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          卸売市場の将来方向に関する研究会（第３回）議事概要 

                                                                                 

                                                                                 

１．日 時：平成２１年１１月６日（金）9:30～12:00 

２．場 所：農林水産省第２特別会議室 

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、遠

藤委員、大澤委員、大武委員、大塚委員、大竹委員代理、倉

崎(浩)委員代理、近藤委員、佐藤委員、椎名委員、中嶋委員、

樋口委員、松村委員 

      （外部有識者）日本園芸農業協同組合連合会松本流通課長、嬬恋村農業

協同組合竹渕農産部長、全国漁業協同組合連合会大森漁政部

長、(社)日本花き生産協会田島会長 

            (農水省)佐藤総合食料局次長、吉井流通課長、橋本卸売市場室長 

４．概 要：椎名委員、日本園芸農業協同組合連合会松本課長、嬬恋村農業協同組

合竹渕部長、全国漁業協同組合連合会大森部長、(社)日本花き生産協

会田島会長から発表の後、意見交換。概要は以下のとおり。 

 

【委員等からの意見発表】 

 

○椎名委員（全国農業協同組合連合会 園芸農産部長） 

卸売市場流通に関わる近年の社会（環境）の変化については、産地の高齢化等に

よる生産基盤の脆弱化に伴う生産量の減少や、人口の減少に伴うパイの減少、バブ

ル崩壊以降、卸売価格の下落が続いていること、流通の多元化や輸入品の伸張など

により競合が激化していることが挙げられる。 

こういった状況の中、卸売市場流通は今後も青果物流通の中核を担うものと認識

しており、安定的な取引として契約取引の拡大等を図ることが必要である。また、

当然のこととして産地・卸双方が機能を高め「選ばれる存在」を目指すことが必要。 

卸売市場には、特に社会インフラとしての機能を高く評価しており、差別的取り

扱いの禁止、コールドチェーンシステムの拡充、品質管理の高度化など安全・安心

への対応が重要。 

卸売会社に期待する機能としては、産地が安心して出荷できる販売先の確保のほ

か、産地の出荷情報、消費地の需要情報の情報収集力と分析力を期待している。ま

た、これまでのような中間流通機能だけではなく、売り場や産地への企画提案力も

重要である。さらに、卸売市場のもつ公共性と併せて安全安心への対応力も必要。

また、事業を維持・拡大するための経営力も必要。これらを果たすためには、休日

販売を行う際に必要な書類の事前届出など、一層の規制緩和が必要ではないか。 

個別課題についてであるが、委託販売に関するものと個別的契約取引に関するも
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のは分けて議論すべきである。受託拒否の禁止（委託販売の場合）は、天候により

豊凶が左右されやすい青果物の特性上、残すべきである。価格形成については、せ

りで決まる価格水準が消費サイドに反映されていない場面があり、卸売市場の需給

状況や価格動向などを、消費者に分かりやすくタイムリーに情報発信することが必

要。また、量販店との取引では価格決定が先行し、数量決定は直前になる場合が多

く、計画的な出荷や販売を行う上で産地や卸・仲卸は難しい対応を求められている。

数量と価格をセットにした商談方式などの検討も必要。 

卸売市場の再編・連携については、単なる「数あわせ」や合理化では解決策には

ならないので、統合の効果を具体的に発揮することが求められる。 

また、その他としては、通い容器の導入やトレーサビリティなど様々な場面で産

地の（コストも含めた）負担が増大しているので、消費・流通・生産の負担のあり

方についての検討も必要である。 

                       

○松本氏（日本園芸農業協同組合連合会 業務部流通課長） 

販売代金が迅速・確実に回収できる仕組みである代金決済機能は、最も重要な機

能として評価しており、市場流通を支えるものとして、今後とも堅持していくべき。 

また、集分荷機能に関しては、農産物をあますことなく受け入れ、実需者に合わせ

商品を分荷しており、生産者にとって大変重要な機能である。一方、情報機能につ

いては、消費者側の情報が十分に産地側に伝わっていないとの不満。また、価格形

成機能・商品評価機能については、年々買い手側の意向のみが強く反映され、充分

機能しているとは評価できず、出荷者の不満は強い。 

 卸売市場の将来方向についてであるが、代金決済機能並びに集分荷機能は、その

重要性・必要性から、今後も引き続き、その機能発揮に努めるべき。情報機能につ

いては、消費者の購買動向の変化に対応するため、産地側に対して迅速かつ的確な

情報提供に努める必要がある。価格形成機能は、充分機能していないことから、出

荷者と実需者双方のコーディネート機能を強化する必要がある。 

品質管理の高度化については、コールドチェーンが卸売市場で途絶えるなど、市

場によっては必ずしも十分とはいえず、品質保持のための施設の更なる整備が必要。 

また、商物分離は流通コストの削減につながることから、今後さらに推進される

べきだが、現行の商物分離取引は電子商取引に限定されているので、更なる合理化

を図るべき。また、予約相対取引等の契約取引は、現在、卸売業者と買受人の二者

間契約であるが、これに出荷者を加えた三者間契約にし、出荷者が価格形成に参加

できる仕組みを構築すべき。 

その他としては、休市について、青果が水曜日、花きが木曜日となっており、青

果と花きを兼務している者も多く、休暇が取れないとの不満もあることから、花き

卸売市場を含めた卸売市場の休開市日の全国統一を望む。 

 

○竹渕氏（嬬恋村農業協同組合 農産部長） 
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卸売市場の機能と役割に対する評価についてであるが、集分荷機能は評価できる。 

但し、産地や量販店が大型化する中で物流拠点としてのインフラ整備など、今後さ

らに流通の大型化へ対応していく上での課題もある。価格形成機能は評価できない。 

近年の野菜価格は再生産価格を割る場面が多く、現在の価格形成では農家は安心し

て生産できない。現在の経済成熟期（特にデフレ状態）では産地が不利である。代

金決済機能は評価できる。信用保証・債権保全など管理することなく代金の回収が

行えるということが産地と市場の信頼関係となり、青果物供給の円滑な流通を支え

ている。 

卸売市場の将来方向についてであるが、産地ではＪＡ合併などにより、出荷先市

場を集約し１社あたりの出荷ロットを大量化しつつある。今後の卸売市場は大量出

荷を一挙に受けられる市場とこれを地域的に補完する中小型の市場がバランスよく

機能するネットワークの構築が必要。 

品質管理の高度化については、予冷売り場と在庫置き場の整備のほか、需要者が

いつでも個別の品質を確認できるシステムの構築が必要。 

取引の合理化については、再生産価格を見据えた予約相対取引の拡大等が必要。 

 

○大森氏（全国漁業協同組合連合会 漁政部長） 

多品種かつ大量な水産物を短時間で流通させ、鮮度維持を図りつつ、短時間で末

端消費者段階まで適正に届ける卸売市場の機能は必要不可欠。価格形成面において

は、大型量販店のプライスゾーンが市場価格の形成にも大きな影響を与えており、

卸売市場の価格形成機能が低下している。 

こうした中、平成１１年及び平成１６年の卸売市場法改正により、取引規制の緩

和がなされてきているが、これらの緩和措置がどのように機能してきているかの総

括が必要である。 

集分荷については、我々生産段階からは必要不可欠な機能であり、産地の生産状

況を踏まえたきめ細かな集荷を可能とする、卸売市場と産地市場との相互情報シス

テムを構築し、卸売市場としての幅広い顧客ニーズの開拓等による集分荷機能を強

化すべき。価格形成機能については、産地の生産コストに見合う魚価形成がなされ

ていないという不満が産地側にはある。価格形成力の低下には仲買人の減少という

産地自らの課題があり、産地市場統合や仲買人のオープン化、漁協自らの買参権の

取得などの取組を進めているが、国においても漁業者の継続的な再生産が維持でき

うる魚価形成の実現に向けた支援をお願いしたい。 

卸売市場においては、相対取引が主流となり、また、大型量販店の価格が指標と

なっている状況で、価格決定の透明性に欠けるとの声が大きい。しかしながら、卸

売市場としての本来の機能は、市場関係者によるセリ・入札等の熟練によって培わ

れた「目利き」の機能であり、この本来機能の再構築と人材育成のため、セリ・入

札についての再評価をお願いしたい。 

代金決済機能については、代金決済期間の更なる短縮化を望む声がある。我々出

荷者として、魚価安問題の深刻化に対しては、単に価格対応力を求めるだけではな
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く、魚食の拡大による消費の拡大が大きなテーマであると認識している。 

品質管理の高度化については、コールドチェーンの整備など、卸売市場において

も最終までの鮮度維持に向けた取組を一体的に進めることを検討していただきたい。 

環境問題への対応については、魚箱、残さい等の廃棄物処理に対する環境にやさ

しい取組の促進やリサイクル製品の活用と共に、市場内移動車の完全電化なども考

えられるのではないか。 

取引の合理化については、相対中心となっている現状の市場運営の更なる合理化

は進めるべきではない。 

卸売市場の再編等については、国がグランドデザインを示していくべきと考える

が、その際、卸売市場が産地市場の出荷をどのように合理的に受けていくかの視点

に留意願いたい。 

 

○田島氏（社団法人日本花き生産協会 会長） 

集分荷機能については、市場間転送など、流通コスト高、花きの日持ち等への影

響など懸念されるが、計画的な集出荷分荷システムの確立が必要であり、市場の再

編、整備など、市場の適正配置により、流通コストの低減と物流の合理化を図って

いくべきではないか。 

価格形成機能については、特に相対、前取り、買い付け集荷など価格設定が不明

の場合が多く、セリ販売による価格形成機能の強化、セリ上げ方式の導入など、透

明感のある価格形成機能の確立を図っていくべきではないか。価格低下が継続しな

いようなシステムの導入等についての行政の卸売業者への指導をお願いする。 

代金決済機能については評価しているが、行政として卸売業者の財務状況をこま

めにチェックするなど指導体制を強化すべき。倒産等の場合にあっては、委託販売

という性格から、生産者が販売した生産物の代金は回収できるような保全制度が必

要であり、卸売市場法の改正等も含め検討をお願いする。 

品質管理の高度化については、産地の努力が消費者に届くよう冷暖房施設導入な

どへ支援をお願いしたい。また、輸送も含め事故やクレーム発生時の責任体制の明

確化が必要。 

最近、仕切り伝票に販売先を明記しない卸売業者と、明記する卸売業者が存在し、

不自然な状況が発生している。特に東京圏内では行政の指導もあり削除されたと聞

いている。また、伝票に相対なのか、セリ売りなのかなどを表示しない卸売業者も

ある。仕切り伝票における販売先、取引態様などに関する情報は提示すべき。 

卸売手数料だけに依存しないように、卸売市場の再編整備、卸売業者等の経営基

盤の強化も必要である。 

また、卸売市場においてセリ売りから、相対、ネット販売等多様な取引形態に変

化している中で、一律の卸売手数料設定は合理的ではなく、取引の態様による卸売

手数料の設定についても行政の卸売業者への指導をお願いする。 

 

【質疑・意見交換】 
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○渡辺座長代理（専修大学商学部 教授） 

 皆様からの意見発表について、規制や価格形成のあり方と、市場の再編やネット

ワークのあり方の２点についてお伺いしたい。 

 椎名委員へ。卸売市場流通に期待する機能を果たすためには一層の規制緩和が必

要ではないかとの意見があったが、規制は開設者によるものと卸売市場法によるも

のとがあるが、どちらか。 

 竹渕氏へ。今後の市場は大量出荷を一挙に受けられる拠点市場と、これを地域的

に補完する中小型の市場がバランス良く機能するネットワークの構築が必要とのご

意見があったが、市場のネットワークのあり方について、具体的なイメージがあれ

ば。 

 大森氏へ。セリ・入札についての再評価をお願いしたいとのご意見があったが、

大量のものと高付加価値のものとがあるが、全ての商品でセリ入札が可能か。また、

市場の再編のグランドデザインについて具体的なイメージがあるか。 

 田島氏へ。市場の再編整備など、市場の適正配置により流通コストの低減と物流

の合理化を図っていくべきではないかとのご意見があったが、市場のネットワーク

について具体的なイメージがあるか。 

 

○椎名委員 

 真意は、開設者の運用の方が強い。卸売市場法は規制緩和が進んでいる。進みす

ぎとの感もあり、むしろ管理するところは管理すべきと思う。卸売市場法改正で開

設者にまかされている。２４時間流通に市場としてどう対応するのか。週休２日制

の世の中で、卸会社の労働環境は世間的に充実しているとはいえない。人材確保の

ために休日の確保が必要。休日でも流通は途絶えることはなく、実際、休日でも必

要な品目は流通している。事前届出の規制は、この現状に対応できていない。緩和

して実流通に対応していくべき。 

 

○竹渕氏 

 東北から沖縄まで出荷している。地域別に大型拠点市場に出荷して、その先は分

荷してもらいたい。我々は重点市場という言い方で納めている市場もある。物流コ

ストは生産者も負担している。市場間で連携をしてもらえれば。 

 

○大森氏 

 産地市場では上げセリを基本としたセリ入札が中心。地元買受人が中央の予約相

対価格を見ているので値がなかなかでない。高価格帯はセリ入札が必要との意見は

ありがたい。サバ・アジといったものは大量に扱われるが、全てが単なる「サバ」

「アジ」ではなく、こだわりをもって地域でも取り組んでいる。そういうところに

も今以上に目配せをお願いしたい。目利き機能を活かし、より我々の生産コストに

見合う希望価格に近づくように。 
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 再編は水平・垂直といろいろあると思う。時間による鮮度劣化がある中で、再編

が効果的に働き、産地市場が安心して出荷全量を適正価格でさばききってくれるよ

うお願いしたい。 

 

○伊藤（裕）委員 

 セリ・入札について誤解がある。アジやサバといったものを、品目で一つにして

相対で決めているわけではない。産地や時期や漁法によりそれぞれ特徴があり、ロ

ット毎にを吟味して荷口別に評価している。 

 

○伊藤（宏）委員 

 卸売市場法改正後どうなっているか検証を。規制緩和によってどういう影響が出

ているか。再生産できる価格について、生産者のためのコスト維持か拡販か難しい

問題。肉類の価格がやや上がっている一方、魚の価格は下がり、魚の消費は落ちて

いる。何が原因か。淡泊な味で割高で満腹感に欠けるという特徴がある中で、どう

すれば魚が売れるのか、生産者から消費者まで同じテーブルで議論をして勉強する

べき。 

 少量多品種のものについてはセリを堅持すべき。一匹一匹評価が違う。２０枚の

鯛はそれぞれ評価が違う。それが欠けた形で流通している。川下でそういうことを

評価してくれるお客様が激減しており、高級な魚を置いても売れなくなっている。

高級魚の単価が落ちている。 

 魚食拡大について、いろいろな産地が築地でフェアをやっている。それは歓迎。

フェアのあとの検証がない。検証しないと市場にかえってくる量が増えたか分から

ず産地の希望にそえない。 

 上場数量が適正でないという意見も。 

 休市について、青果と水産で意見が違うことも。川下とも議論が噛み合わない。

特に休市の書類提出は問題。休市を増やすのなら休市に対応できる体制づくりも。

客から「休日前に入荷した質の悪いもの」と言われないように。 

 

○松本氏 

 産地に実需者のニーズが伝わってこない。産地が店舗でアンケートをやったりす

るが、なかなか分からない。新しい品種を作ったらどうか、といった提案が市場か

らあればいい。また、市場から、新品種や販売促進の提案・企画を組んでもらえれ

ば、コーディネート機能を発揮できるのでは。 

 

○田島氏 

 花の市場は零細なところが多い。３億以下のところもかなりある。大手市場から

小規模市場への転送が起こっている。不透明な部分がある。市場の方の合理化や体

質強化は必要と思う。規模が小さいと倒産や保全に産地は不安を抱く。売り上げが

落ちているところには更に荷がいかなくなる。優良な農家ほど大きい市場へ出荷す
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るようになる。それで市場の適正配置となるか不安。切り花と鉢物とでも異なる。

そこも加味しながら、市場の体質強化と適正な再編整備を。 

 

○大森氏 

 市場では魚を見てもらっていることは理解。末端の量販店では、特にアジ・サバ・ 

サンマは目玉商品として異常な安値で販売されているケースが目立つ。川下でのこ

のような価格への対応という意味での、更なる目利き機能による市場の価格形成機

能をお願いしたい。 

 

 

○伊藤（裕）委員 

 大森氏へ。市場の段階ではそれなりに評価し、評価ロット別に売り先を決めてい

るが、末端の販売者には叩き売りがあることは認める。「相対中心の市場のさらなる

取引の合理化は進めるべきではない」とのご意見があったが、具体的にはどういう

ことか。 

 

○大森氏 

 直荷引きなどの規制緩和などの改正が進められた中で、取引が更にどういう緩和

があるのか、また必要なのかがイメージができなかったので、こういう書き方にな

った。市場の運営について、さらに機動力が出るような規制の緩和が必要。 

 

○遠藤委員 

 全国魚卸売市場連合会のメンバーは、規模の大小がいろいろある。従来、市場に

来るのは、買参人とか業務筋といった「○○屋さん」というところが買いに来てく

れて庭先で売って、５．５％の手数料でやってきた。「売買」というが、昔は、買っ

てから売っていたが、今は、売ってから買う、でないとやっていけない。地方では、

大型量販店に売り込めないとやっていけない。ＧＭＳができると周りの店は大部分

つぶれる。市場の価格形成機能はスーパーのバイヤーさんに握られているといって

も過言ではない。品物をチラシに載せてもらい、嬉し涙で納品している。大手スー

パーは物流センターを備えていて、例えば、朝３時に１便を入れないといけない。

さらに２便を入れる必要があり、３時だとセリをやっている暇がない。相対にしろ

セリにしろ、委託というのはほとんどない。仲卸を飛び越えて産地からの買付でな

いと地方市場の卸はやっていけない。加工食品卸などの異業種がセンターを作って

そこに納められなければやっていけない。業界の基盤が崩れている。コンビニも最

近は生鮮を置きだしている。そういうところに売り込めないと廃業せざるをえない。

卸も仲卸も低温センターとかピッキングセンターとかを持っていないとやっていけ

ない。トレーサビリティといった対応も必要な中で手間暇かかる作業であり、粗利

は１５％はもらわないとやっていけない。 

 規制をもっと緩和してもらいたい。我々は市場の企業化を図りたい。北海道では、
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魚菜市場といって、１社で魚も青果も花きもやっているようなところがある。地方

市場は将来的にはそういったものを目指すのかと個人的には思う。 

 

○大塚委員 

 大型スーパーが一律にいままでご意見にあったようなことをやっているというこ

とではないという認識を持っている。会員スーパーは、１番売っているところで約

５０００億円である。上位集中が進んではいるが、１０億円台のスーパーも会員で

ある。配送センターを持っているのは上位の数社に限られる。地方で２～３店舗で

経営するスーパーにとって、卸売市場は今まで以上に重要性が増す。 

 卸売市場でも、誰に、どこでに、どのように売るのか、というのが原点だと思う。 

 例として、スーパーで売る花は、安価なカジュアルフラワーになるが、この市場

がどれぐらいあるかということ。アメリカやヨーロッパのスーパーでは店舗売上の

１％ぐらいになる。今の日本では、０．３～０．５％といったところ。スーパーで、

今の倍は花が売れるという新しい需要を創造できるのではないかと思う。 

 売れるためのきっかけは何か。あるスーパーでは鮮度保証をして売る試みを始め

た。「５日間萎れません。萎れたら交換します」と。これは英国のテスコがやって成

功したもの。日本で上手くいくかどうか実験している。 

 花が５日もつかどうかを考える必要。農家から店まで温度管理できているかが問

題になる。卸売市場などで温度管理が切れると５日間保証はできない。結果、スー

パーは生産地に行って価格交渉やセンターまでどのように入れるかという調整をす

ることにもなる。となると、卸売市場を通すメリットより直接取引のメリットが出

る場合もある。もちろん、テーブルフラワーだけでなく、アレンジメントフラワー

もあり、そのためには市場も必要。組織小売業は使い分けが重要。花卉市場につい

ては、スーパーは付き合いが浅いので、卸売市場が抱える問題点も単純化されて見

ることができる。 

 価格形成について、スーパーが売価を壊すということについては、その通りとい

う面とそうでないという面がある。意見については、次回の研究会の場で発表させ

て頂きたい。お客様が買って頂ける値段はいくらか、産地が売ってほしいという値

段はいくらかという情報交換の場がもっとあるべき。価格については、ファンドな

どの介入でも価格形成機能が壊されている。 

 昨年の「マグロ」相場を見ても、供給量が減るからと言って相場が上がって、末

端のお客様に受け入れてもらえなく、結果はドンと下落するということが現実とし

てあるわけで、全て店頭での安売りが原因であるという論で解決できるものではな

い。価格形成については、製配販のコラボレーションといった新しい取り組みで解

決を図っていくべき。 

 椎名委員へ。契約栽培や安心して売れる先の確保というご意見があったが、具体

的なイメージはどういったものか。 

 

○椎名委員 
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 農業後継者が育たない一因として、生産基盤の脆弱化などにより収入を自分で設

計できないのが問題。価格が乱高下する流通ではなく、価格が安定した流通のため

には契約が重要。 

 １か月前に価格を提示され発注は前日となると計画的な出荷が出来ず、いきあた

りばったりとなり、そのリスクは卸や仲卸が負ことになる。多段階でのリスク分散

が現状。流通の仕方にルールが必要ではないか。協力してやっていくしかない。そ

のために継続的安定的な取引を。そこにどういうルールが必要かを考えるべき。 

 

○樋口委員 

 カジュアルフラワーの日持ち保証については、日本では初めてのことであり、積

極的に取り組んでいる。花はいろいろな商品を集めなければならず、クレーム対応

問題もあって卸の機能が重要。鮮度保持のための設備など、産地から徐々にやって

いかないといけない。行政にお願いすることもあるかと思う。 

 

○倉崎(浩)委員代理 

 大型拠点市場というご意見について、従来の青果物流通の優れているところは、

ＪＡが全国の市場に出荷していることで、同じモノが同じ鮮度で、ほぼ同じ価格で

全国の人が食べられるということ。拠点市場という考え方になると、日本の中で地

域間格差がでてしまう危険性が想定される。また拠点市場の先の物流を、その先の

市場が負担するとなると、地方の市場経営の圧迫要因になりかねない。 

 

○竹渕氏 

 市場外流通が多くなり、全国どこでも価格は同じ。京浜市場でも九州でも同じ。 

 スーパー主導の価格形成は納得しながら出荷している場合もある。市場への入荷

量が減っても思うような価格にならないという不満が産地にある。また市場の価格

が安くなっても末端小売価格がそうなっていない。安くなった時は安く売るという

指導を。 

 

○大澤委員 

 昔は、自分の人件費を考えない農家が、卸売市場に出せば何でも売れた。今は、

少子高齢化でたくさんのモノを食べる時代ではない。モノを食べなくなっている時

代で、昨年対比だけで考えるべきではないのではないか。転作とかも考えていかな

くてはいけないのではないか。品目によっては、価格安定基金の適用のために、売

れる売れないにかかわらず市場に出す必要があり、卸売市場は受託拒否できないの

で対応に苦慮。昔は山回り(産地回り)というのを市場はやっていて、事前の情報を

得ていた。最近は全農とか間に入るものが多くなった。ＩＴの発展で現地に行かな

くても情報が入るようになったが。たとえ手取りを確保できても、スーパーでキャ

ベツが５０円でしか売れないのを見た生産者は生産意欲が下がるのではないか。消

費者をまじえた、生産から卸・小売の連絡会議があっていいと思う。安く売っては
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いけないと思うが消費者がどう考えているのか。消費者のニーズが生産者に届いて

いないのが現状と思う。 

 

○竹渕氏 

 キャベツの値段がどれぐらいの水準が適当かは議論があるところだろうが、量が

はけて市場流通の価格形成ができればいいと思う。夏秋キャベツの産地としては全

国の真ん中なので全国のほとんどの地域に対してその日に出荷できる。遠隔地で野

菜を作っても鮮度保持とかが難しいのでそれで生産者が生活できるかと思う。地域

性に合ったものを各地で産地形成できれば、価格形成ができると思う。これが産地

の願い。 

 

○大竹委員代理 

 拠点市場の考え方について、卸会社同士が連携する必要。卸の経常利益率が０．

２４と非常に低い中で、我が社だけが生き残っていくというのではなく、一緒にな

って商品開発を進めていくべきと思う。拠点市場－地方市場－産地市場という形が

いいのではないか。 

 価格形成について。量販店が販売計画を組めば組むほど、産地側が希望する安い

ときに安く、高いときに高くという販売が出来ていない現実がある。計画的な販売

と、安いときに安く、高いときに高くという販売と、どちらがいいのかという判断

は難しいが、産地と小売が活性化する方向で、状況判断をしながら進めていきたい。   

卸同士の連携と、産地・卸・仲卸の連携が必要。 

 

○近藤委員 

 価格の形成が不透明で、大手量販店の価格と市場のセリの価格が違うのが生産者

の不信。消費者ニーズとは何かと考えると、中小の小売を通したニーズではなく大

手量販店のニーズなのではないか。野菜の規格が厳しいというのもそうではないか。

扱う量の大小によって価格差があるのはもっともだが、差がありすぎるのではない

か。 

 

○佐藤委員 

 食肉はセリ価格が中心。これまでの意見交換の中で、出荷者と卸と小売とで価格

を協議して、といった話があったが、どうやって決めるのか。食肉では相対であっ

てもセリ価格が基準で、群馬を含めた関東三市場の加重平均。 

 

○中嶋委員 

 ある食肉の産地で、いいものは卸売市場に出す、という話を聞いた。モノが余り

値段が下がる中で、日本の農業の状況を考えると「欲しいモノが足りなくなる」の

ではないか。それを卸売市場がどう引っ張ってくることができるか、卸売市場はい

かに高く売るか、だと考える。 
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 これまで価格形成機能が無いという意見があったが、これは高い値がつかないか

らという意味と理解。これまでの議論で、卸売市場の集分荷機能は上手くいってい

るが価格形成機能は上手く機能していない、とのご意見があったが、教科書的に言

えば、集分荷機能と価格形成機能は一体であり、どちらかが機能していないという

ことは無いはずである。消費者の立場からは上手く機能しているということではな

いか。余っているモノは安いということではないか。 

 卸売市場の機能について、仲卸が加工に携わっているところも多いという話があ

るが、加工の機能も卸売市場の機能に入れるべきではないか。何か制度的な問題か

ら機能に入れていないのか。加工して付加価値を付け、値を上げることも必要では

ないか。 

 

○橋本卸売市場室長 

 方向としては、そういった考え方もあるものである。 

 

○根本座長 

 航空業界では「ハブ・アンド・スポーク」型のネットワークと競うかたちで「ポ

イント・ツー・ポイント」型の航空会社が伸びてきた。生鮮食品の流通でも、この

２つタイプのネットワークをどう整備してゆくか、人口が減少する市場でのことと

なるから難しいのだが、検討課題はそのような問題として捉えられる面もある。ス

ーパーマーケットは、ハブの色彩が強い卸売市場を活用しつつ、ポイント・ツー・

ポイント型の仕組みも作り、使っている。それぞれによって価格形成の仕方も取引

コストも違う。次回は、そのような小売量販店の話も聞きながら意見交換をしてい

きたい。 

 

― 以上 ― 

 


