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          卸売市場の将来方向に関する研究会（第２回）議事概要 

                                                                                 

                                                                                 

１．日 時：平成２１年１０月３０日（金）9:30～12:00 

２．場 所：農林水産省共用第１０会議室 

３．出席者：(委  員)根本座長、渡辺座長代理、伊藤(裕)委員、伊藤(宏)委員、川

崎委員代理、大澤委員、大武委員、大塚委員、川田委員、倉

崎(浩)委員代理、近藤委員、佐藤委員、椎名委員、樋口委員、

田中委員代理 

            (農水省)髙橋総合食料局長、佐藤総合食料局次長、吉井流通課長、橋

本卸売市場室長、山田商業調整官 

４．概 要：川田委員、伊藤(裕)委員、佐藤委員、樋口委員、大澤委員、伊藤(宏)

委員から発表の後、意見交換。概要は以下のとおり。 

 

【委員からの意見発表】 

 

○川田委員（社団法人全国中央市場青果卸売協会 会長） 

卸売市場の機能が正当に評価されていない。市場経由率が下がっているといわれ

るが、国産の生鮮青果物は９割以上が市場経由。なぜ下がったか。国民の消費形態

が変わってきていて、加工･業務用に市場が対応できていない。 

卸売市場の取扱金額は下がってきており、卸売業者の経営は厳しい状況。量販店

やＪＡの大型化で川上･川下双方の発言力が強まり、利益がとりにくい状況。不特定

多数から特定少数同士の取引の場になっている。日本各地の農産物がワンストップ

で買えるのが卸売市場。市場を通すと価格が上がるという議論があるが、日本型食

生活（多様性）に卸売市場が果たしている機能は必要であり、今後も中核で有り続

けると思う。 

卸売市場には公共性・公益性があるが、一方で、卸売会社としては経済合理性を

求めていかなくてはならない。 低せり数量や受託拒否の禁止など経済合理性を追

求できないルールがある。取扱量が大きく異なっていても、市場での扱いは平等で

あり、弱者を全て守っていくというルールによって、経済合理性が失われているの

ではないか。切り込みをお願いしたい。ネギのセーフガード発動の際、産直に比べ

て既存流通コストが高くなっているという資料が農水省から出た。そういうことは

やめてほしい。取引の相手方の規模が大きくなっている。公正な取引ができない局

面もあり、監視を。 

 

○伊藤（裕）委員（社団法人全国中央市場水産卸協会 会長） 

 水産卸売業者は厳しい状況。取扱金額・数量が前年対比で９０％を割ることも珍
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しくない。経済不況だけではない。我々は、「卸売市場のあり方研究会」を設置して、

助言・提言を頂いた。その内容は、日本は漁場には恵まれている。しかし漁業は衰

退しており、これは世界でもまれ。生産と消費を結ぶのが重要だが取組みが足りな

いとの指摘。市場流通は２周遅れ。トータルサプライチェーンを作り卸売市場がそ

の中心になるべき。市場が一体となって流通改革をめざすべき。そのためには、官

にも手伝ってもらうことが必要。官民一体で。卸売市場法を廃止し、新たな法制度

を作るべき。卸売市場の立地について、国としてグランドデザインの構築を。こう

いったことが「卸売市場のあり方研究会」からの主な提言。 

 これを受けて、それぞれの企業、市場ごとに検討して我々の経営に活かしていき

たいと考えている。 

私のまとめを申し上げると、業界自身が旧態依然である。体系的な情報発信が無

いのではないか。消費者のお役に立つような情報発信ができないか。小売・外食に

構造変化があり、消費にも変化。魚の調理方法を知らない消費者が増える中で対応

をどうするか。また、市場流通の中で扱いやすい部分だけが市場外流通に持ってい

かれている。状況変化への対応ができていない。卸売市場法は何度も改正があった

が、規制緩和でセリ原則が無くなり、卸と仲卸が対峙し競合関係で公正を保つとい

う法ができたときの考え方が崩れてきた。卸と仲卸は対立ではなく協調関係になる

必要がある。しかし、卸売市場法の骨格だけが残っており、細かい規制が小骨のよ

うに残っている。その規制を取っ払ってもらわないといけない。 

以前は卸売市場が次々に整備されていったが、 近は再編へと国の方針が様変わ

り。国による 近の指導は、コスト削減、コンプライアンス体制の整備、新型イン

フルエンザのＢＣＰ作成程度。一方、水産庁は、流通経路の多様化を奨励するとし

て直接取引へ助成。国の施策が混乱している。細かい規制を取り払って、もっと自

由度の高い取引ができるように。また、再編は業界や開設者だけでは困難。消費者、

生産者のためになる安全・安心で効率的な流通を目指したい。 

 

○佐藤委員（社団法人日本食肉市場卸売協会 会長） 

食肉については、生きた牛や豚をと畜解体してセリにかける。長い歴史の中で、

と畜場が卸売市場における集荷機能の たるもの。国産牛の取扱頭数では、４０％

のシェア。食肉市場としての集分荷機能は現状を維持すると見込まれる。産地の施

設が充実し、産地でと畜加工されるものが多くなった。生体でなく部分肉で消費地

まで運ばれ、１台のトラックで運ぶことのできる食肉の量は増えた。相対取引の増

加が見込まれるが、卸売市場の価格形成機能は牛の個体格差が大きく、現物の取引

によって維持されると見込まれる。産地と量販店のバイヤーが直接商談することが

増えているが、加工処理をする必要があり、どの処理場を使うのかという時に我々

も選択肢に入れてもらう必要があり、衛生的、効率的という面で選んでもらわなけ

ればならないという厳しい時代。 

出荷奨励金、完納奨励金の見直しが必要になっているが、代金決済は、今の方式

を変えるのは難しい。量販店との決済サイトのギャップは大きな問題。と畜施設や
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カット施設は不採算部門になっている。加工に係る１人当たりの生産性も限度があ

り、採算をとるのは難しい。食肉は衛生管理に多大なコストを要し、施設整備は開

設者や行政でやらないと難しい。厚労省の指導もあり、処理器具の熱処理など、ソ

フト的な改善は行ってきたが、建物は老朽化したままの状態。食肉については地産

地消というのは難しい。と畜、部分肉加工、小売でのスライスと多段階における処

理が必要であり、手間暇かけて消費者に届けられている。流通としては、生産者、

流通業者、消費者の三者になるが、流通における安全・安心に対するコスト負担を

見極めて運営できるよう指導を。 

 

○樋口委員（社団法人日本花き卸売市場協会 会長） 

 花きの卸売市場経由率が青果や水産に比べて高いのは、他の品目に比べて少量多

品目という特殊性によるもの。卸売市場の機能である、集分荷、価格形成、代金決

済等は絶対に必要。集分荷機能については、中小の地方市場は品揃えに苦慮してお

り、生産者の高齢化、運賃値上げ、ＪＡの体質強化による出荷市場の見直しなど厳

しい状況が続いている。 

セリや入札が相対より少ない現状では、価格形成が公平になされているとはいえ

ない状況。 

代金決済機能は、ＪＡや経済連も担っており、農家への決済機能は重複する場合

も。一般企業である買参人との代金決済は一般的な商取引による決済であり、本来

は個別の契約によって行われるべき。 

 将来方向については、流通経路の多様化により、市場外流通は避けて通れないが、

少量多品目という花きの特殊性から、卸売市場は絶対に必要。 

市場の数と配置は公的に制御されることにより、市場の集分荷機能が有効に発揮

されるのではないか。情報の受発信機能の向上なども重要。 

トレーサビリティーの導入やコールドチェーンの貫徹が重要。コールドチェーン

システム確立のために公的支援が欠かせない。新たな市場整備方針の中に、情勢の

変化に伴い施設の改築が必要になっていること、また新規施設は、原則、温度管理

の導入を前提とした設計にすることなど明記していただきたい。 

委託販売から仕入れ販売に変更することによって多くの問題点が解消される。商

物一致の原則は消費者ニーズに応えられない制度なので撤廃すべき。 

手数料率は自由化されたが、定額制の導入も必要。 

市場の再編については、垂直連携は大きな変革になるものと考えている。 

取扱高の多い地方市場については、既に中央卸売市場の要件を満たす場合には、

希望があれば中央卸売市場への転換を認めていただきたい。 

 

○大澤委員（全国青果卸売協同組合連合会 会長） 

集分荷について。第三者販売や直荷引き規制の緩和により、卸と仲卸の業務の垣

根が低くなり競争が激化。拠点的な市場と地域にある市場における取引量の格差が

拡大し、仲卸業者の多くは自市場の取引だけでは、顧客ニーズに応える十分な仕入
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が困難。 

価格形成について。相対取引が中心となり、価格決定機能は十分発揮されていな

い。量販店による販売価格の一方的決定といった優越的地位の濫用が収まらない。 

代金決済について。仲卸業者の代金回収は、代払を実施している商業協同組合を

除いては長期間決済となっており経営を圧迫している。 

将来方向としては、効率的、安定的に集分荷する機能として、全国展開している

卸売市場の仕組みが合理的。今後とも食の安全・安心への対応を徹底し、卸売市場

機能の活性化、市場業者の経営体質の強化、物流、情報等の施設の高度化を図る必

要。 

集分荷について。拠点となる中核的市場と各県単位に設置された中央市場との垂

直的な市場間連携の強化が必要。また、市場外流通では得られない付加価値のある

差別化商品の開発も重要。 

価格形成について。セリ取引による価格形成が形骸化し、多くは相対取引による

不透明な価格決定となっている。透明性のある公正な価格決定基準を制定する必要。 

代金決済について。専門小売店が減少し、やむを得ず仲卸の販売先が量販店等に

シフトしていく中、現行の代金決済制度とは別に、量販店等との代金決済制度を構

築する必要。卸売業者の買付物品販売割合の増加傾向から、委託物品と区別した決

済制度を構築する必要。 

卸売市場は一般消費者の入場が制限されている上、営業時間も早朝であり消費者

から遠い存在となっている。卸売市場には、産地の情報や食べ方等に詳しい専門家

が多数存在しているので、積極的に受け入れ、認知されるような取組が必要。 

仲卸同士の業務提携や合併を促進し、財務体質の強化を図る必要。また、コール

ドチェーン化による品質管理の高度化を図るほか、環境に配慮した、“電力を使う市

場から作る市場”へ転換するため、荷揚げ場屋上等にソーラーパネルの設置を推進

する。 

優越的地位の濫用と思料される取引事例が増加。更なる行政指導の徹底を。また、

市場の活性化を推進するため、青果卸売会社１社体制の市場については複数体制へ

の移行を図る必要。取引の合理化・効率化のため、青果物の共通商品コード等の電

子化のためのインフラを整備し、小規模事業者でも電子化を推進できるような助成

措置を要望。 

 

○伊藤（宏）委員（全国水産物卸組合連合会 会長） 

 卸売市場の存在はこれからも重要。それぞれの持ち場を経ての流通がこれまでの

主流。ある量販店が産直をやった際に、生産者が 終価格の２５％しか手にしてい

ないと報じられた。中間搾取の渦の中にいるととられ、非常に残念。なぜそれだけ

頂いているのかのＰＲが足りず、消費者に伝わっていない。量販店の産直は企業の

戦略として非常に有効。仕事の正当性を消費者にＰＲしていくことがもっと重要。 

平成１１年と１６年に卸売市場法を改正し、自由取引の方向となった。趣旨は分

かるが、緩和によって仲卸業者にいい影響・効果があるという声が聞こえない。一
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方、第三者販売など、卸売業者は恩恵を受けていると思う。先程の伊藤（裕）委員

からご説明のあったあり方研究会に私も参加していたが、卸・仲卸の一体化の具体

性が見えてこない。消費者ニーズに立つことが重要で、これまでは生産者側に立っ

た、いわゆる「浜値」を基本にした価格形成。これは卸売業者に有利で、仲卸が利

を生む機会が少なくなっている。そうした情報を卸売業者が第三者販売に利用して

いる。仲卸は、市場外の数字が把握できない。前日の数量情報に基づいて手に入れ

ようとしても、取引開始の時刻にはその数量が残っていない。 

６割ぐらいが赤字経営なので、体力をつけようにも程遠いのが現状。こうした矛

盾はあるが、卸・仲卸一体化を行って解決していく。卸売業者と話し合い、川下・

量販店も含めて、市場に求めるものを話し合い、生産から消費まで一体となって考

えていく必要。 

卸売市場で大切なのは代金決済。水産では、代払制度が多くの所では確立されて

いない。完納奨励金の話題も出ているが、代金決済機能のためには大事な要素の１

つ。低金利の時代、差益が出る。卸は矛盾を感じると思うが、全ての仲卸が銀行か

ら融資を受けられるわけではなく、自助努力で早期決済の仕組みを構築している。

卸売業者の経営も苦しいようではあるが、それは本来業務以外の要因があるのでは

ないか。 

消費者への情報提供は上手くいっていない。専門小売店へのリテールサポートが

重要。市場にある魚のおいしさ、食べ方を消費者に伝えていく必要。常時ではなく、

特定の日に市場を開放して魚のおいしさを消費者に伝えていくなど、魚食の普及が

必要。 

 

 

【質疑・意見交換】 

 

○川田委員 

 卸と仲卸は、それぞれが生産者や小売の代理人として対峙し、そこで価格決定の

メカニズムが発揮されるのであり、卸と仲卸が一体化するとそのメカニズムは失わ

れるのではないか。 

 

○伊藤(宏)委員 

 仲卸の主張が通るのはセリ物品だけ。産地主導で価格が形成される相対が増えて

いる現状では、価格形成の機能は薄れているという印象。しかしながら、卸と仲卸

が一体化して、入荷量を明確にして、産地の原価と消費者ニーズに応じた売り切れ

る価格との調整ができれば、価格形成機能の改善になるのではないか。 

 

○川田委員 

 一体化というのは、一つの会社としてやるということか。 
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○伊藤(宏)委員 

 そのとおり。 

 

○渡辺座長代理（専修大学商学部 教授） 

 意見を１つと、質問を何点か。 

 共通していることとして、卸売市場を通し、流通経路が長いことがコスト高の唯

一の要因ではないということ。これは流通研究者にとっては常識。しかし一般社会

に発信できていない。流通業者が負担する手間やリスクなども含め、流通経路が長

いことと短いことのメリットを精査して発信することが重要。 

 川田委員へ質問。市場運営は責任を有する機関が、意志決定及び運営の統括を行

うとは具体的にはどういうことか。また、セリ・相対以外の新たな取引方法とは具

体的にはどのようなものか。過重な規制・役割を終えた制度的措置の見直しとは具

体的に何か。 

 伊藤（裕）委員へ質問。日本全体のグランドデザインを構築し市場再編を、との

話だが、委員自身は具体的にはどのような考えか。また、「卸売市場のあり方研究会」

で卸売市場法の廃止や加工食品卸、卸・仲卸の一体化といった話があったが、もう

少し具体的にご説明をお願いしたい。 

 

○川田委員 

 市場運営は、開設者の下で市場運営委員会といったところがやっているが、１０

０扱う人も１扱う人も同じ比重になっている。平等を求めるが故に不平等になって

いる面がある。卸売市場の機能を高め、社会性を高めるために、スムーズに物品を

流すためにどうするかという時に、いわば利権のようなものが残っている。零細な

側から反発を受け、大きな取引をする者のエゴだ、と言われることがある。市場全

体の公共性を考えないといけない。 

予約相対は事前の資料の提出などいろいろ大変。我々としては加工品も今後取り

込みたいが契約内容を瞬時に固める必要がある。予約相対が使いづらい。 

規制については、報告義務がかなりある。 

 

○伊藤（裕）委員 

 卸売市場のそれぞれが苦戦している。市場の再編をやらないといけないという考

え。小売・外食もチェーン化しており共同の仕入れ値決めをしている。市場も大き

なスケールで見ていかないといけない。全国で拠点市場がいくつかあって、そこに

他市場が連携ということは、それは国の力が無いと、業者だけでは難しい。具体的

に、これはこうだ、と申し上げる状態には目下無い。 

 卸・仲卸の関係については、市場によって違い、卸売市場ごとに考える問題だと

捉えている。今、伊藤(宏)委員から出された問題は主に築地市場における問題。 

 卸売業者は出荷者の代弁者であり仲卸業者は小売の代弁者。競合関係は市場を成

り立たせてきた大きな要素。セリが出来ているものはそういう機能が活かされてい
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る。しかし、それだけでは収まらないものが、現在、沢山ある。産地からは原価の

中で売ってほしいという要請と、仲卸から下げさせられるものもある。全国を見て

の価格形成というものもあるだろう。相対であっても、価格形成機能はある。 

 仲卸業者への販売は５０数％ぐらいまでに落ちてきている。セリで仲卸に売れれ

ばそれがいいが、それができないから他に売る。仲卸の数が多すぎることが原因。

これは構造的な問題。毎年何社かは撤退するが、その際、売掛金は卸売業者がかぶ

ることが多い。築地市場は代払いがなく、完納奨励金に保証の意味はないが、早期

支払いのためには、完納奨励金は必要ではある。しかし、銀行金利とかけ離れて高

く、料率については十分に話し合って改定しなければと思う。 

 卸売市場法の廃止については、仕事をしていく中で細かい規制がある。例えば、

販売原票は機械出力を認めず手書きでないとダメとか。休日は開設者で会議をやっ

て決めているが、やむを得ず、休日に取引をしたものも、休日の前日にやったこと

にして手続きし、翌々日実情に合わせて訂正しろとか。これは、本来の公益性や透

明性を担保する上で必要なのか。セリと相対が同列になり大枠は変わったのだから、

もう一度原点に返って、そういう細かいことを取り払ってほしい。 

 

○根本座長（拓殖大学商学部 教授） 

 市場の再編について、この市場を廃止して、とかを出すということか。 

 

○伊藤（裕）委員 

 グランドデザインについてはいろいろな考え方がある。そういう話は業界の中で

何回もやっている。それを簡単に民の力だけで描くことは難しい。効率的にやって

いくにはどうするか、国の方でも考えて頂きたい。血も流れるだろうが、国の方で

も援助頂きたい。 

 

○伊藤（宏）委員 

 昭和４６年の法改正で買参人が認められた。関東では買参人が多く出たが、中部

や近畿ではあまり見られない。卸売業者から仲卸業者への販売が減ったのは、仲卸

の買受けする力が落ちたからなのか、買参人が認められたからなのか、議論のある

ところであるが、それを議論するよりは、卸と仲卸の一体となった取組について話

し合っていきたい。 

 

○近藤委員（全国青果物商業協同組合連合会 理事） 

 青果の小売としては、水産の仲卸の立場が理解できる。平成１１年と１６年の改

正で相対も入って、価格が不透明になった。卸売市場の商品評価機能が落ち、低価

格志向の中で全てが数字だ、となった。これが市場の機能を落としている。産地の

篤農家を評価する機能は重要。 

 

○伊藤（裕）委員 
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 卸と仲卸でケンカをするのではなく、日本全体の産地から流通・加工、小売・外

食・消費者に至るまで全体で考える必要。本来あるべき流通がどうあるかを考えて

いくべき。値決めなど必要な対立はあるが、不必要な対立を避け、物流・集荷など

一緒にやれるところは一緒にやっていくことを考えていくべき。 

築地市場は、一心太助以来の長い歴史がある。仲卸の店舗の権利も、昔は一店舗

で２億もしたのが、今は１千万を切っているとかいわれる。世間の評価が違ってき

ている。 

卸と仲卸とで乗り越えてきたこともある。卸と仲卸とで共同で決済センターを作

って上手くいっている。築地で初めてできたことの１つ。こういうことがこれから

も出てくると思う。 

 

○椎名委員（全国農業協同組合連合会 園芸農産部長） 

 卸売市場での価格形成について、需給による価格の乱高下は生産者も消費者も望

むものではない。安定的な価格形成に向けて、野菜の価格安定制度や需給調整など

我々も取組んでいる。 

量販店のバイイングパワーは強くなってきている。１か月前に価格提示を求めら

れ、発注は前日ということもある。 

 卸売市場にだけ価格形成を任せてしまうのではなく、全体でどう安定的な価格形

成をはかるのか。食料自給率を高めていこうという中で、合理的な価格形成をどう

図るかの検討が必要ではないか。 

 

○倉崎(浩)委員代理（倉崎委員（社団法人全国青果卸売市場協会 副会長）の代理） 

 法が上手く運営されていた時は、手数料で安定運営され、市場はノーリスク・ノ

ーコスト、かつ、７～８．５％の手数料を得ていた。デリバリー負担や取引先のリ

スクも大きくなる中で、リスクとコストが増大してきて市場も自己責任となってき

た。 

 今は、サプライチェーンの戦い。生産者と消費者のくさりをいくつ掴めるかが勝

負。リスクをとっていかなければならない。代金決済について、手持ち流動性も必

要。市場業者は、公設であれば、資産を持っていないので、一見すると自己資本比

率が高いが、資金調達が困難で新しい取組みをすることが難しい。新しい制度に向

かっていくための人材もいない。そのところの指導や補助を行政にお願いしたい。

変化を止めるのではなく変化に対応していく必要があると考えている。 

 

○大塚委員（日本スーパーマーケット協会 専務理事） 

 ３点ほど。 

 人口の問題等で全体の数字が小さくなる。しかし商品によっては伸びているもの

もある。また、急激に落ちているものもある。また企業も差が出る。成熟化社会で

は差が出る。マーケティング的に、そこをどう掴み、どう伸ばそうとしているのか。

また、そういう評価はしていないのか、ということをお聞きしたい。 
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 ２点目は、大手量販店の優越的地位の濫用ということについて。地位を濫用して

はいけないが、バイイングパワーを大きくすることが悪いこととは思わない。優越

的地位の濫用の話題が上ることが多いが、具体的運用面での事例のようなものが少

ないように思える。事例を積み上げガイドを作成することで日常の取引に役立てる

のも方法と考える。 

 ３点目は、直接取引や商品開発やＰＢに取り組む会社が良くて、そうでないとこ

ろは遅れているという見方があるが、価格下落や縮小する社会では、直接取引や農

業参入など川上への進出が必ずしも優位に結びつくとは思えない。日本の社会が分

化して進化して来た中で、もう一度、流通各段階の役割を再確認することも考える

べきではないか。いくつかの小売では、自分たちの企画で作ってそれぞれの業界で

一人勝ちをしている訳だが、作る人はそこにいるし、素材を提供する人はそこにい

る。そういう意味では何ら位置づけは変わっていないと思う。ということは、それ

ぞれの役割を新たに組み替えることが重要ではないか。その役割論をもうちょっと

突き詰めていくことが解決になるのではないかと思う。 

 

 

○根本座長 

 樋口委員に質問。地方卸売市場について、地方から中央への転換を認めるべきと

の話があったが、具体的な要望があるのか。 

 

○樋口委員 

 現実に、地方市場から中央市場へという要望があるわけではない。転換をやりや

すくしておき、希望があれば、スムーズに転換できるようにということ。 

 

○根本座長 

 大澤委員に質問。垂直的な連携という考え方について、具体的にお伺いしたい。 

 

○大澤委員 

 東京都に入ってくるものの半分が築地・大田市場に入ってくる。東京には他にも

７市場ある。築地・大田から他市場へ流れると、横持ちや市場使用料が余分にかか

る。子会社化という言い方はあれだが、大阪では小売市場みたいなのがある。仲卸

としては仲間同士の取引が増えると考えている。 

 

○渡辺座長代理 

 横持ちが発生するが、商物分離は難しいか。 

 

○川田委員 

 ルールで認められているので可能。 

 しかしながら、取扱金額が１００億円以下のところも、１，０００億円以上ある
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ところも、同じルールになっている。大田や築地に荷が集中するなら、その他の市

場はまた違った運営の仕方があるのではないか。 

 

○大澤委員 

 物流と商流は一緒。傷んでいるかどうかは実際に見ないと分からない。実際に目

で見ることが重要。 

 

○大塚委員 

 商品の特性が重要な時代になってきている。市場の原理がしっかり働く商品群と

そうでもない商品群というのがあるのだと思う。その辺は一律ではなく、しっかり

と分けていくのも一つの方法ではないか。 

 

○川田委員 

 全ての青果物を市場で流通させる必要は無いと思う。例えば、山形のサクランボ

など、直送のニーズのあるものについては、いわゆるベストプラクティス、一番効

率的な流通でいけばいいと思う。しかしながら、市場流通が効率的なものが多くあ

る。山形のサクランボのような細かい取引まで市場に取り込めていないという批判

に我々は苦慮する。 

 

― 以上 ― 


