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第１ 基本的な考え方

卸売市場については、生鮮食料品等の効率的かつ安定的な流通を確保する観点から、

これまで中央・地方を通ずる流通網の整備が図られ、全国的な配置が進展したところで

ある。

こうした中で、生鮮食料品等の流通の広域化により、地方の卸売市場を中心に集荷力

が低下傾向にあるとともに、消費者の食の安全・安心に対する関心が高まる中で、卸売

市場におけるコールドチェーン（流通過程で低温を保つ物流方式）の確立や品質管理の

徹底に対する要請が高まっている。

更に卸売業者、仲卸業者の経営悪化に対応して、今回の卸売市場法（昭和46年法律第

） 、 、35号 の改正では 卸売市場における取引規制の緩和措置が講じられたところであるが

こうした措置に合わせ、情報技術を活用した卸売市場における取引や物流の効率化を推

進する必要がある。

こうしたことを踏まえ、今後の卸売市場については、

① 卸売市場における品質管理の高度化等の機能強化

② 既設の中核的な中央卸売市場の再整備

③ 地方の卸売市場における集荷力の強化を図るための市場相互の連携した集荷販売活

動の促進

④ 卸売市場の取引における情報技術の活用の促進

を基本とし、整備及びその運営を行うものとする。

第２ 卸売市場の適正な配置の目標

卸売市場の配置については、生鮮食料品等の流通の広域化及び情報化の進展状況を考

慮した卸売市場の再編について配慮しつつ、別記１の市場流通量の見通し及び今後の都

市人口の動向、消費の質的な変化、輸送条件の変化、情報化の進展等の経済・財政事情

を勘案し、卸売市場がこれまで以上に生産・消費両サイドの期待に応えられる「安全・

安心」で「効率的」な流通システムとして評価されるよう、次の事項に留意して行うも

のとする。

１ 中央卸売市場

(1) 中央卸売市場については、現に開設されている中央卸売市場の開設者（当該開設

者から当該中央卸売市場の施設の権原を取得して中央卸売市場を開設しようとする

。） 、地方公共団体を含む が新たな取扱品目の部類に係る市場を開場する場合を除き

新設は行わないこと。

なお、現に開設されている中央卸売市場の開設者が新たな取扱品目の部類に係る

市場を開場する場合には、目標年度において、当該市場に係る取扱品目の部類が、

① 青果物である場合にあっては、取扱数量が65,000トン以上

② 水産物である場合にあっては、取扱数量が35,000トン以上

③ 花きである場合にあっては、取扱数量が6,000万本相当以上

にそれぞれ達することが見込まれること。

(2) 既存の中央卸売市場であって、次に掲げる指標のうち３以上の指標に該当するも

のは、中央卸売市場の再編に取り組むものとすること。なお、中央卸売市場が総合

卸売市場である場合にあっては、当該市場が取り扱う各々の取扱品目の部類ごとに

指標を適用するものとすること。

① 当該中央卸売市場における取扱数量が当該中央卸売市場に係る中央卸売市場開

設区域（以下「開設区域」という ）内における需要量未満であること。。

② 当該中央卸売市場における取扱数量が、
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ア 青果物にあっては65,000トン未満

イ 水産物にあっては35,000トン未満

ウ 花きにあっては6,000万本相当未満

であること。

③ 当該中央卸売市場における取扱数量が直近で３年間連続して減少し、かつ、３

年前を基準年とする取扱数量の減少率が、

ア 青果物にあっては9.9％以上

イ 水産物にあっては15.7％以上

ウ 食肉にあっては10.5％以上

エ 花きにあっては7.4％以上

であること。

④ 以下のいずれかの要件に該当すること。

ア 当該中央卸売市場の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

年間連続して総務省の定める繰出しの基準を超えていること（食肉卸売市場の

開設者である場合には、市場特別会計を食肉に係るもの、食肉以外に係るもの

に区分すること 。）

イ 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年間連続して卸売市場法第51条第2項各号のいずれかに

該当していること。

(3) (2)に規定する中央卸売市場の再編基準に該当する中央卸売市場の開設者は、次

に掲げる措置のいずれに取り組むかを検討し、早期に具体的な取組内容及び実施時

期を決定するものとすること。ただし、島しょにある中央卸売市場、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（当該

取扱品目の部類に限る ）及び食肉市場についてはこの限りではないものとするこ。

と。なお、(2)に規定する再編基準に該当しない中央卸売市場であっても、市場機

能の強化を図る観点から、必要に応じて当該措置に取り組むことが望ましい。

① 市場運営の広域化（広域の開設者への地位の承継）

② 地方卸売市場への転換

③ 他の卸売市場との統合による市場機能の集約

④ 集荷・販売面における他の卸売市場との連携

⑤ 市場の廃止その他市場流通の効率化

(4) 既設の中央卸売市場については、商品形態の変化、小売形態の変化、情報化の進

展、食品の安全性に対する社会的関心の増大等に対応して計画的に近代的な市場施

設の整備を推進すること。特に、食肉市場については輸入食肉の増加、部分肉流通

の進展等に即応して集荷・販売力の向上を図る等価格形成市場として十全の機能が

発揮し得るよう整備し、運営の改善を図ること。

(5) 老朽化、過密・狭隘化の著しい市場については、ＰＦＩ（民間の資金とノウハウ

の活用による公共施設等の整備手法）事業の活用等により、計画的に再整備を図る

こと。特に、全国的な影響力を有する大都市圏の中核市場については、その重要性

を踏まえ、国と地方公共団体とが一体となって重点的に整備を進めること。

２ 地方卸売市場等((1)及び(2)については、水産物産地市場を除く｡)

(1) 地方卸売市場における集荷力の低下傾向を踏まえ、地域における生鮮食料品流通

の核となる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
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で、次に掲げる措置のいずれかを講じるもの（地域拠点市場）を定めるものとする

こと。

① 他の地方卸売市場との統合

② 他の卸売市場との連携した集荷・販売活動

(2) この場合における地域拠点市場の目標年度における取扱数量は、

① 当該市場が青果物を主たる取扱品目とする市場である場合には、原則として

15,000トン以上

② 当該市場が水産物を主たる取扱品目とする市場である場合には、原則として

7,000トン以上

③ 当該市場が花きを主たる取扱品目とする市場である場合には、原則として

2,000万本相当以上

にそれぞれ達することが見込まれるものとすること。

(3) 全国的な卸売市場の再編を促進する観点から、卸売市場法第73条に基づき地域拠

点市場が他の市場と統合する場合において農林水産大臣が認定を行う場合には、当

該統合が次に掲げる要件のすべてに適合しているかどうかを確認するものとするこ

と。

① 当該統合の中核となる地域拠点市場の開設者の取扱金額が50億円以上又は卸売

場面積が3,000㎡以上であること。

② 統合後の地域拠点市場の開設者の取扱金額が100億円以上又は卸売場面積が

5,000㎡以上であること。

（ ）③ 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 平成3年法律第59号

第4条第2項の規定により、同法第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。

(4) 公設卸売市場については、公営企業の経営原則を踏まえ、健全な市場会計が確保

されるよう適切な施設整備と運営の合理化に努めること。

(5) 中央卸売市場開設区域内における地方卸売市場については、その開設区域内に配

置することが当該区域内における生鮮食料品等の円滑な流通の確保を図るために必

要であると認められる場合に配置すること。

(6) 食肉を主たる取扱品目とする地方卸売市場については、地域における肉畜の生産

事情、輸入食肉の増加、部分肉流通の進展、食肉処理施設との関連に留意の上市場

機能が十分に発揮し得るよう配置すること。

３ 水産物産地市場

水揚量及び魚種構成の変化、用途別・品位別振り分けの必要性、産地市場関係事業

者の経営の改善・安定化に配慮するとともに、輸送条件の変化、漁港の整備計画等を

勘案し、長期的展望に即して統合等により市場機能の強化を推進すること。

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

１ 立地に関する事項

卸売市場の立地については、大規模小売店、外食産業等の広域チェーン展開等によ

る生鮮食料品流通の広域化、首都圏等の交通混雑等を勘案し、開設者及び卸売業者等

の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。こ

の場合、特に次の事項について留意するものとすること。

(1) 周辺の土地利用との調整を考慮し、都市計画等との整合性が確保されること。特
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に、流通業務施設の整備に関する基本方針との関連性を配慮すること。

(2) 道路等関連公共施設の整備計画との整合性が確保され、交通事情が良好な場所で

あること。

(3) 各種施設が適切に配置され施設利用の効率性が確保され得る地形であること。

(4) 生鮮食料品等の衛生上適切な環境にある地域であること。

２ 施設の種類に関する事項

施設の種類は、次に示すとおりとし、商品の多様化、取引方法の変化、情報化の進

展、物流技術の進歩、食の安全・安心に対する要請の高まり及び環境に対する社会的

関心の増大等に対応して必要となる施設を計画的に整備するとともに、整備された施

設の効率的な利用、維持管理の適正化に十分配慮するものとすること。

売場施設

駐車施設

貯蔵・保管施設

輸送・搬送施設

衛生施設

情報・事務処理施設

管理施設

加工処理施設

福利厚生施設

関連事業施設

以上の施設に附帯する施設

なお、水産物産地市場については、以上のほかに海水浄化施設、水揚・選別機械設

備、計量施設等を実情に応じ整備するものとする。

３ 施設の規模に関する事項

別記２に基づいて算定される施設規模を確保するものとする。

４ 施設の配置、運営及び構造に関する事項

卸売市場施設の配置、運営及び構造については、生産者や実需者の顧客のニーズに

的確に対応する必要があることを踏まえ、卸売市場で取り扱う生鮮食料品等の品質管

理の向上や、市場流通コストの削減に向けて、特に次の事項に留意するとともに、施

設整備についてはＰＦＩ事業の活用、施設管理については民間委託の推進等により、

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こと。

(1) 取扱数量の増大が見込まれる市場にあっては、各種施設の増設余地の確保、施設

の立体化等に努めること。特に、大都市圏の市場においては、土地の高度利用を図

る観点から、立体的かつ効率的な施設の配置とすること。

(2) 大規模増改築等卸売市場施設の新設に当たっては、原則として外気の影響を遮断

する閉鎖型の施設とすること。また、低温卸売場、温度帯別冷蔵庫、衛生管理施設

等の品質管理の高度化に資する施設を計画的に配置すること。

(3) 施設配置に当たっては、場内搬送経路の最適化を十分考慮するとともに、必要に

応じて自動搬送施設の導入等を行うこと。また、場外における交通渋滞等を緩和す

るため、車両誘導の効率化等を図ること。

(4) 施設運営に当たっては、コールドチェーンシステムの基幹としての卸売市場施設

の適切な運営の確保や、トレーサビリティシステム（情報追跡システム）の確立の
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ための情報技術の活用等に十分配慮すること。

(5) 卸売市場運営の効率化、卸売市場における物流業務の効率化を図るため、

① 取引における生鮮ＥＤＩ標準（受発注等の取引情報を電子的に交換する方法の

標準的な取り決め）の活用、電子タグ（メモリ機能を有する極小のＩＣチップと

アンテナを内蔵した荷札（タグ ）の導入等の情報技術の活用）

② 産地や実需者と連携して、流通コストの削減や流通における環境負荷の軽減に

資する通い容器等の導入

に積極的に取り組むこととし、必要に応じて市場内におけるＬＡＮ（構内情報通信

網）や通い容器等に対応した搬送施設の整備、通い容器等の一時保管場所の確保に

努めること。

(6) 小売形態の変化に対応した仲卸業務の機能の充実等に資する保管・加工処理・配

送施設を整備すること。また、消費者ニーズに応える商品づくりのため、市場関係

者が一体となって行うリテイルサポート(小売支援活動)等の取組を推進すること。

(7) 卸売市場の多様な機能の発揮と、周辺環境との調和を図るとともに、展示・見学

施設、研修施設、多目的ホール、アメニティー機能（快適性）を持つ施設等関連施

設の整備のほか、可能な限り緑地帯等を設置すること。

(8) 流通事情の変化に柔軟に対応できる構造とすること。

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

１ 取引の合理化に関する事項

今回の卸売市場制度改正においては、卸売業者や仲卸業者による出荷者や実需者の

ニーズに即した多様な取引やサービスの提供を可能とすることにより、そのビジネス

、 、チャンスの拡大を図る一方 中央卸売市場における透明で公正な取引を確保するため

取引情報の公表の充実や規制緩和措置に係る市場取引委員会の機能強化の措置を講じ

たところである。

こうした改正の趣旨を踏まえて、卸売市場の取引について、公正性・透明性を確保

しつつ、流通コストの削減や生産者、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、特に次の事項に留意するものとする。

(1) 卸売市場における売買取引の方法については、各市場の消費動向と供給体制の変

化を踏まえ、各市場の持っている経済的な地歩、取扱品目の性質、売手・買手の特

徴等市場の実態を反映しつつ、市場及び品目ごとの特性に応じた合理的な売買取引

の方法を設定するとともに、その遵守を図ること。この売買取引の方法の設定に当

たっては、今回の制度改正による取引情報の公表の充実措置を踏まえ、各市場にお

ける市場取引委員会の場等において売買取引の状況について不断の検証を行い、必

要に応じて見直しを行うこと。

(2) 計画的な集荷活動による品揃えの確保や最適物流の実現による物流コストの軽減

を図るため、今回の制度改正による買付集荷の自由化や商物一致原則の例外措置の

拡充を踏まえ、各市場においては市場取引委員会の場等を活用して十分な議論を行

い、卸売業者と仲卸業者との連携の下での卸売市場に適合したサプライチェーンマ

ネジメントシステム（商品供給最適管理システム）の確立等による卸売市場流通の

効率化に積極的に取り組むこと。

(3) 卸売市場の集荷力の低下や産地と実需者間の直接取引の拡大に対応するため、今

回の制度改正による集荷の共同化等の複数の卸売市場間の連携や新商品の開発等の

ための生産者、実需者等との連携についての規制緩和措置を受けて、各市場におい
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。 、ては市場間連携等による集荷力の向上を通じた市場取引の活性化を図ること なお

市場間連携に取り組むに当たっては、卸売市場における取引秩序に支障が生じるこ

とのないよう、市場取引委員会の場で十分な議論を行うこと。

(4) 今回の制度改正による卸売業者及び仲卸業者の市場外での販売行為規制の緩和措

置の運用に当たっては、卸売業者及び仲卸業者による市場外における販売行為によ

り、卸売市場における取引秩序に支障が生じることのないよう、市場取引委員会の

場で十分な議論を行うこと。

(5) 卸売市場における売買取引について、適切な価格形成を図るとともに、円滑・確

実な決済を確保すること。

(6) 卸売市場においては、原産地表示の徹底等により公正な取引を推進すること。ま

た、食の安全・安心の確保に対応するため、卸売市場の取引においては、卸売を行

った生鮮食料品等の仕入れ先、卸売を行った日等の情報の記録を適切に行うととも

に、産地が提供する生産履歴情報等の適切な伝達を図るトレーサビリティシステム

の確立に努めること。

(7) 量販店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、各市場においては、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み、卸売市場における適正な取引環

境の形成に努めること。

２ 物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化に関する事項

商品管理の適正化、食品衛生の確保、ロジスティクス（戦略的物流管理システム）

の展開方向、市場労働の省力化等に配慮し、特に次の事項に留意するものとする。

(1) 商品形態の変化、多温度帯流通の進展、市場の休業日の増加等に対応した施設の

整備を図るとともに、商品の特性に応じた荷さばき、保管等に努めること。

、 、 、 、(2) 電子商取引 予約相対取引 見本取引の進展等取引方法の変化 小売形態の変化

荷さばき、保管等の効率化等に配慮して保管・加工処理・配送施設の整備に努める

とともに、場外保管施設の適切な活用を推進すること。

(3) 自動荷さばき・搬送システム、パレット輸送システム、自動倉庫等の体系的利用

により、荷役労働の省力化を計画的に推進すること。

３ 物品の品質管理の高度化に関する事項

開設者、卸売業者、仲卸業者その他の市場関係業者は、温度管理による生鮮食料品

等の鮮度保持、市場内の施設や用具等の洗浄・殺菌、場内搬送車両の無公害化、品質

管理の責任者の設置と責務の明確化を図るとともに、次の事項に留意し、品質管理の

高度化に取り組むものとする。

(1) 荷受け段階

① 卸売場にトラックを進入させない荷下ろし体制の整備、荷下ろし時におけるア

イドリングの禁止

② 物品の鮮度や外観、容器の破損や衛生状態等の確認

③ 物品が結露しないための輸送温度、場内温度の設定

④ 必要に応じた輸送業者に対する輸送条件等の記録の提示

(2) 卸売段階

① 低温卸売場での取引や見本ぜりの活用

② 物品の床への直置きや引きずりの禁止

③ 卸売場の衛生的な利用、喫煙や飲食の禁止
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④ 取引後の速やかな物品の搬出

(3) 仲卸段階

① 腐敗に結びつく部位や物品、混入異物の除去

② 定温倉庫や冷蔵庫での保管期間の短縮

③ 花き（切花）にあっては、清潔な容器や水の維持

(4) 配送段階

① 買荷保管所又は積込所等における滞留時間の短縮

② 保冷・冷凍車両の利用の推進

③ 物品ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みの推進

(5) その他

① 青果物にあっては、通い容器を利用する場合には、洗浄・殺菌の徹底

、 、② 水産物にあっては 食品衛生法に基づく公衆衛生の見地から必要な施設の基準

公衆衛生上講ずべき措置の基準の遵守

③ 食肉にあっては、食品衛生法に基づく公衆衛生の見地から必要な施設の基準、

公衆衛生上講ずべき措置の基準の遵守

また、と畜段階では、と畜場法に基づく構造設備の基準、衛生管理の基準の遵

守、必要に応じた獣畜の飼育履歴等の確認、食道や直腸の結紮やナイフの消毒等
けっさつ

ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点）の考え方を取り入れた衛生管理の導入

④ 花きにあっては、直接的な冷暖風からの遮断、品質保持効果の高い切花のバケ

ット（専用容器）流通の推進

第５ 卸売業者及び仲卸業者の経営の近代化の目標

１ 卸売業者

、 、(1) 卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保し 十分な卸売機能を果たしていくため

卸売業者の経営規模の拡大及び経営体質の強化を図るものとし、特に資本の充実、

従業員の資質の向上、省力化システムの導入等による生産性の向上に努めること。

また、市場間、市場内、市場外流通等による競争実態、情報システムの整備状況

等を踏まえつつ、合併や営業権の譲受けによる統合大型化、市場を超えた卸売業者

間の資本関係の構築による連携関係の強化を図ること。

この場合において、救済合併等の場合を除き、原則として、目標年度における従

業員１人当たりの取扱金額の水準（下表）を達成することを目安とするとともに、

異なる市場の卸売業者同士の統合大型化、青果、水産物等取扱品目を異にする卸売

業者同士の統合大型化、連携強化も視野に入れた対応を行うこと。

（単位：百万円）
部類別 青 果 物 水 産 物 花 き

市場別 卸売業者 卸売業者 卸売業者

中央卸売市場 ２４０ ３８０ １４０

地方卸売市場 １００ １６０ ８０
）(水産物産地市場を除く

（注）この表に示す水準は、中央卸売市場については平成１４年度、地方卸売市場に
ついては平成１３年度の価格水準で、経営コストを低減し取引の規模の拡大を
図る観点から示したものである。

(2) 卸売業者の経営状況の悪化に対処し、卸売業者の経営の健全性を確保し、出荷者

に対する卸売市場の信頼性を高めるため、増資等により卸売業者の財務体質の強化

を図るとともに、経営再編によるコストの低減、経営多角化による経営改善を図る
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こと。

また、経営の安定を図るため第三者による適時適切な経営評価の実施に努めるこ

と。

(3) 管理部門について、電算化の推進と計画的な経営管理システムの整備、責任体制

の確立等を図り、事業の計画的、一体的な運営の確保と経営コストの縮減に努める

こと。

(4) 経営能力を有する人材の育成、新規労働力の確保とその教育、熟練労働力の定着

と活性化を推進するとともに、責任体制の確立に努めること。

(5) 生産者の生産状況や実需者の需要状況に対応した計画的かつ安定的な集荷販売力

の強化及び実需者、小売業者等との連携を深めることによる国内産の農林水産物を

用いた新商品開発能力の向上に努めること。

(6) 平成２１年４月から機能・サービスに見合った卸売手数料を弾力的に徴収するこ

とができることとなるが、卸売業者はその経営が手数料収入に大きく依存している

実態を踏まえ、円滑な移行ができるよう取引方法や提供するサービスの充実、経営

体質の強化に努めること。

２ 仲卸業者

(1) 仲卸業者の経営の発展を図るため、仲卸業者数の大幅な縮減を図ることを基本と

し、市場や商品の実態、従業員の高齢化、後継者の有無等を踏まえ、合併や営業権

の譲受けによる統合大型化、仲卸組合の共同事業として廃業する仲卸業者の営業権

の取得等による業者数の縮減を図ること。

この場合において、救済合併等の場合を除き、原則として、目標年度における従

業員１人当たりの取扱金額の目標（下表）を目安とするとともに、異なる市場や取

扱品目を異にする仲卸業者同士の統合大型化も視野に入れた対応を行うこと。

（単位：百万円）

部類別 青 果 物 水 産 物 花 き
市場別 仲卸業者 仲卸業者 仲卸業者

中央卸売市場 １００ １００ ５０

地方卸売市場 ９０ ８０ ５０
（ ）水産物産地市場を除く

（注）この表に示す水準は、平成１４年度の価格水準で、経営コストの低減、取引規
模の拡大を図る観点から示したものである。

(2) 仲卸業者の経営状況の悪化に対処し、仲卸業者の業務の適正かつ健全な運営を確

保するため、開設者が財務基準を定め、これに基づき仲卸業者の経営の早期改善を

図ること。

(3) 小売店、外食産業等の仕入ニーズの適切な把握に努め、これに対応した商品の小

分けや事前処理、配送等の販売業者機能を強化することにより、小売業者への支援

を図ること。また、就労体系の整備等により小売店等の営業の動向に対応した市場

の休業日の営業の実現に努めること。

(4) 関係業者間の提携関係の強化を図りつつ、大型ユーザーとの対等な取引関係の構

築に努めるとともに、生産者との連携強化に取り組むことにより、新たな国内産の

農林水産物の需要の開拓に努めること。

(5) 情報機器の活用等による経営管理システムの確立や、経営再編等による経営合理
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化、共同配送等によりコストの削減を進めること。

第６ その他

１ 情報化は、取引の公開性を高め、多様な取引方法の導入を図る等、迅速かつ的確な

取引を推進する前提となることに加えて、市場行政の効率化、取引事務のペーパーレ

ス化、物流の省力化等市場運営及び関係事業者の経営の合理化に直結することを重視

して、早急にその推進を図ること。

２ 最新の物流システムの導入、福利厚生施設の充実等市場の労働条件の改善による魅

力ある職場づくりに努めること。

３ 食品の安全性の確保と環境問題の深刻化に対応するため、有害物品に関する検査体

制の確立、じんあい処理施設及び汚水処理施設の整備、包装廃棄物等の発生の抑制に

努めること。また、食品廃棄物、包装容器等のリサイクルに努めるなど、関係事業者

の環境問題への取組を推進すること。

４ 関連事業者については、卸売市場が食料品総合卸売センターとしての機能の充実を

図る上でも重要なことから、その体質改善と経営の活性化を図ること。

５ 災害時等の緊急の事態に際し卸売市場の果たす機能の重要性にかんがみ、防災性に

配慮した施設整備を行うとともに、災害時等において適切な対応が確保されるよう努

めること。

６ 市民のための卸売市場の役割を重視し、食のイベント、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の利用にも配慮すること。

７ 卸売市場に関する情報については、取引結果及び卸売業者の財務についての公表と

ともに、広く消費者に対し卸売市場の役割、生鮮食料品等に対する知識等について普

及するため、インターネット等を活用し、卸売市場に関する様々な情報を広く公開・

提供するよう努めること。
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別記１

市場流通量の見通し

（単位：千トン、花き百万本）

平成１０年度 平成２２年度 平成 平成 (％)
(基準年度) (目標年度) ２２年度 １０年度

野 菜 13,080 13,970～14,850 106.8～113.5

果 実 5,896 5,750～ 6,120 97.5～103.8

水産物 7,099 6,780～ 7,210 95.5～101.6

食 肉 559 518～ 551 92.7～ 98.6

花 き 7,607 10,740～11,410 141.2～150.0

(注) １ 市場流通量の見通しは 「食料・農業・農村基本計画」及び「花き振興基本、
方針」の基本的数値を基礎とし、市場流通の関係指標算定要素として推定した。
２ 産地市場の流通量は含まない。

別記２

卸売市場施設規模算定基準

１ 売場施設の必要規模

目標年度における売場施設（卸売場、仲卸売場及び買荷保管所又は積込所）の必

要規模の算定は、過去の取扱数量等を基に、目標年度における１日当たり市場流通

の規模を推定し、次の算式により行うものとする。

ｇｔ・ｆｉ
Ｓｉ ＝ ＋Ｒｉ

μｉ

Ｓｉ：目標年度における売場施設の必要規模

ｇｔ：目標年度における１日当たり市場流通の規模

ｆｉ：売場施設経由率

μｉ：目標年度における売場施設単位面積当たり標準取扱数量

Ｒｉ：売場施設通路面積

ｉ：各売場施設

２ その他の卸売市場施設の必要規模

その他の卸売市場施設の必要規模の算定は、実情に応じて行うものとする。

３ 駐車場の必要規模

目標年度における駐車場の必要規模の算定は、目標年度における１日当たり市場

、 、 、流通の規模に基づいて 自動車による搬入及び搬出の状況 場内運搬車の利用状況

販売開始時間、買出しの状況、従業員の自家用車利用状況等を考慮して次の算式に

より行うものとする。

ｇｔ
Ｓｔ＝２５㎡・ ＋Ｍ ）（

μｏ

Ｓｔ：目標年度における駐車場の必要規模

ｇｔ：目標年度における１日当たり市場流通の規模

μｏ：１台当たり積載数量
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Ｍ：その他業務用及び通勤自動車台数

４ 市場用地の必要規模

目標年度における市場用地の必要規模の算定は、目標年度における各施設の必要

規模の合計に駐車場の必要規模及び円滑な市場内交通を確保する建物外部の通路の

必要規模を加算して得られる規模と市場の立地条件、市場流通の見通し等を考慮し

た増設余力を見込んで次の算式により行うものとする。

Ｓ＝（１＋ａ ・ ΣＳｉ＋Ｓｔ＋Ｒ））（

Ｓ：目標年度における市場用地の必要規模

ａ：増設余力指数

Ｓｉ：各施設の必要規模

Ｓｔ：駐車場の必要規模

Ｒ：建物外部の通路の必要規模


