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          卸売市場の将来方向に関する研究会（第５回）議事概要 

                                                                                 

                                                                                 

１．日 時：平成２１年１１月２７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、遠藤委員、大澤委員、

村井委員代理、大塚委員、川田委員、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）高崎市総合卸売市場(株) 米桝事業部次長、かなもと青果

(株) 小林営業･農場統括本部長、東京農業大学 藤島教授、酪農

学園大学 細川教授、東京都中央卸売市場 田中業務課長 

            (農水省)髙橋総合食料局長、佐藤総合食料局次長、橋本卸売市場室長、

山田商業調整官 

４．概 要： 倉崎委員、遠藤委員、松村委員のほか、高崎市総合卸売市場(株) 米桝

事業部次長、かなもと青果(株) 小林統括本部長、東京農業大学 藤島教

授、酪農学園大学 細川教授から発表の後、意見交換。概要は以下のとお

り。 

 

【委員等からの意見発表】 

 

○倉崎委員（社団法人全国青果卸売市場協会 副会長） 

 卸売市場の現状のうち、川上・川下の大規模化についてであるが、地方市場の中に

も、全国でも優秀な産地と連携して、大消費地の量販店へ向けた大型流通に取り組ん

でいる中核都市の市場もある。しかし、地方市場全体で見ると、一番の問題点は市場

間転送によるダブルの経費がかかっているということ。これについてはもう少し効率

化する点があるのではないかと考えているが、なかなか簡単にはいかないのが現状。 

 特に川下との関係については、いろいろなコストがあるが、中央市場と地方市場で

はコストのあり方が違うのではないかと思う。公設でない地方市場は、自分で土地を

持っているので、全てがプラスであるとは言い切れないが、その土地を活用して集配

送基地として利用していることによって、あまりコストがかかっていないところもあ

るのではないか。 

 出荷奨励金のあり方については、もう少しいろいろな角度から研究していく必要が

あると思う。供給オーバーになっているという現状の中で、生産者の所得につながる

ような形で使ってほしい。 

 地方市場の経営悪化については、特に東北地方がひどい状況である。 

 全国的に安定した分荷機能については、一部批判もあるようだが、確かに北海道と

九州ではコストが異なるのに値段が同じなのがおかしいというのは当然である。十分

に研究していただきたい。 
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 市場の将来方向についてであるが、産地から市場、仲卸、買受人という流通経路が

なくては卸売市場の機能は維持できないと感じている。深夜・早朝からの作業を考え

ると、産地からの直送は現実ではできないのではないか。 

 産地廃棄の問題は、農水省で生産と消費の動向、需要の動向が十分に加味されてい

ないから起こるのではないかと思う。生産側から見ていて、消費とかけ離れており、

もっと研究していくべき。 

 コールドチェーンについては、温度管理の条件など、地域の実情に合わせた整備が

できれば経費も削減できるのではないか。 

 経営という観点から見て、人材を集めて教育することが必要。単独の市場で人材を

集められないのであれば、統合したりすることによって大手量販店に情報提供できる

ような市場にならないと生き残れないのではないか。 

 規格の簡素化についても検討する必要。現在は細分化され過ぎており、効率的な物

流を阻害し、生産者にとって必要以上の作業負担をかけることになっている。 

 

○遠藤委員（全国魚卸売市場連合会 会長） 

 郡山市の人口は約３３万人。中央市場は福島市といわき市、地方市場は郡山のほか

会津若松と白河と点在しており、それぞれが荷を引き合って非常に競合している。量

販店と取引がないところは売上げが取れない状況になっている。 

 大型量販店が出店されれば、周囲の小売店はほとんどダメになってしまう現状。卸

売市場はそのような小規模な小売店に朝早くから来てもらって成り立ってきたが、大

型量販店は店先までデリバリーしないと取引してもらえず、卸売市場としても定温の

ピッキング場や加工場等を有しないと話にならないのが現状。 

 現在はスムーズに口銭が取れない。それは量販店の特売等によって、それまで市場

が持っていた価格形成ができないからである。卸の営業が朝早くからＥＯＳ

(Electronic Ordering System：電子受発注システム)の対応や伝票、レシピ、明日の

相場まで作成している。帰るのは夕方５時近くなり、１５，６時間労働を強いられて

いるが、今の経済状況下ではボーナスも十分に出せないデフレの状態。しかし、量販

店にきめ細かくパッケージしたり加工品を仕分けして総菜部門に届ける分野では非常

に伸びているという良い面もある。そういう加工ブースを設けて人を投入するように

しないと丸物の魚では利益がでない。量販においても売上が下がっている状況の中で、

ますます我々に対する要求が強くなっている。 

 市場全体で情報発信していかないと買う側から相手にされない。市場を開放して消

費者の意見を直に聞かないと量販店の置かれた立場を理解できない。消費者に対する

気配りを学ぶことも必要ではないか。市場の開放では魚商にも中に入ってもらい、賑

わいのある中で商売をしてもらうのも一考。  

 

○松村委員（全国中央卸売市場協会専門委員会 委員長） 

 産地・出荷者団体等の大型化や流通ルートの多様化、小売業者の減少と大規模量販

店の台頭、市場を通らない輸入品や加工品の増加など、卸売市場を取り巻く流通環境

の変化により、卸売市場の取扱数量は減少傾向。また、食の安全・安心への対応や環
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境問題など新たに対応しなければならないことも多く、卸売市場を巡る状況は深刻さ

を増している。 

集分荷機能は、大規模市場と中小市場の格差が拡大しており、中小市場にあっては、

産地から直接集荷することが困難で転送等に依存せざるをえない市場もあるが、重要

で基本的な機能である。  

価格形成機能については、従来、せり売等により需給バランスを反映した価格が形

成されてきたが、相対取引の増加や大手量販店の発言力の増大などにより、価格形成

機能が低下したとの声もあるが、「迅速性」や「安定性」等の要素は満たしている。 

取引価格の公表により、大規模な拠点市場における取引価格が建値として、他市場

や市場外流通における基準となっており、全国の相場を形成する機能を担っているの

ではないか。 

確実かつ早期の代金決済は、出荷者にとって、安心して卸売市場へ出荷できる利点

であり、現在も重要な機能である。 

災害時には、市場業者や各都市と連携し生鮮食料品を調達するなど、生鮮食料品供

給基地としての役割を担っている。 

流通環境の変化に市場が対応していくため、市場の強みである品揃えや情報受発信

力を強化するとともに、食の安全・安心、品質管理の高度化、商品の高付加価値化な

ど顧客ニーズへの対応を図ることが必要。 

今後は、ハブ機能を有する市場（基幹市場）とその他の市場（地域市場）に２極分

化が進むことが予想される中で、地域の実情に即した効率的な流通を確保しなければ

ならず、現在の卸売市場法や業務規程等による全国一律の制度運用を改めて、地方自

治体による運用が望ましい内容については、権限の委譲を検討していく必要。 

食の安全・安心や品質管理の高度化については、産地における適正な表示の徹底と

市場における確実な実需者への伝達、産地から実需者までの履歴管理の仕組み、食の

安全に関わる事件が発生した際の速やかな対応が重要であり、官民一体で今後取り組

み、仕組みづくりやコストの負担等について検討していく必要がある。 

コールドチェーンを確立するためには、施設整備といったハード面と併せて、市場

全体での品質管理、衛生管理のルールづくりなどソフト面での取組も必要。 

市場業者に保管機能や加工機能を求める実需者の要求が高まっており、加工・小分

けや配送といった商品の高付加価値化に関わる施設整備についても的確に対応してい

く必要がある。 

環境問題への対応については、従来からの課題である「自動車排出ガス対策」や「廃

棄物対策」に加え、市場は電気大量消費型施設であることから、ＣＯ２の削減等にも

対応していく必要がある。 

特に問題となっているのが施設整備上の課題であるが、開設者や市場業者による自

助努力だけでは困難であり、国の補助制度等の支援が必要。現状の補助制度は要件等

が厳しく、十分活用することが困難なため、今補助対象施設の拡大や補助要件の緩和

等を検討していく必要がある。 

また、施設の老朽化や新たな施設設備等に対応するため支出が増加し、開設者の財

政状況が悪化傾向にあるので、健全な市場財政を確保していく必要がある。 
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○米桝氏（高崎市総合卸売市場(株) 事業部次長） 

 高崎市場は 1979 年 10 月に開設。全国で最も早く第３セクターによる市場運営を取

り入れている。供給対象は主に地元小売商で、取扱高は約２００億円規模。開設時か

らの基本的な特徴は、青果、水産、花きの３卸部門と仲卸、関連の部門が揃った総合

市場であり、将来を見据えて卸会社は各部門１社制をとっている。民営化の流れが進

む中で、公平性・堅実性・事業の透明性重視という官の長所と、効率性・独創性とい

う民の長所を十分活かした市場づくりを追求している。 

 第９次卸売市場整備基本方針でもポイントの一つになると思われるが、環境問題へ

の対応策として、平成１７年の４月にＮＥＤＯのＦＴ(フィールドテスト)事業によっ

て太陽光発電システムを整備し、市場の総使用電力量の約６％を自然エネルギーで充

足している。 

 水産関係では、低温管理の実現を目指し、平成１３年に全国で初めて閉鎖型のマグ

ロ低温卸売場を整備したのを皮切りに、徐々に低温化を進めた結果、現在では水産卸

売り場の低温化率は約７０％になっている。 

 卸売市場の連携や再編統合が大きな課題になっているが、平成１８年４月に近隣の

民営青果卸会社と当市場の青果卸会社の事業統合が実現。 

 地域への市場開放については、月２回「ニコニコ感謝デー」として平成１５年から

本格的に実施している。来場者数は年々増加しており、昨年は６万人を突破。仲卸、

関連店舗の新たな収益源となっている。 

 これまで場内業者への経営支援は、主に施設整備等の間接支援が主だったが、最近

では卸の自社冷蔵庫会社を営業冷蔵庫会社に転換させることで総コストを削減させる

など、直接的な経営改善・事業改革にも取り組んでいる。 

 開設会社の財務内容についでであるが、市場の開設後３年目から単年黒字化し、１

２年目に累積赤字は解消。以後、今期まで一定の利益を出しながら運営している。営

業費用に対する人件費率は平均１２～１３％である。 

 卸売市場運営に関しては、官か民かという二者択一ではなく、行政は行政の責任を、

業界は業界の責任を果たすことで双方が一致協力して市場運営を進めるということを

基本理念としている。 

 その上で、今後の卸売市場のあり方としては、経済的な地盤を自身で確立するとい

う財務的な自立性と、行動指針・長期計画等に関して意志決定の自立性をもつという、

２つの側面が重要であり、開設者は必ず自らの立脚点を確立し、市場全体の立場に立

った市場運営を行うべき。 

自立的な卸売市場を目指すためには、市場運営の効率化と市場施設の有効利用を欠

かすことはできず、開設者は自己の事業が不動産管理業であると認識することが必要。 

 また、これからの卸売市場は、市場がもつ公的な信頼性をしっかりと保持すること、

地域との連携を強化すること、身の丈にあった創造的な運営を行うことが重要。 

 これからは、各市場が持てるあらゆる潜在資源を活用して各々が独自の道を切り拓

いて行かなくてはならない時代。この際、開設者は、従来の卸売市場法に規定された

業務を遂行する卸売市場管理機関としての機能を、一新すべきである。第１に、開設
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者は、新しい市場づくり、市場活性化を推進するための参謀、知恵どころの機能を担

うべきであり、開設者自身も、業界まかせでなく、市場の運命を切り開くため、新た

な事業創造、事業展開をする努力をしなくてはならない。 

 

○小林氏（かなもと青果(株) 営業･農場統括本部長） 

 長野県佐久市、標高１０００ｍの環境で、レタス、白菜、キャベツを生産している

農業生産法人。年商は約３億、２０万ケースの出荷、今年の作付面積は３８町歩、約

２０名のスタッフ（正社員７名、中国の実習生８名、アルバイト５名）。 

 現在の出荷方法は、スーパーや漬物業者への出荷が５０％、卸売市場への出荷が５

０％である。生産者としては、先の見える事業を行いたいので契約取引を進めていく

考えであり、契約取引で原材料を全量確保できるかという点を残せば、１００％にす

ることも可能である。市場外流通の一番の強みは、生産者の顔が見える販売ができる

こと。産直を行うことで情報交換しやすくなる。今年の天候は非常に厳しく７月まで

は多雨、７月以降は干ばつであった。我々は常に現場（畑の中）にいるので、物を見

ながら２週間先の生育状況を伝えることができる。８月からレタスが大暴騰するから

販売先に特売はやめた方がいいとか、９月以降は大暴落するなどの情報を発信するこ

とができる。スーパーや漬物業者も週間価格スライド方式が定着してきており、年間

契約を行うことで損をしたというイメージがなくなってきていることも市場外流通を

活発化させている要因。 

 自社でも予冷の機能はあり、運搬も冷蔵トラックで運送している。東京の市場に出

荷してトラックから下ろした物がその場にドバッと置かれて、そのまま何時間置かれ

ているのかと思う。 

 卸売市場は正品を高値で販売する能力は有しているが、規格外やＢ級品の販売が極

端に安い。直売が伸びる理由を農家に聞いたところ、市場への閉塞感や、中山間地で

大規模化できないから、という意見があった。 

 今後は、「畑から食卓まで」トータルで考えた提案が販売に必要な条件になってくる

のではないか。市場からは「こういう物を作って欲しい」と言われるが、スーパーか

らは、「こうやって売るからこういう物を作って欲しい」と言われるようになり、段々

と商品に対するこだわりが出てきている。市場は物を流すだけではいけない。また、

商品の年間栽培によって季節の旬が消費者には分かりにくくなっており、例えばトマ

トは産地でちょい赤の状態で産地で収穫し、店頭で赤くなるようにしている。今の子

供たちはトマトの旨さを知らない。本当の旬の旨さを持った商品を消費者に届けられ

るような検討もお願いしたい。 

 

○藤島氏（東京農業大学 教授） 

 どういう流通システムが最もコストを抑えることができるかといえば、それは市場

流通。市場が間に入るとコストがかかるという話があったりするが、それは違う。取

引回数最小化の法則でも明らか。また、宅急便で産地から取り寄せる実際のコストや

産直のコストを見れば分かる。それが卸売市場の存立根拠でもある。価格全般が安く

なっているが、それは供給過剰だからであり供給過剰の状態が改善されなければ、今
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後は、今の水準が普通の価格水準になると考えて、卸売市場はコストを下げる一層の

努力が必要。そして行政はそれを支援すべきである。 

 需給調整について、生鮮食品は生産・供給が不安定と言われるが、消費も安定して

いない。気温の変化で野菜の消費量は大幅に変わったりする。生産と消費の不安定を

調整するのが卸売市場の需給調整機能。これをより強めることが重要。直売や産直と

いった市場外流通も、需給調整は卸売市場に頼っている。 

 商品価値の適切な判断について、卸売市場の価格形成機能が低下していると言われ

る。これは高い価格を維持できないので言われることであろうが、価格形成機能とは

商品に見合った価格を付けることであり、卸売市場としては価値に見合った価格を付

けることが重要。 

 受託拒否禁止には賛成できない。商行為としておかしい。しかし、卸売市場の機能

として、誰もが出荷できるというのは重要。また、誰もが仕入れることが出来る場が

あることで、日本は欧米諸国に比べて、小売の寡占化が進んでいない。小売の寡占化

を進めない方がいいということであれば、そこに卸売市場の役割がある。 

 代金決済の迅速性について、生鮮食品は、販売後２週間も保つことは無い。普通の

商売でも代金回収ができないことがあるが、その場合は商品を引き上げる。しかし生

鮮食品では日持ちしないのでそれができない。代金を回収できなければ大変だが、す

ぐに支払われるのであれば出荷しやすい。このような代金決済の迅速性をいかに保つ

かが重要。 

 

○細川氏（酪農学園大学 教授） 

 卸売市場の活気がない。原因はいろいろあるが、取扱量が減り単価も下がり、格差

が拡大している。仲卸は問題点が多いが、市場の販売力から重要であり、いらないと

いうのではない。取扱量が減ったが職員は減らせず人件費が経営を圧迫している。 

卸売市場の施設の構造が現状と合っていない。コールドチェーンを整備しようにも

場所が無かったり後から施設を付け加えることが困難であったりする。施設設計の思

想がない。そのため、市場外に配送センターを造るなど、市場の機能が制約を受けて

いる。卸売市場には他の市場をどう攻めるかという戦略が必要だが、中央市場の開設

者は自治体であり、施設の維持管理と法令をどう守らせるかが業務であるため、こう

いうことは自治体ではできない。 

現行法の下で改革できるものとして、指定管理者制度を積極的に導入すべきで農水

省の方でも進めるようお願いしたい。開設当初は行政の指導も必要だったかもしれな

いが、今は指定管理者制度にしても問題はない。本当に行政がやるメリットがあるか。

指定管理者はどこかの企業から引っ張ってくるのではなく、卸、仲卸が出資した会社

が行えば、当事者として、市場管理会社から市場運営会社への移行が期待できる。 

契約取引については特定の相手との取引になると差別的取扱いに当たる可能性もあ

るが、通常の予約相対取引で対応できることを確認する必要。委託手数料について、

極端に商品の価格が安い場合は、卸会社の経営安定という観点から、コストに見合う

手数料を取るべき。 

商物分離の問題として、電子商取引が条件になっていることがある。ＦＡＸででき
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るものを何で電子商取引を必要としているのか。商物分離の方が効率的なものもある

が、省令でやることができる品目が決まっている。大量に売れる品目でやらないと意

味がない。品目の再考が必要。 

中央市場の開設運営体制について、卸売市場が公設であることにこだわるのであっ

ても、公営である必要は無い。第三者販売と直荷引きについては、市場取引委員会が

あるがために進まない。卸と仲卸の部分的な相互乗り入れにより緊張関係が生まれ、

市場も活性化するのではないか。仲卸のリタイア促進については、経営状況が厳しい

仲卸にレッドカードを出す制度が無い。これでいいのかと思う。新たな仲卸が参入し

たことで活気が出た例もある。アイデアが出ることで活気が出る。 

取引方式の設定については、会社ごとに決めることで出荷者、買受人が利用する卸

を選択し、競争による活性化が見込まれる。電子商取引では、市場外で電子セリをや

っている例があるが、こういったことを活用していくべき。 

卸売市場の市場取引委員会は問題が多い。全員一致が必要なため、何も進まない。

卸会社の経営判断の自由度を高めるべき。仲卸の認可については、取引をする卸の判

断も取り入れるべき、韓国では保証金を積ませ、保証金を積むことができない仲卸と

は取引をしない。 

流通で問題が生じないのであれば、問屋制を認めてもいいのではないか。現状では

卸会社がダメになるとその市場もダメになってしまうが、力のある仲卸が荷を引いて

いる市場もある。 

市場の開市は、卸売市場を開けながら、人材確保の観点から、休日を確保していく

べき。消費者への市場開放については、卸売市場は古いところがあるので一般消費者

の目に見えるようにして風を吹かせる観点から重要。 

卸売市場の区分については再検討が必要。広域と地域、ハブ機能を活かした全国的

な流通を構築していく必要がある。卸売市場の多機能化をする必要があるが、能力の

ある経営者がいても規制があって制限されている。 

委託買付は卸としては収益が低くやりたくないが、損をしてもやらざるを得ない状

況もある。優越的地位の濫用として、こういう行為をやらせる側にもペナルティを与

えるべき。 

国が基本方針や整備計画を策定するという制度は堅持していくべき。 

 

【質疑・意見交換】 

○川田委員（社団法人全国中央市場青果卸売協会 会長） 

 卸売市場の価格形成機能が衰えているとの指摘は、産地から聞こえてくるもので、

末端の小売からは決して聞こえてこない。産地としては希望の価格が通らないからそ

のような指摘になる。卸売市場で実感するのは、供給が過剰であること。現状は供給

過剰であり、そうなると沢山買うところを安くして残りの価格を保つことが必要にな

る。逆に、供給が少なくなるケースは、あまり無いのが現状。 

 

○渡辺座長代理（専修大学商学部 教授） 

 価格形成と市場の階層性のご意見があった。モノも情報も全国化・グローバル化が
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進む中、産地は一番高く値がつくところへ出荷する。だから中央市場に出荷するわけ

で、中央市場と地方市場との間で集荷にも価格にも格差が生じてくる。市場の階層的

なネットワークをどうすべきか。また、それと価格形成がどうあるべきか。例えば、

商物分離してハブ市場で価格形成するとか、価格形成は全国一律でモノは後からつい

てくるというやり方もあるかと思うが、どのように考えるか。アイデア等あればお聞

かせ頂きたい。 

 

○藤島氏 

 生鮮品については、商物分離で価格を一律でやることは、実際、ほぼ不可能ではな

いか。生鮮品は日々品質は変わるので、価格を別のところで決めるのは非常に難しい。 

厚労省の出している摂取熱量と農水省が出している供給熱量の差を見ると、１９７

０年代は摂取熱量が２３５０キロカロリーに対して供給熱量はそれを１０％強上回る

程度だった。これが現在は、供給熱量は摂取熱量を３５％上回っている。それだけ供

給量が上回っているということ、供給が過剰だということ。したがって、価格は一般

的には上がらない。価格が下がっているのはリーマンショックや餃子事件の影響だけ

ということではない。その前から価格は下がっている。価格が上がらないのはスーパ

ーのせいという意見もあるが、産地だけでなくスーパーも価格が高い方が利益を上げ

やすい。スーパーも安くしたくて安く売っている訳では無く、競争上やらざるをえな

い。 

 価格が下がると産地は利益が少なくなるので困るが、現在は価格が上がらない中で

コストを下げ、利益を増やすことも重要だ。流通コストの下げ方では、輸送単位を大

きくすることでコストを下げるのも一つの方法だ。実際、佐賀県から１０トントラッ

クとトレーラーで東京に玉ねぎを運んだが、トレーラーの方が１０キロ当たりコスト

で１０円低かった。これは玉ねぎの価格から見れば効果は大きい。こういうことが可

能ならば産地で利益が上がるし、卸売市場が協力することで、市場の利益にもなる。 

 卸売市場の階層性がキーポイント。いずれは特定の市場に集約されるだろうが、そ

のような流れを上手く使ってコストを下げることができるのではないか。ハブ市場と

サテライト市場という時に、ハブ市場はトレーラーで荷受けできるよう、行政は支援

すべき。 

 

○細川氏 

 商物分離について難しいという話があったが、加工原料についてはそれほど規格も

無いので、困難ではない。加工原料では、例えば鉄コンテナで産地から工場まで運ぶ

のが効率的。鉄コンテナをフォークリフトで扱うのは卸売市場では対応しにくい。し

かし、商物分離の実験で、商流だけ卸売市場を通したことがあった。市場外流通のも

のを市場が扱えるのはいいこと。 

 大根のカツラを作る会社があり、これは青首ではだめで特別な品種が必要であり、

産地を探す必要があるが、こういったユーザーのために産地を探すというのは卸会社

の機能。市場の機能拡大を期待できる。 
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○髙橋総合食料局長 

 ２点お伺いしたい。物流の効率化について、物流の動線を太くして効率化するとい

うのは分かるが、一方、商物分離について、物の動きを考えたとき、価格形成と目利

きはセットというか、現物を見る必要があるのと指摘があったが、例えば、産地でも

規格が揃えられてきており、価格形成は市場を通すにしても、物の流れも全部が市場

を通らないといけないのだろうか。 

 もう１点。需給調整機能について、卸売市場では、最終的に何らかの形で全てがマ

ッチングされた形になるが、これが需給調整なのだろうか。需給調整というのは、そ

の先のことも考える必要があると思う。産地では次の生産行動をどうする、消費地で

は次の購買行動をどうする、ということがないといけない。そこまで考える必要があ

るのではないか。 

 

○藤島氏 

 需給調整については短期と長期で考える必要がある。長期で考える場合は、例えば

来年の作付計画はこうあるべきではないかということを検討してガイドラインとして

示す、ということは重要。先ほど申し上げたのは、短期で考えた場合の需給調整であ

る。日々、需要も供給も変わる。スーパーの方は「生産量が安定化してくれれば、我々

はコストをもっと安くすることができるのに」と言うことがあるが、そのスーパーも、

毎日、決まった量を仕入れることができるわけでなく、数量の発注は前日に出してく

る。外食・中食企業は夜中の０時に発注し、朝の６時に持ってこいということもある。

そのくらい安定していない状況の中で、少なくても生鮮品については全量の販売をし

ていくというのが卸売市場である。そこのところの需給調整をどうするか。価格の上

げ下げによって需給量の調整をすることも一つの方法。しかし、価格が下がっている

中で価格を上げるような需給調整をどのようにやっていくのか。これを行うのが、卸

売市場と、卸売市場と関わりのある小売（スーパーではなく、対面販売をする専門小

売店）である。逆に言えば、卸売市場は、今後、そういった機能を強化していくこと

が必要だろうというのが私の考え。 

 物流と価格形成について。確かに全て現物を見ないと価格を決められないという訳

ではないと思うが、生鮮食品は、日々、商品の価値が変わるということを認識してお

かなければならない。以前、ＪＡちばみどりで整備した大きな冷蔵施設を見に行った

際、「これがあれば需給調整できていいですね」と話したところ、「とんでもない、２

日も３日も保管していたら値段が下がってしまうので、ここに置いておくのは１日だ

けですよ」と言われた。工業製品とは違い、それだけ、日々、価値が変化するものの

価格を決め、扱わなければいけないというのが卸売市場に課せられている大変重要な

課題である。だから、これまで生鮮品の取引というのは、一部市場外もあるが、市場

流通が中心となっているのではないかと考えている。 

 

○米桝氏 

 群馬県では、県を３地域に分けてそれぞれの人口動態などからそれぞれの地域の市

場の施設整備計画を立ててきた。しかし実際の流通は違う。東京の仲卸が群馬に来て
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いるし、チェーンの旅館は群馬ではなく東京で仕入れる。行政の想定とは異なる流通

になっている。 

 ではどうするか。市場流通と市場外流通とのマッチングが必要。市場外流通をいか

に取り込むか。我々のところでは、冷蔵庫会社は市場流通のものだけを扱っていたが、

営業活動を外に広げている。市場外流通を市場に取り込んでいる。従来の市場業務を

やっていくとともに、新たなビジネスチャンスを見つけていかないといけない。 

 

○村井委員代理（大武委員（全国水産物商業協同組合連合会副会長）の代理） 

 全国の会員の意見を聞いたが、みなさん、「卸売市場は我々の重要な仕入れ先であり

生きる道」と言う。どのような形になるにしろ卸売市場は公的インフラとして必要。

また、地域によって様々な意見があり、人口が減り、購買力が落ちてくる。大店法の

時代は大型店と商店街が調整して街のコミュニティを形成してきたが、まちづくり三

法は必ずしも上手くいっていないと聞いている中で、都市構造の在り方や変化を踏ま

えて卸売市場の配置を考えるべきとの意見があった。 

 

○川田委員 

 国内で生産される青果物の９３％は卸売市場を経由している。市場外流通を取り込

んでいくべきとの話があったが、生鮮品の市場外流通はたかだか数％にすぎない。こ

れからは加工品のマーケットをいかに取り込むかだと考える。 

 

○倉崎委員 

 地元のある産地では、生産が１２６億円あるが地元で売られているのは１８億円と

いう話を聞いた。外にどう売っていくかが重要だと思い知らされた。 

 

― 以上 ― 


