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          卸売市場の将来方向に関する研究会（第７回）議事概要 

                                                                                 

                                                                                 

１．日 時：平成２２年１月２２日（金）10:00～12:20 

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、川田委員、倉崎委員、

近藤委員、佐藤委員、中嶋委員、樋口委員、松村委員、百瀬委

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。 

 

【主要な課題と今後の対応方向について】 

○伊藤(裕)委員（(社)全国中央市場水産卸協会 会長） 

  資料２(Ｐ２)の「基本認識」について。一番大事なことが、たった２行で片付け

られている。水産庁では産直を奨励していたり、農水省の他の資料等でも「流通の

多様化」という言葉が使われていたりする。そのような中、国は卸売市場というも

のをどのように評価しているのか。卸売市場というものを軽い存在として捉えてい

るのではないかと思わざるを得ない。そういった観点や全体を考えての検討がなさ

れないと、一番大切な部分が抜けてしまい、各業界からの単なる苦情処理で終わっ

てしまうのではないか。 

  また、政治主導といいながらこれまで政務三役からの出席がないが、卸売市場に

ついてどれだけ関心があるのか危機感を抱いている。 

 

○吉井総合食料局流通課長 

  基本的には、集分荷や価格形成といった卸売市場の持つ基本的機能を維持しなが

ら、更なる強化・活性化に向けて何が必要になるのかということについて議論して

いきたいと思っている。全体を考えての検討については、最終的にお示しする取り

まとめ（案）の段階で議論していただければと考えている。 

 

○佐藤総合食料局次長 

  これまでの研究会でのやりとりは、政務三役には随時報告している。また、今後

の段取り等についても相談しながら進めているところであり、政務三役の出席につ

いても内部で相談させていただきたい。事務方だけの判断で進めているのではない

ということはよくご理解していただきたい。 

  また、この研究会が単なる苦情処理の場に終わってしまうのではないかとの懸念

については、これまでは、事務局としても関係者の実情や意見を把握したいという

観点で皆様方からのヒアリング等を重ねてきたところだが、今後は、まさに将来の

卸売市場のあり方について方向付けをしてくことになるので、今後はもう少し行政



 2 / 9 

 

としての判断も踏まえながら進めていくことになると思う。 

また産直の奨励や多様な流通経路の構築といった点についても、決して卸売市場

を中抜きして考えているということではなく、市場においての流通が基本だと考え

ており、この研究会においても、卸売市場の重要性に鑑みて今後のあり方について

どうあるべきかを検討しており、卸売市場の重要性を十分認識した上で検討を進め

ているということをご理解いただきたい。 

 

○根本座長（拓殖大学商学部 教授） 

  今後の検討項目については、事務局から説明のあった資料に沿って進めていくこ

ととしたい。 

 

【生産・消費ニーズへの適切な対応について】 

Ⅰ 品質管理の高度化 

 

○倉崎委員（(社)全国青果卸売市場協会 副会長） 

  コールドチェーンの整備について、問題は、大きなランニングコストが経営者に

かかることであるが、合理的な方法としては、低温倉庫を整備するにあたっては、

北と南では温度も異なるなど、それぞれの地域の実情に合ったものにすべきである。

公設でない場合は関係者から少しずつ協力してもらい、できるだけコストのかから

ない方法で取り組んでいる。夜中に荷が入って朝８時には出ていってしまうので、

いたずらにつくっても仲卸の倉庫になってしまうだけ。 

 

○川田委員（(社)全国中央市場青果卸売協会 会長） 

  コストを誰が負担するのかというのも重要な問題である。卸売場は、売買をして

いかに速やかに品物をデリバリーにつなげていくかが重要である。残ったものをど

うストックするかの問題で、仲卸の数量調整のための倉庫を低温にするのは大切で

ある。卸売場についても低温が好ましいのは間違いないが、低温で密閉にし、卸売

場自体をストックポイントとしてしまうと逆に非効率になってしまう場合もある。 

 

○松村委員（全国中央卸売市場協会専門委員会 委員長） 

  農水省の２２年度予算では、低温化率の目標値が２割となっているが、本研究会

で目標値を設定する際の関係を教えて欲しい。また、コールドチェーンについては、

一概に売れ残った部分の問題でもない。 

 

○吉井流通課長 

  現行の「強い農業づくり交付金」については、取組の結果として２割の低温卸売

場の整備が達成される場合、補助率が１／３から上限の４／１０まで引き上げるこ

とができる。また、２２年度予算要求では、２割という条件を取り払うべく財政当

局と調整し、結果として 1割となったところ。この研究会の場で目標値を設定する

にあたっては、２３年度予算における目標値との関係も考えながら議論しなければ

ならないと思っている。 
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○樋口委員（(社)日本花き卸売市場協会 会長） 

  花の場合、コールドチェーンという文言だと「凍らせてしまう」と感じられるの

で、クールチェーンなどのように文言を変えていただきたい。 

  花は入荷したものを売り先ごとに分荷するので、卸売場が低温化されていないと

痛みが出る。冬の場合、土間に置くと逆に凍ってしまうこともあるので、そういっ

たことも考慮して施設整備をお願いする。 

 

○伊藤(宏)委員（全国水産物卸組合連合会 会長） 

  資料では、低温管理が必要な場合と必要でない場合とを品目毎で仕分けしている

が、水産では夏場は全ての品目を低温管理する必要があるほか、同じ品目でも季節

によって必要・不必要が異なる場合がある。 

 

○川田委員 

  目標数値の作り方は少し乱暴ではないかと思う。関東では、実際にセリにかかっ

ているのは全体の１０％台ではないかと思われるが、そういったことを勘案せず、

単に品目を基準として３割や 4割といった低温化を求められると非常に厳しい。 

 

○大武委員（全国水産物商業協同組合連合会 副会長） 

  かつて温度変化を流通履歴でとったことがある。卸売市場で低温化しても、そこ

から小売店に来るまでの経過でコールドチェーンが途切れることも日常的にあるの

が現状。開設者も含め、流通の段階で温度帯の変化のないような対応をしていただ

きたい。容器によっては温度変化が少ないものもあるのでそういった方法での対応

もある。 

 

○渡辺座長代理（専修大学商学部 教授） 

  目標の整理の方法として、卸売市場を経由する流通量のうち、セリとそうでない

ものがどれだけあって、さらに低温管理が必要なものとそうでないもの等の流れを

シミュレーションして、どこでコールドチェーンが途切れるのか、どこが問題なの

かということをもう一度整理した方が良いのではないか。 

 

○根本座長 

  資料では物量で面積を決める数式になっているが、委員からはコストの問題を勘

案して欲しい、セリの比率を変数として勘案して欲しい等の意見が出された。もう

少し具体的にこうした方が良いのではないか等の意見があれば。 

 

○川田委員 

  変数を詰めるにしても要素がかなりあるのではないか。例えば、産地で予冷して

きたレタスなど(コールドチェーンを切らせたくない商品)は、優先的に下ろして優

先的に詰め込むといった作業が行われているので、全ての商品がコールドチェーン

が途切れない形で低温売場に置く必要はない。 

  また、ハブ化させた市場では商物分離が増えると思うが、そういったことが分子

に含まれてくると非常に分かりにくい。変数としてはかなり膨大になると思われる
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ので、目標値の設定についてはネガティブになる。 

 

○大塚委員（日本スーパーマーケット協会 専務理事） 

  コールドチェーンは大切だが、それが途切れることによる被害がはっきり見えて

いるのかといった問題はあるかと思う。組織小売業がダイレクトに産地から調達す

る場合と、卸売市場を経由して流通する場合を比較してどうなのかといったことも

考える必要があるのではないか。もう少し科学的に調べることも必要。 

少なくても低温という概念を「定温」に置き換えなければいけないのではないか。

と同時に、現物取引の比率等が変化することによって違う局面を迎えることもある。 

 

○倉崎委員 

  周辺の量販店には産地から直接持って行く。地方では、細分化してデリバリーす

る割合がどれくらいあるか分からないが、そういったことも考慮した方がよいので

はないかと思う。 

 

○渡辺座長代理 

  本来低温化すべきところでできていないものがどれだけあるのか、が分かるべき。

それが分かるためにはどこかの卸売市場を取り上げてシミュレーション的に研究も

必要。また、コールドチェーンが途切れることが本来の品質にどれだけ影響を与え

るかというクリティカルな温度管理のブレが生じているといった両面のチェックが

必要。 

 

○根本座長 

  低温卸売場の整備目標の設定については、もう少し現状分析してどこに課題があ

るのかを押さえなければならないと認識。また、地域性や季節性、投資コスト、ラ

ンニングコストも十分に考慮する必要がある。さらに、もう少し長期的な視点に立

ち、セリや商物分離がこれからどういう状況になっていくのかということも考えて

いかなければならない。そういったことも踏まえて、改めて算定式をどうするか研

究する必要がある。 

 

○川田委員 

  青果の場合、卸売市場のルールとして即日上場、即日販売というものがある。残

ったものは、なぜ残ったか報告しなければならない。仮に卸売場をストックポイン

トとして使用しても構わないということになるのであれば、こういった原則も変え

てもらわなければならないということを付け加えておきたい。 

 

Ⅱ 付加機能の充実 

 

○伊藤(宏)委員 

  量販対応はしていないが、それでもお客様から一次加工の要望はものすごく多い。

小骨を取って欲しいとか、さばき方の注文など段々度合いが高くなってきている。

狭い店舗の中でそういった要望に応えるための設備をどこに備えるかといった大き
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な課題があり、それは場外に整備せざるを得ないが、お客様への依存度が高く、そ

のお客様が離れれば即倒産となる。例えば仲卸同士で共同加工場を持つといっても、

利用時間や優先権の問題等もあり、マンションのようにそれぞれのニーズに合った

店舗づくりを考えていかなければならない。 

 

○遠藤委員（全国魚卸売市場連合会 会長） 

  地方における現状は、「さかな屋」といった「○○屋」が減少しているので、量販

店に対応できない仲卸は、極端に言えば倒産に追い込まれてしまう。 

  付加価値を付けて販売しなければならないのは理解しているが、地方の場合はな

かなか難しいのが現状。こういう設備は自治体も整備してくれないので、卸自らが

加工場等を整備して量販店と取引している。仲卸の場合は買いに来てもらうよりも

デリバリーの方が多いが、魚の場合は配達する場合も割高な冷凍冷蔵車であり、経

営を圧迫してしまう。 

 

○大塚委員 

  一人世帯が圧倒的に増えている中、加工度に対する要望はますます高まる。また、

料理をしなくなった、あるいはできなくなってきている。店舗内でも魚をおろすサ

ービスをしているが、料理の仕方が分からないとどのように切って欲しいのかとい

うことさえ分からないので、売る側がよほど加工度を高めないと売れない状況にな

ってきている。 

  素材そのもので売るのは難しく、「加工度マーチャンダイジング」というような言

葉を確立する必要が出てきているのではないか。 

 

○中嶋委員（東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授） 

  加工度が高まれば、加工作業を夜中に行うことも多くなると考えられるので、加

工した商品をどのタイミングで納品するのかということも考慮する必要がある。 

 

○倉崎委員 

  加工の問題は切実。病院や給食向けでは青果だけでなく、食肉や水産も一体とな

って対応していかなければならない。 

 

○髙橋総合食料局長 

  卸売場を経由する商品だけに加工処理が求められているわけではない。したがっ

て、市場を通したものが満足してもらうために市場がどうあるべきかを考えるとき

に、費用対効果の問題もあるが、同時に、市場全体で取り組まなければならないの

か、あるいは個々の事業体としてやるべきなのか、分担はどうするのかといった問

題もある。 

  コールドチェーン、低温施設化の問題も含めて、求められているものを全て市場

全体で受けてしまうとコストも膨大になるので、そういった観点で整理して議論を

していただきたい。 

 

○根本座長 
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  量販店や外食産業だけでなく、より広い実需者から加工度を上げて欲しいという

要望があるということを認識しておきたい。また、全体として取り組まなければな

らない課題、個々の事業者が取り組まなければならない課題といったように整理す

ることも必要。また、中央市場と地方市場では加工機能の持ち方や整備のあり方も

違うのではないかという意見も出た。コストの問題、取引依存度の問題（安易に加

工施設を整備してもそれが逆に命取りになってしまう恐れ）もあるので、長期的な

視点を持つことが必要だという点が確認された。 

 

Ⅲ 品揃えの充実、Ⅳ 情報受発信 

 

○大塚委員 

  定量的な話ではなく、現場での定性的な話だが、お客様は習熟していて、購入に

対する量の不足感はない。購入する喜びより、満足する喜びに変わっている。そう

いう中で情報は、取引の数量、価格にプラスして、どういう過程でその商品が生ま

れたかということが満足につながるということがある。そういう定性的なところの

情報が欲しいというのが本音。もちろん、安く売るため、あるいは量を確保するた

めの情報も必要。 

  スーパーマーケット業界は完全なオーバーストア状態。店舗の数が減らない限り、

いい経営状況にならないということが目の前に来ているのが現実。その辺をどう見

ていくのかということも大きな点になるのではないか。それは、卸も仲卸も同じこ

と。５年後、１０年後の全体の消費額からみたとき、今の設備はどうなのか、とい

うことを考える必要がある。 

 

○川田委員 

 消費者の理解について、ネガティブな言い方だが、卸売市場はＢtoＢであり、市

場まつりといったことは、どういう趣旨なのか。例えば、街中にあって、日頃から

うるさいから周辺住民に理解を求めるということなのか。それであれば、海の近く

にあって近隣に民家がない卸売市場はそんなことはやる必要がないと思う。すべて

の市場でやれ、ということではないと思う。 

  消費者に卸売市場を見せてどういう効果があるか。市場開放して消費者が来ても、

安いものを買っていくだけ。それで市場の理解が得られるのか。卸売市場をＢtoＣ

にするのなら話は別だが。 

  契約取引について、情報がないとできない。これからの卸売市場の主な機能にな

っていくだろう。例えば、スーパーからの価格・数量の提示があり、それを産地と

対応できるかどうか調整し、その際、天候のリスクがあることも伝えながらやって

いっている。予約相対の場合のアローワンスは２０％。その調整は卸と仲卸がやっ

ている。 

 

○倉崎委員 

  予約相対は、こちらでも卸と仲卸がやっている。仲卸は情報がないのでリスクを

負ってしまう。情報力＝経営力だと思う。自らの情報力を高めることが経営力を高

めること。卸・仲卸は他人のせいにしすぎると思う。勝てる経営にしていくべき。
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量販店を説得できる情報力を持たないといけない。７割ぐらいは、できていないの

が現状ではないか。 

 

○百瀬委員（全国農業協同組合連合会 園芸農産部長） 

  生産地も卸売市場や取引先に情報を伝えている。しかし、品目が多く、不確定な

情報も多い。生産地としては取引先と生産地が互いに見えるように情報を発信し有

利販売につなげていきたい。例えば、生産地で、半年や１年前から企画して調整し、

徐々に正確な情報を伝えていくような取組もやっているが、まだまだなのが現状。

どう情報をつないで、それをどこが担っていくべきかということも考えていく必要

がある。卸売市場だけでなく、我々のような団体や取引先（量販店）も関わってい

くべき。 

 

○伊藤(裕)委員 

  情報発信については悩んでいる。魚離れが進み、どうやったら魚を食べてもらえ

るか。いつ、どんな魚を、どう食べるとおいしいか、ということをどう伝えていく

べきか。卸売市場だけでできることは限られている。水産なら、業界全体で、関係

者が集まってやっていくべきかとも思う。我々も入荷情報等をホームページで発信

しているし、「おさかなマイスター」等をやったりしているが、限度がある。夕刊紙

等で食を紹介している記事も多いし、テレビでもグルメ番組が増えているが、それ

をどう消費に結びつけていくか。 

  ある店では、店員が「おさかなアドバイザー」という腕章を付けて店に立ったと

ころ、お客さんが寄ってきて、あれこれ聞いてきて、魚がよく売れるそうだ。かつ

て、魚屋さんがやっていたことをやると効果があると思う。それを、どう組織的に

やるかが難しいところ。 

 

○遠藤委員 

  地方市場では、卸売市場の方が助けてほしいという現状。売るべき魚屋がほとん

ど無い。先日、水戸の市場に行った。開設者である市長が「こんなに住民がいるの

だから、売ればいいじゃないか」と言うような無理解もある。市場開放は苦肉の策

である。卸として、スーパーのバイヤーとだけ話をしていると、消費者との間にワ

ンクッション入っているので、消費者の苦情を聞いても分からない面もある。消費

者の声を聞くという面では市場開放はいいことだと思う。 

 

○根本座長 

  これまでの意見を整理すると、定性的な、取引を増やすための情報が、定量的な

情報と共に必要だということかと思う。 

 

○伊藤(宏)委員 

  卸売市場で小売行為をする気はないが、消費者に卸売市場に来てもらって、魚に

親しんでもらうという意味での市場開放は必要だと思う。商圏を取るとか取らない

とかの話ではない。 
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○近藤委員（全国青果物商業協同組合連合会 理事） 

  市場開放は規制すべきと思うが、消費者に知ってもらうという意味ではいいと思

う。情報発信について、親子調理教室をやっている。また、今では、産地を越えて

種苗会社とタイアップして情報発信している。 

 

○大武委員 

  買出人としては、卸売市場は卸売りをするところであり、定期的な市場開放には

反対。卸売市場を知ってもらうというのは必要。我々の店舗には無いものも卸売市

場にはたくさんある。我々も市場内で料理教室をやる前に卸売市場を案内している。

年に数回のイベントとしての市場開放は賛成であり、我々も協力したい。 

 

○百瀬委員 

  市場開放について、趣旨が伝わらないというのが懸念なのであれば、例えば、各

市場が独自にやるにしても、ある程度、全国で日程を統一して、「この日は市場開放

をやる日ですから、近くの開いている卸売市場に足を運んでください」と、お客様

にアピールすることも必要ではないか。 

 

○髙橋総合食料局長 

  情報受発信について、さきほど座長から、定性的なものと定量的なものとの話が

あった。そして市場開放についても意見があった。 

情報について、１つめとして、消費拡大を業界を挙げて考えていく中の一環とし

て市場をどのように活用するか。２つめとして、市場経営をしていく中で情報をど

のように活用するかで、これは経営の問題。そして、３つめとして、買い手と売り

手とのＢtoＢの定量的な情報をどうやりとりして市場として機能を発揮していくか

という点について、今日は川下の話が多かったが、これは川上にも同じ問題で、こ

れらをどうしていくか考える必要がある。 

 

Ⅴ 安定的な取引 

 

○樋口委員 

  花については、彼岸や盆など、需要が伸びる時がある。前もって産地に予約する

ことがある。しかし天候によって量がそろわないこともあり、等級を下げたりする

こともある。納められない時にペナルティがないのが、買参人の不満。 

 

○佐藤委員（(社)日本食肉市場卸売協会 会長） 

  相対取引のリスクを卸、仲卸が負担しているとのことであるが、理解ができない。

契約の際にそういったことも含めて契約しているのではないか。 

 

○川田委員 

  契約取引の際に、書類は作るがハンコはつかないのが実態。価格の変動により

20％のアローワンスを超えることが多い。リスクテイクは誰がやるのか、という問

題について、個々の企業が情報をいかに取るかであって、卸売市場としてどうこう
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ということではないのではないか。 

 例えば、卸と量販店とで、商品の単価を千円で決めたとして、雨が降って値が上

がると生産地は他に出荷する。また、値が下がると量販店は他から調達する、とい

うのが実態。ガチガチに決めるのも難しい。その際のリスクは、量販店との関係か

ら、卸が負うことになる。 

 

○大塚委員 

  小売は、もっとリスクを取らないといけないというのは、今後の大きな課題とし

てあるとは思う。ただ、組織小売業の集客の一番はチラシであり、チラシマーケテ

ィングを重要な政策として追求している。チラシ製作は、商品名を１か月前ぐらい

に決めて、販売価格を１週間前ぐらいに決める。掲載内容について、お客様を裏切

れないというのが、いろいろな無理を生んでいると思う。産地を変えると表示法に

違反するのではとか、数量が揃わないとおとり広告と思われるのではないかなど、

様々なものがあることから、どうしても、ご無理を申し上げるということも、あろ

うかと思う。 

 

○倉崎委員 

  スーパーの方と話をして「昨年を振り返ってみると安売りをしすぎた。もっと戦

略的にやらないと」と言っていた。しかし実際は、安売りをしている。それに対し

て卸売市場はどう対応するか、となると、「無理な値は断れ」と言っているが、現場

の担当者としては、難しいのが現実。 

 

○根本座長 

  安定的な取引は必要だが、優越的地位の濫用やリスク分担のあり方といった問題

も絡むので、次回の個別課題でもある「公正かつ合理的な取引の確保」の際に併せ

て検討したい。 

   

― 以上 ― 


