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Ⅰ はじめに

卸売市場は、生鮮食料品等の流通の大宗を占める基幹的な社会インフラであり、国

民に対する生鮮食料品等の安定的な供給を図る上で重要な役割を担ってきている。

大正１２年に中央卸売市場法が制定され、初めて卸売市場制度が整備された後、昭

和４６年に現行の卸売市場制度が発足し、その後、平成１１年及び１６年に制度改正

が行われ、卸売市場における取引の合理化、適正な品質管理の推進、卸売市場の再編

の円滑化等の措置が講じられている。また、平成１６年の制度改正以降も、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への転換に向けた

関係者の努力が行われてきたところである。

しかしながら、平成１６年の制度改正後においても、我が国の生鮮食料品等の流通

をめぐっては、卸売市場内外ともにその情勢が大きく変化してきている。例えば、卸

売市場をめぐる情勢においては、少子高齢化等による社会構造の変化、農水産物の生

産構造の脆弱化、また、食の安全に対する期待の高まり、環境問題をはじめとする社

会的要請の高まりなどが見られる。一方、卸売市場においては、生産・消費量の減少

や輸入品の増加等により、卸売市場経由率の低下や取扱数量の減少等の状況にあり、

卸売業者及び仲卸業者の経営は非常に厳しいものとなってきている。

こうした状況を踏まえ、本研究会は、卸売市場に今後期待される役割と将来方向、

施策のあり方について、幅広い観点から総合的に検討を行うため、平成２１年１０月

から開催してきたものである。

これまで計１２回にわたる会合を開催し、平成２１年１２月までは、卸売業者、仲

卸業者、生産・出荷者、小売、加工、外食等の需要者、消費者、開設者及び学識経験

者から幅広くヒアリングを行った上で、これを取りまとめて、課題・論点を抽出し、

平成２２年１月からは、それぞれの課題について議論を行い、今後の対応方向につい

て精力的に検討を行ってきたところである。

この報告は、これまでの本研究会での検討に基づき、卸売市場の現状と課題を分析

し、今後の対応方向と施策のあり方について取りまとめたものである。
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Ⅱ 卸売市場の現状と課題

１ 卸売市場をめぐる情勢の変化

卸売市場をめぐる情勢は、以下のとおり、近年、少子高齢化等による食料消費の

減少、食料消費・小売形態の変化や消費者ニーズの多様化、食の安全・消費者の信

頼の確保や鮮度保持への期待の高まり、環境問題をはじめとする社会的要請の高ま

り、従事者の減少等による農水産物の生産構造の脆弱化等により、大きく変化して

きている。

（１）少子高齢化等による食料消費の減少

我が国の総人口は、平成１６年の１２,７７９万人をピークとして減少傾向にあ

る。

また、我が国の総人口に占める高齢者（６５歳以上）の割合も、平成１７年の

２０.２％から平成４７年には３３.７％と今後大きく上昇すると予想されている

など、今後とも、少子高齢化が急速に進むことが確実となっている。

このような状況を背景として、国民の食料総消費量、国民１人当たり食料消費

量はともに減少傾向にあり、今後、この傾向はますます強まるものと予想されて

いる。

（２）食料消費・小売形態の変化や消費者ニーズの多様化

我が国の世帯構造は、二人以上の世帯が減少し、単独世帯が増加傾向にある。

また、女性の就労意欲の向上を背景として、女性の社会進出が進んでいる。

このような状況を背景として、飲食費の最終消費のうち加工品（中食を含む。）

及び外食の占める割合は、１９８０年の７４．２％から２００５年には８１.６％

と大きく上昇しており、生鮮食料品の占める割合は１８.４％に落ち込んでいる。

また、従来は少なかったコンビニエンスストアやインターネットによる食料品

の購買が増えているほか、食味や健康に対する志向も高くなるなど、食料品に対

する消費者ニーズは、多様化している。

（３）食の安全等への期待の高まり

近年、食品事業者の不適正な表示や製造等により食に対する消費者の信頼を揺

るがす事件が相次いで発生している。

こうした中で、消費者が生鮮食料品を選択する際の基準として、「安全性」「新

鮮さ」を選んだ人の割合が「価格」を上回る調査もあるなど、食の安全や品質に

対する関心が高まっている。
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（４）環境問題をはじめとする社会的要請の高まり

大気中の二酸化炭素等の温室効果ガスの増加により、世界の平均気温は、過去

１００年の間におよそ０.７℃上昇するなど地球温暖化が進行しており、生態系、

農業、社会基盤、人の健康などに多大な影響を与えることが予想されている。

このような中、我が国は、本年１月に、すべての主要国による公平かつ実効性

のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として、２０２０年の温

室効果ガス排出量を１９９０年比で２５％削減する目標を表明し、地球温暖化問

題へ積極的に対応することとしており、企業においてもその対応が求められるこ

ととなる。

また、食に関し、上述のような法令違反事件が相次いでおり、コンプライアン

スの徹底･企業倫理の確立への要請が強まっている。

（５）従事者の減少等による農水産物の生産構造の脆弱化

我が国の農業は、耕地面積の減少や耕作放棄地の増加、農業従事者の減少・高

齢化が進行しており、農業総産出額は、昭和５９年をピークとして減少傾向で推

移している。

漁業についても、同様に、漁業従事者の減少・高齢化が進行している。また、

我が国周辺水域における水産資源の水準も低位にあることから、平成１９年にお

ける生産量は、ピーク時である昭和５９年の半分以下へと大きく減少している。

このように、従事者の減少等により、我が国の生鮮食料品等の供給基盤となる

農業・漁業ともに、生産構造の脆弱化が顕著になっている。

（６）産地の大型化と需要者の形態の変化

卸売市場に対する主な出荷団体である農業協同組合及び漁業協同組合は、５年

前と比較して、ともに組合数が約２割減少する一方、１組合当たりの平均販売取

扱高は増加するなど産地は大型化している。

また、卸売市場の販売先である需要者においても、比較的小規模な食料品専門

店･中心店等の販売額が減少している一方、食料品スーパーでは、１３兆円(平成

６年)から１７兆円(平成１９年)に増加、コンビニエンスストアにおいても、４兆

円（平成６年）から７兆円(平成１９年)に増加するなど需要者の形態が変化して

いる。

２ 卸売市場の現状

（１）卸売市場の取扱数量、経営状況等の現状

１に掲げたように、卸売市場をめぐる情勢が変化している中で、卸売市場の現

状を見ると、生産・消費量の減少や輸入品の増加、情勢の変化への対応の遅れ等
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により、以下のような状況となっている。

ア 卸売市場経由率の低下

卸売市場経由率は、青果物、水産物では、６割(国産青果物に限れば９割)を

超えており、引き続き、卸売市場は我が国の生鮮食料品等の基幹的な流通経路

としての重要な役割を果たしている。しかしながら、輸入品や加工品の増加等

により、花きを除く品目で低下している（表-1）。

表-1 卸売市場経由率

平成１８年度（増減） 平成８年度

青果物 ６４．６％（▲１０．０ポイント） ７４．６％

〔国産〕 〔９１．９％〕

水産物 ６２．１％（▲７．３ポイント） ６９．４％

食 肉 １０．１％ （▲４．８ポイント） １４．９％

花 き ８５．４％（＋１．３ポイント） ８４．１％

資料：農林水産省流通課調べ

イ 取扱数量の減少等

卸売市場における取扱数量及び取扱金額は減少傾向にあり、直近１０年間で

は、青果物の取扱金額は２割強、水産物の取扱金額は３割減少している。青果

物及び水産物においては、取扱金額の減少率が取扱数量の減少率を上回ってい

る(表-2、表-3）。

また、中央卸売市場における地方ブロック内（北海道、東北、関東、北陸、

東海、近畿、中国・四国、九州･沖縄）の取扱数量の最上位市場と最下位市場の

取扱数量のシェアは、青果物市場と水産物市場について、平成１０年と比較し

て、地方ブロック内の市場間格差は拡大しており、二極化が進展している状況

にある。

表-2 卸売市場の取扱数量

平成１８年度（増減率） 平成８年度

青果物 １６，１６３千トン（▲１９％） １９，９６１千トン

水産物 ４，１０５千トン（▲２５％） ５，４５９千トン

食 肉 ３６５千トン（▲２９％） ５１２千トン

資料：農林水産省流通課調べ
注：地方卸売市場のうち、いわゆる水産物の産地市場の取扱数量は除く



-5-

表-3 卸売市場の取扱金額

平成１８年度（増減率） 平成８年度

青果物 ３４，６４２億円（▲２２％） ４４，５２６億円

水産物 ３０，４３６億円（▲３０％） ４３，２７１億円

食 肉 ３，７２４億円（▲２３％） ４，８５２億円

花 き ４，５２２億円（▲１７％） ５，４４９億円

資料：農林水産省流通課調べ
注：地方卸売市場のうち、いわゆる水産物の産地市場の取扱金額は除く

ウ 卸売業者及び仲卸業者の経営状況の悪化等

中央卸売市場の卸売業者数は、直近１０年間では、青果で２割弱、水産物で

１割減少し、食肉及び花きにおいて横ばいとなっている(表-4)。また、中央卸

売市場の仲卸業者数は、花きにおいては、わずかに増加しているものの、青果、

水産物及び食肉において４分の１近く減少している（表-5）。一方、中央卸売市

場の卸売業者の取扱金額は、食肉を除き減少している（表-6）。

このような中、中央卸売市場の卸売業者１業者当たりの取扱金額は、直近１

０年間では、青果で１割、水産物で３割近く減少し、仲卸業者(法人)１業者当

たりの取扱金額は、水産物で３割強減少している（表-7、表-8）。

このような厳しい状況の下で、中央卸売市場における卸売業者のうち、青果

で約３割、水産物、食肉、花きで５割以上が営業損失を計上しており、仲卸業

者（法人）のうち、青果で約４割、水産物で約５割、食肉で約２割、花きで約

３割が経常損失を計上するなど、その経営状況は非常に厳しいものとなってい

る。

中央卸売市場の開設者においても、平成１９年度決算において、地方公営企

業法適用会計では、純損失を１３会計中６会計が計上しており、また、同法非

適用会計では、全会計合計で歳入の約３５％が一般会計繰入金となっているな

ど、その財政状況も厳しいものとなっている。

表-4 中央卸売市場の卸売業者数

平成１９年度（増減率） 平成１０年度

青 果 ９１社（▲１９％） １１２社

水産物 ８７社（▲１０％） ９６社

食 肉 １０社（増減なし) １０社

花 き ３１社(増減なし) ３１社

資料：農林水産省流通課調べ
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表-5 中央卸売市場の仲卸業者数

平成１９年度（増減率） 平成１０年度

青 果 １，７６３業者（▲２４％） ２，３０９業者

水産物 ２，６２５業者（▲２３％） ３，３９８業者

食 肉 ８２業者（▲２３％） １０７業者

花 き １０６業者（＋６％） １００業者

資料：農林水産省流通課調べ

表-6 中央卸売市場の卸売業者の取扱金額

平成１９年度（増減率） 平成１０年度

青 果 ２０，２９４億円（▲２５％） ２７，１４３億円

水産物 ２１，１０７億円（▲２８％） ２９，２９２億円

食 肉 ２，５１６億円（＋５％） ２，３９４億円

花 き １，５５９億円（▲０％） １，５６２億円

資料：農林水産省流通課調べ

表-7 中央卸売市場の卸売業者１業者当たりの取扱金額

平成１９年度（増減率） 平成１０年度

青 果 ２２３億円（▲８％） ２４２億円

水産物 ２４３億円（▲２０％） ３０５億円

食 肉 ２５２億円（＋５％） ２３９億円

花 き ５０億円（増減なし） ５０億円

資料：農林水産省流通課等調べ

表-8 中央卸売市場の仲卸業者(法人)１業者当たりの取扱金額

平成１９年度（増減率） 平成１０年度

青 果 １２．０億円（▲１％） １２．１億円

水産物 ７．７億円（▲３１％） １１．２億円

食 肉 ２５．１億円（＋２６％） １９．９億円

花 き ６．４億円（＋１６％） ５．５億円

資料：農林水産省流通課等調べ
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（２）卸売市場の機能・役割に対する評価

卸売市場の果たしている役割や機能ごとに、現状を見ると、以下のような状況

となっている。

ア 集荷（品揃え）、分荷機能

卸売市場は、全国各地の主要な産地から、それぞれの産地で生産される特定

の品目をまとまった単位で集荷するとともに、近隣の産地の生産者が生産する

多種多様な品目についても集荷することにより、豊富な品揃えを確保している。

このような多品目で大量の商品を、専門小売業者や量販店等の需要者のニーズ

に応じて、迅速かつ効率的に、必要な品目、必要な量に仕分けし、捌いていく

機能を有している。

大消費地を中心とする国民に対して、生鮮食料品等を円滑かつ安定的に供給

する上で、また、豊かで多様な食生活を提供していく上で、卸売市場における

効率的な集荷・分荷機能、豊富な品揃え機能は重要な役割を果たしており、出

荷者・需要者双方からその機能の発揮には、今後とも、大きな期待が寄せられ

ている。

しかしながら、集荷（品揃え）、分荷機能については、以下の問題点が指摘さ

れている。

① 生鮮食料品等の流通においては、商品の品質や価値を維持しつつ、安全で

新鮮な商品の調達が可能となるコールドチェーンシステムの確立が必要不可

欠である。しかしながら、中央卸売市場における低温卸売場の面積割合は１

割程度にとどまるなど、卸売市場における対応が遅れ、コールドチェーンシ

ステムが卸売市場で途切れている。

② 食料消費・小売形態の変化や消費者ニーズの多様化という状況の中で、量

販店や食品加工業者等からは、単に青果物や水産物を収穫又は水揚げした状

態のまま販売するのではなく、カット・フィレ加工や小分け包装など一歩進

んだ加工処理に対するニーズが高まっている。また、地場野菜や地魚、顔の

見える商品や規格外品等の多様な品揃えに対する量販店や専門小売業者等の

ニーズも高まっている。こうした需要者からのニーズに十分に対応していな

い。

③ 食品加工業者や外食産業、さらには量販店等においては、消費者に対して、

定量、定価格、定品質で商品を提供する観点から、商品の原料である食料品

の調達に当たっても、予約相対取引をはじめとした契約取引による安定的な

取引へのニーズが強い。しかしながら、卸売市場においては、こうしたニー
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ズへの対応が遅れており、食品加工業者、外食産業等の需要を十分取り込め

ていない。

④ 商物一致規制については、現物を市場内に搬入し、適切に評価・値付けを

行う上で、重要な仕組みであるが、品目によっては、必ずしも現物の確認を

する必要のないものもあり、鮮度維持や効率的な物流を求める出荷者や需要

者のニーズに十分応え切れていない。

⑤ 産地の大型化に伴い、効率的な大ロットでの出荷に対応できる市場、出荷

した荷を確実に捌ききれる市場を集約して出荷する傾向が強まってきており、

結果として、取扱数量の大きな卸売市場に荷が集中してきている。一方、中

小規模の卸売市場においては、取扱数量が一層減少し、自力での品揃えでは

不十分なため、他市場からの転送に依存する傾向が強まっており、市場間の

連携による効率的な物流が確保されていない。

イ 価格形成機能

卸売市場は、大量に集荷した荷について、需給状況に応じて、迅速に、かつ、

公正で透明性の高い価格形成を行う機能が求められている。なかでも、中央卸

売市場については、生鮮食料品等の流通の中核的な流通拠点として、指標性の

ある価格を適正に形成する機能・役割が期待されており、特に、取扱数量の大

きな卸売市場で形成される価格は、広範囲にわたって影響を与えている。

しかしながら、価格形成機能については、以下の問題点が指摘されている。

① 近年、大量のロットで取引を求める量販店等のシェアの拡大を背景に、大

量の荷を効率的に取引できる相対取引が増え、セリ取引の割合が減少してい

る。中央卸売市場においては、青果物及び水産物では約８割、花きでは約６

割が相対取引となっており、価格形成に対する量販店等の大型需要者の影響

力が強まってきている。

このような中で、相対取引では、個別の取引内容（価格、数量等）の詳細

は開示されないことから、卸売市場における価格形成の透明性が低下してい

る。

② 地方の中小規模の中央卸売市場においては、取扱数量が減少する中で、拠

点となる卸売市場で形成される価格に影響を受け、独自の価格形成が十分に

行われていない。

ウ 代金決済機能

連日大量に取引が行われる中、出荷者に対し、卸売業者が卸売代金を迅速か
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つ確実に支払うことにより、卸売市場としての信用を確保している。卸売業者

は、委託者に対して、原則として取引の翌日までに卸売代金を支払い、仲卸業

者から卸売業者に対しては、原則として買受けと同時に代金を支払うこととな

っている。

代金決済機能については、個々の卸売業者が自らの与信管理のもと代金回収

を行っている場合もあるが、仲卸業者や小売業者による組合等が組織する代払

機関によって、その機能発揮が下支えされている場合が多い。

卸売市場における迅速かつ確実な代金決済は、生鮮食料品等の安定的な生産

及び出荷に重要な役割を果たしており、出荷者からはその維持に高い期待が示

されている。

しかしながら、代金決済機能については、以下の問題点が指摘されている。

① 卸売業者及び仲卸業者の経営が厳しくなる中で、代金決済機能を維持する

ための負担感が高まるとともに、決済事故のリスクが増大している。

② 制度上求められている卸売市場における決済機能とは別に、産地からの保

証金の対応など卸売業者の負担感が高まっている場合もある。

エ 情報受発信機能

卸売市場は、出荷者と需要者の中間に位置することから、買い手である需要

者側の情報を出荷者に、売り手である産地側の情報を需要者に、的確に提供す

る機能が期待されている。

しかしながら、情報受発信機能については、以下の問題点が指摘されている。

① 需要者からは、生産情報や価格情報など定量的な情報とともに、生産過程

についての情報など付加価値の向上につながる定性的な情報も求められてい

る。一方、出荷者からは、需要者の商品ニーズ、需要動向等の情報を求めら

れている。しかしながら、卸売業者や仲卸業者においては、これらのニーズ

への対応が不十分である。

② 卸売業者が把握している出荷者の情報、仲卸業者等が把握している需要者

の情報が、卸売業者、仲卸業者の双方で共有されていない。

オ その他の機能･役割

これまで卸売市場が有しているとされてきた上記ア～エの機能以外に、以下

のような機能・役割も求められている。

① 適正な食品表示の徹底、生産履歴等の確実な伝達、食の安全に係る対応な
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ど、卸売市場を流通する商品についても、その安全と消費者の信頼を確保す

るための積極的な対応が求められている。

② 卸売市場は、国民の生命・健康に直接関わる食料を円滑かつ安定的に供給

するという公的な役割を担っており、社会的な信頼を維持していく上で、コ

ンプライアンスの徹底への積極的な対応が求められている。また、地域社会

との共生にも留意する必要がある。

③ 卸売市場は、冷蔵・冷凍施設等の大規模な施設を有しており、大量の電力

や水等を消費し、青果物や水産物の残さや容器ごみなども大量に排出してい

るため、環境に対する負荷が大きく、その軽減に向けた環境問題への取組が

求められている。

カ その他

上記ア～オのほか、卸売市場の機能全体に係る問題として、以下の点が指摘

されている。

① 平成１１年及び１６年の卸売市場法の改正において、規制の見直しが行わ

れてきているが、その効果の発揮が不十分である。また、規制の必要性が十

分に検証されていない。

② 開設者への事前承認手続きや書類の提出義務等が、卸売業者や仲卸業者が

業務を行う上で、大きな負担となっている。

③ 卸売市場においては、各市場の実情に即して取引ルールの設定や運用を行

うため、開設者、卸売業者、仲卸業者及び売買参加者等からなる市場取引委

員会が置かれているが、市場取引委員会が十分に機能せず、規制緩和措置の

活用など新たな取組が停滞している。

（３）（２）の機能の発揮を支える市場全体の運営体制等の現状

上記（２）の機能・役割を卸売市場全体として発揮させるための運営体制とこ

れに大きな影響を与える状況については、以下のとおりとなっている。

ア 卸売市場の機能・役割をそれぞれ分担しながら直接担う卸売業者及び仲卸業

者の経営については、既述のとおり、厳しい状況となっている。

イ 中央卸売市場においては、開設者、卸売業者、仲卸業者及び売買参加者等の

市場関係者が、卸売市場全体の将来の方向性を考慮しつつ一体となって、市場
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全体としての経営戦略的な意思決定を行っているとは言えない状況にある。例

えば、コールドチェーンシステムへの対応、物流の効率化、情報受発信機能の

強化などの市場全体の機能強化に当たっては、産地から消費者に至るまでのフ

ードチェーン全体を見据えて取り組むことが重要であるが、このような視点も

必ずしも十分に浸透していない。また、このような状況が継続すれば、多様化

する出荷者や需要者のニーズに対応できず、求められる機能・役割が十分に発

揮できなくなるとの指摘もある。

３ 卸売市場の課題

上記２のとおり、卸売市場の現状を見ると、多くの問題点が指摘されているが、

これらの問題点を解決するためには、次のような課題に取り組む必要がある。

（１）市場機能の円滑な発揮と更なる機能強化のための課題

ア 多様化する出荷者、需要者のニーズへの適切な対応

コールドチェーンシステムへの対応や加工・調製機能、保管・配送機能の強

化、予約相対取引等の契約取引による安定的な取引など、出荷者や需要者から

の様々なニーズに適切に対応し、卸売市場の機能強化を図っていくことが必要

である。

イ 公正かつ効率的な取引の確保

公正な取引の確保、適正な価格形成の観点から、市場取引において卸売業者

と仲卸業者・売買参加者とを対置する卸売市場の基本的構造及び規制の基本原

則は維持しつつ、一方で、その必要性が十分に検証されていない又は現状で不

必要な規制の検証・見直しを行い、効率的な取引の確保、卸売業者及び仲卸業

者等の負担の軽減を図ることが必要である。

ウ 社会的要請への適切な対応

卸売市場は、食料の円滑かつ安定的な供給という公的な役割を担っており、

市場関係者は、食の安全・消費者の信頼確保への対応や、コンプライアンスの

推進、環境問題への対応等の社会的要請に適切に対応し、社会的信頼を確保し

ていくことが必要である。

（２）（１）の機能の発揮・強化を支える市場全体の運営体制、市場の再編等の課題

ア 卸売市場の再編の推進等

中央卸売市場の取扱規模が二極化する中で、効率的な物流ネットワークを構
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築する観点から、規模の大きな市場と中小の市場との間でその機能・役割分担

の明確化を図ることが必要である。また、引き続き、中央卸売市場としての機

能が適切に発揮されていない市場の再編を進めていくことが必要である。

イ 卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化

集分荷機能、代金決済機能、情報受発信機能等の卸売市場における機能・役

割の発揮を担っている卸売業者及び仲卸業者について、機能強化に向けた取組

を推進し、その経営体質の強化を図ることが必要である。

ウ 経営戦略的視点を持った市場運営の確保

卸売市場が将来にわたって、その機能が十全に発揮されるためには、卸売業

者、仲卸業者、売買参加者等の市場関係業者と開設者が一体となって、市場全

体の将来を見据えた経営戦略的な視点から、市場を運営する体制の整備が必要

である。
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Ⅲ 今後の対応方向

Ⅱで整理した課題に対する取組について、具体的な提案は以下のとおりである。

１ 基本的な方向

今後の卸売市場については、市場関係者は、以下の基本的な方向を、再度、認識

する必要がある。

（１）卸売市場は、我が国の生鮮食料品等の流通の基幹的インフラとして、国民の生

命・健康に直接関わる食料を円滑かつ安定的に供給するという公的な役割を担っ

ている。出荷者は安定的な販路としての、また、需要者は安定的な調達先として

の大きな期待を有しており、生鮮食料品等の基幹的な流通ルートとして、今後と

も健全に発展し、その機能を発揮していくことが不可欠である。

（２）その際には、これまでの食料の消費・生産動向や将来の食料の消費・生産予測

に加え、産地の大型化などの卸売市場をめぐる情勢や川上・川下ニーズの変化等

に的確に対応して、将来を見据えた市場機能の円滑な発揮と更なる機能強化及び

それを支える市場全体としての経営戦略的視点からの運営体制の整備、卸売市場

の再編、卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化等を推進することが重要である。

２ 具体的な対応方向

（１）多様化する出荷者、需要者のニーズへの適切な対応

卸売市場が今後とも生鮮食料品等の流通の基幹的なインフラとしての役割を果

たしていくため、また、出荷者、需要者からの大きな期待に応えていくためには、

以下のとおり、十分に発揮されていない機能を改善し、市場一体となって更なる

機能強化に向けて、その多様化するニーズに適切に対応していくことが必要であ

る。

ア コールドチェーンシステムの確立

卸売市場で分断されているとの指摘があるコールドチェーンシステムについ

ては、出荷者、需要者から強い要請を受けており、卸売場、荷捌き場、保管倉

庫等の施設の低温化（又は定温化）などコールドチェーンシステムへの対応に

早急に取り組む必要がある。具体的には、中央卸売市場ごとに、施設整備につ

いて、数値目標や、あるいは方針等を策定し、積極的に施設整備を推進する必

要がある。
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その際、施設の整備については、イニシャルコストに加え、電力使用料等の

ランニングコストが増嵩すること、地域によって、コールドチェーンシステム

の必要な時期、品目等に違いがあること等から、目標や方針の設定に当たって

は、コールドチェーンシステムの効果や必要性等を十分検討した上で、卸売市

場ごとに推進する必要がある。

イ 加工・調製や保管・配送機能の強化

加工・調製業務や保管・配送業務については、よりきめ細かなサービスを求

める量販店、専門小売業者及び外食産業等から対応が求められており、卸売市

場において、これらの業務を円滑かつ効率的に行うための施設・設備の整備等

を行い、対応体制の強化を図る必要がある。

その際の施設整備については、費用対効果、長期的な需要の動向、利用に関

する業者間の調整、特定の需要者に依存するリスク等を十分検討した上で、卸

売市場ごとに適切に進める必要がある。

ウ 情報受発信機能の強化

需要者のニーズや産地情報、商品情報といった定性的な情報について、これ

を出荷者、需要者へ正確かつ迅速に伝達していくためには、卸売業者や仲卸業

者において、生産から消費に至る情報を共有し、又は戦略的に収集し、円滑に

発信していくことが重要である。

このため、情報受発信機能の強化に向けて、卸売業者や仲卸業者においては、

定量的な生産、出荷、販売情報等に加え、定性的な需要者ニーズや産地情報、

商品情報など新たな需要を喚起して取引を作っていくような情報の収集、提供

の取組を強化する必要がある。

エ 安定的な取引の確保

数量・価格を事前に取り決め、安定的な供給を行う、予約相対取引をはじめ

とした契約取引については、食品加工業者、外食産業、更には量販店等から、

その対応を求められており、卸売業者や仲卸業者においては積極的に対応して

いく必要がある。その際、天候不順その他の事情により数量を確保できない場

合のリスクをどのように負担するか等について、契約当事者間で互いに確認す

る必要がある。

オ その他

① 品揃えの強化

これまで卸売市場が中心に扱ってきた規格品に加え、その卸売市場でしか

流通していないような特色ある地場産品や規格外品等の多様な品揃えについ
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ても、量販店や専門小売業者等から的確な対応が求められている。このため、

卸売業者や仲卸業者においては、需要者のニーズを的確に把握し、産地にフ

ィードバックすること等により、品揃えの一層の強化を推進する必要がある。

② 卸売市場の一般開放

卸売市場に対する消費者理解の醸成や、「食」に関する卸売市場の知見を消

費者に提供して生鮮食料品等の需要拡大につなげるためには、卸売市場の一

般開放の取組も有効である。その際には、卸売市場は、消費者に対して恒常

的な小売行為を行う場ではないことを前提とするべきである。また、市場内

の衛生管理や一般入場者の安全の確保等についても十分留意する必要がある。

なお、必要に応じて、入場料の徴収等について検討することも重要である。

（２）公正かつ効率的な取引の確保

卸売市場における公正な取引の確保、適切な価格形成を確保する観点から、第

三者販売・直荷引きの原則禁止など卸売業者と仲卸業者・売買参加者とを対置す

る卸売市場の基本的構造や差別的取扱いの禁止、商物一致規制等の取引規制の基

本原則を維持することが必要である。

その上で、効率的な取引の確保や卸売業者、仲卸業者等の負担軽減の観点から

以下の見直しを実施する必要がある。

ア 商物一致規制の見直し

現物を確認して適正に評価を行った上で価格形成を行うことは、卸売市場に

おける取引の重要な仕組みであるものの、品目によっては、必ずしも現物を確

認しなくても、その産地や規格等によって値付けが可能なものもある。また、

特に花きなどにおいて、商品の鮮度へのニーズが極めて強く、卸売市場での滞

留時間を省略して直接需要者に商品を届けることへの要請が強い。このため、

商物一致規制について、例外要件の見直しを行う必要がある。

イ 受託拒否禁止の正当な理由の範囲の明確化

受託拒否禁止については、出荷者への安定的な販路の提供という観点からの

卸売市場における基本的な原則であり、その例外となる正当な理由については、

これまで厳格に運用されてきているが、場合によっては、制度の趣旨にそぐわ

ない事態も見受けられる。このため、この原則の趣旨に反しないことは当然で

あるが、正当な理由の範囲について、より明確化を図る必要がある。

ウ 事業者の負担軽減、事務手続の簡素化等

予約相対取引や電子商取引を行う場合等には開設者の事前承認が必要とされ

ているが、実際の取引においては迅速、機動的な判断を要する場面が多く、事
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前承認の仕組みが業者の活動の負担となっている。そのほかにも、業務規程等

において、卸売業者や仲卸業者に対して各種の書類の提出や報告が義務付けら

れ、事務的に大きな負担となっている。このため、事前承認制の見直しや、提

出書類や報告の必要性の検証を通じて、事務の簡素化の徹底を図る必要がある。

また、流通全体を通じたＩＴの活用や様式・書式の統一等による事務の効率化

に向けた取組を推進する必要がある。

エ 取引ルールの柔軟な設定

卸売市場の開場日やせり・入札品目やせり･入札割合の設定等の市場の運営ル

ールや取引ルールは、開設者が業務規程において規定しているが、取引の実態

は様々であり、より実態に即したルールを設定するため、後述する指定管理者

制度の活用も含め、ルールの設定を卸売業者、仲卸業者等の主体的な調整に委

ねることを可能とする仕組みを構築する必要がある。

オ 価格の透明性の向上

相対取引が増加している中で、取引数量や価格等の取引情報の公表により価

格の透明性の向上を図り、公正な取引を確保することとしているが、仲卸業者

や専門小売業者からは、現状の公表内容では不十分であり、不正確ではないか

との指摘がある。

このため、日ごと、月ごとの時系列で整理したわかりやすい情報など、仲卸

業者や専門小売業者の利便性と透明性に配慮した情報提供を行う必要がある。

また、このような公表情報の変更を行う場合には、あらかじめ、卸売業者、仲

卸業者、売買参加者等の業者間の話し合いを通じた意思疎通の円滑化を図るこ

とが必要である。

（３）社会的要請への適切な対応

コンプライアンスの徹底や環境問題への対応等の社会的要請が強まっており、

公的な役割を担う卸売市場として、社会的な信頼を確保し、向上させるよう、適

切に対応する必要がある。

ア コンプライアンスの徹底等

食の安全・消費者の信頼確保に向けて、業界における自主行動計画や、卸売

業者や仲卸業者における企業行動規範の策定を推進すること等により、コンプ

ライアンスの徹底・企業倫理の確立を図る必要がある。また、コスト負担等も

考慮しつつ、トレーサビリティやＨＡＣＣＰ等に積極的に対応していく必要が

ある。
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イ 環境問題への対応

卸売市場は、冷蔵・冷凍施設、場内搬送車両、夜間照明などエネルギーを大

量に消費する施設・設備を有しており、地球温暖化問題については、我が国全

体として積極的に対応することとしている中で、卸売市場においても当然にそ

の対応が求められる。また、生鮮食料品等の廃棄物や廃容器などを大量に排出

することからも、環境に対する負荷の軽減に向けた取組が必要であり、さらに、

その広大な敷地を活用した太陽光発電等により新たにエネルギーを作り出すこ

とも可能であるなど、環境問題に取り組む余地が多く残されている。また、一

方で、このような環境問題への積極的な取組は、卸売市場の社会的な評価の向

上にもつながるものである。

このため、これまで実施してきている食品や容器・包装等のリサイクル、段

ボールから通い容器への転換等の取組について引き続き推進するとともに、具

体的には、温室効果ガス排出量の削減について、中央卸売市場ごとに、新たな

投資についての卸売業者や仲卸業者の負担を考慮しつつ、実態を十分踏まえた

上で、数値目標、あるいは方針等を策定し、積極的に取り組んでいく必要があ

る。

また、卸売市場への車両の出入りも含めた物流システム全体としての環境負

荷の軽減にも取り組んでいく必要がある。

ウ その他

卸売市場は、地域における生鮮食料品等の安定供給基地であるとの認識の下、

市場関係者は、地域社会との共生や地域の小売店等との協働にも配慮すること

が必要である。

（４）卸売市場の再編の推進等

中央卸売市場について、指標性のある価格形成機能を有し、広域にわたる生鮮

食料品等の流通の中核的拠点であるとの位置づけは変わらないものの、大規模の

市場と中小規模の市場との間で二極化が進んでいる状況を踏まえた効率的な物流

ネットワークを構築する観点から、以下の取組を推進する必要がある。

ア 拠点市場を中心とした効率的な物流ネットワークの構築

大規模な市場と中小規模の市場における流通事情に即した卸売市場の機能・

役割分担の明確化を図り、効率的な物流のネットワークを構築することが重要

である。このため、中央卸売市場について、概ね地方ブロックごとに、大型産

地からの荷を大量に受け、周辺の市場と連携した流通を行う役割を担う拠点市

場を位置づけ、その機能強化を進める必要がある。また、拠点市場とネットワ

ークを構築する中央卸売市場については、それぞれの地域における生鮮食料品

等の流通の中核として、需要者のニーズに適切に対応した効率的な物流の確保
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を推進することが必要である。

この場合、拠点市場の具体的な基準・要件については、取扱数量による基準

を基本としつつ、卸売市場の供給圏や物流等の実態を勘案して設定する必要が

ある。

なお、食肉市場及び花き市場における拠点市場を中心としたネットワークの

構築の必要性等については、全国的な配置の状況等を考慮し、引き続き検討す

る必要がある。

イ 中央卸売市場の再編

中央卸売市場としての機能が発揮されていない中央卸売市場については、引

き続き、地方卸売市場への転換や統合、連携等の再編を進める必要がある。な

お、再編基準については、現行の取扱数量を基本とする基準に加え、アと同様

に、卸売市場の供給圏等の実態を勘案して設定する必要がある。

（５）卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化

集分荷機能、代金決済機能、情報受発信機能等の卸売市場の機能の強化を図る

ためには、卸売市場の機能の発揮を担う卸売業者及び仲卸業者の経営体質を強化

し、積極的な機能強化への取組を推進していくことが必要である。

ア 卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化

加工・調製機能や保管・配送機能の強化を図っていくことは、顧客ニーズへ

の的確な対応を通じた卸売業者や仲卸業者の経営改善にもつながるものであり、

また、卸売業者や仲卸業者の取組がなければ、市場機能の強化は実現できない。

さらに、出荷者の大型化や需要者の形態の変化により、川上・川下双方が価格

交渉力を強めており、卸売業者や仲卸業者においても、連携や合併等による大

型化を進め、その経営体質の強化に努めていくことが必要である。

このため、卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化に向け、加工・調製機能

や保管・配送機能の強化、経営の合理化等に向けた連携した取組等を推進して

いくことが必要である。

イ 経営改善指導の方法の見直し

卸売業者及び仲卸業者の経営が厳しくなる中で、卸売市場の信用力を維持・

強化するため、卸売業者等への経営改善指導を的確に行う必要がある。このた

め、中央卸売市場において、経営改善命令を発した後も、長期にわたって改善

が図られない業者に対し、改善時期や改善事項をより明確化させるなど、経営

改善指導の方法を見直す必要がある。



-19-

ウ 代金決済機能

代金決済機能を維持するための卸売業者、仲卸業者等の負担感が高まる中で、

市場内外の決済事故のリスク負担を軽減するための方策については、実態をよ

く踏まえた上で、さらに検討を深める必要がある。

（６）経営戦略的視点を持った市場運営の確保

卸売市場の取扱数量が減少し、卸売市場同士、さらには市場外流通との競合が

厳しくなる中で、卸売市場が健全に発展し、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、将来を見据えた経営戦略的な視点か

ら、その位置づけや役割、機能強化の方向、市場施設の整備や運営のあり方等を

検討し、実行に移す体制を構築することが必要である。

この体制の構築に当たっては、市場関係者が一体となってそれぞれの利害を超

えて取り組んでいく必要があり、経営形態によってその程度は異なるが、開設者

においても、卸売市場という場の提供のみではなく、卸売市場を経営するという

視点で、市場関係業者と一体となった取組が求められている。

ア 経営戦略の確立

中央卸売市場においては、開設者及び市場関係業者が一体となって、卸売市

場全体の経営戦略的な視点から見た、それぞれの市場の位置づけ・役割、機能

強化の方向、将来の需要・供給予測を踏まえた市場施設の整備、コストも含め

た市場運営のあり方等を明確にし、「経営展望」を策定するなど、市場としての

経営戦略を確立する必要がある。

イ 事業管理者や指定管理者制度の活用

経営戦略的な視点を持った市場運営を図っていく上では、卸売市場がひとつ

の経営体として独立した意思決定が行える経営形態の構築が必要であり、例え

ば、事業管理者（地方公営企業法の全部適用）や指定管理者制度の活用を図る

ことが重要である。その際には、市場関係業者の主体的な参画を得つつ、より

戦略的な市場運営を確保する観点から、現在、一定の制約を設けている指定管

理者の業務を拡充する必要がある。

ウ 市場取引委員会の運用改善

市場取引委員会は、業務規程の変更（市場の運営や取引ルール等）について

の調査審議機関であるが、委員間の利害対立等により有効に機能していない。

このため、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を改善する必要がある。（なお、

指定管理者が行う業務を拡充し、市場運営への市場関係業者の主体的な参画を

可能とした場合には、市場取引委員会の役割について調整を行う必要がある。）
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エ 開設主体の見直し

市場関係業者の主体的な参画を得て、効率的に市場運営を行う観点からは、

第３セクター等にも中央卸売市場の開設主体となりうる途を開くことも重要で

あると考えられる。今後、財務面や規制制度面にも留意しつつ、中長期的な課

題として検討する必要がある。
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Ⅳ おわりに

卸売市場の整備を図る上での基本となる卸売市場整備基本方針については、現行方

針の目標年度が平成２２年度までとなっていることから、農林水産省において、同年

度中に次期(第９次)卸売市場整備基本方針を策定する予定となっている。

農林水産省においては、今後、次期基本方針の策定をはじめとする卸売市場に関す

る施策の見直しを行うに当たっては、この報告を真摯に受け止め、卸売市場が国民に

対して安全な生鮮食料品等を円滑かつ安定的に供給するという使命を十分に果たすこ

とができるよう、的確に対応することを期待する。

さらに、開設者、卸売業者、仲卸業者及び売買参加者等の市場関係者においては、

取扱品目の特性や地域の実情等にも配慮の上、この報告に掲げられた課題及び対応方

向に即して、自らが主体的かつ積極的に対応していくことが望まれる。
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【参考１】

｢卸売市場の将来方向に関する研究会｣開催要領

第１ 趣旨

卸売市場については、これまで、卸売市場における取引の合理化、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じ、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」な流通システムへの転換に努めているところである。

一方、我が国の生鮮食料品等流通をめぐっては、食の安全・安心に対する期待がよ

り一層高まる中、少子高齢化等による社会構造の変化により、国民の食料消費の形態

や内容は今後大きく変化していくことが予想されるほか、環境問題への対応も必要と

なっている。

また、卸売市場の整備を図る上での基本となる卸売市場整備基本方針については、

現行方針の期間が平成２２年度までとなっており、同年度中に新たな方針を策定する

必要がある。

こうした動向を踏まえつつ、国民へ安定的かつ効率的に生鮮食料品等を供給する使

命を有している卸売市場に今後期待される役割と将来方向、施策のあり方について、

幅広い観点から総合的に検討を行うため、有識者から成る「卸売市場の将来方向に関

する研究会」（以下「研究会」という。）を開催する。

第２ 構成

研究会は、別紙に掲げる委員により構成する。

第３ 運営

１ 研究会の座長は、委員の互選により選任する。座長は、研究会の議事を運営する。

また、座長は、研究会の承認を得て、委員の中から座長代理を指名することができ

る。

２ 研究会の会合には、必要に応じて、委員以外の有識者の参加を求め、説明及び意

見の聴取を行うことができる。

３ 研究会の会合は、公開とする。ただし、研究会の運営に著しい支障があると認め

られる場合には、座長は、研究会に諮って、会合を非公開とすることができる。

なお、議事概要は、原則として公開するものとする。

４ 研究会に関する庶務は、総合食料局流通課において行う。
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（別紙）

｢卸売市場の将来方向に関する研究会｣

委員名簿

伊藤 裕康 社団法人全国中央市場水産卸協会 会長
い と う ひろやす

伊藤 宏之 全国水産物卸組合連合会 会長
い と う ひろゆき

遠藤 喜志雄 全国魚卸売市場連合会 会長
えんどう き し お

大澤 誠司 全国青果卸売協同組合連合会 会長
おおさわ せ い じ

大武 勇 全国水産物商業協同組合連合会 副会長
おおたけ いさむ

大塚 明 日本スーパーマーケット協会 専務理事
おおつか あきら

川田 一光 社団法人全国中央市場青果卸売協会 会長
か わ だ かずみつ

倉崎 利雄 社団法人全国青果卸売市場協会 副会長
くらさき とし お

近藤 栄一郎 全国青果物商業協同組合連合会 理事
こんどう えいいちろう

佐藤 節夫 社団法人日本食肉市場卸売協会 会長
さ と う せ つ お

椎名 宏行〔第１回～第６回〕 全国農業協同組合連合会 園芸農産部長
し い な ひろゆき

百瀬 祥 一〔第７回～第12回〕 全国農業協同組合連合会 園芸農産部長
も も せ しよういち

中嶋 康博 東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授
なかしま やすひろ

根本 重之（座長） 拓殖大学商学部 教授
ね も と しげゆき

樋口 利一 社団法人日本花き卸売市場協会 会長
ひ ぐ ち としかず

松村 大 全国中央卸売市場協会専門委員会 委員長
まつむら だい

渡辺 達朗（座長代理） 専修大学商学部 教授
わたなべ たつろう

(五十音順、敬称略)



-24-

【参考２】

「卸売市場の将来方向に関する研究会」開催経過

〔敬称略〕

第１回（平成２１年１０月１６日(金)）

議題：卸売市場をめぐる情勢について

第２回（平成２１年１０月３０日(金)）

議題：ヒアリング①（中央卸売市場関係事業者）

・社団法人 全国中央市場青果卸売協会 会長 川田 一光

・社団法人 全国中央市場水産卸協会 会長 伊藤 裕康

・社団法人 日本食肉市場卸売協会 会長 佐藤 節夫

・社団法人 日本花き卸売市場協会 会長 樋口 利一

・全国青果卸売協同組合連合会 会長 大澤 誠司

・全国水産物卸組合連合会 会長 伊藤 宏之

第３回（平成２１年１１月６日(金)）

議題：ヒアリング②（出荷者）

・全国農業協同組合連合会 園芸農産部長 椎名 宏行

・日本園芸農業協同組合連合会 業務部流通課長 松本 務

・嬬恋村農業協同組合 農産部長 竹渕 直樹

・全国漁業協同組合連合会 漁政部長 大森 敏弘

・社団法人 日本花き生産協会 会長 田島 鉄弥

第４回（平成２１年１１月２０日(金)）

議題：ヒアリング③（実需者）

・全国青果物商業協同組合連合会 理事 近藤 栄一郎

・全国水産物商業協同組合連合会 副会長 大武 勇

・日本スーパーマーケット協会 専務理事 大塚 明

・青果物カット事業協議会 会長 野口 和男

・社団法人 日本フードサービス協会 森下 裕一

・社団法人 日本生花通信配達協会 理事 川原 常光

・主婦連合会 副会長 和田 正江
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第５回（平成２１年１１月２７日(金)）

議題：ヒアリング④（学識経験者、開設者、地方卸売市場関係事業者、生産者）

・東京農業大学 教授 藤島 廣二

・酪農学園大学 教授 細川 允史

・全国中央卸売市場協会 専門委員会 委員長 松村 大

・高崎市総合卸売市場株式会社 事業部次長 米桝 秀二

・社団法人 全国青果卸売市場協会 副会長 倉崎 利雄

・全国魚卸売市場連合会 会長 遠藤 喜志雄

・かなもと青果株式会社 執行役員農場･営業統括本部長 小林 則幸

第６回（平成２１年１２月１１日(金)）

議題：ヒアリング取りまとめについて

第７回（平成２２年１月２２日(金)）

議題：（１）主要な課題と今後の対応方向について

（２）生産･消費ニーズへの適切な対応について

第８回（平成２２年２月５日(金)）

議題：公正かつ合理的な取引の確保について

第９回（平成２２年２月１９日(金)）

議題：（１）社会的要請への適切な対応について

（２）卸売市場の再編の推進について

第１０回（平成２２年３月５日(金)）

議題：（１）卸売業者、仲卸業者の経営基盤の強化について

（２）経営戦略という視点を持った市場運営の確保について

第１１回（平成２２年３月１９日(金)）

議題：報告取りまとめについて

第１２回（平成２２年３月２６日(金)）

議題：報告取りまとめについて


