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          卸売市場の将来方向に関する研究会（第６回）議事概要 

                                                                                 

                                                                                 

１．日 時：平成２１年１２月１１日（金）10:00～11:50 

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、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、椎名委員、中嶋委員、樋口委員、松

村委員 

            (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： 事務局から資料に基づき説明の後、意見交換。概要は以下のとおり。 

 

【意見交換の視点】 

・これまでの研究会で出された意見が適切に集約されているか 

・意見から、論点及び検討項目が適切に抽出されているか 

・今後の課題として示された項目が適当か 

 

○松村委員（全国中央卸売市場協会専門委員会 委員長） 

 現在は、卸売市場法や政省令、通達、業務規程例等により全国一律の制度運用とな

っているが、地方自治体や開設者のレベルで運用が可能なものがあるのであれば、権

限の委譲を検討することが、卸売市場のより一層円滑な機能発揮・機能強化に結びつ

くのではないかと考えるが、資料ではこの視点が抜け落ちているので追加していただ

きたい。 

 

○伊藤(裕)委員（(社)全国中央市場水産卸協会 会長） 

 水産では、卸売市場の再編と連携・統合の推進が一番大きな課題。市場の再編にあ

たっては、８次の基本方針で出された、一つの基準を設けて開設者に丸投げというや

り方ではなく、日本全体を見た中で「どういう市場が必要であり、この市場は統合・

再編した方が良い」等の判断をした方が良い。 

 水産は、卸売業者、仲卸業者の数が多いので、それらの整理統合も大きな課題。 

 

○渡辺座長代理（専修大学商学部 教授） 

 事務局が作成した資料によれば、①国としてグランドデザインをどう描くか、②各

業者がどう経営していくか、③市場自身の経営戦略 という３点に集約されるのでは

ないかと思うが、最後の経営戦略という視点について申し上げたい。 

 経営戦略を持つためにはどのように意志決定するのかが重要であり、企画力と実行

力を伴った市場にしていくには、市場としての意志決定のあり方について踏み込んで



 2 / 9 

 

いかないと、戦略を描いてそれを実行することはできないと思う。 

 

○伊藤(宏)委員（全国水産物卸組合連合会 会長） 

 公正かつ合理的な取引の確保について、資料では規制緩和をさらに進めてはどうか

という取り上げ方をしているが、これまでの法改正における規制緩和の検証が行われ

ていないのではないか。緩和されたことによって恩恵を受けているのか、それぞれの

経営にどのように影響しているのか、していないのかということが資料には反映され

ていない。今後、経営基盤を強化するための参考になるので、まずはそれらの検証を

行って欲しい。 

 

○遠藤委員（全国魚卸売市場連合会 会長） 

 開設者の経営状況が非常に悪化している。市当局が修理代も出せない状況が全国で

は多く見られる。開設者の基盤が弱まれば、指定管理者制度、民営化という流れにな

る。地方では開設者の経営基盤が弱く、固定経費となって開設者の経営を圧迫してお

り、この視点も追加して欲しい。 

 

○大塚委員（日本スーパーマーケット協会 専務理事） 

 川越総合卸売市場の活性化に関わっているが、先日、資本金を百数十億から 1億円

に減資することを決定した。この資料で書かれている今後の対応方向も非常に大事で

はあるが、（この研究会の場で議論するかどうかは別として）足元の市場そのものをど

うするかということも一緒に考えて行くべき。かなり切実な問題だということを認識

していただきたい。 

 

○倉崎委員（(社)全国青果卸売市場協会 副会長） 

 卸売市場と開設者の戦略について、開設者の権限の問題について、相当踏み込んで

いくべき。卸売会社・開設者がしっかりとした経営をすることで、産地にとってもプ

ラスになる面があるのではないか。 

 

○渡辺座長代理 

 価格形成機能について、これまでに出荷奨励金や完納奨励金などをどう扱うかとい

う議論もあったと思うが、その点について資料ではあまり触れられていないのは何故

か。 

 

○橋本卸売市場室長 

 出荷奨励金については、制度的な問題というよりも卸と生産者との間で決めるとい

う仕組みになっているので、本研究会での今後の課題としては設定していない。完納

奨励金については、それを支える代払の仕組みと関連があるので、その中で議論する

こともあるのではないかと考えている。 

 

○近藤委員（全国青果物商業協同組合連合会 理事） 
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 代金決済は、代払組合が担保することによって仕組みが維持されているが、組合員

が減少している中で、大変厳しい状況である。組合だけに担保させるのは問題もある。 

 また、量販店と専門小売店との間であまりにも価格差があり過ぎるということも、

価格形成が不透明といわれる一因ではないかと思われるので、今後の議論に付け加え

て頂きたい。 

 

○川田委員（(社)全国中央市場青果卸売協会 会長） 

 これまで出てきた意見は条例に関するものが多いと思われるが、そもそもこの研究

会では、卸売市場法を土台にして検討を進めていくのか、それとも条例など運用面も

含めた議論をしていくのか。 

 

○橋本室長 

 個々の問題まで掘り下げて議論していくことは難しいと思うが、基本方針に限らず、

法律やそれに付随する制度等について幅広く議論していきたいと考えている。 

 

○大澤委員（全国青果卸売協同組合連合会 会長） 

 我々業界の中では完納奨励金という仕組みは理解できるが、一般の社会においては

おかしいという議論もある。組合員から代金を集めるという意味では、その名称を「事

務手数料」に変更していただきたいというのが一つ。また、条例にある「買受代金の

即時支払い・即時引き取り」についても議論の一つに加えて頂きたい。 

 

○椎名委員（全国農業協同組合連合会 農産園芸部長） 

 流通そのものが大きく変化してきている中で、卸売市場がこれまでに果たしてきた

機能を今後も全て維持させていくというスタンスなのか、それとも一定の見直しを図

っていくのか。卸売市場流通は国民の基礎的な食料を供給する上では極めて重要な役

割を担っており、その公共性の確保と併せて様々な問題を考えていかないと、あまり

にも個別な問題に傾倒し過ぎると全てが矮小化してしまい、大きな問題を外してしま

うのではないかと危惧している。 

 

○佐藤委員（(社)日本食肉市場卸売協会 会長） 

 食肉は、卸売市場法のほかに、と畜場法もあり、入荷されたものを拒否することは

できない。搬入されたものは全てと畜して、上場するのが基本。市場の価格形成が量

販店のバイヤーによって決定されているという議論であるが、食肉の価格形成は需給

のバランスの中でセリによって行われるのが基本であると認識しており、それとは別

の力によって形成されるというのは理解できない。 

 食肉はと畜解体に特殊な施設が必要。食の安全・安心の観点からこの部分について

も開設者や農水省がしっかりと整備していただきたい。 

 

○大塚委員 

 卸売市場における価格形成は需給バランスによって形成するというのは正しいと思
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うが、日常の業務を遂行する中で、お客様に対する売価が需給バランスの中で決定し

ているかというと、現状では必ずしもそうではないが、多くの場合は既に市場で形成

された価格が先にありきというのも事実。積み上げコストで商品の価格が決まるとい

うのではなく、お客様が欲しい商品（価格）をどうやって仕入れるかという流れも実

際にはたくさんある。そのことが市場の価格に無理なパワーという形で出てしまう可

能性もあるのではないかと思う。 

 ２０数年前、加工食品業界において、原材料いくら、加工費がいくらといった形で

経営していたところが全てダメになり、お客様が買う価格から逆に原材料や加工に係

る経費をフィットさせた企業が生き残ったということがあった。 

 

○伊藤(宏)委員 

 卸売市場には、商品を限定しなければ（例えば「ブリ」など）お客様が求める価格

帯の商品が入ってきている。それを仲卸がセリ場から仕入れてきてアピールしようと

思っても、既にバイヤーが買う物を決めて市場に来ると全く機能しないということも

理解していただきたい。良い物を目で確認して買っていただきたい。市場に来てから

その場で商品を決めるのが大変難しいという量販店の考えも分かるが、全店で同じ物

を揃えるというよりも、個別に評価していただければ生き甲斐も出てくる。 

 

○伊藤(裕)委員 

 先ほど松村委員からお話のあった、開設者への権限委譲については賛成である。法

規制や国の考え方、方針等にかなり縛られていると見受けられるので、是非お願いし

たい。 

 また、「事務負担軽減の観点からの提出書類の見直し」について。過去に大きく法改

正があり、市場の性格が変わった中でも細かい規制が未だに多く残っている。書類を

電子化するなど、手続きの簡素化を図って欲しい。 

 市場取引委員会については、効率的とはいえない。最終的には開設者が意見をまと

めないと、全会一致では話が前に進まない。やり方や組織を変える必要がある。 

 コールドチェーンの整備が遅れているとあるが、市場の設備を抜本的に直す必要。 

築地は、古い設計(設備)で品質管理の上でも非常に良くない。喫緊の課題である。 

 

○川田委員 

 受託拒否の禁止について。公共性という観点であれば、「差別的取扱いの禁止」も加

えていただきたい。 

 

○近藤委員 

 資料２の３ページに「市場取引委員会は、それぞれの利害主張組織になっていて新

しい試みがなかなか進まないという実態があり、十分に機能していない」とあるが、

これは逆ではないか。利害関係ではなく、形骸化しているから十分に機能していない

のではないか。消費者や学識経験者等の第三者を入れて活性化させるのが市場取引委

員会のあり方ではないかと思う。 
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○中嶋委員（東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授） 

 「卸売市場をめぐる情勢の変化」について。少子高齢化、人口が減少し始めている

中で、都市のあり方が大きく変化している。 

 これから５年、１０年先を見据えた時に、市場の立ち位置がかなり変わってくるの

ではないか。そういった問題意識を情勢の変化に追加すべき。 

 

○樋口委員（(社)日本花き卸売市場協会 会長） 

 事務処理の例として、提出書類で事前に届出が必要なものがあるが、花の業界では、

冠婚葬祭など、突発的に需要が発生することがある。特に葬祭ではその日に需要が発

生し、買参人から注文が入ることがあるので、規定に則って処理していたら到底間に

合わない。こういった点も考慮してほしい。 

  

○渡辺座長代理 

 受託拒否の禁止という規制があるから経済合理性を追求できず、また、品質が悪い

商品を受けざるを得ず、市場における値付けの引き下げ要因となっているのではない

かと思うが、実態ではどうか。 

公共性を確保するのであれば、「差別的取扱いの禁止」の方が実効性があるような気

がする。 

市場の再編について。現在の市場がデザインされた当時は出荷する範囲も消費する

範囲も狭かったが、今では出荷も消費もグローバル化している。そのような状況の中

で細分化された階層が機能しなくなっているのは仕方がないと思う。グローバル化さ

れた生産と消費に合わせた体系を描く必要。また、情報や物も、当時とは比べものに

ならないくらい早く動くようになっている。商物分離も含めて、そういった状況にあ

るということを意識しないと机上の空論だけになってしまい、市場の再編は難しい。 

 

○松村委員 

 事務局の整理では、「受託拒否禁止の原則」を維持するということを前提としている

が、今、渡辺委員からは、公共性の確保という観点であれば、「差別的取扱いの禁止」

に重きを置くべきであり、「受託拒否禁止の原則」は見直す可能性があるのではないか

との意見があった。これは大きな論点であるが、この点はどうするか。 

 

○椎名委員 

 仮に、「受託拒否の禁止」を見直したとすれば、市場外流通を後押しすることに繋が

る側面も出てくるのではないか。その中で卸売市場をどう位置づけるのか。この議論

を進めていく上での非常に重要なポイントである。 

 

○川田委員 

 受託拒否が起こるから市場外流通に流れるというのは逆ではないかと思う。どうし

ても換金したい時、市場外流通ではさばけない。「受託拒否の禁止」は市場外流通への
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流れをプロテクトしている一つではないか。 

 「受託拒否の禁止」と「差別的取扱いの禁止」はセットである。 

 

○髙橋総合食料局長 

 受託拒否の禁止、差別的取扱いの禁止については、今後の研究会で議論して頂くこ

とになるが、その際にお願いしたいのは、受託拒否の禁止、差別的取扱いの禁止の原

則についても、市場の原則、基本的ルールとして、概念的には「あってはならない」

原則。では、その原則が無かったとしたら具体的にどうなるのか、そういうこと無し

に議論すべきではないのではないか。見直すか見直さないか、ゼロか１００かという

話を前提としているのではなく、今の市場の状況の中で、日頃のご商売もこれらのル

ールの中でやっているわけだが、ルールがこう変わったら商売がこうなるとか具体例

を示して議論してもらいたい。原則論、空中戦をやっても仕方がない。 

 

○椎名委員 

 受託拒否禁止の原則について、さきほどの川田委員の話は、現実の流通の中であり

得ることだと思う。ただ、もし、受託拒否の禁止がなくなれば、出荷者の側もどうや

って計画的に販売していこうかという傾向を更に強めていくことになる。出荷量が急

激に増えたときに、困らないようにするにはどうすべきか。産地で廃棄（自主的な出

荷調整）もしているが、安定的な販売を追求するうえで事前に契約して取引をしてい

くという方向になっていく。その際、卸売市場が契約取引に対応できるかということ

がポイントになってくると思う。流通そのものが変わっていくのであれば、受託拒否

ということが一石を投じることになると思う。 

 

○村井委員代理 

 卸売市場法が改正されてきたが、議論の前提として今一度、公共的な使命を果たし

ていくという卸売市場制度の基本的な理念だけは、共通認識として改めて確認して頂

きたい。小売にとって、卸売市場は無くてはならないもの。 

 論点や検討項目が渾然としている。議論の際に、これは法律の問題、これは条例の

問題、これは業界でやること、と分けて整理してみてはどうか。 

 

○伊藤（裕）委員 

 資料に「拠点市場」とあるが、現在の中央卸売市場と地方卸売市場との違いについ

て、農林水産省としてどう考えているのか教えてほしい。 

 

○橋本室長 

中央卸売市場は人口２０万以上の都市を開設区域と定めた市場で、価格形成機能を

もっており、市場法に規制も規定している。一方地方卸売市場は物流の機能を主とし

ている。これについては都道府県のもと、比較的自由に運営を行っていくもの。 

 

○大塚委員 
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 商品のグレーディングの見直しのきっかけがあればと思う。サイズや品質を事細か

く決めている。それにはまらないものは、生産者は卸売市場に持って行かない。そう

いうものは、直接取引の対象として大きなウエイトを占め始めている。あるいは、全

量買いということをすることで小売業は安く仕入れることがあるが、特に品質に大き

な問題がなければ「畑まるごと買います」とやるやり方もあるのではと思う。もう少

し緩やかな、生産者独特の、地域独特の商品形態であっても物が流れるようになった

ら違った局面があるのではないかと思う。 

 

○川田委員 

 要望は全てディテーラー(小売)から来ている。例えばＭの６玉を３千ケース欲しい

といった要望があれば、グレーディングをしないと対応することができない。一般的

に、全ての店で同じ物を売りたいというのが大手量販店の考え方であり、我々はその

要望を産地に伝え、お願いしてサイズなどを揃えている。卸売市場でグレーディング

したわけでなく、買う側の方からサイズを揃えてくれという要望があって今の階級制

ができている。 

 

○倉崎委員 

 規格があることで、逆に不要な選果コストがかかり、産地にしわ寄せされてしまう

という面もある。買う側の要望に応じて、大・中・小ぐらいで大ざっぱに分けて、バ

ラで出荷してもらうといったことは、生産者所得の向上につながる。細かな規格には

相応の選果コストがかかる。その負担を生産者のみに押し付けるのではなく、規格の

簡素化も含め、流通全体の中でどのように削減できるかを考えるべき。 

 

○大塚委員 

 今までのチェーンストアのあり方は、朝１０時から閉店まで同じ物を同じ値段で売

るというもの。お客様も変わり始めており、なるべく小商圏で、その地域に合わせた

商品の品揃えをしていく方が有利という形態も出始めてきた。全ての店で同じ物を揃

えなければならない商品と、ある店だけ独特の物、という両方を考えていかないとい

けない。どこにスポットを当てるかという問題。「ちょっと違う」という物が売上の根

源になっていると思う。バイヤーも市場で「おっ、いいものがあったぞ」とさっと買

えるというフレキシビリティを持つという方向に、チェーンといえども動き始めてい

る。 

 

○川田委員 

 契約取引について、買う側が、どういうものが欲しいか、となる。そうでないと売

れ残るだけ。小売の要望に応じて産地から持ってきているのであり、そういった契約

取引に対応している。 

 

○大塚委員 

 今までチェーンストアは、リードタイムを短くしてきたが、こういうご時世なので、
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発注頻度をなるべく低くしていきたいと考えている。そういう中で、例えば、週間事

前発注の要素をどんどん取り入れて、ディテールのところで調整をかけるという方向

に向かい始めていることは事実。毎日の値段はインクルードして、週別の値段でどう

か、というような新しい取引を期待したいと思っている。 

 

○渡辺座長代理（専修大学商学部 教授） 

 卸売市場の経営戦略の話につながると思う。卸売会社は企業なので、当然考えてい

るだろうが、それを卸売市場としての戦略として、施設やルールを変えることができ

るかどうかということが重要。 

 

○近藤委員 

 卸売市場に入ってくるものは規格が細かすぎる。細かい規格で市場に入ってくる中

で、売れ残った物をどうさばいていくかも市場の経営戦略になるのだと思う。受託拒

否の禁止が無くなれば、大きな産地は良いが小さな産地の個選物が無くなってしまう

ので、受託拒否の禁止はかけておいて欲しい。 

 

○川田委員 

議論の進め方について、資料では６つの視点に分かれているが、例えば、契約取引

の話とコールドチェーンの話も、販売調整といった観点で関係している。今後議論を

進める中で、論点をバラして議論すると分からなくなるので、フレキシビリティがあ

る議論を。 

 

○渡辺座長代理 

 中小の生産者の出しようのない物をどうするか。受託拒否禁止の原則があるから救

われるのだが、それは卸売市場の本筋の話ではないと思う。 

 

○根本座長 

 経営戦略を立てる時、卸売市場の公共性はひとつの制約条件になる可能性がある。 

ただ、その公共性を制約条件としながらも、それを上手く果たして経営戦略を立てて

いくことを考えていくべきだということ。 

 

○髙橋総合食料局長 

 年明けからは項目ごとにご議論を頂くが、全ての項目は関連することなので、その

回の議題に挙げられている項目だけというのではなく、全体についてもご議論頂けれ

ばと思う。 

 また、ご議論にあたっては、卸売市場の主要な取扱品目（青果、水産、食肉、花き）

について、１つの原則が全ての品目に当然に当てはまるということではないのではな

いか。１つの原則が全ての品目に、共通的に同じレベルで妥当することは、ものによ

って違うのではないかと思う。例えば、食肉で抱えている受託拒否のイメージと、養

殖以外では計画出荷というのが難しい水産と、計画的な出荷がそれなりに行える青
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果・花きとで、それぞれの品目の中で議論がされる時に、当然、その問題に一番関連

する方々の中での議論になるが、他の品目についてはどうなのか、という観点もあれ

ばと思う。 

 さきほどの議論のなかで、法律の話なのか条例の話なのか業界の中の話なのか区別

して議論するということも必要だと思う。 

 ご議論いただく時、１つの理念原則が全てに当てはまる場合もあるしそうでない場

合もあると思う。具体性をもった検討ができるように進めていただききたい。 

 

○伊藤（宏）委員 

 価格形成の透明性について、セリとか入札とかで価格を決めていけば透明性は保て

るが、それだけで市場の機能を保てるかといえばそうではない。その点についての整

合性の持ち方が問題。業種によって異なる。例えば業務用、特に日本料理にしてみれ

ば、タイ１０匹といっても、それぞれが全て違うもの。それを目利きで評価してそれ

ぞれのお客様に渡していった。そういったことが無くなってくる中で経営を維持する

ためにどこに目を付けるべきか。お客様のニーズが、商品に対する評価ではなく、迅

速で安定した価格で物を流すということになると、透明性をどこで確保するかが難し

い問題。そうなると入荷量の公開や正確な数字の開示や事前取引でどれぐらい取引さ

れたかといったことが重要になってくる。そこで隠れた部分があると価格形成に影響

を及ぼす。次回以降の具体的な検討の際に事例を紹介しながら意見を申し上げたいと

思う。 

 

― 以上 ― 


