用すべき。 

 

基本方針（案）７ページ（５）では、「必要に応じて、地方卸売市場の

卸売業者に係る財務基準その他に関する指標を定め、一定の目安に該当す

る地方卸売市場の再編について配慮するなど、都道府県卸売市場整備計画

に基づき、卸売市場の適正な配置を推進すること」と記載しています。 

また、地方卸売市場卸売業者の監督権限を有する都道府県が、積極的に

卸売業者の経営状況の把握に努め、早期にその改善策を講じていくには、

都道府県において、管内の生鮮食料品等の流通事情を踏まえた財務基準の

設定を進め、卸売業者に対する指導監督を強化することが必要であること

から、国としても必要な情報提供等に努めてまいりたいと考えています。 
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第３ 近代的な卸売市場の

立地並びに施設の種類、

規模、配置及び構造に関

する基本的指標 

 

 

施設の使用料等を法制化し、その分の市場手数料を下げて生産者の経営

安定・所得向上を図るための措置をとることを明示すべき。 

 

中央卸売市場については、卸売市場法第９条第２項第８号に基づき、開

設者が業務規程で施設の使用料について定めなければならないとされてお

り、地方卸売市場についても、都道府県の条例に基づき、開設者が業務規

程で施設の使用料を定めることが可能となっています。 

施設の使用料については、卸売市場の適切な整備・運営を確保するため

に開設者が市場利用者から徴収するものであり、市場利用者が受ける便益

等に応じた費用負担の適正化の観点から、開設者、市場利用者間で適切な

使用料の設定等が行われるべきものであり、国が一律にそのあり方を定め

ることは適当ではないと考えています。 

同様に、卸売業者等が出荷者から収受する委託手数料についても、卸売

業者がその提供する機能・サービスに応じて定めるべきものであり、国が

一律にそのあり方を定めることは適当ではないと考えています。 

昨今では物流の多様化により、大卸を通さない市場外流通を仲卸会社も

行っているが、仲卸が市場外流通品を卸売市場気付けで送らせたり、市場

外流通品を市場内に持ち込み販売する例もみられる。 

市場外流通品は卸売市場で取引されないため、取扱数量を正確に把握で

きなくなる可能性もある。 

そのため、市場外流通品を卸売市場内へ持ち込む際は、その商品の数

量、価格等を開設会社に報告するとともに、一定料金の手数料を徴収する

よう定めて欲しい。 

基本方針（案）９ページ（上から12行目）において、「卸売市場の利用

者が受ける便益等に応じた費用負担の適正化の観点から、施設の使用料、

入場料等の徴収についても検討する」と記載しています。 

このため、仲卸業者が卸売業者を通さずに商品を卸売市場内へ持ち込み

便益を受ける際は、施設使用料の適正化の観点から、持ち込み数量等を開

設者に報告すること等を含め市場取引委員会等において十分に議論した上

で、開設者が施設の使用料等を取り決めることが適当と考えています。 

なお、中央卸売市場の場合、仲卸業者が当該市場の卸売業者以外の者か

ら買い入れて販売する直荷引きについては、卸売市場法施行規則第28条で

直荷引きの販売結果を開設者に届け出ることとされており、各市場は当該

直荷引きの取扱金額を対象とした使用料を設定しています。 

「合理化に努め、特に、施設整備におけるＰＦＩ事業の活用」につい

て、２行前にも「特に」とあり、重複した印象を受けるので、「特に」を

削除すべき。 

 

基本方針（案）９ページ（上から７行目）前段の「特に次の事項に留意

する」の「特に」は以降の（１）～（14）の事項にかかっており、９ペー

ジ（上から９行目）後段の「特に」は、直前の「施設整備と運営の合理

化」に努めるに当たって活用すべき事項について説明したものであるため

重複していません。 

「消費者ニーズに応える商品供給のため市場関係業者が一体となって行

うリテイルサポート（小売支援活動）等の取組に配慮した施設の運営」に

ついて、小回りの利く加工やパッケージに対応した施設のことを指してい

ると思われるが、一見ではそこまで読み取れないのではないか。 

 

卸売業者や仲卸業者等の市場関係業者によるリテイルサポートについて

は、例えば、産地の育成情報、出荷情報等の提供、それらの情報に基づく

売場づくりのアドバイスや新商品の提案、加工・調製や輸送・配送業務等

が考えられますが、小売業者のニーズは一様ではないことから「リテイル

サポート（小売支援活動）等の取組」と記載しています。（基本方針

（案）10ページ（４）） 
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（前ページからの続き） 花き市場では、品質管理（温度、光線、湿度）をコントロールできる施

設整備を行い、コールドチェーンの充実を図り、「いつでも、どこでも」

豊富な品揃えで商品供給ができるなど、消費者ニーズに対応できる品質管

理体制を構築して収益の改善を図るべき。 

基本方針（案）10ページ（５）では、卸売市場における品質管理に対す

る生産者及び実需者ニーズに対応するため、品質管理の高度化に資する施

設の整備・配置を計画的に推進することを示しております。 

なお、品質管理の高度化に資する施設には、花き市場における温度、光

線、湿度等をコントロールできる施設も包含しています。 

「通い容器の導入等による物流業務の効率化」の部分について、文脈で

は環境影響について記述されていることから、通い容器の導入の目的は

「物流業務の効率化」よりも「包装資材等廃棄物の削減」になるのではな

いか。 

 

規格が統一された通い容器を導入することにより、積み重ねが容易にな

り輸送効率やスペースのより効率的な活用が可能となるほか、内容物の確

認作業の短縮化が図られ、市場内での物流業務の効率化に寄与することが

期待されます。 

通い容器の導入をはじめとした物流業務の効率化が実現することによっ

て、輸送・積載効率の向上による卸売市場内の温室効果ガス排出削減や、

御意見にある廃棄物の削減につながることになるため、当該箇所では「物

流業務の効率化に努める」と記載しています。（基本方針（案）10ページ

（７）） 

（９）について、閉鎖型の施設は、品質管理の高度化施設に該当するた

め、（５）にまとめて記載すべきではないか。 

外気の影響を極力遮断した閉鎖型の施設は、品質管理の高度化に資する

施設に当たりますが、基本方針（案）11ページ（９）は大規模増改築等卸

売市場施設の新設に当たっての留意事項であるため、基本方針（案）10ペ

ージ（５）の品質管理に関する留意事項とは別に項目立てをしています。 

第４ 取引及び物品の積卸

し、荷さばき、保管等の

合理化並びに物品の品質

管理の高度化に関する基

本的な事項 

この部分（第４）は第９次と比較し新しい項目も加わりかなり網羅的に

なっている。できれば、どの市場も取り組むべき基本事項と、市場ごとの

強みにあわせて取り組んでいく要望事項とを整理できればさらによい。 

基本方針（案）12ページの「第４ 取引及び物品の積卸し、荷さばき、

保管等の合理化並びに物品の品質管理の高度化に関する基本的な事項」は

いずれの内容も各卸売市場が取り組むべき留意事項について記載してお

り、各市場は経営戦略等に即して積極的に取り組んでいただきたいと考え

ています。 

（２）について、「卸売市場の集荷力の低下や産地と実需者間における

直接取引の拡大に対応するため・・・」とあるが、卸売市場の集荷力の低

下や直接取引の拡大を甘んじて受け入れている印象を受ける。 

卸売市場を取り巻く情勢として、卸売市場経由率の低下や取扱金額の減

少等の状況にあるのは事実であり、これを受け止めた上で、基本方針

（案）12ページ（２）では、取り巻く情勢に的確に対応し、「市場取引の

活性化を図る」と記載しています。 
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（前ページからの続き） 相対取引にルールがないため、競り価格が暴落する原因になっているの

で、市場取引委員会で、せり、相対取引のルール作りを行うべき。 

また競り下げ、時計ぜりについて、オランダのように競りルールを採り

入れるべき。 

 

卸売市場における売買取引の方法については、各卸売市場の経済的な地

歩、取扱品目の性質、売手・買手の特徴等の実態を反映するとともに、実

需者の要望や地元生産者及び中小買受人の安定的な取引機会にも配慮しつ

つ、卸売市場及び品目ごとの特性に応じた合理的な方法を設定すること、

また、市場取引委員会の場等において不断の検証を行い、必要に応じて見

直しを行うことを基本方針（案）12ページ（３）に記載しています。 

予約相対取引は大量に購入するのだから安くしろという大手量販店の主

張に迎合してしまい、市場の公平性を担保した競売システムを骨抜きにし

てしまった改悪事例であり、廃止あるいは大幅に縮小すべき。 

予約相対取引は、産地における計画的かつ安定的な生産・出荷に対する

ニーズや、食品加工業者、外食産業事業者、大規模小売業者等における定

時・定量・定質・定価格での安定的な取引に対するニーズに対応できると

いう利点があることから、国が一律にこれを廃止若しくは縮小することを

定めることは適当ではないと考えています。 

予約相対取引も含め、卸売市場における売買取引の方法については、各

卸売市場において、実需者の要望や地元生産者及び中小買受人の安定的な

取引機会にも配慮しつつ、卸売市場及び品目ごとの特性に応じた合理的な

方法を設定し、これを遵守するよう基本方針（案）12ページ（３）に記載

しています。 

生産者のコストに見合い持続的な生産が可能となる水準に価格形成がな

される市場取引とすべき。 

 

卸売市場の取引については、生産及び消費両方の実態を適正に反映した

合理的な価格が形成されることが重要であるため、卸売市場における売買

取引の方法については、各卸売市場の経済的な地歩、取扱品目の性質、売

手・買手の特徴等の実態を反映するとともに、実需者の要望や地元生産者

及び中小買受人の安定的な取引機会にも配慮しつつ、卸売市場及び品目ご

との特性に応じた合理的な方法を設定し、これを遵守するよう基本方針

（案）12ページ（３）に記載しています。 

また、大規模小売業者等の優越的な地位の濫用により、卸売市場におけ

る価格形成において需給以外の要素で価格が形成されることのないよう、

取引条件の明確化、書面化の促進等について積極的に取り組むよう、基本

方針（案）13ページ（７）に記載しています。 
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（前ページからの続き） 小切手による決済は翌日または翌々日に換金されるため、現金決済や銀

行振込決済より資金繰り上有利となり、不公平感があり、また不渡を起こ

すと小切手の額に加え１～２日間の売掛金も焦げ付く可能性があるため、

禁止して欲しい。 

また、昨今ではインターネットによる送金システムが一般化しているの

で、これを推奨することも検討すべき。 

卸売市場における決済の方法について、特定の方法を国が禁止若しくは

推奨することは適当ではなく、市場ごとに、取引実態を踏まえ、市場関係

者の意見を聴いて開設者が業務規程等で定めるべきものと考えています。 

このため、基本方針（案）14ページ（８）では、卸売市場における売買

取引について、円滑・確実な決済を確保することや、各卸売市場において

は、それぞれの取引実態等をよく踏まえた上で、決済事故に対するリスク

を軽減する方策について十分な議論を行うことが必要な旨を記載していま

す。 

市場取引委員会に各種農産物生産者の代表も選出し、議論に参画させる

べき。 

市場取引委員会の委員は、卸売市場法第13条の２第３項に基づき、卸売

業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験者のうちか

ら開設者が委嘱することとされており、利害関係のある生産者や実需者も

委員となることができます。 

また、基本方針（案）14ページ(９)では、「市場関係者の専門的な知見

を十分に活用しつつ、公正な取引と機動的かつ効率的な市場運営を確保す

るため、開設者は、（中略）学識経験者等への委員委嘱等を通じ、適切な

調査審議がなされるよう努める」と記載しています。 

第５ 卸売業者及び仲卸業

者の経営の近代化の目標 

「卸売業者及び仲卸業者に共通する事項」が整理され、前面におかれた

のはよいと考える。また、第９次と比較し、「産地」「情報発信」に言及

されている箇所が多い点もよい。 

御意見ありがとうございました。 

卸売業者の経営が手数料収入だけに依存するのでは、生産者の手数料値

上げに繋がり、生産者の経営の安定、所得向上にならないことから、「そ

の提供する機能・サービスの充実に努め、それに見合った手数料収入を通

じて経営体質の強化に努めること。」を、「その提供する機能・サービス

の充実に努め、それに見合った使用料を徴収し、経営体質の強化に努める

こと。」に修正すべき。 

卸売業者の収入は、手数料収入だけとは限りませんが、委託集荷品の卸

売手数料収入と買付集荷品の卸売収入に大きく依存している卸売業者が多

いことも事実です。 

このため、卸売業者においては、生産者のニーズ等にも対応すること

で、経営改善に取り組むことが必要であるため、基本方針（案）18ページ

（４）では「その提供する機能・サービスの充実に努め、それに見合った

手数料収入を通じて経営体質の強化に努めること」と記載しています。 

なお、「使用料」の文言は、開設者が徴収する市場施設の使用料として

記載しているため、これと混同するおそれがあります。 
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「（１）仲卸しの業務」は「（１）仲卸の業務」に修正すべき。 「仲卸し」は、活用のある「卸す」という語から転じた用語であること

から、送り仮名の付け方（平成22年内閣告示第２号）の通則４に則り、送

り仮名として「し」をつけています。 

一方で、「仲卸業者」等の「し」を含まない用語もありますが、これ

は、同告示の通則６に則り、「仲卸し」という言葉と「業者」という言葉

が組み合わせて使用されることにより、読み間違えられるおそれがないも

のと認められるため、「し」を省いているものです。  

なお、卸売市場法においても「仲卸しの業務」と記載しています。 

労働環境について触れた部分が散見されるが、卸売市場業界における人

材確保の厳しさを考えると、この点についてまとめた項目があってもよい

のではないか。 

また、全体的には労働環境の改善に言及しながら、「小売業者等の営業

動向に対応した卸売市場の休業日における営業の実現」の記載があり、矛

盾している。 

卸売市場で働く方の労働環境については、経営上重要な要素であること

から、基本方針（案）20ページ第６の２において「最新の物流システムの

導入、福利厚生施設の充実等卸売市場の労働環境の改善を通じた魅力ある

職場づくりに努めること」と記載しています。 

また、基本方針（案）19ページ（３）の「小売業者等の営業の動向に対

応した卸売市場の休業日における営業の実現」の記載については、仲卸業

者が小売業者等の営業動向に対応するため卸売市場の休業日における営業

が必要となっていることは事実であり、そのため、当該箇所前段の「就労

体系の整備等により」と記載しているとおり、労働環境に配慮して対応す

る必要があると考えています。 

目標年度における従業員１人当たりの取扱金額の水準の表について、中

央卸売市場の青果と地方卸売市場の花きが第９次と比較し増えているの

に、仲卸業者の水準の方では増えていないのは何故か。 

中央卸売市場の青果と地方卸売市場の花きの卸売業者、仲卸業者ともに

１業者当たりの取扱金額等が増加した一方、仲卸業者では１業者当たりの

従業員数がいずれも増加したために、１従業員当たりの取扱金額が増加せ

ず、水準の増加には至りませんでした。 

第６ その他 市民の交流の場としての機能の充実を図る観点から、レストラン・直売

店の充実を図り収益の改善に繋げ、また、市場祭、感謝祭等を開催して市

民との交流や食育・花育の場にする必要。 

基本方針（案）20ページの５において、市場見学会等の市民と卸売市場

との交流を深める機会の確保や料理教室等の機会の提供等の取組を推進す

ることを記載しています。 

なお、この取組を行うに当たっては、「卸売市場は生鮮食料品等の卸売

を行う場であることを前提としつつ」と記載しているとおり、卸売業務へ

の影響や市場内の衛生管理、入場者の安全の確保等に十分留意するととも

に、事前に関係者間で十分な調整を図ることが重要と考えています。 

 


