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          卸売市場の将来方向に関する研究会（第４回）議事概要 

                                                                                 

                                                                                 

１．日 時：平成２１年１１月２０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、大井委員代理、倉崎委

員、近藤委員、佐藤委員、小澤委員代理、中嶋委員、樋口委員、

松村委員 

      （外部有識者）青果物カット事業協議会野口会長、(株)吉野家森下商品

事業部長、(社)日本生花通信配達協会川原理事、主婦連合会和

田副会長 

            (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： 近藤委員、大武委員、大塚委員、青果物カット事業協議会野口会長、

(株)吉野家森下部長、(社)日本生花通信配達協会川原理事、主婦連合会

和田副会長から発表の後、意見交換。概要は以下のとおり。 

 

【委員等からの意見発表】 

 

○近藤委員（全国青果物商業協同組合連合会 理事） 

昭和５０～６０年代には３万人を有していた当連合会も、現在は１万１千人となり、

専門小売店の減少に歯止めがかからない状況。 

 特に青果小売商は市場からの仕入れが百パーセントに近いので、基幹的流通機構と

しての役割を発揮してもらいたい。 

集分荷は最も重要機能なものとして認識している。 

価格形成機能については、市場取引の主流が完全に相対に移行し、価格形成のプロ

セスが第三者からは一層見え難くなっている。さらに卸による「公開の原則」が遵守

されず、売手側の一方的な表示が罷り通り、公正に公開されているとは言い難い。 

代金決済機能については、出荷奨励金や完納奨励金などが従来から規定通りに行わ

れてきており、現在、小売組合のような組織では短期に合理的に決済されている。ま

た、販売の基本である集金機能に対する保証機能が買い手責任になっている。今後は

荷受・仲卸が買参組合と一体化して保証機能の強化を図ることが必要。 

  卸売市場の将来方向については、末端から考えて頂きたい。少子・高齢化の進展や

省エネ社会を迎え、地域密着型の小売店・商店街は、地域文化の形成と食料品の身近

な供給場所として重要な役割を果たすと考えられるのでその振興対策をすべき。        

 食の安全・安心については、生鮮品の鮮度保持と安全性の確保を一層促進し、市場

経由の品物を小売店で買うと安心だと消費者からいわれるように努力をすべき。 
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環境問題については、ターレットの電動化や市場入出場車両の安全対策の確立など、

市場周辺住民に支持、理解される施設として、業界一体で努力すべき。 

  また、荷捌き業務、低温保管等を行う共同利用施設の整備や、休市日においても仕

入ができる環境を整えるべき。 

取引の透明性については、価格形成のプロセスが第三者からは一層見え難くなって

おり、消費者からの「野菜・果物の値段はどこで決まるの」との質問に答えられない。

その日の商品価格の目安となるような見本ゼリが必要ではないか。生産者の意欲が出

る、再生産価格を考慮しての価格決定が必要不可欠なので、市場内に再生産価格を公

表すべき。 

  一般消費者に市場を開放するという意見があるが、事故等の対応、市場の衛生管理

等からも問題がある。規制緩和によって何でもありの流通になったので、市場取引委

員会等に消費者をはじめ市場関係者以外の第３者の眼を入れて頂きたい。 

  現行の組合代払制度は、売手、買手の双方にとって必要不可欠なシステムとして高

く評価されている。従ってこの煩雑な作業に伴う事務手数料としての完納奨励金は、

今後も現状で維持、継続されるべき。   

卸売市場の適正配置と再編計画の策定に際しては、市場関係団体の意見、要望を正

確、確実に吸収の上、計画に反映する事が重要。 

 

○大武委員（全国水産物商業協同組合連合会 副会長） 

 鮮魚小売商の事業所数は、昭和５１年のピーク時の約５万８千に比べ３割に激減し、

厳しい状況にあるが、特に、高齢者をはじめモビリティの低い消費者にとって、街中

の小売店は食生活を支えるものとして重要な存在である。 

 国民生活の安定に資するため、公的資金を投入し政策的に運営される卸売市場のも

つ基礎的な機能については、透明性があり、関係者が公平に役割を果たしていくこと

を担保する基本的なルールと規制措置は必要。 

 卸売市場は、市場ごとに歴史的・地勢的な条件や食習慣、商慣習等が異なり、供給

（商圏）規模も様々である。このため、国及び地方自治体の役割を明確にするととも

に、実際の市場運営に当たっては、地域の実態に応じた市場整備と柔軟な運営が求め

られる。 

 一方、実際の取引運営は営利企業たる事業者が行うことから、私企業としての自己

責任に基づく経営革新の積極的な推進による経済合理性の追求と公的機関としての

公共性との二面性についてのバランスがとれた運営によって基幹的流通システムと

して維持発展していくべき。 

 卸売市場は「安全・安心」に留意することは当然であり、安全・安心の確保は、卸

売市場の存在意義の大きなセールスポイントとすべきだが、完全閉鎖型の施設や低温

卸売場等の品質管理の高度化には市場ごとの整備状況に格差が生じているのが現状。

それぞれの市場の流通実態やコスト等に配慮しながら整備を図っていくべき。 

 環境問題については、フォークリフトの電動化、通い容器の再利用や場内エコサー

クル活動の充実等により市場全体としての環境負荷の軽減対策が重要。 

 中小市場の整備については、地域の実情に応じた青果市場と水産市場との統合や基



 3 / 12 

 

幹市場とその他の市場との役割の明確化と相互の連携による効率化を図っていく必

要がある。こうした整備は、民間には一定の限界があると考えられるので、公的機関

の強力な支援・指導は必要。 

 取引業務に関しては、特に、最近の２４時間取引や相対取引が増大する中、量販店

の夜間取引による価格決定の不透明性や人気商材等の入手が困難である等の実態に

不満が強い。特定な事業者が先取りや先渡し等による差別的な取り扱いにならないよ

う、透明性や適正な規模単位による取引の効率化を図り、その担保措置として市場と

してのガバナンス機能の強化と公的機関の指導、調整機能の強化が必要。 

 市場祭りの開催、市場見学や展示・研修、多目的ホール施設等の設置と消費者参加

型の運営による活用を積極的に行うべき。しかし、そもそも卸売市場は卸売をする場

として設けられているところであり、消費者に直接販売する場ではない。また、一般

消費者が立ち入ることは公衆衛生や施設の管理運営上等からも問題が生じるおそれ

がある。 

多様化、複雑化する消費者や実需者ニーズに効率的にきめ細かな対応をしていくた

めには食料品の生産から消費に至る全ての情報（漁獲情報、養殖魚の履歴、消費動向

等）を市場関係者が共有し、協働・強調していくことが重要。 

生鮮食料品は、本来自由な取引で行われるべきであり、政策的に行われる特定の量

販店と生産者との直接取引は、水産物流通の寡占化に繋がる恐れとともに、卸売市場

の地位低下と適正価格による円滑かつ安定した流通を阻害する恐れを懸念。整合性の

取れた流通システムの構築に向けた対策を切望。 

 

○大塚委員（日本スーパーマーケット協会 専務理事） 

 日本スーパーマーケット協会は設立から１０年経った。小売の協会はいろいろある

が、我々の協会は食品スーパーに特化した協会。本協会の通常会員は１００社。０８

年度の総売上高は約６兆円であり、スーパー全体の売上の３分の１を占める業界と見

てもらえればと思う。協会の会員のうち、年商１０００億円以上が１８社、５００億

以上の会社が１６社、６６社は５００億未満となっている。スーパーの規模(売上高

が 1,000 億円以上の企業と 100 億円以下の企業)によって課題も様々である。本資料

は、このうち 1,000 億円以上のスーパーのバイヤーにインタビューしたものをまとめ

たものである。 

 直近の経営状況としては、既存店売上は前年を下回る厳しい状況。対前年比９５％

ぐらいというのが足下の数字。経営環境の課題としては、高コスト構造への対応が遅

れていること、商品ライフサイクルの短縮化にどう対応していくか、お客様の選択力

が売る側の推奨力を超えてしまったこと、少子高齢化や所得の二極化といったお客様

の変化、そして、スーパーマーケットの商圏人口の減少に伴う競合の激化が挙げられ

る。 

 今までのやり方を変えないと業績は上がっていかない。お客様の変化として、特に

「世帯当人口の減少」と「世帯数の増加」が消費構造を変えていくだろう。これまで

は人口が伸びるとそれ以上に売り上げが伸びた。今後はその逆になるのではないか。

お客様が二極化し「アッパーマーケット」と「ボリュームマーケット」に分かれてき
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た。ボリューム＝コモディティではない。その生活を楽しむ商品群も提供する必要が

ある。 

 競合も激化している。食料品スーパーが１万７千店舗あり、それにＧＭＳを加える

と約２万店舗のスーパーがある。利益構造から考えると１店舗当たりの人口は３万人

は必要だが、現状は約７千人である。これは競合の激化を意味し、坪あたり売上げが

落ちている。これが利益構造を悪化させている。 

 では、何をやっていかなければいけないか。各社の様々な取組を集約すると、「ソ

リューションビジネス」の展開が必要だと考えている。メニューを考えることに困っ

ているとか、お客様の困っていることを、スーパーが、どうソリューションするかで

ある。スーパーを素材として売るのではなく、いろいろ工夫が始まってきている。例

えば、あるスーパーは、パプリカは食卓に色目を表現するものと考え、赤と黄色のパ

プリカを１／４カットして「ミックスパプリカ」としてパックしたり、ばら売りや地

元野菜として、顔の見える・鮮度を強調するコーナーを作ったりしている。鮮魚につ

いては、めかじきは用途に分けて販売したり、さんまは、開きや頭ワタ取り、煮付け

などにして販売したりする例がある。精肉については、豚肉・牛肉・鶏肉という分け

方で販売するのが一般的だが、唐揚げ用とかハンバーグ用といった分け方で販売とい

った、工夫がある。 

 価格、産地、生産・製法、原料、安全・安心、健康、環境といった、他社とは異な

るこだわりが必要。この際、生鮮の差別化は、自社で開発した商品がどれだけあるか

だと考える。 

 そういう中でスーパーから卸売市場を見ると、現状として、スーパーで取り扱って

いる商材の市場通過比率は、青果は７０％、鮮魚は１５～２０％ということだった。 

 大型スーパーから考えると、本質的かつ根本的な変更が無い限り、卸売市場を通過

する商品は増えないだろうと考える。まず、１つ目として、市場で荷が揃わないこと

がある。これまで、スーパーでは欠品を起こすことは罪悪と見られていた。そのため、

場が建つ前に相対で値段が高くても商品を押さえるということをやってきた。これが

「スーパーは街の八百屋さんより高いわね」ということになった。それを解決するた

め、産地との直接取引や商社を使えないか、海外ものを使えないかという歴史がある。

そういうところをどう解決するか。 

 もう１つは、卸売市場は小売業と共にお客様像を描く努力をしていかないと難しい

のではないかということ。情報の共有や、物流拠点としての機能や衛生管理への不満。

価格の「見える化」が不足しており、調整力への不満もある。 

 それをどう解決するかとなると、衛生上の問題としてはコールドチェーンの整備が

必要。また、スーパーとしては市場からものを買った後、店別仕分けや加工が必要と

なるので、そういったことへの対応が必要。また、商品そのものの情報共有が必要。 

 市場同士の競合の結果、疲弊して商品が集まらない市場もある。卸売市場のロケー

ションを考える必要がある。これは国や県にお願いしたい。また、小売業も反省すべ

きだが規格が多すぎる。スーパーはほとんどが３６５日開店する中で市場休について

は３連休はやめていただきたい。産地偽装に対する厳しいチェック体制を整えてほし

い。組織小売業としては、商流は今まで通りでいいが、物流はセンターへダイレクト
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に商品が入るという方法を進めてほしい。 

 卸売市場のあるべき姿・将来ビジョンとして、「生鮮食料品の安定供給追求」「食の

安全・安心への対応」「物流の効率化、低コスト化、高付加価値化の追求」「市場関係

事業者の経営基盤強化」「適正規模を追求した市場づくり」「エコに対応した市場の実

現」「民間事業者との連携・地域住民に開かれた市場の実現」「市場の管理運営体制の

合理化」を挙げた。これは市場の活性化のためのベンチマークをまとめたもの。 

 いずれにせよ、ある程度の規模の取引を出来る市場をどう育てていくか。我々は加

工度と絶対的物流を求めている。かつては、スーパーでの卸売市場の活用法として、

売れ残った「悩み物」を安く買ったりして上手く使うという手もあったが、今は市場

で物が余ることも無くなってきた。 

今日の意見は大型スーパーの意見だったが、スーパー全体として卸売市場は大切。

その市場だけにしかない商品を用意できるかによって活性化になるのではないか。特

色作り、独自性の進化を図るべきではないか。卸売市場の活性化には、食育も含めて、

地域全体でポジショニングを明確にして考えていくべき。 

 

○野口氏（青果物カット事業協議会 会長） 

カット協議会で扱う野菜は加工、業務用とホール野菜とがあり加工、業務野菜はカ

ットすると野菜ではなく加工食品であるため周年一定の規格基準と安定価格が求め

られている。そのために市場用野菜の流通では価格変動値と規格基準が安定しないた

め契約取引となる。 

本題である卸売市場のあるべき姿、将来ビジョンとして、卸売市場法の改正で取引

の自由化が進み市場流通は激変期にあるが、青果流通は川上主導から消費者基点に変

わっていったのに、すでに１０年前に始まっていたにもかかわらず、ＪＡや全農県本

部を含めた卸売市場は役割分担、機能分化できないままに進んできた。 

これからの市場のありようとして、横浜丸中青果株の横浜南部市場は１つの    

方向性を持っているのではないかと思う。集荷機能だけではなく保管、（トレス、及

び安全、安心の確認。）分化、配送機能、デリバリ機能を有している。 

お客様から注文を受けた量、品質、形態にそって確実に品揃えをする機能、品質を

維持しながら物流コストをやすく、かつ時間通りにお届けするロジステック機能が重

要になる。 

リスクという概念が全農、市場にはない。これが一番 大きな問題。言葉は悪いが

スルーで儲けている。スルーはリスクがないので経営ではない。すべてがスルーでは

ないので委託販売物とその他に分けて議論すべき。 

カット業界はお客様に加工食品を安定供給するのでお客様と一緒に作ってきた。   

すべてお客様があって、お客様の求めているものを作ってきた。当社にはお客様にケ

ンタッキーフライドチキンさんがあり、市販されているコールスローの原料であるキ

ャベツは１３年前に１８０品種から３品種に絞り込んで作ってきた。しかも、季節に

合わせて作ってきた。ケンタッキーさん専用のキャベツであり、用途開発である。    

市場にはこうした商品開発機能がない。 

委託販売機能だけであれば市場はなくなるのでは。我々も市場を利用しているが９
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０％市場外。市場用野菜は不特定多数のお客様に販売するためであり、生産者は作り

やすい、病気にならないことが品種選定であり大産地ほど大量栽培、市場流通になっ

ている。 

お客様の視点が欠けている。市場は商品開発、用途開発を進めていくことが市場の

活性化につながる。市場野菜と業務加工野菜の割合は、昨年の統計資料によれば５

４％であり、未だ伸びていく。 

価格形成について、市場野菜は不特定多数のお客様との需要と供給、及びバイイン

グパワーで価格は決定される。業務用はお客様の視点に立って価格を形成する。    

例えば、レタスを一反歩に何本植えて、そのうち何％取れて、それを全量買いあげる。

一反歩どのくらいのレタスが出来るのか予測がつくので農家収入も計算出来る。   

農家の再生産価格が、ここで決まる。市場野菜はそうではない。委託販売なので価格

形成プロセスが見えないのは当たり前である。これを是正するためにはお客様の求め

ている商品を栽培する。商品開発を進めるしかない。 

 

○森下氏（(株)吉野家 商品事業部長） 

 卸売市場が草創期の外食産業と中小の飲食業にとっては一定の役割を果たしてき

たことについては評価している。 

 大規模な外食企業からみれば集分荷機能は充分ではない。外食にとっては、あるメ

ニューが明日は無いということは絶対許されないことなので、常にある一定の品質の

ものがある一定の価格で手に入らないことには自分たちの企業が成り立たない。 

 これらのリスクを回避するために、各企業が各メニューに伴った原材料について、

世界各国を飛び回り、一つ一つを目で見て、自分たちで輸入までして、さらに自分た

ちの工場で加工までしてお客様に安定的にお届けしている。 

 価格形成については、外食産業はメニューの価格が一日ごとに変わることはあり得

ない。価格改定のアナウンスをしなければいけない。こういった観点からみても、毎

日セリで値段が変わる商材は使えないため、結果、契約購買をせざるを得ない。 

代金決済については、決済サイトの問題が大きなリスクになっている。通常の商社

は末締めの翌月末払いというのがほぼ一般的な取引形態になっているが、卸売市場か

ら買った物は１０日や７日といったようにサイトが短く、イレギュラーな為、通常の

電算処理以外の別枠で処理していることが多くの企業で現状ではないか。 

 もう一つの大きな問題としては、値段がいくらであろうが手数料率が決まっていて、

これが同じように卸、仲卸、小売に流れていくという現状がある。料率の自由化は大

変歓迎されるところであるが、一部の市場は未だに固定している現状がある。外食産

業ではコストを少しでも削り、提供価格をリーズナブルに設定できるよう、例えば、

段ボールを 1ミリ、2ミリ削るとか突き詰めている中で、見直しをして欲しい。 

 将来方向として、実需者の顔を見て欲しい。今日は品物が少ないと言われても我々

はついて行けない。農協などに商品知識の持っている市場関係者が入って品種の改良

など携わって欲しい。 

 品質管理については、外食産業にとっては命取りである。仮に食中毒が 1店でもあ

ったら会社が無くなるというリスクを持っている企業である。ほぼ全ての会社で品質
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管理室を持っており、海外で魚 1匹買うにしても現場で品質管理する。どんな環境で

どんな餌を食べたか等を全部調べざるを得ない。それでトレースを持ってお客様に安

全を担保している。市場もこのような機能を持っていただかないと安心して市場から

買うことができない。当社でいえば、市場から買っても、自社のカット加工工場に入

った後で品質を調べざるを得ない。そこまで責任を持ったものを供給できる体制を構

築して欲しい。 

 市場は野菜・魚類を丸物でしか販売してないが、外食は加工しなければ提供できな

いことが多く、工場を持って洗浄・カット・小分け・煮るなどやっている。仲卸等も

そういった機能をもって臨機応変に対応することも考えて欲しい。 

 商慣行を大きく見直してくれないと、なかなか取引拡大できない。 

 

 

○川原氏（(社)日本生花通信配達協会 理事） 

 これまでの市場整備の方向性に誤りがあったと思う。このままでは花屋が無くなっ

てしまう。 

集分荷機能について、花きの流通に関しては、東京、大阪の大手市場に荷が集中し、

地域的にバランスを欠いた状態になっている。その結果、市場間の転送による鮮度の

低下やコストアップ等の問題が生じている。また、産地に近い地方ほど鮮度が低く、

価格が高い花きを仕入れざるを得ない状況も生じており、迅速に分配するという市場

の機能が果たされていない。 

生花の通信配達を主幹業務とする花キューピット協同組合は、約４千の組合員それ

ぞれが独自の仕入れを行い、通信配達業務を行っており、商品の価格と品質の全国的

な平準化が必要。地方の市場では入手できないものが多く、商品開発が制限されてい

る。 

価格形成については、せり売りの割合が減少して、需要と供給のバランスによる価

格形成機能が十分には発揮されない状況。また、インターネット受発注システムのせ

り前取引により、必要な品物がせり上場されるか保証がないため、多くの買参人はこ

のシステムを使ってせり前に購入しているが、卸売会社によっては、契約を仲卸 1

社のみに制限しているため価格の比較ができないなど、公正かつ公平な価格形成が行

われているとは言い難い状況。 

代金決済については、決済期間の短縮化が進み、買参人にとっては、より厳しいも

のとなっている。花店の多くは、法人取引や業務請負で長期の決済条件を求められて

おり、資金繰りで苦しい経営を強いられている状況。 

買参人に対しての、入荷予定の花きの種類及び数量についての情報、生産地の生育

情報などの提供は極めて不十分であり、切花の採花日情報及び前処理情報については

ほとんど提供されていない状況。 

品質管理については、市場の低温管理施設が十分でないこと、バケット低温輸送の

普及が進まないこと、市場間転送が行われること等により、市場における花きの品質

管理は相当に遅れている。著しく品質の悪いものについては、市場が取り扱いを拒否

できる仕組みが必要。さらに、市場の開場日が限られていることが合理的であるかど
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うかの検証も必要。 

 卸売市場の将来方向について、一部の大手市場は、いわゆる「ハブ市場」となって

おり、全国的な流通のバランスを無視して商圏を拡大している。公に寄与する市場と

して、全国の消費者・小売店へ適正な価格で迅速に安定的な供給を確保できる枠組み

を再検証することが必要ではないか。 

品質管理の高度化については、日本の状況を踏まえて実現可能な、日本スタイルと

も言える鮮度保持の輸送システムを統一することが急務。 

環境問題については、バケット流通を促進し段ボールからの脱却を検討すべき。脱

段ボールにより少なくとも生産・小売りの双方が恩恵を受けるのではないか。また、

ＭＰＳ（花き産業総合認証プログラム）等について、現状では、経費負担が大きく、

導入に二の足を踏んでいる生産者及び市場、小売店等の流通業者も多いので経費負担

の少ない認証の仕組みを整備することが必要。 

取引の合理化については、現状は、卸売会社の費用効率を上げることに主眼を置い

た合理化が進められているように思うので、消費者（小売業者を含む）に新鮮な花き

を迅速に適正な価格で安定的に届けることを目的とした合理化を推進していただき

たい。 

卸売市場の再編は致し方ないと考えているが、ヘビーユーザーのいけばなの流派が

素材の中で、最も重要視するのは「枝物」であり、各地に根付いた需要に応えるよう

花市場の周辺で生産者が枝物を作り込んでいる。枝物のような、箱詰め出荷が不向き

な作物が市場の再編により消滅することがないようにご配慮をお願いしたい。 

現状の花き卸売市場整備は、単一生産地の出荷量が非常に大きく、短時間に大量の

荷をさばく青果の流通をベースにしたもので、「花き」の流通には適さない。花きは

個選出荷が主流だが、市場取引の効率化は、花きに多い個性的な産品を排除すること

となった。青果はセリ取引が形骸化され、セリ前に圧倒的な荷が量販店に安価で販売

されたため、青果店が競争力をなくしていったと思われ、それを現状の花き流通と比

較するとまさに同様の事態に陥っている。市場整備計画が我々生花専門小売店に深刻

な影響を与えると考えられる。 

 「開かれた市場」をうたった結果、一般の消費者や生け花の師匠などが買参権も買

出人章の登録もなく市場に入ることができ、買参人と同価格で仲卸から花材の調達を

行うことができるようになっている。また、インターネットによる取引についても、

買参権という概念がなし崩しになっているとの声を聞く。「開かれすぎた市場」は小

売店の経営を圧迫しているので、これらについてきちんと法の適用を行うことが必要。 

 

○和田氏（主婦連合会 副会長） 

 消費者は青果物を選ぶにあたって、形や見栄えは余りこだわらない。実際の売り場

ではそうではないという話もあるが、売り方の問題ではないか。例えば、曲がったキ

ュウリは買わないというが、それなりの値段であれば消費者も使いたいと思っている。

生産者・卸売業者・仲卸業者・小売・外食の、どの段階においても同じような取り組

みをしてくれないと消費者の望むものが届かない。 

 ＧＡＰについては生産現場が取り組むことではあるが、卸売市場から小売・消費者
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までのＧＡＰの普及が望まれる。 

 市場経由率の低下について、自身の周りでも産地直売や朝市といった生産現場で行

われているものや通販が増えている。特に通販はいろいろあり、送料が安くされるな

ど、周りで使っている人は多い。 

 品質管理について、特にコールドチェーンについては、消費者の手に渡るまで途切

れないようにすることが必要。 

 出荷者から消費者に至るまでの生鮮農水産物の正しい情報をバトンタッチしてい

って、正確に伝えることが必要。 

 市場の再編について、どういうシステムがいいのか、十分な議論をお願いしたい。

生産者と話をすると価格の低迷に悩んでおり、一方で、消費者も経済状況が厳しい。 

 休市について、以前、築地市場の休市に関する検討会に出たことがあり、その際「働

く者として休日は重要だが、連休後の品質が確保されるように。また、連休のための

値上がりがないように。」との発言をした。まだ問題としてあるのだと思った。 

 卸売市場は消費者にとって見えない分からない存在。最近は消費者も市場に入って

買い物が出来る機会が増えた。そういう人たちの感想としては、市場は衛生面で問題

があるということ。また、市場開放について懸念を示す意見がでていたがそれはその

通りだと思う。観光地のようになっていてオープンになるのはいいことだが、起こり

うることを考えて適切な方策を考えてほしい。 

 花について、経済状況が厳しい中でも購入額は下がっていない。カジュアルフラワ

ーと言われるような花が手軽に買えるのはいいこと。今までの花屋さんは入りにくか

ったが、最近はいろいろなところで花が売っていて手軽になっている。 

 少子高齢化社会をむかえ、高齢者は加工食品を買うことが増えてきたと言われてい

るが、当会では、高齢者の食生活を調べた。料理が好きですかと聞いたところ、３割

が好き、５割が苦にならないと答え、料理が嫌いと答えたのは１割だった。しかし、

次の世代が高齢者になったとき、この傾向が続くかは疑問。生鮮食品の消費は異なっ

てくると思う。 

 

【質疑・意見交換】 

○小澤委員代理（椎名委員（全国農業協同組合連合会 園芸農産部長）の代理） 

 野菜、果物の青果物を出荷している組織は全国３５の県本部があり、全農の各県の

県本部での青果の取扱高は約１兆円。そのうち約３割の３０００億円は直接販売や契

約取引。今後、そういう取引を拡大していくつもりであり、市場の関係者の方々とも

協力していきたいと思う。 

 

○倉崎委員（社団法人全国青果卸売市場協会 副会長） 

 奨励金について、１％の出荷奨励金が必要なのか、必要でないのか。それより手数

料をその分下げてもいいから、生産者に直に返してもらいたい。最終的には生産者や

消費者の所得に還元するのが妥当ではないかというのが私の考え。 

 地方市場のものは鮮度が悪いとの意見があったが、そういうことは無いと思う。北

海道でも九州でも全国各地でしっかりやっている。一部をもって全体が悪いと言うの
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は如何なものか。地方は生産現場の中心にある会社が多いので、産地との連携や利用

度では中央市場よりも優れているケースも多いのではないか。 

 休市についてのご意見は当然のことと思う。現在でも職員は交代でやっている。 

 商品開発について、みなさん、いろいろとやっている。例として、遊休地を活用し

て、何かできないかと考えている。流通であるがゆえにできることがあるのではない

かと思っている。 

 卸と仲卸が手数料を取っているから生産者の所得が低いのではないかということ

に関してのご意見があったが、卸売業者ではあれだけ売上高があるのに０．２４％し

か儲かっていないという現状。 

生鮮食料品は市場の卸・仲卸が無いと物流が成り立たない。安い給料で夜作業して

いる人のことを考えるとかわいそう。そういう卸、仲卸の実態について消費者を含め

関係者にあまり理解されていないのが残念に思う。マスコミ、消費者に対し、卸、仲

卸の実態について理解を深めてもらう必要があると思う。 

 

 

○大井委員代理（川田委員（社団法人全国中央市場青果卸売協会 会長）の代理） 

 野口氏、森下氏他みなさんの話しは現状をとらえ具体的でもっともだと思った。し

かし今の市場流通だけを見て議論するとこの研究会の結論が間違った方向に行って

しまう恐れがあると考える。市場流通の機能とか市場配置等幅広く論じていかないと

将来方向に広がりが見いだせない。ところで別の意見を申しあげると、卸売市場法が

変わり、取引の自由化がなされた結果、委託とか売買、販売先の斡旋、販売代理等い

ろいろな取引が出来るようになった。いろいろな取引をしないと、このままだと市場

流通は生き残れない。ビジネスモデルが変わり利益のとり方が変わった。現物取引を

中心とした取引に加えスーパーなどから事前に注文を受け、これを計画的に、確実に

荷揃えし、商品に付加価値を付け店舗まで届ける＝事前商談取引いわゆる契約取引を

取り入れ取引の方法を増やしていかないとこれからの市場流通取引は完結しない。 

 市場流通は絶対に必要な中間流通システム。市場流通が無いと上手く完結しない。

市場流通はこれからどういう機能を果たすのか、市場流通の公共性は、という役割に

ついて議論をしていかないといけないと思う。 

 ご意見で、現状面は分かったが、誰のためにあるのかといえば、生産者と消費者の

ためであり、このことに戻って考えるべき。現状面のみでは将来方向が考えられない

のではないか。 

 

○渡辺座長代理（専修大学商学部 教授） 

 ご意見から、価格形成の問題が重要な論点だったと思う。セリが形骸化している、

価格形成が不透明である、市場取引委員会の機能強化を、といったご意見があったが、

先取りや相対取引を禁止して、セリのみにした場合、かえって市場外の直接取引や契

約取引が増えてしまうのではないかと思うが、どのようなシステムであればバランス

の取れたものになると考えるか。 
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○大武委員（全国水産物商業協同組合連合会 副会長） 

 鮮魚のほとんどが予約相対になっている。夜中に取引され、民間同士の取引だから

価格面で不透明になるのではないかと思う。仲卸がセリの時間に行くと人気のあるい

い物が無くなっていることもある。仲卸も夜中に相対で卸から買う。この価格もはっ

きりしない。卸も委託だけでなく買付も多くなっている。買出人としては仲卸が品物

を店舗に揃えてから買い出しに行くことになるので、それ以前の価格については情報

としてだけしか耳には入ってこないが、いずれにしてもこれからの取引はより透明性

がないといけないのではないかと思う。 

 条例改正で卸や仲卸が市場外でも商売ができるようになっていることを我々は危

惧している。市場取引委員会の承認が必要だが、会社名を変えたりして営業している。

卸・仲卸は価格は市場の取引値で販売できるが、我々は仲卸がワンクッション入り、

その分経費もかかるので、小売商としてはそういう営業を近くでやられると困る。 

 

○伊藤（裕）委員（社団法人全国中央市場水産卸協会 会長） 

 今日の各講師のご発言で分かるように、それぞれの立場で市場に要求されることは

違う。これまでは需給関係で価格が決まっていた。天然の魚は供給が不安定。片や、

量販店からは安定供給が必要で欠品は許されないという話があり、外食からは価格安

定とどういう生産がされたかというトレーサビリティの情報を求められている。そう

いったことの狭間にあって、我々は苦労している。従来は需給や目利きで価格の上げ

下げがあったが、違う面での要求が強くなっている。セリと相対のそれぞれの取引は、

市場がその狭間の中でやっている窮余の策。規制も残っていて、その中でやっている。 

 市場の方向性をどうするか。二面性ある需要家の要求と、そのうしろには消費者が

控えている。どう応えるか、みなさん苦労している。それが市場に押し寄せている。

どうやっていくかが問題。卸があり、仲卸があり、買参人があり、市場の古い体質も

ある。一概にこうだと言い切れない。 

 

○伊藤（宏）委員（全国水産物卸協会連合会 会長） 

 卸売市場では生鮮品と加工品を扱っているが、生鮮は手に入れようとしても難しい

こともある。皆さんの意見ももっともだが、市場は必要ないという結論になっては困

る。 

 仲卸が市場外で経営している例についてご意見があったが、同じ悩みが、卸が外に

売るときの価格形成。それをどう解決していくべきか。地元に帰ってよく議論したい。 

 市場の開放について、我々は意図的に外から呼んだり小売をしようとは思わないが、

買いに来る人は増えている。そういう人たちは専門小売の店頭やスーパーに無い高価

な物や特殊な物を求める人が多い。私はそういう人に「専門小売店の店頭には無いだ

ろうが、頼んだら仕入れてくれる。近所の専門小売店にお願いしたら」と言っている。

ハマグリにしても国産と韓国産とでは１０倍の価格差がある。市場の開放などを一緒

に企画して、相乗効果がでるようになればと思う。それがお互いの拡販につながると

思う。 
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 臨時休市の増加には反対しているが、労務問題もある。３６５日市場機能を維持し

ていかなければいけない。休市でも卸から仲卸に供給する体制の整備が必要。 

 我々も板挟みで経営が苦しくなるが、頑張らないといけないと思っている。 

 

○倉崎委員 

 中央卸売市場と地方卸売市場とでは、代払いがあるところと無いところがある。あ

る仲卸が決算をした際、赤字だったが、売り上げが２２億あり、その１％の２２００

万円が完納奨励金として利益になった。「これがあるので助かった」と言われた。 

しかし、これは中央と取引できるところだけの話。 

 

○川原氏 

 このまま放置しておくと、地方卸売市場が無くなり、中央卸売市場に物が集中する。

これが進行すると小売店が無くなってしまう。そうならないよう、地方卸売市場の活

性化が必要。最低限、各県に１つは拠点の市場が必要。そもそも、卸売市場の規模は

どういうものが適正なのか。地方卸売市場が活性化するようなプランを考えて頂きた

い。 

 

○小澤委員代理 

 前回、「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」との意見をしたが、これは我々生産者に対する規制ではなく、卸売会社に

ついてであるので、補足しておきたい。 

 

― 以上 ― 

 

 


