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１．開      会 

 

○林食料企画課長 それでは、定刻となりましたので、食料・農業・農村政策審議会第９

回総合食料分科会を開催いたしたいと思います。 

 私、本分科会の庶務を担当させていただいております食料企画課長の林でございます。

よろしくお願いいたします。 

 本日は、「卸売市場整備基本方針（案）」及び「食品の流通部門の構造改善を図るための

基本方針の変更（案）」について、御審議をいただきたいと存じます。 

 委員の皆様の御出席状況でございますけれども、生源寺委員、八木委員、安部臨時委員、

宮下臨時委員、村上臨時委員は所用で御欠席でございます。したがいまして、３名の委員

の方と９名の臨時委員の方の御出席となっておりますので、審議会令第９条の規定に基づ

きまして、本分科会は成立しております。 

 なお、この場をおかりいたしまして、事務局側の人事異動が７月にありましたので、人

事異動についてお知らせをいたしたいと思います。 

 前回の総合食料分科会から総合食料局長以下、職員の人事異動がございましたので、皆

様に御紹介申し上げます。 

 総合食料局長の村上でございます。 

○村上総合食料局長 村上でございます。よろしくお願いします。 

○林食料企画課長 卸売市場室長の山下でございます。 

○山下卸売市場室長 山下でございます。よろしくお願いします。 

○林食料企画課長 私、食料企画課長の林でございます。よろしくお願いいたしたいと存

じます。 

 それでは、続いて資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元に資料といたしまして、「食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会委員名簿」

を初めといたしまして、資料１で「卸売市場整備基本方針の策定について（諮問）」、資料

２といたしまして、「食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針の変更について（諮

問）」、資料３－１で「卸売市場制度の改正」、資料３－２で「卸売市場法の一部を改正する



 2 

法律（概要）について」、資料３－３で「卸売市場制度の見直し」、資料４－１で「第８次

卸売市場整備基本方針のポイント」、資料４－２で「第８次卸売市場整備基本方針（案）の

概要」、資料５で「卸売市場整備基本方針の新旧対照表」、資料６－１で「中核的地方卸売

市場に係る固定資産税の軽減措置について」、資料６－２で「食品の流通部門の構造改善を

図るための基本方針 新旧対照表（案）」、資料７といたしまして、「食品関連業界における

環境自主行動計画のフォローアップの実施について」があろうかと思いますけれども、皆

様方、資料はおそろいでございますでしょうか。 

 それでは、以後の議事進行につきましては、上原分科会長にお願いいたしたいと存じま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．総合食料局長挨拶 

 

○上原分科会長 議事次第に従いまして、審議を進めていきたいと思いますが、まず最初

に、総合食料局長から、御挨拶をお願いします。 

○村上総合食料局長 総合食料局長の村上でございます。 

 きょうは大変お忙しい中、委員の皆様方、御参集いただきまして、大変ありがとうござ

います。 

 また、日ごろから食料政策の推進に多大な御尽力、御指導を賜っていることにつきまし

て、感謝申し上げたいと思います。 

 御案内のとおり、農林水産省、現在、政策の見直しということで、基本計画の策定作業、

午前中も食料・農業・農村政策審議会の企画部会がございましたけれども、全般的な政策

の見直しをしているところでございます。その中で、特に安全、安心で良質な食料を供給

するということ、そしてそのためには国内農業の構造改革を進めるということが非常に重

要なわけでございます。そういう観点で改革を実行していく必要があるということで、全

省を挙げて今、取り組んでいるところでございます。 

 先般の通常国会で卸売市場法を改正いたしましたけれども、これはその先行的な取り組

みの１つであるというふうに言えるというふうに思っているところでございます。 

 食料の自給率の問題とかいろいろございますけれども、やはり生鮮食品流通のメインチ

ャンネルでございます卸売市場が生産者サイド、特にまた消費者サイド、ユーザーのニー

ズにいかにこたえていくかということが非常に重要なポイントではないかというふうに思
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っております。規制緩和の動き、あるいは食の安全、安心の動きということがございます。

そういうことをとらえて、先般の卸売市場法の改正ということに至ったというふうに認識

しているところでございます。 

 その改正を踏まえまして、きょうの分科会におきましては、卸売市場整備基本方針につ

いてまず御審議いただくということにいたしておりますけれども、その基本方針、第８次

ということになりますけれども、この前の法律の改正の中でポイントとして盛り込んでお

ります卸売市場の品質管理の高度化ということについて規定しますとともに、卸売市場の

再編の推進ということで、中央卸売市場の再編の基準を設定するということにつきまして

お諮りをしたいということ、それから流通の規制の緩和ということでございますけれども、

そのことを受けました記載内容とすることなどにつきまして定めることとしているところ

でございます。 

 それからもう一つは、食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針のうち、卸売市

場機能高度化事業の要件を変更するということでございます。これは卸売市場の再編の推

進の一環といたしまして、地方卸売市場の統合の連携強化を推進するという観点から盛り

込むものでございます。 

 それから最後に、これは報告事項でございますけれども、食品関係業界における環境自

主行動計画のフォローアップの実施状況について事務局の方から御報告をさせていただき

たいというふうに思っているところでございます。 

 委員の皆様方におかれましては、忌憚のない御意見を賜りまして、実りのある分科会に

なることをお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございます。 

○上原分科会長 きょうは 16 時ぐらいをめどに終わりたいと思いますので、皆様方の御

協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

３．「卸売市場整備基本方針（案）」及び「食品の流通部門の 

         構造改善を図るための基本方針の変更（案）」について 

 

○上原分科会長 それでは、議事次第の３にございます「「卸売市場整備基本方針（案）」

及び「食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針の変更（案）」について」、農林水

産省大臣から諮問されておりますので、まず諮問文を朗読していただきたいと思います。 
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 よろしく。 

○山下卸売市場室長 卸売市場室長の山下でございます。 

 諮問案件２件を朗読させていただきます。資料１と資料２でございます。 

 まず、資料１でございます。 

                              16 総合第 1001 号 

平成 16 年９月 16 日 

食料・農業・農村政策審議会 

  会長 八木 宏典 殿 

農林水産大臣 亀井 善之 

卸売市場整備基本方針の策定について（諮問） 

 標記について、卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号）第４条第３項の規定に基づき、 

貴審議会の意見を求める。 

 次に資料２でございます。 

                              16 総合第 1001 号 

平成 16 年９月 16 日 

食料・農業・農村政策審議会 

  会長 八木 宏典 殿 

農林水産大臣 亀井 善之 

食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針の変更について（諮問） 

 標記について、食品流通構造改善促進法（平成３年法律第 59 号）第３条第４項の規

定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 なお、本日の諮問及び答申の手続につきましては、食料・農業・農村政策審議会議事規

則第９条第１項の規定によりまして、総合食料分科会の議決は食料・農業・農村政策審議

会の議決とみなすとされております。 

 以上でございます。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今の諮問につきまして、原案について御説明をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○山下卸売市場室長 それでは、御説明させていただきます。 

 資料はお手元にお配りしております資料３－１から資料６－２まででございます。 



 5 

 まず資料３－１によりまして、今回の卸売市場法の一部改正のポイントを御説明させて

いただきます。 

 平成 13 年３月に閣議決定されました規制改革推進３ヵ年計画におきまして、卸売市場

について総合的な検討を行う中で、卸売手数料の問題について、「平成 15 年度に結論」と

されていたところです。また、卸売市場経由率の推移のグラフをごらんいただきますとお

わかりになりますように、近年、青果物の卸売市場の経由率が７割を割るなど、市場経由

率が年々低下しており、卸売市場としてそれに対応する必要がございますし、さらに現在、

中央卸売市場が 86 ございまして、取扱金額が５兆円余りなどとなっておりますが、生鮮

食料品の流通の広域化などに即した卸売市場の適正な配置のあり方が重要となってきてお

ります。 

 こうしたことから、平成 14 年から「食品流通の効率化等に関する研究会」で検討がな

され、平成 15 年４月に「食品流通の効率化等に関する研究会」におきまして手数料を初

めとした規制の弾力化、食の安全・安心の確保への対応、市場機能の強化等について御報

告をおまとめいただいたものでございます。 

 これをさらに詳細に御説明いたしますと、卸売市場制度の見直しにつきましては、平成

12 年８月の第 11 回食品流通審議会卸売市場部会におきまして、市場競争力強化のための

総合的検討について、概ね３年の期間をかけて検討するように整理されまして、それを受

けて３つの委員会、具体的には平成 12 年から「卸売市場総合検討ワーキンググループ」、

平成 13 年から「卸売市場競争力強化総合検討委員会」、平成 14 年から「食品流通の効率

化等に関する研究会」で検討がなされ、平成 15 年４月に「食品流通の効率化等に関する

研究会」の報告がまとめられております。上原分科会長におかれましては、ワーキンググ

ループの座長、検討委員会の座長、さらには研究会の座長代理として困難な取りまとめを

していただいたわけでございます。 

 総合食料分科会には平成 13 年 11 月の第４回分科会におきまして、「卸売市場総合検討

ワーキンググループの論点整理」について、平成 14 年８月の第７回分科会におきまして、

「卸売市場競争力強化総合検討委員会の中間報告」について、平成 15 年７月の第８回の

分科会におきまして、「食品流通の効率化等に関する研究会報告書」につき、それぞれ御報

告させていただき、御議論いただいたところでございます。 

 本年６月の卸売市場法の一部改正はその食品流通の効率化等に関する研究会報告書の趣

旨に即して行われたものでございます。 
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 次に、資料３－２によりまして、今回の卸売市場法の一部改正の概要を御説明させてい

ただきたいと思います。 

 今回の法改正の趣旨は、最近における卸売市場をめぐる環境の変化にかんがみ、生産・

消費両サイドの期待にこたええられる「安全・安心」で「効率的」な流通システムへの転

換が図られるよう、卸売市場における取引規制の緩和及び適正な品質管理の推進、卸売市

場の再編の円滑化等の措置を講ずるというものでございます。 

 その法改正の概要でございますが、１つ目は、卸売市場における品質管理の高度化でご

ざいまして、品質管理が徹底した安心できる生鮮食料品流通の確保を図るため、農林水産

大臣が卸売市場整備基本方針等において品質管理の高度化のための措置を定めるとともに、

開設者が業務規程において品質管理の方法を定めることとしております。 

 ２つ目は、商物一致規制の緩和でございまして、電子情報通信技術を活用する取引方法

により、開設者の承認を受けて卸売を行うときは、市場内に現物を搬入せずに卸売を行う

ことができることとしております。 

 ３つ目は、卸売業者等の事業活動に関する規制の緩和でございまして、卸売業者等の事

業活動の自由度を向上させるために、卸売業者等が買付集荷、市場外での販売、機能・サ

ービスに見合った委託手数料の徴収を行うことを可能とするための規制の緩和等を行うと

いうものでございます。 

 ４つ目は、卸売市場の再編の促進でございまして、流通の広域化や情報化の進展を踏ま

えまして、中央卸売市場整備計画に、地域の特性・要望を十分に配慮し、市場ごとの自主

性を基本に、運営の広域化又は地方卸売市場への転換が必要な中央卸売市場の名称を位置

付けるということとしております。また、卸売市場の再編を円滑に進めるための手続規定

も整備しております。 

 ５つ目は、仲卸業者に対する財務基準の明確化でございまして、仲卸業者の業務の適正

かつ健全な運営を確保するため、開設者が業務規程で仲卸業者の財務基準を定め、これに

基づき経営の改善を図るということとしております。 

 ６つ目は、取引情報公表の充実でございまして、卸売業者が行う取引情報の公表につい

て、より透明性の高い市場取引を確保する観点から、せり・相対取引等の区分ごとの販売

予定数量を公表する等、公表内容の充実を図ることとしております。 

 改正法は平成 16 年６月９日に公布、施行されておりますが、委託手数料に関する規定

につきましては、平成 21 年４月１日から施行することとしております。 
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 次に、資料３－３は卸売市場制度の見直しの内容を対応すべき課題ごとに、改正前と改

正後という形で整理したものでございます。後ほどお目通しいただければと存じます。 

 以上が法改正の概要でございます。 

 次に資料４－１によりまして、第８次卸売市場整備基本方針案のポイントについて御説

明させていただきます。 

 先ほど御説明いたしました今回の法改正の３つの柱でありますところの「食の安全・安

心への対応」、「卸売市場の再編」、「最適流通の実現」に対応いたしまして、第８次基本方

針の中に品質管理の高度化に関する事項、卸売市場の再編基準の設定、取引規制の緩和に

よる最適な物流の実現などについて記載するというものでございます。 

 その概要につきましては、資料４－２の方を使って御説明させていただきたいと思いま

す。資料４－２をごらんいただきたいと思います。 

 卸売市場法におきましては、農林水産大臣は卸売市場の整備を図るための基本方針を定

めて公表することとされております。基本方針は、現行の卸売市場法が制定されました昭

和 46 年から概ね５年ごとに定められておりまして、現行の基本方針は平成 13 年に定めら

れました第７次基本方針でございます。その５年後となりますと、平成 18 年でございま

すが、６月の卸売市場法の一部改正を踏まえまして、改正後の卸売市場法に基づきまして、

第８次の卸売市場整備基本方針を策定しようというものでございます。 

 第８次基本方針案におきましては、まず、今回の法改正により、食の安全・安心への対

応として、基本方針の記載事項に品質管理の高度化が位置付けられたことを受けまして、

温度管理による生鮮食料品の鮮度保持や品質管理責任者の設置など、卸売市場における品

質管理の一般原則でありますとか、卸売場にトラックを進入させない荷下ろし体制の整備

など、市場内の荷受け、卸売、仲卸、配送の各段階の業務ごとの品質管理の重要事項、さ

らには通い容器の利用に当たっての洗浄・殺菌の徹底など、生鮮食料品等の品目ごとの品

質管理の重要事項について規定するということとしております。 

 また、卸売市場の再編に関しましては、今回の法改正により、卸売市場整備基本方針の

記載事項に「中央卸売市場の再編を考慮する」とされたことを受けまして、中央卸売市場

の再編を行う場合の基準を設定しております。具体的には、卸売市場の再編の指標として、

「取扱数量が開設区域の需要量未満であること」、「取扱数量が一定規模未満であること」、

「取扱数量が直近で３年連続減少し、かつ過去３年間で著しく減少していること」、「市場

特別会計に対する一般会計からの繰出金が３年連続して総務省の基準を超過しているか、
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または主たる卸売業者が３年連続して経営改善命令の基準に該当していること」という４

つの指標のうち、３つ以上に該当する場合には、中央卸売市場としての機能が必ずしも十

分果たされていないと考えられますことから、再編に取り組んでいただくということとし

ております。再編の内容といたしましては、市場運営の広域化でありますとか、地方卸売

市場への転換、他の卸売市場との連携・統合などを御検討いただくということとしており

ます。 

 さらに、今回の法改正による卸売市場の取引規制の緩和等を受けまして、現行の基本方

針におきまして、取引規制などについて記述しております部分につきましては、改正後の

卸売市場法に基づく記述に基づいて修正が必要となるわけでございます。具体的には、委

託集荷原則の廃止、商物一致原則の緩和を活用して、卸・仲卸業者が連携した卸売市場型

のサプライ・チェーン・マネジメント（商品供給最適管理）の確立とか、売買取引の方法

等を審議する市場取引委員会の機能強化、市場間の連携等による集荷力の向上などついて

記述するというものでございます。 

 次に今後のスケジュールでございますが、中央卸売市場の具体的な整備計画であります

中央卸売市場整備計画はこの卸売市場整備基本方針に則して定められることとされており

まして、今年度中を目途に改正卸売市場法に基づく中央卸売市場整備計画を策定し、改正

卸売市場法を平成 17 年度初めごろから実質的に施行するためには、その整備計画策定の

ための相応の準備期間が必要となるわけでございます。また、第８次基本方針の一部には、

平成 16 年度の税制改正措置の実施の前提となっている部分がありますことから、速やか

に基本方針を定めることが望ましいと考えられます。したがいまして、基本方針案につき

ましては、本日の総合食料分科会におきまして御了承いただけました場合には、その決定

の事務手続を進めさせていただき、その後は第８次の基本方針に基づきまして、各地方公

共団体におきまして、中央卸売市場の整備について御検討いただき、それらを踏まえて作

成した中央卸売市場整備計画案を、来年３月を目途に総合食料分科会にお諮りしたいと考

えております。 

 また、第８次基本方針では、現行の「食料・農業・農村基本計画」の需要量見通しをも

とに、市場を開場する場合の目標取扱数量を設定しておりますが、「食料・農業・農村基本

計画」につきましては、来年３月までに見直しがなされる予定となっておるところでござ

いまして、その際、需要量の見通しの数値も見直されますことから、その数値の変更の度

合いによりましては、この目標年度における取扱数量の数値も見直しをする可能性がござ
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いますため、仮に取扱数量の数値を見直す場合には、基本方針の変更についてあわせて総

合食料分科会にお諮りする見込みでございます。 

 次に、資料５によりまして、第８次卸売市場整備基本方針の具体的な内容を御説明させ

ていただきたいと思います。 

 まず資料５の左側は第８次卸売市場整備基本方針（案）でございます。その第１は「基

本的な考え方」でございまして、１つ目の段落では、卸売市場の全国的な配置が進展した

こと、２つ目の段落では、流通の広域化とか、食の安全・安心に対する関心の高まりなど、

市場をめぐる情勢の変化について記述しております。３つ目の段落は、そういった情勢の

変化に即して卸売市場法を改正したことについて記述しておりまして、４つ目の段落にお

きまして、今後の卸売市場につきまして、品質管理の高度化等の機能強化、既設の中核的

な中央卸売市場の再整備、地方の卸売市場における連携した集荷販売活動の促進、情報技

術の活用の促進といったことを基本として、整備及びその運営を行うということを記述し

ておるものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、２ページの第２は「卸売市場の適正な配置の目標」でご

ざいます。１の中央卸売市場の（１）では、各取扱品目につきまして、すでに全国に配置

がなされていることや、今回の基本方針におきまして、再編基準を設けて、中央卸売市場

としての機能が低下したものに対して再編を求めるということとしておりますことから、

既設の中央卸売市場の開設者が新たな部類の市場を開場する場合を除き、新設を行わない

ということとしておるところでございます。ただ、市場を開場する場合の基準となります

目標年度におきます取扱数量の数値は、青果物につきまして、取扱数量が６万 5,000 トン

以上とするなど、現行と同じ水準を設定しておるところでございます。これは、従来は目

標年度までの期間を 10 年間としておりましたが、卸売市場を取り巻く状況は急激に変化

しておりまして、目標年度までの期間を短くした方が目標が過大なものとならず、的確な

目標を設定できるというふうに考えられますこと、また他の公共施設の整備計画におきま

しても、例えば社会資本の整備重点計画では７年から５年間へとその計画期間が短縮され

ておりますこと、さらに平成 15 年 11 月に会計検査院から目標取扱量を過大に見積もるな

どしていて、必要規模を上回る施設の整備がなされているものが見られるという趣旨の御

指摘を受けておりまして、この御指摘を考えましても、目標年度までの期間を短くする方

が望ましいと考えられますことから、今回の基本方針におきましては、期間を短縮するこ

ととしております。 
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 今回は、法改正を踏まえまして、基本方針を１年余り前倒して定めるわけでございます

が、第７次基本方針の目標年度が現行の「食料・農業・農村基本計画」の需要量見通しに

基づいて平成 22 年度となっておりますことから、第８次の基本方針につきましても、そ

れをそのまま用いるということとしておりまして、目標年度を同じく平成 22 年度として

おるところでございます。したがいまして、市場を開場する場合の基準となります目標年

度における取扱数量の数値も現行と同じものを設定しているわけでございます。 

 なお、先ほども御説明いたしましたけれども、「食料・農業・農村基本計画」につきまし

ては、来年３月までに見直しがなされる予定となっておりまして、その際、需要量の見通

しの数値も見直されますことから、その数値の変更の度合いによりましては、この目標年

度における取扱数量の数値も見直しをする可能性がございます。 

 次に（２）でございますが、中央卸売市場の再編を行う場合の基準を記載しております。

具体的には、卸売市場の再編の指標として４つ掲げておりまして、そのうち３つ以上に該

当する場合には中央卸売市場としての機能が必ずしも十分に発揮されていないと考えられ

ますことから、中央卸売市場の再編に取り組んでいただくということとしております。 

 ３ページをごらんいただきますと４つの指標を掲げておりまして、その１つ目は①にご

ざいますように、それぞれの地域に影響する価格形成機能を有しているか否かという観点

から、当該中央卸売市場における取扱数量が開設区域内における需要量未満であることと

いう基準を設定しております。 

 ２つ目は、全国的な視点で見た中央卸売市場としての望ましい規模に達しているか否か

という観点から、②にございますように、当該中央卸売市場における取扱数量が、青果物

にあっては６万 5,000 トン未満、水産物にあっては３万 5,000 トン未満、花きにあっては

6,000 万本相当未満であることと設定しております。これらの数値は基本方針におきます

市場を開場する場合の部類ごとの目標年度における取扱数量と同じ数値でございます。 

 ３つ目の指標は市場流通における社会的、経済的地位が維持されているか否かという観

点から、③にございますように、当該中央卸売市場における取扱数量が直近で３年連続し

て減少し、かつ３年前を基準とする取扱数量の減少率が青果物にあっては 9.9％以上、水

産物にあっては 15.7％以上、食肉にあっては 10.5％以上、花きにあっては 7.4％以上とし

ております。これらの数値はそれぞれの部類ごとの平均の増減率から標準偏差を引いた数

字でございます。 

 ４つ目の指標は、市場の運営や卸売業者の経営に係る健全性、安定性が確保されている
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か否かという観点から、④にございますように、当該中央卸売市場における市場特別会計

に対する一般会計からの繰出金が直近で３年連続して総務省の定める繰出しの基準を超え

ているか、または当該中央卸売市場における当該取扱品目の部類に係る取扱数量の過半を

占める卸売業者が直近で３年連続して卸売市場法 51 条２項各号のいずれかに該当し、経

営改善措置命令を出すことができる状態であるということを指標として設定しております。 

 再編の基準に該当する市場の開設者には（３）の２行目の後半に記載しておりますよう

に、早期に具体的に取組内容及び実施時期を決定していただくということとなるわけでご

ざいますが、下から２行目の（３）のただし書きにありますように、島しょにある中央卸

売市場や周辺の中央卸売市場において取り扱っていない品目の部類を取り扱っている中央

卸売市場、こういったものにつきましては、地理的な隔たりが非常に大きく、他の卸売市

場との統合や連携が非常に困難であること、またそのような市場について仮に閉場すると

した場合、相当な混乱も予想され、また指標性のある価格形成などがなされなくなり、生

鮮食料品の円滑な生産、流通に支障を来す恐れがあると考えられますことから、国として

再編を求めることはいたしませんが、中央卸売市場としての機能が低下している状態にあ

ることを明らかにすることで、当該市場が自主的に改善に取り組み、機能を回復するよう

努力されることを期待するものでございます。 

 また４ページの２行目にございますように、食肉市場につきましても、中央卸売市場で

あるとともに、と畜場でもあること、開設数が全国 10 箇所と少ないこと、全国の大都市

にバランスよく開場されているといったことから、国として再編を求めることはいたしま

せんが、中央卸売市場としての機能が低下している状態にあることを明らかにすることで、

当該市場が自主的に改善に取り組み、機能を回復されるということを期待するものでござ

います。 

 市場の再編の方策といたしましては、１つ目は市場運営の広域化であり、都道府県など

より広域の開設者へ地位の承継をすることでございます。２つ目は、地方卸売市場への転

換、３つ目は他の卸売市場との統合による市場機能の集約、４つ目は集荷・販売面におけ

る他の卸売市場との連携、５つ目は市場の廃止その他市場流通の効率化でございます。 

 次に、（４）につきましては用語を整理いたしましたほか、第７次の基本方針の（３）の

部分にございました最後の方の「また」以下の部分、「花き部の計画的な設置」についての

記述を削除しておるところでございます。これは花き市場につきましては、すでに相当数

配置されておりますこと、また今回の基本方針におきまして、中央卸売市場としての機能
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の低下したものの再編を求めていること、そういった事情を考慮して削除するものでござ

います。 

 （５）につきましては、政府全体の方針としてＰＦＩ事業の活用を推進しておりますこ

とから、ＰＦＩ事業の活用についての記述を追加したものでございます。 

 次に５ページをごらんいただきますと、２として中央卸売市場等についての記述でござ

います。（１）は地方卸売市場におきましても、地方卸売市場の適正な配置を実現するため、

都道府県卸売市場整備計画におきまして、必要に応じて地域における集荷力の強化を図る

上での拠点となる地方卸売市場で、他の地方卸売市場との統合、または他の卸売市場との

連携した集荷・販売活動を行う措置を講ずるもの、これを地域拠点市場と呼びますが、そ

れについて定めいただくということとしております。 

 （２）は、その場合の地域拠点市場の目標年度における取扱数量でございまして、青果

物につきまして１万 5,000 トン以上、水産物 7,000 トン以上、花き 2,000 万本相当以上と

しております。これらの数値は各都道府県の７次の卸売市場整備計画におきまして、存置

または存置整備とされた中央卸売市場の取扱数量の平均値をベースといたしまして、平成

13 年度実績に基づく営業利益率に対する分析などを行いました結果、現行の水準に対し、

青果物では 1.5 倍、水産物では 1.4 倍、花きでは２倍以上の地方卸売市場におきまして、

取扱数量も比較的安定し、健全な経営が行われていたということから設定した数字でござ

います。 

 （３）は中核的地方卸売市場に係る固定資産税の軽減措置に関するものでございますの

で、ここで資料６－１をごらんいただきたいと思います。この資料の下の方に絵が描いて

ございますが、現行のところをごらんいただきますと、取扱金額 100 億円以上、または卸

売場面積 5,000 ㎡以上の中核的地方卸売市場につきまして、他の卸売市場と連携して市場

の機能高度化に取り組む場合に当該市場に係る固定資産税の軽減措置がございますが、平

成 16 年度の税制改正によりまして、拡充のところにございますように、それよりも小さ

な規模の、取扱金額が 50 億円以上、または卸売場面積 3,000 ㎡以上の拠点となる地方卸

売市場が連携する他の卸売市場と卸売市場法の認定を受けて合併し、合併後の地方卸売市

場の規模が中核的卸売市場と同等となる場合につきましても、新たに固定資産税の軽減措

置が認められましたことから、この固定資産税の軽減措置を受けるのに必要な農林水産大

臣の認定の要件を基本方針の中に記載するというものでございます。 

 その具体的な要件が資料５の５ページにございます（３）に記載されております内容で
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ございまして、その（３）の③に、「当該統合に係る地方卸売市場が食品流通構造改善促進

法第４条第２項の規定により、同法２条第３項第２号に規定する卸売市場機能高度化事業

に係る構造改善計画の認定を受けていること」ということで、これも要件にされておりま

すことから、現在、この事業ができるのは、取扱金額 100 億円以上または卸売場面積 5,000

㎡以上の中核的地方卸売市場とされておりますことから、この税制改正措置に関連して取

扱金額が 50 億円以上または卸売場面積 3,000 ㎡以上の地方拠点市場の開設者が構造改善

計画の認定を受けられるように、後ほど御説明いたします食品の流通部門の構造改善を図

るための基本方針の変更も必要となってくるというわけでございます。 

 次に７ページをごらんいただきたいと存じます。第３の１のところに「立地に関する事

項」が整理されております。ここでは流通の広域化とか交通混雑などを勘案して、円滑か

つ安定的な業務運営が確保されるよう十分な見通しを踏まえて行うことについて記述して

おるところでございます。 

 同じページの２の「施設の種類に関する事項」につきましては、「食の安全・安心に対す

る要請の高まり」という記述に修正しておるところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、８ページの４につきましては、施設の構造に関する事項

も含めて品質管理の向上や市場流通コストの削減に向けて留意することについて記述いた

しますとともに、ＰＦＩ事業の活用などにより、市場使用料の抑制等市場流通コストの低

減に努めるものとするということを記述しておるところでございます。 

 次に９ページの（２）でございますが、これは食の安全・安心に対する要請の高まりを

踏まえまして、第７次の基本方針の（３）の部分にありました内容に品質管理の高度化に

資する施設などについての記述を追加しておるものでございます。 

 （３）は第７次方針の（４）の場内流通システムの開発導入などを場内搬送経路の最適

化としてまとめて記述いたしますとともに、車両誘導の効率化についての記述を追加して

おるものでございます。 

 （４）はトレーサビリティシステムの確立などについて新たに記述を追加したものでご

ざいます。 

 （５）は第７次の方針案にございました情報通信技術についての記述に生鮮ＥＤＩ標準

や電子タグなどについての記述を追加したものでございます。 

 次に 10 ページをごらんいただきますと、（８）は施設の構造につきまして、基本方針に

細かく規定することはせずに、「流通事情の変化に柔軟に対応できる構造とする」というふ
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うに記述を修正したものでございます。 

 １枚めくっていただきまして第４でございます。これは従来の記述に今回の法改正によ

りまして取引規制が緩和されたことなどに基づいて必要な修正を加えますとともに、物品

の品質管理の高度化に関する基本的事項を追加しているものでございます。 

 １は取引の合理化に関する事項として、今回の法改正を踏まえて、２つ目の段落の中ほ

どに記載しておりますが、流通コストの削減や実需者のニーズに的確に対応することを通

じた卸売市場の取引の活性化が図られるよう留意するということとしております。 

 （１）では、従来の合理的な売買取引の方法の設定についての記述に加えまして、最後

の方の行にございますように、「必要に応じて見直しを行うこと」ということを追加してお

ります。 

 （２）では、今回の法改正によります買付集荷の自由化や商物一致原則の例外措置の拡

充に関する記述を入れ込んだものでございます。 

 １枚めくっていただきまして 12 ページの（３）、これは市場間連携や新商品開発の場合

の第三者販売や直荷引きの規制の弾力化に関する記述を入れて新規に書き込んだものでご

ざいます。 

 （４）は市場外での販売行為規制の緩和に関する記述を新たに入れたものでございます。 

 次に（６）は、従来の原産地表示の記述に加えまして、トレーサビリティシステムの確

立についての記述を入れたものでございます。 

 １枚めくっていただきまして（７）でございますが、これは３行目のところにございま

すように、取引条件の明確化、書面化の促進などによる卸売市場における適正な取引環境

の形成についての記述を追加したものでございます。 

 ２につきましては、（２）に今回の法改正の趣旨を踏まえて、電子商取引の記述を追加し

ておるところでございます。３につきましては、今回の法改正の趣旨を踏まえ、物品の品

質管理の高度化に関する事項を新たに追加したものでございまして、14 ページと 15 ペー

ジに荷受け段階、卸売段階、仲卸段階、配送段階、その他につきまして、品質管理の高度

化に関する事項を記述しております。 

 次に 16 ページをごらんいただきますと、第５、これは卸売業者及び仲卸業者の経営の

近代化の目標でございまして、卸売市場法第 73 条に基づく登録免許税の特例措置を受け

るための農林水産大臣の認定の要件となるものでございます。中央卸売市場及び地方卸売

市場の青果物卸売業者、水産物卸売業者、花き卸売業者につきまして、従業員１人当たり
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の取扱金額の水準をお示ししております。これらは従来と同様の計算方式によりまして算

出しておるものに、17 ページの１行目にございますように、経営コストを低減し、取引の

規模の拡大を図る観点から、従業員数の２割削減に相当する流通コスト削減効果を考慮し

て数字を設定しておるというものでございます。 

 （２）につきましては、経営多角化による経営改善を図るということを新たに追加して

おります。 

 （５）は集荷販売力の強化と商品開発能力の向上についての記述を充実させたものでご

ざいます。 

 （６）は平成 21 年４月からの卸売手数料の弾力化に円滑に移行できるよう、サービス

の充実や経営体質の強化に努めることについて、新たに記述したものでございます。 

 １枚めくっていただきまして 18 ページの２、仲卸業者についての記述でございますが、

これも仲卸業者の経営の近代化の目標でございまして、卸売市場法第 73 条に基づく登録

免許税の特例措置を受けるための農林水産大臣の認定要件でございます。これも従来と同

じような計算方式によりまして数字を設定したわけでございますが、その注釈にございま

すように、今回は経営コストを低減し、取引の規模の拡大を図る観点から、従業員数の２

割削減に相当する流通コスト削減効果を考慮して算出しておるところでございます。 

 地方卸売市場の仲卸業者につきましては、これにつきましては１業者当たりの取扱金額

と、従業員１人当たりの金額、これの関係を調べてみたわけでございますが、これが必ず

しも相関しないという事情がありましたことから、中央卸売市場の仲卸業者のような従来

の方法が使えないことから、従業員１人当たりの取扱金額の全国平均値をベースに経営コ

ストを低減し、取引の規模の拡大を図る観点から、従業員数の２割削減に相当する流通コ

スト削減効果を考慮して算出するという形で出しているものでございます。 

 次に、（２）は今回の法改正により、仲卸業者の財務基準とそれに基づく早期改善措置に

ついての規定が整備されましたことから、それについての記述を追加しているものでござ

います。 

 １枚めくっていただきまして、19 ページの（３）は第７次の方針の（２）の前段の記述

に、第７次基本方針の（４）の市場の休業日の記述を取り込んで整理したというものでご

ざいます。 

 （４）は、第７次基本方針の（２）の後段の大型ユーザーとの対等な取引関係の構築に

関する記述を（４）に独立して記述いたしますとともに、生産者との連携強化による新た
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な国内産の農林水産物の需要の開拓に努めることについて追加したものでございます。 

 次に１枚めくっていただきまして、20 ページの６でございます。これは最近の食育に関

する関心の高まりに即応いたしまして、６の記述に学校教育のための市場見学会、消費者

を対象とした表示に関する講習会や料理教室等について具体的な例を記述したものでござ

います。 

 １枚めくっていただきまして 21 ページでございます。別記２に「卸売市場施設規模策

定基準」がございますが、これにつきまして、平成 15 年 11 月に会計検査院から卸売市場

の施設整備に当たりまして、「施設の必要規模の算定基準等を見直して、今後、必要性が確

実に見込まれる施設、または現に必要な施設を整備するとともに、中央卸売市場の適切な

配置についても検討を十分に行うように制度を改善し、その効率的、効果的な実施を図る

こと」という指摘を受けたことを踏まえまして、１のところにございます売場施設の必要

規模の算定基準等を見直しまして、過去の取扱数量等をもとに、目標年度における１日当

たりの市場流通の規模を推定するということとしたものでございます。その他の記述の変

更は用語を整理したものでございます。 

 それでは、引き続き、「食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針」の変更案につ

いて御説明させていただきます。 

 先ほども資料６－１によって概要を御説明いたしましたが、今回は資料６－２によりま

して、その変更案の内容を御説明させていただきます。 

 「食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針」、第２「構造改善事業の実施に関す

る基本的な事項」の２に「卸売市場機能高度化事業」が記載されております。それの（２）

の「第２号の事業」のイの「内容」の、さらにその下の（ア）でございます。現行の基本

方針では卸売市場機能高度化事業を実施できる地方卸売市場の開設者の要件として、ａに

ございますように、取扱金額が 100 億円以上、または卸売場面積が 5,000 ㎡以上などと規

定しておりまして、このような中核的地方卸売市場が他の卸売市場と連携して市場の機能

高度化に取り組む場合に固定資産税の軽減措置があるわけでございます。この税制の特例

措置につきまして、16 年度の税制改正におきまして、取扱金額が 50 億円以上、または卸

売場面積 3,000 ㎡以上の地域拠点市場の開設者も、他の卸売市場と連携して市場の機能高

度化に取り組む場合には固定資産税の軽減措置を受けられることとなりましたことから、

この機能高度化事業を実施することが要件とされておるという事情によりまして、これら

の地方拠点市場の開設者がこの機能高度化事業を実施できるように、その要件を取扱金額
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が 50 億円以上または卸売場面積 3,000 ㎡以上あることということに変更するものでござ

います。それに関連して、「中核的卸売市場」という用語を「地域拠点市場」に修正すると

いうものでございます。 

 以上でございます。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 本日の審議会は第８次卸売市場の基本方針についての御意見を求める場でございます。

この基本方針というのは当然のことながら、今回の法改正を踏まえております。というこ

とは、法改正の内容はすでにあらかじめ決まっておりますので、そこに言及するのではな

く、それを前提とした前向きの議論を展開していただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 今の案について、活発な御意見をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろし

くお願いします。 

 消費者側の意見が一番重要ですので、飛田委員、もし何かありましたらお願いしたいと

思います。 

○飛田臨時委員 突然の御指名で大変びっくりいたしましたのですが、上原先生を初めと

して皆様方が大変御苦労をなされて新たな方針をお決めいただいて、そういう意味では以

前にも議論の対象になっていたことが中に盛り込まれてきているとお話を伺いながら思っ

ておりました。それで、一口に言って、現状に見合った形に弾力的にということであると

理解しておりますけれども、この中で、例えばこれは食の、特に安全とか安心に関わる分

野で相当細かく具体的なことを書かれておられるわけですけれども、資料５の 14 ページ

などを拝見いたしますと、ここで、特に食肉にあっては公衆衛生上講ずべき措置というこ

とで規定されておりますのですが、昨今、と畜時における、特に牛に関しましては、と畜

方法がまだなかなか旧態依然としている面があって、改善の余地があるのではないかとい

うことが言われておりますけれども、その辺のところは、この文言の中でどのように読み

取ったらよろしいのでしょうか。ここでＨＡＣＣＰのことなども入れていただいているの

ですが、と畜方法等の改善策についての具体的な内容がございましたら、それをお聞かせ

いただきたいと思います。 

 それからあと、同じページにトラックのアイドリングの禁止、荷下ろし体制のことなど

も書かれているわけですけれども、こういう側面の問題というのを考えますと、ライフ・

サイクル・アセスメント的な視点で、その市場が全体的に見て環境問題についてどのよう
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に取り組んでいるかという評価を行っていくことも必要ではないかと、このあたりを拝見

しながら思いました。 

 また、昨今、定時に納入するためにトラックが大変無理をして全国を駆けめぐっていて、

ドライバーが十分な休息がとれないというような問題が指摘されております。それが事故

の引き金になっている場合もありますし、またその背景には、例えば有力な、この中にも

ございましたけれども、不公正な取引になるような優越的地位の乱用的なものがその背後

にあるということも一部では実態としてあるようでございまして、そういう面は卸売市場

の活性化にマイナスになってくるものでございますので、そういうことなどもこの基本方

針の中で少し述べられていると思いますけれども、御留意いただければと思いながら拝聴

しておりました。 

 それから、食のイベント等に対する配慮、具体的な書き込みをしていただきまして、こ

れから先の開かれた市場というものの展望が示されていると思います。 

 済みません、先ほどの大型ユーザーとの取引関係というのは 19 ページ目に出ていると

思われますけれども、これはやはり大変重要な側面を持っていると思いますので、ここに

盛り込まれていることの実現を図っていく必要があると思いますので、きめ細かな対応が

望まれるところだと思っております。 

 それから、トレーサビリティ等、新しいＩＴ等を導入して、商品情報をより的確に表示

に反映させるということや、安全の取り組みを推進するということなどがうたわれており

まして、これは時代の流れとともに、私どもも大変期待するところでございますが、一方

では最終的なコンタミネーションというのでしょうか、そのあたりの混ざってしまうこと

や表示の適正化に反するような対応が許されるような状況ができるだけ取り除かれるよう

に、せっかく導入するのですから、導入する場合にあってはそういった問題ができるだけ

低減される、また起こらないような配慮とコストに対する配慮、ですから、これも重点的

な導入ということが恐らく求められてくると思いますし、全体の流れの中での相互の協力

関係が恐らく必要になってくるのではないかと思っておりました。 

 それから、コールド・チェーン・システム等、先ほど環境問題ではライフ・サイクル・

アセスメントの視点をお話し申し上げたのですけれども、全体的にはＩＳＯ規格とかＨＡ

ＣＣＰ等、具体的な基準のあるものをうまく導入できれば、それが完全なる形ではなくて

も、ポイント、ポイントでそれに類似した手法が導入されるような柔軟な対応が望まれる

と思いながら伺っておりました。 
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 長くなりましたので、とりあえずここまでにさせていただきます。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 これに関連して、事務局の方からお願いします。 

○齊藤流通課長 どうもありがとうございました。 

 飛田先生の方からの御指摘の点、最初は今回の改定の新規軸とあります市場流通におけ

る食の安全・安心の確保に関してでございます。大正 12 年に中央卸売市場法ができまし

て 80 年たっております。この法律は基本的には規制法ということもあり、食の安全・安

心に対するいわば「物差し」というものがなかったのですけれども、今回、ＢＳＥの経緯

も踏まえまして、さらに国民の食の安全・安心に対する関心が非常に高くなってきたこと

にも対応した次第です。やはり 21 世紀においても食品、特に生鮮食料の基幹的流通チャ

ネルであるだろうということもありまして、この分野で卸売市場も果敢なる対応が不可欠

であろうというような観点に立ちまして、今回の法改正の中で卸売市場整備の基本方針、

この中に品質管理の高度化に関する事項というものをきちんと位置付けたということでご

ざいます。 

 この措置とあわせて、市場整備事業自体におきましても、ＨＡＣＣＰ的な管理が可能な

品質施設につき、低温化であるとか外気遮断であるとか、そういう整備を進めるというこ

とにしておりまして、特に、食肉とか魚ついては、これを義務化していこうというような

ことで、品質管理の高度化に積極的にチャレンジしていただこうと考えております。いわ

ば、食品衛生法がルールの最低限の守るべき基準といいますか、義務というようなルール

であれば、今回のルールは品質管理の徹底、市場チャンネルが食の安全・安心面で積極的

なチャレンジを示すポジティブなルールとなることを期待しているころでございます。 

 なお、具体的な基準のあり方につきましては、書き出したらちょっと切りがないもので

ございまして、基本方針でございますから方向性が書いてあるわけでございまして、具体

的な基準などについては卸売市場の具体的なルールを決める業務規定に基づいて決まって

いくことになります。その中で、今回の基本方針等に従い、そういう具体的な必要性、肉

も、魚等、それぞれ業種、業態によって特色がありますし、加えてそれぞれ地域の実態も

踏まえてもらって業務規定等で具体的に記述していただくというような形になると思いま

す。それをまた検証していくというふうな形で、国と地方公共団体、業界が調整をするこ

とになると思っております。 

 トラック関係のアセスメントの評価等も非常に大事な概念で、そういうこともまた必要
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に応じて検討されることになると思います。 

 あとはバイングパワー問題です。今のトラックの搬入関係もありますが、定時納入関係

とか、いろいろな納品条件で納入期間とか、あるいは人材の派遣であるとかのいわゆるバ

イングパワー問題に関し、御指摘のようなことがございます。当方としても、公正取引委

員会と協力しておりまして、平成３年に取引に関するガイドラインが出ましたけれども、

それに基づきまして取り組みに関し、連携強化しておりますが、とりわけ、今回の法改正

の中で各方面からこの点に関する御指摘がございましたので、公正取引委員会の担当部局

と調整しまして相互に連携していこうということで、市場取引に関する「取引１１０番」

というものを設けておりますので、ここを通じて、必要な問題等に対応していきたいと考

えております。 

 なお、卸売市場に関しましては今回初めてでございますけれども、先ほど言及がござい

ました 19 ページの大型ユーザーとの関係に、「対等な取引関係の構築」という規定を初め

て入れさせていただきました。これはやはりこういうことを踏まえたものでございまして、

特に取引の明示的な契約をはっきりさせるということが大事だということなど業界とも話

し合っているところでございます。 

 あと 20 ページにあります食育問題も、今回初めて記述させていただきましたが、やは

り中間流通として、日本の卸売市場は非常にユニークな中間流通になっておりますけれど

も、流通の大宗は市場流通が担っているわけでございますから、食育という場合、卸市場

の役割というのは非常に大きいのではないかと思い至りまして、今回、食育の観点の記述

も記載させていただいたわけでございます。 

 あと、トレーサビリティ等の導入に当たっての大型量販店との相互の協力関係等でござ

いますが、これも非常に重要な観点でございまして、それぞれが大型店のバイングパワー

といいますか、こうした背景で独自のトレーサビリティだけどんどん進んでいきますと、

それぞれ個別のトレーサビリティがたくさんできてしまって、国民経済的には非常に問題

となるという事態も想定されます。このため公共インフラとしてのあり方等、トレーサビ

リティの公共的側面も踏まえましてこれらは調整しながら、消費安全局等とも相談しなが

ら、このトレーサビリティの普及というのは積極的に進めていきたいというふうに考えて

おります。 

 ひとまず以上でございます。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 
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 ほかにどうぞ、御意見等がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 長谷川委員、お願いします。 

○長谷川委員 幾つかあるのですけれども、今、流通課長のお話の中で、基幹的な流通チ

ャネルであるというお話だったのですけれども、数字だけ見ていますとかなり下がってき

ておりますね。前向きな意見をというお話だったので、それはそれ以上申し上げませんけ

れども、やはり今、お話にありましたトレーサビリティですとかサプライ・チェーン・マ

ネジメント・システムというところで消費者の関心というのは非常に高いと思うのですね。

それで、トレーサビリティにつきましては、多分 12 ページあたりに「確立に努める」と

いう表現になっているのですけれども、これでいいのかなというのがちょっと思うところ

なのですね。聞いたところによりますと、市場の中での取引の中でトレーサビリティをや

るのは難しい側面もあるというふうに伺っております。そういうことで、「確立に努める」

で言いますと、今お話の中にありましたようにほかのトレーサビリティシステムがどんど

ん先に行ってしまって、インフラ整備ということにはなかなか行かない可能性もある。そ

うすると、ますます市場の通過するものが少なくなっていくという可能性もありますので、

そのあたりはもう少し積極的に取り上げていただきたいなというふうに思います。 

 それから、サプライ・チェーン・マネジメント・システムにつきましても、ここで言う

と効率化というふうなとらえ方をしていらっしゃるのですけれども、それだけではなくて、

環境側面もあると思うのですね。ですので、そのあたりも含めた取り組みにしていただけ

ると、消費者の評価も高くなっていくのではないかと思います。 

 それから、１点ちょっと御質問も含まれるのですけれども、よくわかっていなくて申し

わけないのですが、市場取引委員会というのがございますね。これには消費者参加がない

のかなというのが、どこにでも消費者を参加させよとは言いませんけれども、もしかした

らあってもいいのかな、御検討いただければというふうに思います。 

 以上です。 

○上原分科会長 はい。 

 いかがでしょうか。 

○齊藤流通課長 ありがとうございました。 

 まず基幹的流通ということでございます。確かに例えば青果の場合、８割から７割へと

トレンドとしては下がっているのですが、世界的に絶対水準を見れば、これはほかの食文

化の国、フランスとかイタリアとかスペインにつきましては大体５割ぐらいでございまし
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て、日本は非常に高い市場シェアを維持しているというような状況にあります。それ以外

の例えばアメリカとかイギリスなどは３割を大きく割っているところでございまして、そ

ういう意味では、世界でもトップクラスの水準にございます。これはやはり 20 世紀にお

いて生産サイド、あるいは消費サイドといいますか、小売サイドも含めて卸売市場の関係

者にいろいろな努力なり貢献をしてきた結果であると思います。ただ、やはり先ほども室

長から説明がございましたように、取引が非常に規制的な取引でございまして、これは 80

年間、大きなフレームは変わりませんでした。11 年に「せり・相対」のフレームなど少し

変わりましたけれども、やはり大きな抜本的な見直しということでは、今回が初めてであ

りまして買付、集荷の自由化から始まりまして、商物一致の見直し、市場の再編など大き

な転換をしたわけでございます。ビジネスとしては可能な限り最大限できるようになる一

方で、公共インフラの側面を踏まえた上で、先ほどサプライ・チェーンというお話もあり

ましたけれども、サプライ・チェーン・システムは非常に組みやすいシステムへの転換が

なされたというわけではあります。 

 ただ、御指摘のような、むしろ市場のシェアが落ちてきたのではないかという懸念に対

しては、我々も同じ課題、問題意識を持っておりますので、今後とも今回の法改正でどこ

まで対応できるのかというのを見極めるとともに、今後とも市場流通のあり方については

検討、フォローしていきたいと考えております。 

 あとトレーサビリティにつきまして、市場がかなりおくれているのではないか、市場の

ところで情報が消えてしまうのではないかという御指摘等ございます。これも業界等とも

話し合いを継続しておりますけれども、やはり市場自体が非常にオープンシステムである

ことによる特性があります。取引がほかのクローズした取引、例えば産直であるとか、あ

るいはメーカーの加工食品流通のようにメーカーと量販店がダイレクトに結びついている

場合などは事前に流通チャンネルが決まっている、契約が決まっているわけですが、市場

はこれとは違いまして、取引が価格形成の後で決まっている、事後的に決まるということ

でなかなかオープンシステムの場合の独持の難しさというものがあります。それを克服す

るために、これまで総合食料局では生鮮ＥＤＩシステムというものを関係者と相談しまし

て、上原先生にも入っていただいて進めてきております。これまでの成果として商流につ

いてはこのＥＤＩで生産から流通、卸売市場を通しても十分物がつながるような形になっ

ておりますが、やはりトレーサビリティといいますと、その商流だけではなくて物流も含

めて変わってきますので、現在、来年度予算に向けていろいろなＩＴの汎用技術というの
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がＩＣタグも含めて出ておりますので、消費安全局と連携して、ユビキタス技術といいま

すか、安全・安心のシステムをつくるときに卸売市場だけがネックにならないような物流

のシステムを構築していく方向で対応しております。また成果はいずれこの場でも報告で

きるのではないかと考えております。 

 あとサプライ・チェーンについて、単なるではだめだ。環境といいますか、いわゆる循

環流通の話だと思いますけれども、表の流通と、それをグルッと回ってもう一度再利用す

るということも実に重要だとされるご指摘です。現在、一部のスーパー、コンビニも一度

使った弁当の残り滓をそれぞれの処理場に持っていきまして、肥料とか飼料に再利用して、

さらにそれをまた農家が使って、農家がまたコンビニに持っていくという契約を実験的に

進められているものがございますけれども、こういう観点で、本当の意味でのいわば「循

環型のサプライ・チェーン」というのはぜひ我々も進めていく必要があるというふうに考

えています。 

 最後の市場取引委員会ですけれども、これはまさに今回の法改正のときに非常に議論に

なりまして、生産者、あるいは消費者、あるいはそういう周りの人たち、学識経験者の方々

も十分、市場というのはよくわからない状態になっている。市場の中でも、取引委員会は

あるのだけれども、卸、仲卸の関係で年に１回ぐらいしか開かれていないというようなこ

ともございます。このためその広がりも含め、あるいは市場の中のそれ自体もより機能を

高度化する必要がある。より活用していただく必要がある。典型的には活性化している取

引委員会としてもありまして、例えば函館とかを挙げることが出来ますが、北は北海道か

ら南は九州までたくさんの市場取引委員会はありますけれども、活性化している例では、

学識経験者とかそういう形での消費者に入っていただいたりしておりまして、卸、仲卸の

関係もせり・相対でよく物がなくなっているというようなことなどもここで話し合われる

ような取引委員会もありますし、非常に形骸化している取引委員会というのもあります。

これは 11 年にできて、これまで余りフォローされなかったこともございますので、今回

の法改正を機会に学識経験者も含めて広範な人方に入っていただいて議論を活発にしてい

ただこうと思っています。これは今回の法改正のところで非常に重要なポイントだという

ふうに考えています。いずれまた、その成果等は報告させていただきたくよい機会もある

と思います。 

○上原分科会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 
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 大澤委員、お願いします。 

○大澤臨時委員 ３点ほどあります。１つは、これは要望というか、お願いなのですけれ

ども、卸売流通自体に見てもらう要素というか、見せる市場という要素をぜひ８次では入

れていただきたいなと。よく新聞やらテレビで築地の市場などを外国の観光客が非常にお

もしろがって見ているということが報道されています。日本の市場は品目、品種によって

非常に多彩なものが季節によってコロコロ変わって入りますので、観光資源としてぜひ育

てていただきたい。各地域に個性のある、見てもらえるような市場をぜひつくってほしい

なと。このことをやると、例えば安全・安心だとか、そういうことについても前進すると

思います。市場の人といろいろ話していると、だれにも見られていないものだから、衛生

も含めて不適切な扱いが生まれるケースがあるようです。しょっちゅう観光客が見て注目

されている、そういうことであればまず衛生にも気を配るだろうし、いろいろプラスの面

が多いのではないかというふうに思います。これが１つです。 

 もう一つ、市場経由比率の問題です。市場というのはいろいろな使われた方がしている

と思うのです。単にせりというだけではなくて、市場の仲卸さんを使って量販店に配送す

る機能だとか、いろいろです。だからその辺を少し整理していただきたい。市場経由率の

中でどういう機能がどのぐらい使われているのか、ひょっとしたら市場経由率は下がって

いるのですけれども、その中のある機能は川下の一部の量販店などにとっては非常に役に

立つ、ほかは代替が効かないということかもしれない。そういう機能は積極的に市場の中

で担って、機能強化もしていったらいいのではないかというふうに思います。これが２番

目です。 

 ３番目は、トレーサビリティの話です。12 ページの下に、先ほども委員から御指摘があ

ったと思うのですが、一番下にトレーサビリティの確立に努めるとあります。トレーサビ

リティは法的に上の方から必要であるというふうに言っていくものと、あとは現場からト

レーサビリティを積極的に推進するような仕組みづくりが必要と思います。それは１つの

例で言えば、やはり農産物自体に個性的をつける。要するに、ほかのものではなくて、こ

れをずっとトレースして追いかけていってもいいだけの価値のあるブランド農産物の推進

が必要と思います。あちこちで伝統野菜というものが注目されています。今まで割合Ｆ１

の品種などに抑えられていたような地場の非常に個性的な農産物などもどんどんアピール

する。このような作物はやはりほかのものと一緒にされては困るからそれはそういうもの

をつくったり、売る人はトレースできるような仕組みを一生懸命考えると思います。そう



 25 

いうトレーサビリティ確率に結果としてつながるようなフォローの風を起こすような動き

もしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 流通課長、今の件について。 

○齊藤流通課長 ありがとうございます。 

 まず見てもらう「卸売市場」という非常に重要な概念だと思います。やはり今の例えば

東京の大田、築地、皆さん、いろいろな機会に見ていただいていると思うのですが、大田

は新しいこともありまして、見る動線といいますか、管理棟から見学コースというのがあ

りまして小学生でもだれでも見学できるようになっております。そんな中で、その動線の

中から最後は下に下りていって皆さんの商売に直に肌で触れることもできるというような

形です。築地の場合は、これはまだ昭和 10 年にできて現在まで来ておりますので、そう

いうふうにはなっておりません。いずれ移転という話もありますが、今のところでは非常

に動線の分離が難しくて、特に魚の場合は、移動の際のターレーという小さい機械が事故

を時々起こすという状況の中にもかかわらず外人の方が毎日、毎日、４時ごろから必ず入

ってこられます、御家族で。観光コースになっております。食文化を見てもらう点でいい

ことだと思いますし、積極面としてそういうものが役立つのではないかというのはあるの

ですが、いろいろな意味での安全・安心の観点もありますので、将来的にはやはり動線も

含めたきちっとした対応というものもできるようにしていく必要があるのだと思います。 

 あと市場経由率については、先ほど言いましたが、絶対水準としては世界的にも高い水

準でございますけれども、いろいろな問題、先ほど言いました規制が非常に強かったとい

う問題もある。あるいはまた輸入品がふえているという問題もある。あるいは、生鮮がだ

んだん加工度を高めているという問題もある。いろいろな理由で下がっております。これ

がどの要因でというのはなかなか分離は難しいのですが、一方で量販店に支持されている

面もあります。大手量販店の多くは市場ではなくて、ダイレクトに輸入するというチャレ

ンジをされて、これまで長い間、されてきてた歴史を持っておられますが、ことごとくと

いいますか、結果的には現在は日本型の流通というか、市場を使っておられる。世界的な、

これはもう上原先生が一番お詳しいのですけれども、世界的な流れというのは、量販店は

むしろ市場機能を内部化しているというか、産地とダイレクトに結びつく、フランスなど

でも例えばＫ社あたりは卸売市場の利用は１割、それ以外はみんなダイレクトということ
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ですが、日本の場合は、市場の需給をぴたっと、あれだけの大量、多品種のものを社会的

な需給を合わせるという力がありますので評価されて、現在までの水準、まだ高い水準を

維持しているのだと思います。しかも、その中でいろいろなチャレンジをしておりまして、

日本を代表するＴ社は、例えば地産地消といいますか、特産品のコーナーを設けたり、い

ろいろなチャレンジ、市場外に負けないチャレンジ等もいろいろされております。そうい

うふうな市場の努力というのを今後引き続き、今回の制度改正の中で引き出して、それぞ

れ地域に合った市場のビジョンというものをつくって積極的に対応していただきたいとい

うふうに我々は考えているわけでございます。 

 以上でございます。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに。 

 大木委員、お願いします。 

○大木委員 今までに出た意見と重なりますけれども、先ほどの市民のための卸売場の開

放ですね。これは、消費者というのは体験をすることによって理解が進むという部分が多

いのですが、事、この卸売市場に関しては、今までは、あれは特別な人が行くところで、

一般の人は入れないのだけれども、どういうところなのだろうと思っていた人は結構多い

のではないかと思います。その点、これに具体的に書き込んでいただいたので、大いによ

ろしいと思っておりますけれども、ただいつも書いただけというものが結構あるのですね。

できるだけ、本当に実効性のあるＰＲ、このＰＲの仕方によって本当に卸売場の理解が深

まるわけですから、一般の消費者にＰＲということがどうやったら伝わるかということを、

それをぜひこれから、せっかくのことですので役に立つためにお願いをしたいということ

です、私は。 

○上原分科会長 ＰＲについて、何か戦略をお持ちですか。 

○齊藤流通課長 そうですね。今回の改正に当たって、御案内のように手数料等でいろい

ろ調整しましたけれども、こうした過程で開設者とも長く議論をしました。開設者サイド

も「アドバンスセブン」という積極的な方向性など、自分たちはこうしたいというものを

出されて、改革に向けて非常に前向きといいますか、このままではだめだということを思

っておられますので、今の市民のための云々の話も、開設者も非常に了解されておられま

す。今後のあり方もそういう場を通じて議論していきたいと思います。またほかにもＰＲ

の場等があれば行っていきたいと思っております。 
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 ただ、基本的に押さえておくべきことは、市場は中間流通の場だということもあるので

す。国民経済的に、あくまでもたくさんの生産者とたくさんの消費者を結びつける中間流

通については、いかに合理的、安全なものを安心して効率的に低コストで提供するのかと

いう意味での社会的な役割があるわけであり、こうした公共インフラについて国としても

いろいろな支援もできるというところもあります。従ってそれを全部消費者に開放してし

まうということにはならないところは、すなわちその辺の色分けというのが少しあるとこ

ろは十分留意する必要があります。 

○上原分科会長 畑江委員、よろしくお願いします。 

○畑江臨時委員 先ほど「市場の努力」ということをおっしゃったのでちょっと思いつい

たのですけれども、この整備基本方針とはなじまないかもしれませんけれども、日本の農

林水産物を全体から見ると、直接消費に行く部分というのはそうたくさんはというか、余

りふえていなくて、むしろ加工食品とか中食とか、それから外食に渡る部分がすごくふえ

ていますよね。その傾向というのはどんどん強くなっているので、市場のうち一体どのぐ

らいが、今、消費者の方がいろいろ御意見をおっしゃいましたけれども、どのぐらいが消

費に回っているのかよくわからないのですが、ここで市場の努力ということで、こんなに

高品質のものが市場を通っているよということをもっとＰＲして、加工とか中食とか外食

もこちらを利用していただいたときに、それが何かメリットになるような、そういうよう

なことを考えていくと、市場の活性化とかそういうものにもっとつながるのかなと、ちょ

っと要望です。 

○上原分科会長 ありがとうございました。 

 その点について、流通課長の方から。 

○齊藤流通課長 おっしゃるとおり、最終消費を見ますと、今、１億 3,000 万の皆さん方

に 80 兆円でございますけれども、やはり７割以上、加工食品、外食ということで、生鮮

食品はダイレクトのものというのは非常に少なくなっている。ただ、その加工食品に行く

ときの外食とか、そういうところも卸売市場は活用していただいているので、さらに今後

とも活用していただきたい。加工、外食への対応などそのためのいろいろな努力をどうす

るかというのが今からの課題でございます。 

○畑江臨時委員 つまり、トレーサビリティだけ一生懸命やっても、加工のところで消費

者にはつながらないことがあるので、そこら辺を何とかこういうふうにすると消費者にも

結局メリットだということを消費者が言えば、加工の方でもそれが、加工というか、中食
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とか、テイクアウトとか、いろいろなところで、結局、最終的には消費者のメリットにな

るように行くといいなと、そういうふうに思いました。 

○齊藤流通課長 加工については若干、商品特性として、原料としていろいろなものが組

み合わさっておりますので、トレーサビリティが物理的に難しいという側面はありますし、

あとその実施にあたっては合意といいますか、社会的ないろいろな業界、あるいは消費者

の皆さんの意向、技術的な可能性、いろいろなものを結合、勘案する必要性はあるわけで

すが、基本的な方向としてはそういう話し合いが今どんどん進んでいると考えています。 

○上原分科会長 どうも。 

 では、品川委員、お願いします。 

○品川臨時委員 １つ御質問なのですが、中央並びに地方の卸売市場の再編の基準につい

て縷々御説明をいただきましたがその基準を適用することによって、結果、５年後、中央

及び地方の卸売市場の数、それから扱い高をどういうふうに想定をなさっているのか伺わ

せていただきたいと思います。 

 それからもう一つは、「トレーサビリティ」と言った場合に、生産履歴全体の情報の一貫

性ということになって、生産者個々の生産過程から含まれる大変なことと思うのですけれ

ども、そこまで問題を広げなくても、特に近年の消費者の意識で言うと、産地表示がきち

んと適正さが確保されているのか、そのことに信頼性が確保されるのかということが、具

体的には大変問われている項目としてあるのではないかと思っております。そんな点では、

トレーサビリティシステムということを方針の中で掲げていただくことは大変結構だとは

思うのですけれども、そういうことだけではなしに、少なくとも産地表示については５年

間でどこまでということがもう少し明示的に言えないものかと思っております。 

 以上です。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 ２つの点について、ちょっと事務局の方から。 

○齊藤流通課長 まず最初の方の絶対的な物差しというのはなかなか難しゅうございまし

て、基本的には 46 年に、もともと市場法というのは大正 12 年と言いましたけれども、46

年に大きく改正しまして、地方市場を取り入れて現在まで来ておりますけれども、ほぼ 20

万以上の都市に市場をつくろうという目標を達成しまして、現在、中央卸売市場は 86 と

いうことでございまして、全国的な配置はほぼ終了した。今後 21 世紀に何をすべきかと

いうことを今回、議論しまして、21 世紀に市場はやはり安全・安心で効率的な市場という



 29 

ことで、品質管理とか情報管理の高度化、そういう質的な転換、質的な高度化を図るべき

だというのが我々の基本で、得た結論であります。逆にそれができないような中央市場と

いうのは、機能が低下したものは再編を求めるというようなことでございます。再編にあ

たっては、今まで大きな役割であった品揃えとか価格形成とか信用機能、そういうものを

表す指標、基本的には消費需要に対する安定供給力というような今回の基準を４つほどつ

くりました。まあいろいろな基準があると思いますけれども、まずはここで、そこに対応

できないようなところは再編していただこう、そして全体として質的な高度化を図ってい

ただこうということでありまして。基準とか数を、86 を幾つにしようとか、今のところ提

案があるわけではございません。ただ、もちろん次の段階ぐらいになればもう少し、何で

も定性から定量の時代ですから、そこのところはだんだんと問われてくるというふうには

覚悟しておりますが、今のところはそんなようなことでございます。 

 あと、トレーサビリティについては御指摘のとおりです。一番難しいのは生産から消費、

特に農業サイドの場合は多数の生産者がおられますし、そこのところの記帳の問題等、今、

全中さんとか取り組んでおられますけれども、やはり第三者認証といいますか、客観的な

信頼度というものをどうするかというのは重要な課題でございまして、これは、生産、流

通、消費、全体に関わるものでございますから、当面、消費安全局と安全・安心のトレー

サビリティシステムの構築のための連携等を始めておりますので、さらにそれを広げて、

生産から消費に至るまでどうするべきであるかというのは、並行して考えていこうと考え

ていますのでいずれ御報告できるところは御報告していきたいと考えております。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 ほかにはございませんか。 

 それでは、よろしくお願いします。樋口委員。 

○樋口臨時委員 今回の第８次整備基本方針によりますと、一番観点は、私は現場サイド

から申しますと、卸、仲卸の経営の強化という部分が多く含まれていると思うのです。そ

の中で、平成 11 年に改正されたときに、各市場に取引委員会、市場取引委員会を設けな

さいというようなものがうたってあります。そういった中で、中央市場にあってはほとん

どあるのでしょうけれども、地方卸売市場、約 1,300 ある地方市場の中でそれがどのぐら

い機能しているのかということがまず第１点に懸念される面があります。 

 私らの団体ではよく会合を開きますと、市場に行っても品物がないというような声をか

なり聞かれます。そういった中で、開設者が市場取引委員会をつくる使命があるわけです
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から、本省の方から各都道府県において必ず市場取引委員会をつくりなさい、それに当た

ってどういう機能をしているのか、そこまでやはりわからないと困ると思うのです。よっ

て、今回の卸、仲卸の経営基盤、難しく言うと取引の問題の中で、取引のこうした部分が

かなり前から見られるわけですが、やはり取引委員会の中で決めるということが今回のも

のに書いてあるわけですから、その強化を極力進めていただきたいと思います。 

 それから、地方市場に当たっては開設者が取引委員会云々ということはあるのですけれ

ども、開設者の場長を初め、市であれば場長が管理職になって来るわけですけれども、ほ

とんど２年ぐらいで職場を変わっていくわけですね。それで、管理課長、場長になって来

て、やっと勉強してわかるころにはもう異動だということになりますと、私らはその市場

に一生厄介になっていかなければいけないという観点から見ますと、それが明確に機能し

ているかというのが非常に懸念をされることですので、その辺をひとつよろしくお願いし

ます。 

○上原分科会長 お願いします。 

○齊藤流通課長 業界特に小売業界、特に魚屋さん、八百屋さん、肉屋さん、花屋さんの

４業界、そのほかの業態もございますけれども、特に今、量販店の拡大の中で非常に厳し

い状況にある。中心市街地においても非常に厳しい状況にあるという中にあっての卸売市

場法改正でございましたから、一番皆さんと話して、どうしたらいいのだろうかというふ

うなこと、特に、市場法というのは直接的には小売さんに対する規制ではなく、その意味

では関わりないにもかかわらず、小売さんの要望というのを反映させる場がないというの

もございましたので、今回、取引委員会のところでその機能を強化しようということにし

ています。規制緩和の時代でございまして、できるだけ自由度、ビジネスの自由度を高め

る必要があるというふうな観点が基本であるの中で、ある意味で規制強化といいますか、

機能の強化でございまして、安全・安心の問題、あと価格の提供の問題、それに市場取引

委員会の問題というふうなことでございます。今回、直接これに関わる、相対する市場内

の卸、仲卸さんと小売の関係の難しさというものをひしひしと感じたわけですけれども、

今回の調整では、取引委員会、これはもう小売さんばかりではなくて、卸、仲卸さんも含

めて、業界の皆さんも含めて取引委員会の機能強化ということで一致したわけでございま

すから、そういう中にあって、そのせり・相対をどうするかということも含めて十分議論

していただくように、この取引委員会のあり方については国としてもフォローしていきた

いというふうに考えています。 
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○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 実は、次の議題もありますので、原案の方向は、若干修正等は皆さんの御意見を聞いて

あるかもしれないのですが、その辺については私に一任していただけないでしょうか。基

本的方向としてこの原案を認めていただきたいと思います。 

 私から一言だけ申し上げたいのですけれども、実は私は卸売市場の研究をしておりまし

て、専門ではなかったのですが、たまたま農水省の仕事で卸売市場の勉強をするようにな

ったのですが、卸売市場というのは実は日本の長い社会システムの中に組み込まれている

のですね。ですから、市場経由率が落ちたにもかかわらず、間接的に非常に大きな影響を

社会の中に持っている。そして社会が変化していくのに連れて、こういう社会システムに

組み込まれたものというのは、ともすればおくれて変化していく。それを、その遅れる変

化をできる限り効率的にして、消費者利益を高めるために今回の法改正と、それに基づく

方針案が出てきた。その中に新しく入れたものとして、特に重視すべきことは消費者の安

全・安心だ。大体その辺の趣旨を認めていただければ、この方向でよいということでよろ

しいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○上原分科会長 それでは、修文等がありましたら、全部私の方にお任せいただきたいと

思います。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

４．そ の 他 

 

○上原分科会長 それでは、「その他」に移りたいと思いますけれども、「食品関連業界に

おける環境自主行動計画フォローアップの実施について」、これを事務局の方から説明して

いただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○山本食品環境対策室長 食品環境対策室の山本でございます。 

 お手元にございます資料７につきまして、御報告をさせていただきます。 

 「食品関連業界における環境自主行動計画フォローアップの実施について」ということ

でございます。 
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 前の４ページほどで概要を説明しておりまして、後ろの方に各業界団体の自主計画と目

標の達成値みたいなものにつきまして、個票の形で整理をさせていただいております。 

 全体をホームページで公表することを予定しておりまして、その結果、少し説明調にな

っておりますことをお許しいただきたいと思います。 

 １ページから御説明をさせていただきます。１．と２．と前置きでございますが、まず

環境自主行動計画につきまして、説明をさせていただいております。「自主行動計画とは」

ということで、2010 年を目標とした省エネルギー、二酸化炭素排出削減のための製造工程

の改善、運転管理の高度化、生産設備の高率化や排熱回収、新たな技術の導入といった省

エネルギー努力のほか、燃料転換、廃棄物利用等の二酸化炭素排出削減等を含む行動計画

ということで、各業界団体が自主的に策定をするものという位置付けになっております。 

 これにつきましては、２番目でございますが、政府の方で温暖化対策につきましては、

そこの冒頭にございます「地球温暖化対策推進大綱」というものを閣議決定しております。

この中で先ほどの自主行動計画につきましては、そこにございますように、我が国の京都

議定書での約束、基本的に 1990 年をベースにいたしまして、温室効果ガスを６％削減す

るという約束でございますが、これを達成するための中核の１つの手段という位置付けに

なっておりまして、自主計画ではございますが、産業界に対しましては、その策定と公表

することを促すということとともに、私ども政府に対しましては、関係審議会等による進

捗状況の点検、それの実効性の確保等を実施するようにということを定めております。 

 ３．でございますが、今回は 2002 年度の分につきまして、４ページの次のところに、

済みません、ページが振っていなくて恐縮ですが、フォローアップチームの委員の名簿、

６名の委員の方にお願いをいたしまして、フォローアップを実施させていただいたという

ことでございます。 

 １ページに戻っていただきますが、（１）で、現在の食品関係の自主行動計画の策定団体

数でございますが、2002 年度段階で 12 でございます。ここに表がございますが、これは

累計の数字でございまして、2002 年度段階で 12 の団体に策定をいただいております。 

 なお、（１）の３行目に「さらに」ということで、社団法人の日本植物油協会におかれま

しては、今年度の７月の段階で新しくこの自主行動計画を策定していただいております。

ありがとうございました。 

 次のページでございますけれども、各団体の数値目標の設定の状況でございます。先ほ

どの政策大綱の中ではできるだけ数値目標を設定してということを定めているわけでござ
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いますが、12 団体のうち、業界全体の数値目標というものを定めましてフォローアップを

実施しているというのが９団体、そこの表にございます９団体ということでございます。 

 指標の設定の仕方も幾つかございまして、１つは CO２の総排出量ということで、業界全

体の総 CO２の排出量を目標にいたしまして、例えば 1990 年度比で 10％以上削減するとい

ったような目標を定める団体がございます。そちらは精糖工業会、全日本菓子協会、それ

から全日本醤油協会といったところでございます。 

 それから、いわゆる生産量にどうしても総排出量は左右をされますので、いわゆる原単

位ということで、製品１トン当たり、あるいは１キロリットル当たりというような単位当

たりのエネルギー消費量、あるいは CO２の排出量、こういったものを目標に置いている団

体もございまして、CO２の排出原単位で定めておりますのが冷凍食品協会、即席食品工業

会、それからマヨネーズ・ドレッシング類協会、それからエネルギー使用の原単位で定め

ておりますのが乳業協会、それから CO２とエネルギーと両方の原単位の目標を定めており

ますのが清涼飲料工業会と製粉協会という形になっております。 

 また（３）でございますが、自主行動計画、これはあくまで自主でございますので、公

表することによって透明性も高まります。取り組みの意欲も高まるということでございま

すが、残念ながら現段階で自主行動計画を公表しておりますのは４団体、そこにございま

す乳業協会、清涼飲料工業会、冷凍食品協会、それからマヨネーズ・ドレッシング類協会

ということになっております。 

 ４．以降に 14 年度、2002 年度の具体的な数字を示しております。 

 （１）は二酸化炭素の排出動向ということで、アの部分につきましては、総排出量を目

標値に掲げております３団体について見たものでございます。ここは基本的には 1990 年

を基準にいたしますと、精糖工業会は約 20％の削減、菓子協会はほぼ横ばいという状況、

醤油協会は 6.6％の削減という状況でございますが、ここは主として生産量全体が減少し

ているという影響が大きいということでございます。ただ、精糖工業会のように原単位当

たりで見ましても下がっているというところもございます。 

 それから３ページ目でございます。イのところでエネルギー、あるいは CO２の排出原単

位で状況を見ておりますのがこのイの３ページの上の表でございます。フォローアップを

業界団体として実施しておりますがこの６団体という形になっております。残念ながら、

下から２段目のマヨネーズ・ドレッシング類協会を除きまして、そのほかの団体につきま

しては大体 1990 年を１という指数でここはあらわしておりますが、CO２排出原単位、エ
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ネルギー原単位、いずれも上昇傾向、製粉協会はエネルギー原単位はほぼ横ばいでござい

ますが、そういう状況になっております。 

 ここの背景といたしましては、上から３行目あたりに一応記述しておりますが、先ほど

来からお話もございましたが、加工度の高い調理済み食品の生産量、それから多品種で少

量の生産という形態、こういったものがこういった製品の単位当たりでのエネルギー、あ

るいは CO２の排出というものに影響しているのではないかというふうに考えられており

ます。 

 それから（２）でございます。食品関連産業の中の環境自主行動計画におきましては、

CO２の排出と並びまして、いわゆる廃棄物の処理の問題が１つ課題として挙げられている

ところでございまして、これにつきましては、この真ん中の表、各団体の数値目標の指標

というのがございますが、団体名で８団体、ここが具体的な数値目標を廃棄物につきまし

ては定めております。廃棄物の処理につきましてはここで詳しくは御説明しておりません

けれども、かなり成績がよく、廃棄物の処理というものにつきまして、肥料、飼料等の転

用といいましょうか、あるいはエネルギー利用といったものを含めまして、かなりの進捗

が行われているということでございます。 

 以上が 2002 年度の状況でございまして、５番目にこのチームのいわゆる評価と今後の

方針というものが書かれております。 

 （１）でございますけれども、現段階で 12 団体つくっていただいておりますけれども、

自主行動計画を作成しております団体のカバー率といいましょうか、CO２の食品産業界全

体に占めるカバー率はここでございますが、510 万トンの約 35％といった数字でございま

して、これをもっと引き上げる必要があるわけでございます。そこで、次のページの冒頭

でございますけれども、ここをあえて書かせていただいておりますが、パン、肉製品、そ

れから調味料ということで、食品業界の中で比較的でございますけれども、エネルギーの

消費の多いところで自主行動計画が作成されていないところにつきましては、今後も積極

的にこの策定を促すということを挙げさせていただいております。 

 それから（２）番目でございますが、現段階で 12 団体おつくりで、フォローアップは

その一部でございますけれども、どうしてもライフスタイルの変化に伴いまして、先ほど

ございました加工度の高い調理済み食品の生産増といったことがございまして、どうして

も単位当たりのエネルギー消費量、あるいは CO２の排出量というものが増加してしまって

いるということでございまして、なかなか外生的な要因もあるわけでございますけれども、
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引き続き製造工程の改善を進めるなど、環境に配慮した対応がとられるべきであるといっ

たことを記載しております。 

 それから（３）番目でございますが、フォローアップ結果の公表ということで、計画を

公表している団体が４団体にとどまっております。当然ですが、引き続き公表を促すとい

うこととともに、今回、本分科会に御報告をさせていただいた上で報告、計画そのもので

はございませんけれども、後ろの個票も含めまして、役所側の方からホームページなりで

公表をさせていただくということで、少しでも公表にかえていくということで努力をして

いきたいというふうに思っております。 

 あと個票がございますけれども、説明は省略させていただきます。 

 私の方からは以上でございます。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 事務局からただいま御説明がありましたけれども、皆様方の御意見、御質問等がありま

したらお願いします。 

 長谷川委員、よしろくお願いします。 

○長谷川委員 本日見させていただいたので、きちんと読めていないと思うのですけれど

も、申しわけございませんが、１点お願いがあるのですけれども、こういった自主行動計

画ですとか、それから基準をつくっていただくことは非常にありがたいと思っております。

私たち消費者としましては、グリーン購入ですとかＳＲＩという形でこういう企業を応援

していくことだと思うのですけれども、実は私はＳＲＩの調査をしているのですけれども、

公表されましても、今これは団体のお話なのですけれども、それぞれの企業の、今ここで

も原単位と総排出量というお話がありましたが、公表の基準が違っていて、業界内でもど

この企業を応援したらいいのか、みんな一生懸命頑張っているのだけれども、でも、私た

ちは比較的どこを応援しようかという場合に、パフォーマンス指標がまだ決まっていない

ので、なかなかわかりにくいのですね。それで、ぜひできることであるならば、業界内で

統一の公表の仕方というものを整えていただけると、消費者も応援のしがいがあるなと思

いますので、そのあたりのアドバイスをぜひお願いしたいというふうに思います。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 どうぞ。 

○山本食品環境対策室長 指標でございますが、それは業界横断的といいましょうか、各

業種がございますが、それを横断的に、統一的なということでしょうか。 
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○長谷川委員 業種の中で統一していただかないと、例えばあるＡ乳業さんとＢ乳業さん

が違う方法で公表されても、普通、素人ですと、どっちが一生懸命頑張っているかという

ことがよくわからない場合があるのですね。ですので、公表の仕方、あるいはここで総排

出量と原単位、どちらかに少なくとも統一していただくとか、そういうことができると比

較的消費者にもわかりやすく、応援のしがいがあるなと思うのですが。細かいことはあれ

ですが。 

○山本食品環境対策室長 統一はされるべきだと思いますし、またそういう意味でこうい

う業界団体の全体としての目標などを定めているわけですけれども、よく聞きますのは、

同じ業種とはいいながら、例えば乳業界でもいろいろなものをつくっているわけで、例え

ばいわゆる生乳ですね。市乳に比べますと、例えばヨーグルトを多くつくっているところ

は当然市乳からさらにまた発酵過程が入るものですからふえてしまうといった形で、製品

の割合みたいなものによっても多少その企業によって変わってくるという部分もあります

ので、その辺がちょっと難しいかなという気はしますが。 

○長谷川委員 そうですね。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 どうぞ、飛田委員。 

○飛田臨時委員 きょう御説明いただきました内容をお伺いしながら、以前の環境自主行

動計画に関する情報提供いただいたときと比べますと、大変内容が充実してといいましょ

うか、一歩踏み込んだ形で取り組んでいただけているということを感じました。 

 さらに、そういう意味では期待が高まってまいりましたのですが、例えばエネルギーと

して利用されるという場合にも、資源エネルギー庁の方で新エネルギーをこれから、これ

ぐらいの目標で利用していきたいというそのエネルギー全体の事情の中での目標値という

ものもできてきておりますね。それで、秋谷委員のところで新たにまたお取り組みいただ

けるということで、恐らく油の関係の皆様のお取り組みになられる中ではバイオマスエネ

ルギーなどにも通じるのではないかと推測させていただいたのですが、そういうエネルギ

ーとしての利用などに関しては、特に農水省さんとして後押しするためにも、他省庁さん

との連携プレーをできるところは行っていただいて、と申しますのは、例えばエネルギー

として利用する場合、恐らく将来的にはガソリンのかわりに新エネルギーを入れるという

ことなどの研究も今一方では進められてきておりますけれども、それでは車に適用できる

のかとか、一方では再利用なのだけれども、環境に対して何か別のマイナス面が生じると
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いうこともあり得るかもしれませんので、総合的な視野でお取り組みいただけますと、そ

してまた手を差し伸べるような形で各業界の皆様にこういう形でできますよということも

お示しいただけるとよろしいのではないかと思います。 

 私どもなども、そういう意味ではこういうことに熱心に取り組んでいただいている事業

者の方に対しては、当然のことながら好感を持って、できればＡ社さんがそうしていらっ

しゃるのならＡ社さんのものに、同じものであればそちらにというような気持ちに傾く消

費者は恐らく多いと思うのですね。ですから、とてもすばらしい取り組みでございますの

で、さらに各業界の方がこの努力の輪の中に加わっていただけるようなことで御検討いた

だけたらと。 

 また、業界だけではなくて、先ほどの市場（いちば）の問題なども含めて、そこで出て

くる食物の残渣の問題とか、いろいろな問題を総合的にこういう枠の中でお取り上げいた

だければありがたいと思っております。 

 以上です。 

○上原分科会長 秋谷委員、名前が出ましたけれども、ちょっと何かありましたら、一言、

参考のためにお願いいたします。 

○秋谷臨時委員 実は、１回策定し始めて、中断していたのですね。それでことしになっ

てということなのですが、その一番大きなのは、会員会社の中で割りと大手のところは何

年遡ってもデータがあるのですが、中小のところはちょっと遡って、いい、きちっとした

データをつくろうとするとデータがなかったりして、非常に足並みがそろわなかったとい

うのが実際のところなのですけれども。 

 それから、今、廃油のエネルギー化ということなのですけれども、いろいろこれも社に

よって随分取り組みが違うのですね。まだ足並みがそろっていない。それからもう一つ、

相談相手というのは主に地方公共団体なので、多少、思想的にまちまちなことがまだ現状

なのですね。実際に経済性というものも考えながらやらなければなりませんし、ただ進ん

でいくと思います。環境整備と国際化と技術革新と、これはもう全部避けて通れない日本

の課題ですから、近い将来、また進むと思います。 

○上原分科会長 どうもありがとうございます。 

 時間も迫ってきたのですけれども、議長がどうも時間を守ろうとして早く進め過ぎて、

おれの意見は述べさせてくれないという不満が残ったら困りますので、全体を含めまして、

一言これは述べておきたいということがありましたらお願いしたいと思いますが、いかが
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でしょうか。 

 それでは、秋谷委員。 

○秋谷臨時委員 先ほどの市場の方のことなのですけれども、今回のことについてはいろ

いろ御説明を聞いてそうかなということで、これからのことで、今もちょっと環境のこと

で申し上げたのですけれども、国際化というのは食べ物についても絶対に避けて通れない

課題、日本で今潤沢にあるからああだ、こうだという仕組みの改正、これはそれで必要な

ことなのですけれども、やはり自給率等を見ても輸入の食料というものの国際的な奪い合

いということもこれからは起こってくるわけなので、あと５年ということだとかなり環境

が変わってきているなというふうに思いますので。 

○上原分科会長 わかりました。どうも。 

 それでは、大澤委員、簡単に。 

○大澤臨時委員 短く２つほどあります。１つは卸売流通を新しい時代で生かしていく仕

組みです。これから我が国は生活産業というか、サービス産業に非常に大きい時間をかけ

てシフトしていくと思うのですね。そのときに、卸売市場もそこに消費者を受け入れるよ

うな視点が必要になると思います。８次計画というのは一種の中期計画だと思いますので、

これからは市場にもサービス産業的要素というか、最終消費財ビジネス的な要素を盛り入

れいただきたい。中期的にぜひそういうのも先取りしていただきたいということが１つ。 

 もう一つは、フォローアップのこれを出していただいたと思うのですけれども、環境に

ついて、食品流通全体で大きい大戦略を打ち出していただきたい。例えば地産地消だと非

常にエネルギー消費は少ないですね。広域大量流通だと可食部以外のゴミになる部分を含

めて産地から持ってきて、一部だけ食べて、都会の人が今度はそのゴミを処理するという

問題であります。ですからそういう大戦略を役所の方で数量的に押さえて、目標値でも出

されて我々に提示していただければ、すばらしいのではないかというふうに思います。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 ほかにないでしょうか……。 

 それでは次回、今述べられた御意見等は議事録等に残しまして、今後のこの会の１つの

情報にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは事務局から、この審議会の運営につきまして、今後の予定をお聞かせいただき

たいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 
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○林食料企画課長 今後の総合食料分科会のスケジュールでございますけれども、説明の

中にもございましたように、平成 17 年３月を目途に中央卸売市場整備計画の策定につき

まして、本分科会に諮問を行うことを想定しております。 

 また、今後とも総合食料局関係の各施策の進捗状況等に応じまして、このような御意見

をお聞きする機会を設けたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと存じ

ます。 

 以上でございます。 

○上原分科会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、これをもってきょうの分科会を終わりたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○村上総合食料局長 どうもありがとうございました。 

 

５．閉      会 

 


