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          卸売市場の将来方向に関する研究会（第８回）議事概要 

                                                                                 

                                                                                 

１．日 時：平成２２年２月５日（金）10:00～12:30 

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、松村委員、百瀬委員 

            (農水省)髙橋総合食料局長、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。 

 

【公正かつ合理的な取引の確保について】 

Ⅰ 価格形成の透明性 

＜価格形成に係る情報開示＞ 

○近藤委員（全国青果物商業協同組合連合会 理事） 

  数量を開示することは開設者に義務付けられているが、それ以前に、本当にその

数量が入っているのか、価格が決定されたのかが検証されておらず、市場取引委員

会に第三者の目を入れるなど、情報の正確性について精査する必要。 

  価格形成だけではなく、数量を調整することによって値段も違ってくるというこ

とにも反映していくので透明性は確保してほしい。 

  チラシを見ると何でこんなに安い値段で売れるのかと思う。本当に消費者ニーズ

なのか疑問。チラシにある値段先にありきの中で、その情報が市場から産地に行く

という、本来なら川上から川下に価格形成がされるところが逆に海から山へ水が流

れている状況。これが本当に公正な取引の確保といえるのか。 

 

○松村委員（全国中央卸売市場協会専門委員会 委員長） 

  市場取引委員会に第三者を入れることによって、本当に情報の正確性を検証でき

るのか疑問がある。 

  制度上、ガチガチに縛ることで必ずしもスムーズに取引が進むとは限らない。 

現状の市場取引委員会が活性化されていないというのであれば、市場の中で開設

者と関係者が議論することが先ではないか。 

 

○川田委員（(社)全国中央市場青果卸売協会 会長） 

  数量についてはかなり厳格に出している。セリ割合が減少する中、セリに見合っ

た上場数量にしておかないと価格の決め方の振れが大きくなってしまう。 

商品が非常に少ない時、逆に全て上場すると値が付かないほど余っている時では

当然値段も変わってくるが、セリでも相対でも価格は経済原則として 1カ所に収斂
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していく。 

  価格の開示方法（高値、中値、安値）について、前回の法改正時にもっと細かく

出せという意見もあったが、買付取引が増えてきており、卸売会社が自分のリスク

で商売している中、その全てを開示しなければならなくなると商売がやりづらくな

る。 

 

○大澤委員（全国青果卸売協同組合連合会 会長） 

  量販での価格が非常に安く市場価格では物が売れない状況なので、セリに参加す

る人は高い物を買わされているのではないかと思われる。 

  誰が安いところを負担しているのかという思いが根底にあるのではないか。 

  バイイングパワーによって相場に関係なく売値が決まっているのが大きな問題。 

 

○根本座長（拓殖大学商学部 教授） 

  例えば、販売先の業態別（仲卸、専門小売店、量販店等）に切り分けて情報開示

するような考え方はあり得るか。 

 

○大澤委員 

  そのような情報開示はできないと思う。誰がいくらで買って、いくらで売ったか

の情報を出すことは無理。今の区分けレベルが限界。 

 

○遠藤委員（全国魚卸市場連合会 会長） 

  地方市場においては、量販店によって 2週間前には価格が設定されてしまうので、

実際に入る値段とは始めから乖離がある。また、センターフィー等のやり取りが如

実に行われているが、現実にはそういう小売と取引しないと荷も集まらない。 

 

○根本座長 

  例えば、日々の情報だけでなく、それを時系列に見ることができるなど、専門小

売にとって役に立つ情報の出し方はないか。 

 

○近藤委員 

  時系列に出してもらうことは重要。 

  我々業者が基本となって市場取引委員会を仕切るのは当然だが、そのチェックと

して開設者にお願いしたい。本来の取引委員会の役割を遂行して欲しい。 

 

○根本座長 

  取引の信頼関係の中で情報の出し方を工夫する、また、業者間で話し合うことが

重要だということを認識。 

 

○松村委員 

  卸売市場の将来を考えるにあたっては、川下から価格形成されているという現状
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を是認するのか、しないのか、又、現状をどう捉えるのかといった点の整理が必要

である。市場取引委員会の件は個々の開設者のレベルで議論すればよいのではない

か。議論が細かくなり過ぎると実務的な話になってしまう。 

 

○渡辺委員（専修大学商学部 教授） 

  これまでの議論を整理すると、価格形成の透明性が低いというのは、開示されて

いる情報が少ないという意味なのではなく、開示されている情報以外の場で多くの

ことが決まっているのではないかということに問題があると思われる。前回議論に

なった相対取引における契約の問題（書面の有無等）にも関わることである。あま

り契約で固めてしまうのも逆に非効率になるので、弾力的に契約を運用しながら双

方の利害関係者が納得できるような形で進められる取引にするにはどうしたらよい

かということに切り込んでいく必要。情報開示だけをずっと議論するよりも本質的

な議論はそこにあると思う。 

 

○遠藤委員 

  食肉の場合は透明性が高いと思われるがどうか。 

 

○佐藤委員（(社)日本食肉市場卸売協会 会長） 

  予約相対も増えているが、大半はセリ・入札が中心。量販店のバイヤーが卸、仲

卸と直接取引しており、売買契約に押印がない場合もあるなど、我々食肉では全く

考えられないような取引がされている。 

  卸売市場法に基づいた集荷、取引が行われてきたが、代金決済においても、量販

店は毎日現金収入があるのに支払いは長期サイトを設けて支払っている等の矛盾が

ある。市場法が歪められてきており、原点に戻って議論しないと卸売市場の将来方

向は見えてこないのではないか。 

 

○遠藤委員 

  現実を直視し、各論から入らなければ将来方向は見えてこない。 

 

○倉崎委員（(社)全国青果卸売市場協会 副会長） 

  バイイングパワーがあるのは否定しないが、結局は「営業力＝経営力」だと思う。

大手量販店と仲卸を通じて向き合った際に、それほど常識と外れたような価格形成

は無いと思う。しかし、小さな卸が量販店に迫られた時に、仲卸に迷惑をかけると

いうようなこともある。しかし、それは、市場側の努力が足りないのではないか。 

  当方では、仲卸と月に２、３回は話し合うなど、仲卸や量販店の理解を得ようと

努力している。もう少しコミュニケーションを深めながら勉強することが重要。 

 

○根本座長 

  卸売市場が圧倒的なシェアを持っていて規模の格差がない場合はセリで透明性が

確保されていたと思うが、流通が多様化している現在では、価格形成がある程度不
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透明になるという状況がでてしまうのは仕方がないとも考えられる。 

  そこで、役に立つ情報を開示するとともに、力の強弱はあるかも知れないが、経

営努力によって不透明な状況を自分にとっては透明にしていき、なるべく有効な取

引を成立させるといった努力をしなければならない部分もあると思う。 

  この場では、新たに出した方が良いという情報は特に出ず、業態別に仕切った情

報を開示することも難しいということを認識。 

また、業者間での話し合いや開設者からの支援も得ながら情報の信頼性を確保し、

定量的な情報については、時系列での開示など小売業が使いやすい情報を考えるべ

きだということを認識。 

 

○伊藤(裕)委員（(社)全国中央市場水産卸協会 会長） 

  情報を出す方は事務負担があるが、魚の場合、卸売予定数量等の情報はただ形式

的に掲示されているだけであり、ほとんど活用されていないのではないか。また、

販売伝票も細かく提出しているが、開設者は受け取るだけで分析もしていない。公

益性を担保するためだけのような気がしており、本当に必要なのか疑問。 

 

○川田委員 

  青果について。産地、量販店が大型化し、大量に荷が移動するケースが多く、そ

の場合は大きな産地と大きな買い手という特定の者を結びつけて荷を移動させない

と非効率になってしまう。 

  例えば買う側は１９８円で値段が決まっているから１５０円以上では買えないと

いうし、逆に産地は大型化により発言力も増しているので再生産価格を下回るよう

な１６０円以下の価格では売らないと言い、不当に安い値で売ろうとしても産地は

荷を出してこない。産地と小売の中間にいる卸はその調整に非常に労力を割いてお

り、意図的に価格を操作できるほど余裕はない。 

 

＜セリ・入札取引の仕組み＞ 

○伊藤(宏)委員（全国水産物卸組合連合会 会長） 

  一品ずつ価値観の違う物は絶対セリにすべき。 

  同じ卸の中でも時間帯を分けて２つの場所で競る場合があり、我々仲卸はわずか

な品を買うのに長い時間拘束される。 

  市場取引委員会は年２、３回開催されるが、これまでに委員の要請で開催された

例はなく、機能していないことを実感した。もう少し市場取引委員会をしっかりさ

せ、セリ物品をどうするかについて議論すべき。 

  量販店の望む流通を阻害しても市場は成り立たないので、市場取引委員会の中で

それぞれの立場で意見を述べ、きめ細かな努力をすることが重要。 

   

○近藤委員 

  セリは葉物と個撰物くらい。値段を決めるというより発表しているだけに過ぎず、

価格の不透明につながるのではないか。 
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  昔のように全てをセリにするのは反対だが、数量の少ない物についてはセリをし

っかりすべき。 

 

○大塚委員（日本スーパーマーケット協会 専務理事） 

  協会加盟社に聞いたところ、セリを通して買っている青果物は全体の５％程度で

はないか。いわゆる葉物や季節の立ち上げの商品といったものはセリで買っている

が、それ以外のある程度の量のあるものとなると必然的に相対で買っている。目利

きが必要な商品群と、そうではない商品群とは大きく分かれてくる。その中で小売

のあり方が規定されてくるのではないか。 

  ワンストップショッピングといわれ、スーパーマーケット、特にＧＭＳが伸びて

きた時代から、現在はスーパーという業態が伸びているが、やがてこの業態の使命

が終わるときもくる。流れの変化、業態の変化を理解しなければならないのではな

いか。インターネット販売が多くなり、画面上の価格で消費者が直接購入というこ

とになればセリも何もあったものではない。そういった全体の流れの中で考えてい

く必要があるのではないか。川上が値段を決めるわけでもないし、川下が値段を決

めるわけでもない。その世代によって変わっている。たまたま今はお客様が値段を

決めるということになっているが、それは需給ギャップが起こっているから。今の

ように物が溢れている時代にセリで値段を決めていくということが本当に良いこと

なのかどうかも併せて議論すべき。 

 

○根本座長 

  これまでに出た意見の中で、細川氏(酪農学園大学 教授)から「セリ割合等の取

引方法について、開設自治体による市場一律の規制ではなく、卸売業者の自己責任

による取引方式の設定を容認すべきではないか」との意見があったが、これについ

て意見があれば。 

 

○川田委員 

  賛成である。セリの比率を高くしろという意見も理解できるが、セリが始まる時

間まで待っていたら、大手量販店がオープンする朝１０時には間に合わず買っても

らえない。大手量販店は（仲卸を通じて）セリに参加できない事情がある。 

  物が残ってしまって値段が付かないとか、逆に非常に少なくなって暴騰してしま

うことになると翌日からの取引に大きな影響が出るので、そのような数量調整は卸

売会社の責任ですべき。仮に 100 ケースしか上場できず、仲卸に５０ケース、小売

に 50 ケース卸した場合、仲卸は 50 ケースしか手に入らなかったという苦情で済む

が、小売は 100 人の方が 1ケースずつ欲しいといった場合、50 人は買えなくなって

しまうという大きなクレームが来る。ある程度の裁量を確保しておかないと売買が

成立しなくなってしまい、実際の相場とは違った値段での取引がされてしまう恐れ

がある。適正数量を卸売会社の責任でコントロールするということが必要。 

 

○近藤委員 
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  公平を保つためには、量が少ない時に割り当てるのではなくセリにかけるべき。 

 

○川田委員 

  相対取引はセリ取引に準じる価格で設定する場合が多いので、ある程度は実勢に

沿って価格を付けておかないと翌日以降の価格が不安定になってしまう。 

 

○伊藤(宏)委員 

  適正数量を卸売会社が決めるとなると、量販店対応している仲卸としては、特に

入荷量が少ない時にはギャップが出てくる場合もある。 

 

○根本座長 

  目利きが必要な物、数量が少ない物についてはしっかりとセリをしていくべきと

いう方向性を認識。また、セリが始まる前に物を動かす必要のある量販店との取引

も非常に大きな存在になってきており、そういう現実を踏まえると、一律にセリの

割合を決めるのではなく、市場関係者の話し合いの中で調整されることを期待しな

がら卸売業者の自由度を認めていくことを認識。 

   

Ⅱ 取引の合理化 

＜受託拒否の禁止及び差別的取扱いの禁止＞ 

○百瀬委員（全国農業協同組合連合会 園芸農産部長） 

  卸売市場は社会インフラとして重要。生産者サイドから安心して出荷できるとい

う考えから受託拒否の禁止は残すべき。生産されたものをただ出荷するのではなく、

合理的な取引にしていくことが重要。安定的な取引として契約取引を増やしていく

中で、その取引の中身で考えるべき。 

 

○川田委員 

  受託拒否の禁止は卸売市場法の根幹。それとは別に、小さなことだが、我々は数

量調整をして価格を決めている。輸入している業者が大量に輸入したものが滞った

時に卸売市場に大量に持ち込まれることがある。それまで、取引先と調整して価格

が決まったあとに大量に入ってくると、相場は混乱する。 

 

○髙橋総合食料局長 

  受託拒否の禁止のよってきたる大元は何か。青果、水産、食肉、花きは品目毎に

分けて考えないと混乱するので特に青果に限って考えると、国内の産地で生産者が

作るものは卸売市場流通が基幹であり、そこで受託拒否されてしまうと産地にとっ

ては致命傷になる。先ほどの川田委員の話において、輸入の生鮮品を受託拒否でき

ない理由はそもそもどこにあるのか。また、それが本当に困るのか。良いとか悪い

とかを言っているわけではなく、正当理由とか不当差別といった理由が必ず付いて

いるわけで、売り物にならないクズものとか買付で余った物など、そもそも合理的

な取引や理念から外れた物については別として、今のような話は受託拒否の原則の
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話なのかどうか。受託拒否があってはならないのは当たり前だが、その時々におい

て様々な正当理由や不当差別等の判断をどのように行うのか。 

 

○倉崎委員 

  そのとおりだと思うが、担当者サイドからすると、受託拒否でなく親切に取引先

にコストのことなどを伝えないといけない。その範囲がどこまで許容できるかどう

かはあるが。産地に迷惑がかかるなら、県なりにお願いして、加工に回すとか産地

廃棄するとか。 

 

○川田委員 

  我々が判断できる立場になく、開設者が判断する。卸売市場にきてしまったら物

は動かさざるを得なくなる。開設者が目安を示せば、我々もやりやすい。何らかの

歯止めが必要。 

 

○近藤委員 

  受託拒否の禁止という制度があるからこそ、産地は安心して大きなものから小さ

なものまで出荷できる。安心して出荷できるというのは、卸売市場の役割として、

産地が売りにくいものも売ることができるということ。この制度は産地にとっても

重要だし、廃棄を少なくするという意味でもこれは大切な制度ではないかと思う。 

 

○根本座長 

  受託拒否の禁止及び差別的取扱いの禁止は重要な原則であり、今後も維持するこ

ととするが、受託拒否できる正当な理由の解釈はきちんと整理した方がいいという

議論かと思う。 

 

＜商物一致原則＞ 

○渡辺委員 

  電子商取引の要件を外すというのは限定的。原則を外すことを含め、もっと広げ

て検討するのがいいのではないか。セリと相対取引との話も踏まえつつ、規格性の

高いものは電子商取引を義務づけることはないのではないか。電子商取引を義務づ

けることにより過剰投資になるのではないか。画像や証拠書類とか携帯電話の活用

などでできるのではないか。過剰投資にならないようにすべき。もう１点。取引の

合理化だけでなくＣＯ２の削減にも寄与するのではないか。商物一致原則があるか

らこそ過剰なトラックが走っているのではないか。卸売市場システムは、ハードだ

けでなく物流も含めて考えるべき。ここを外すことでＣＯ２削減にも貢献できると

思う。 

 

○川田委員 

  商物分離が進んでいない一番の理由は、インフラ整備が進んでいないから。仲卸

の取引先である、Ａスーパー、Ｂスーパー、Ｃスーパーのそれぞれのシステムが全
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て違う。もう１つは、何かトラブルがあった時、困るのは間に入っている卸。信頼

できるところでないと商物分離はできない。商物分離をできる品目を決めるのでは

なく、卸に任せて頂きたい。 

 

○根本座長 

  ただいまの議論を私なりにまとめると「必ずしも品目を決めない方がいい」、「セ

リをきちんとやることを前提に商物一致原則をゆるめる方がいい」「品目拡大という

より、卸売市場の主体性にゆだねて欲しい」ということになるかと思う。 

 

○渡辺委員 

  信頼関係という時に、長年のつきあいだけでなく、信頼関係を担保できる仕組み

を考えるべき。それは低コストであるべき。初対面でも信頼できるように、携帯電

話の画像とか動画とか。従来のような高いハードルだけでなく。本人確認と現物確

認ができるように。 

 

○根本座長 

  新規参入しやすいような仕組みと信頼確保の仕組みが必要ということになるかと

思う。 

 

○髙橋局長 

 それは電子商取引だけでなく、取引全般の信頼確保ということかと思う。 

 

＜その他の取引規制（提出書類等）＞ 

○倉崎委員 

  現在の卸売市場と産地との取引を見ていると、許容量を超えた量をやろうとして

いることがある。遠くの産地から少ない量がくることがあるが、わずかな手数料で

遠くから持ってこなくてもいいのではと思う。産地も卸売市場も枠を超えて勉強し

て、合理化できることは合理化すべきと思う。遠くの産地から、一度、東京に荷を

下ろして、さらに別の市場となるとダブルの経費を払わないといけない。 

 

○吉井流通課長 

  ご指摘の件は、商物一致の原則の緩和の件かと思うので、どこまでできるかとい

うことを、今後、検討していきたい。 

 

○伊藤（裕）委員 

  届出書類について、届けのための届けの書類がかなりが多く、出す方は大変な手

間である。販売原票は開設者に出しても、それがどういう風に使われているかとい

うと倉庫に積んであるだけとしか思えない。こういうものは、例えば、我々は全部

コンピュータに入れているものを打ち出して提出しているので、電子データで受け

て頂くとかできないか。例えば、東京都の場合、セリ品目の場合は手書きで出せと
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いう制約まである。いちいち手書きで書いて出さないといけない。こんな手間はお

かしい。このような、届けのための届けというのは、やめて頂きたい。もっと大幅

に簡素化して、電子化できるものは電子化して、提出をやめるべきものはやめるべ

きと思う。 

 

○渡辺委員 

  電子データで開設者へ提出すれば経年変化を出せるようになると思う。どこかで

モデル事業的にやって有効かどうか検証すべき。 

 

○松村委員 

  開設者としても特に異議はない。どの書類がなぜ必要か精査すべきと思う。法令

で決まっているものは国で、個々の市場のレベルで条例で決まっているものは各自

治体で、それぞれ議論して簡素化すべきと思う。 

 

○髙橋総合食料局長 

  この部分は行政の規定の部分だと思う。これまでも大きな法改正の時に見直して

いたが、平成１６年改正以降は見直しがされていない。いらないものは我々にどん

どん言って頂いて、必要かどうかの検証をして、いらないものはやめるというのが

行政の基本の考え方。 

 

○大澤委員 

  買受代金の即時支払いと完納奨励金について。仲卸にとって即時支払というのが

問題。青果の仲卸は４２組合ある。大阪本場は１６０、青森は５法人だけ。支払い

は特約で２～１０日後となっている。卸が強いところ弱いところによっていろいろ。

地方に行くと弱小な仲卸が多いので支払期限について仲卸の言っていることが通ら

ないことも。生産者がすぐお金が欲しい時に、仲卸・買参人がやっているのが代払

い。お互いの保証をやろうとお金を借りて保証金を積み立てている。それが経営を

圧迫している。卸と仲卸は毎年のように支払協定を届けているが、卸と仲卸・小売

買参とは、その時々の事情で違う。まとまっていない。即時支払いを外してもらい

たい。市場ごとに関係者で支払協定で定めればいい。借りる金利は高い。卸の利益

は０．２％しかないという話があったが、仲卸は６０％が赤字。保証金は金利がつ

かずに積んでおかないといけない。 

 

○川田委員 

  電子商取引について、手続き的に、市場取引委員会に報告して承認を取れという

ことになっているが、半年に１回ぐらいしか市場取引委員会が開かれない中で、こ

れではタイムリーな取引ができない。事後に届けるとかにしてもらえないかと思う。 

 

○大澤委員 

  完納奨励金の交付率の設定について、業務規程では１０／１０００となっている
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が、卸の経営状態によっては、８／１０００とか７／１０００とかなることもある

のではないか。誰がどうやって決めているのか。お互い苦しい中で卸会社がちゃん

としていないと卸売市場は栄えない。根拠はどうなっているのか。 

 

○根本座長 

  これらの取引ルールは、業務規程から外して市場ごとに協定で定めるべきという

意見かと思う。 

 

○伊藤（宏）委員 

 即時支払は業務規程で定められている。完納奨励金は、卸の経営状況によって左

右されては困る。出す方、頂く方、それぞれによって言い分がある。それを調停し

ようにも開設者にも裁定しにくい。完納奨励金は、経営状況か、完納することの努

力に対してなのか、基準をどういうふうに理解すべきか、我々が主張すべきか悩ん

でいる。買付がどんどん増える。即時支払がずっと続いていくのか議論が必要だと

思う。築地で議論すると他の卸売市場に影響が大きい。長年続いた数字をいじるこ

とは大変。 

 

○佐藤委員 

  即時支払を変えると、出荷者に対する翌日の仕切りに連動するので、売買仕切金

の翌日支払義務も一緒に考える必要がある。 

 

○根本座長 

  じっくり考える必要があるということかと思う。この件については、改めて検討

することとしたい。 

 

○松村委員 

  これまでの法改正で規制が緩やかになっている。開設者から見れば卸売市場が活

性化するのはいいことだが、その結果として卸と仲卸の垣根が無くなってきている

ことや、規制緩和に伴う市場流通と市場外流通との関係について、学識経験者から

のご意見もお伺いしたい。 

 

○根本座長 

  流通が一元的なものから多元的なものへと変わっている。消費者の選択と支持を

得られるような競争はしなくてはならない。その時、情報などを他が得られないこ

とになってはならない。既得権をあまり主張するのはどうかと思うが、その中にい

る人が短期間で困るようなことになるのは問題。 

 

○渡辺委員 

  卸売市場を経由しないものが多い中で、卸売市場が川下にどう貢献できるかを考

えると、卸売市場のことだけを考えて縛るのはどうかと思う。直荷引きなど卸と仲



 11 / 12 

 

卸の関係が変化していくのは是認すべき。 

 

○遠藤委員 

  近い将来、多くの中央市場が地方市場になっていくと思う。東北では仙台ぐらい

しか中央市場としては残らないだろう。 

開設者への提出書類の話があったが、盛岡市場は中央市場から地方市場になるこ

とで１億円も浮くという。地方では直荷引きについて卸は開設者から３／１０００

を取られるが、仲卸は取られない、あるいは開設者が捕捉できない。極論ではある

が、地方市場では卸ではなく仲卸になった方がいいと思ったりする。 

 

＜市場取引委員会＞ 

○伊藤(宏)委員 

  築地では形だけの会議という印象。取引が進む中で必要を感じて開かれることは

ない。それでも不満は出る。構成メンバーも多い。市場取引委員会がどういう責務

を負っているか、使命感が問題。レベルアップを図るため、それぞれの業界が委員

をどうするか考えるべき。開設者も問題意識をもって判断をしてもらいたい。 

 

○伊藤(裕)委員 

  伊藤（宏）委員と同意見。市場取引委員会は機能していない。原則が全員一致で

あり多数決でない。何かを決めようとすると開設者が根回しをするのに大変。仲卸

が一方的に苦情を言うだけ。以前の研究会で細川先生(酪農学園大学 教授)が「市

場取引委員会は活性化にマイナスであり廃止すべき」と言っている。前回の法改正

の際にこの委員会は作られたが現実には機能していない。再検討をすべき。例えば、

開設者の権限を強くするとか。 

 

○川田委員 

  自治会的な運営になっている。小売の人数が多い。第三者販売や直荷引きはこの

委員会でダメと言われてしまう。卸売市場法では許されているのに、この委員会で

止まっている。 

 

○近藤委員 

  市場取引委員会と専門委員会の棲み分けができていない。それで苦情の言い合い

になってしまっている。棲み分けをして、開設者の関与をもっと強くすべき。市場

運営委員会は日々の取引のことを、市場取引委員会はもっと裁量を持つべき。第三

者的な目を入れるべきと思う。 

 

○川田委員 

  委員構成の数については、卸、仲卸、小売が対等な数でないと公正に運営されて

いるとは思えない。 

 



 12 / 12 

 

○渡辺委員 

  卸売市場法では「中央卸売市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議」

とあるが、何をどういうレベルで議論するかがあいまい。日常的なルーティンをさ

ばいていると感じる。卸売市場法の条文をみると日常的な意志決定をするとは思え

ない。四半期に１度監査して、今後の方向を考えるという風にすべき。卸売市場と

しての経営や戦略を議論するのを、市場取引委員会にやってもらうのは難しいので

はないか。日常的なもの、経営戦略、監査と分けて考えるべき。市場取引委員会は

監査をする機関として四半期に一度やるのがいいのではないか。 

 

○松村委員 

  市場取引委員会も実態は様々。開設者による指導は大事だが、業者間で利害対立

することは開設者も仕切りきれない。法では決めずに、各開設者にまかせるという

のも１つのやり方だと思う。 

 

○根本座長 

  議論を私なりに整理すると「市場取引委員会は形骸化しているが、活性化するべ

き」「開設者のリーダーシップが重要」「第三者を入れるべき」「人数の調整が必要」

「すばやい意志決定が必要」「市場取引委員会の役割を明確に」「監査に力点を」「卸

売市場ごとに状況が異なるので、市場ごとに役割を決められるように」ということ

になるかと思う。 

 

― 以上 ― 


