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          卸売市場の将来方向に関する研究会（第９回）議事概要 

                                                                                 

                                                                                 

１．日 時：平成２２年２月１９日（金）10:00～12:25 

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、大澤

委員、大武委員、大塚委員、川崎委員代理、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。 

 

【社会的な要請への適切な対応について】 

Ⅰ 食の安全・消費者の信頼確保への対応 

Ⅱ コンプライアンスの徹底 

○大武委員（全国水産物商業協同組合連合会 副会長） 

  生産履歴について。 近は養殖魚が主流になっている中、消費者からは養殖魚が

どんな物を食べているかという問い合わせが多い。卸売市場で仕入れる際にはそう

いった情報が分からないが、卸売業者ではどこまでの情報を把握しているのか。 

 

○伊藤(裕)委員（(社)全国中央市場水産卸協会 会長） 

  産地偽装についてはかなり徹底しているが、そういった養殖魚の生産履歴等の情

報については、必要の都度生産者に問い合わせれば生産履歴はすぐに入手できる体

制は整えられているが、上場時に全て公表できていない。 

 

○伊藤(宏)委員（全国水産物卸組合連合会 会長） 

  食の安全に対する消費者の関心が高いのは事実。以前に養殖のフグの寄生虫駆除

にホルマリンを使用していたことが発覚して騒動になったことがあった。現在では

養殖業者に出かけて調査等をしているが、その養殖魚がどのような形で市場に入っ

てきているのか等の細かいデータまでは来ていない。 

  養殖魚の品質の善し悪しはハッキリしており、仕入れの価格にも微妙に反映する

ので、仲卸としても、良い商品がどのような環境で育てられているかは勉強しない

といけない。 

 

○松村委員（全国中央卸売市場協会専門委員会 委員長） 

  開設者として、食の安全は卸売市場の根幹だと認識している。事件が発生した際

の速やかな対応は重要であり、引き続き、関係者と連携を取りながら対応していき

たい。 
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○伊藤(宏)委員 

  産地の差別化には大変気を遣っている。単に安全かどうかだけでなく、養殖魚を

育てる過程で健康なもの、天然に近いものが求められているので、集荷の際にはそ

ういったことを日頃から心掛けている。 

 

○川田委員（(社)全国中央市場青果卸売協会 会長） 

  資料には、卸売業者が生産履歴等の情報をデータベースに入力しているという事

例があるが、どこまでトレーサビリティのハードルを上げるのか。画面で生産履歴

が分かる情報端末システムをいくつかの量販店の店頭で設置され、卸売業者もそれ

に対応するようにと言われた。そのコストは負担しなければならないが価格に転嫁

することはできない。事件があった時に素早くトレースできれば良いのではないか。 

 

○樋口委員（(社)日本花き卸売市場協会 会長） 

  花は食べ物ではないので事情は異なるかもしれないが、ＭＰＳ(花き産業総合認証

プログラム)に任意で加盟し、環境負荷の低減や鮮度・品質管理、社会的責任への取

組等について、定期的に審査を受けながら取り組んでいる。なお、全国約１５０社

のうち、このＭＰＳに加盟しているのはまだ数社程度である。 

 

○根本座長（拓殖大学商学部 教授） 

  食の安全･消費者の信頼確保への対応ということが根幹であるということが一致

したことを認識。コストを度外視してはできないので、未然防止をしっかりやると

同時に、問題が起きた場合は速やかにトレースできる体制を築いていくことが重要。 

  また、養殖魚の生産履歴情報の把握について課題があることを理解。 

 

○髙橋総合食料局長 

  農林水産省全体としてみると、食品全体についての供給工程管理という言い方を

しているが、生産段階での工程（養殖魚であればどのような餌を食べさせたか、青

果であれば農薬散布の状況等）、産地から流通段階を経て小売までの流通過程をどの

ようにトレースするのかの問題、そして表示という３つの問題がある。これらがな

ぜ必要なのか、どの程度の状況になっていくのかというは卸売市場だけの問題では

ないので、食品の供給工程管理ということについて、新たな食料・農業・農村基本

計画を策定する中でも議論している。 

  危機的な状況になったときにトレースできるのかどうかという話と、安全性を高

めていく議論は別ではないか。何の目的のための工程管理なのかということについ

ては、コストの問題も含めてしっかりと認識しておかなければならない。 

  一方で、消費者が求めるものにどのように対応していくのかということも重要。 

 

○中嶋委員（東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授） 

  コストの問題を考えたときには、生産現場での衛生管理のコスト、トレーサビリ

ティを行うためのコスト、リスク発生時の回収コストという３つに分けられるので

はないか。それと表示の問題。 
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  フードチェーン全体でどれくらいコストがかかっているのか、また、回収コスト

をいかに下げるかが重要。 

  以前に卸売市場の方々とトレーサビリティの実験をしたが、一番困ったのはロッ

ト管理であり、それがトレーサビリティを確立する上での大きな障害となっている。 

  断片的な結論から言えば、契約取引や産直の方がやりやすく、現状の技術とコス

トとのバランスを考えた場合には、卸売市場は使わないということにもなりかねな

いので、もう少し技術開発を進めてコストダウンを図るべき。 

 

○佐藤委員（(社)日本食肉市場卸売協会 会長） 

  Ｏ－１５７やＢＳＥが起きる前から産地と業界で協力し、「顔の見える流通」に取

り組んでいた。トレーサビリティ制度が始まる前から対応できるある程度の準備は

していたが、コストを負担するのが誰なのかという議論をしっかりやらないと解決

しない。 

 

○髙橋総合食料局長 

  トレーサビリティが制度的に確立しているのは、牛肉と、今年の１０月から施行

される米であるが、牛肉と米では大きく異なる点がある。牛肉の場合は個体ベース

で生体の段階から識別していき、その生産段階の情報も全てトレースできている。

一方、米の場合は、生産段階の情報を取ることはできない。取引段階からであり、

純粋な流通のトレーサビリティである。先ほどのＧＡＰや養殖魚の管理、牛のトレ

ーサビリティは基盤があるが、基盤が整っていないところでは膨大なコストがかか

ると同時に、そのコスト負担とが問題であることは認識している。 

  食品全体の工程管理を考える上で、今の議論も含めて対応していきたい。 

 

○伊藤(裕)委員 

  ウナギの産地偽装問題での実例をお話しする。国産として荷を預かり、出荷者に

は何度も確認し、証明書まで毎月もらいながら販売していたが、疑わしいとの情報

が入ったのでやむを得ず販売した商品を全て引き取り、その旨の新聞広告も出した。

金額にして約１億円。出荷者に対して引き取るか金額を払うようお願いしたが対応

してもらえず、そのうちに消費期限が来てしまうという問題もあった。産地側は裁

判で有罪判決が出ればそれで終わりかもしれないが、卸はそれだけでは終わらない。

そういう疑念を周知の上で販売してはいけないのか、食べてはいけないのかという

ことを役所に相談したが、表示が 優先である（疑念がある場合は生産者へ戻して

正しい表示に切替えるなど、表示がハッキリしないと卸で勝手に表示を変えること

はできない）と言われた。廃棄した方が良いのではないかとのことだったが、これ

はあくまで強制ではなく自発的な態度ということで従って欲しいということだった

ので、自主的に１億の商品を全て廃棄処分することとした。コンプライアンスの観

点では表示は大事であることは理解できるが、産地に疑念があってもそれを周知し

た上で自家消費や施設等への寄付等によって消費していただくことが資源的に見て

も正しいのではないかと思う。 

 我々は中間段階の卸でありながら、自分が取り扱ったという責任を被っている。
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こういった現実が正しいのかどうかも含めて申し上げたい。 

 

○根本座長 

  経済的側面、技術的側面も含めて対応していきたい。 

 

Ⅲ 環境問題への対応 

○伊藤(宏)委員 

  築地市場を例として。電動ターレを導入・使用することに協力しているが、施設

の空間には限度がある。充電場所が全然足りず、ターレの普及に全く追いついてい

ないのが現状。ガードマンを雇い、時間を区切って交代で充電するように対応して

いるが、年間で千数百万円の経費がかかり、利用者にその経費の一部を負担しても

らっている。電動を導入する際の切替時の助成も１回限りであり、利用者の負担が

大きく困っている。 

 

○松村委員 

  卸売市場は非常に電力消費が発生する構造。コールドチェーンへの対応など、削

減よりもむしろ増えざるを得ない状況の中でどう対応するかが重要。資料１のＰ１

４に「環境問題への対応について目標を設定し積極的に取り組んでいる事例もあり、

今後、各市場において温室効果ガス排出削減目標を設定するなど計画的に取り組む

ことが必要ではないか」とあるが、議論としては正しいが、削減するための経費負

担が関係業者にかかってくるという問題がある。 

 

○渡辺座長代理（専修大学商学部 教授） 

  ２点申し上げたい。一つめは、資料１のＰ１０に消費電力やＣＯ２排出量等のデ

ータにおいて一般家庭と比較しているが、卸売市場と一般家庭とを比較してもあま

り意味がないのではないか。卸売市場と類似するような物流センター等との単位面

積あたりで比較できるデータ等を提示できないか。もう一つは、卸売市場というハ

ードの部分に限定されているが、もう少し広く、市場に入ってくるものや出て行く

もの、トラックやものの動き、コールドチェーンの作り方など、フードチェーン全

体でどのように対応するのかという視点で。その中で市場がどう対応するのかを議

論していく。システムとして捉える必要。 

 

○吉井流通課長 

  渡辺座長代理からのご指摘について、本日は残念ながら一般家庭以外で比較でき

るデータを見つけることができなかったが、また改めて調べてみることとしたい。 

 

○髙橋総合食料局長 

現在、環境省で地球温暖化対策基本法の検討、環境大臣の私的諮問的な機関の中

で事業別・分野別の目標値が検討されているが、現時点では政府全体としての詳細

が決まっている訳ではない。ただし、個別の事業体やシステム毎にどう捉えるのか

という方法論は検討しておくべき。 
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  全体としては厳しい方向に向かっている。食品産業の中の流通業においても、自

分たちの都合だけで対応が難しいでは議論が進まない。この問題は、昨年末に課題

設定をした時点のものよりも更に進んでいると思われるので、今回の議論に間に合

うかどうかは分からないが、ハードとしても、市場への出入りを含めたシステム全

体としても大きな課題になるので、これからの状況について注視していきたい 

 

○大澤委員（全国青果卸売協同組合連合会 会長） 

  築地の青果は平場ではなく狭いため荷捌き所は２階や３階になってしまう。傾斜

１０度以上の急勾配を上がるには電動ターレではパワーが足りず、また、バックで

上らないと積み荷が崩れてしまうなど、経済的にはガソリンの方が安く、全６００

台のターレのうち電動は２５０台程度に過ぎない。 

  環境問題へ対応するには現状のデータ収集と分析が必要であり、昨年のガソリン

使用量のアンケート調査を行ったが、回答率は２～３割程度しかなく、なかなかデ

ータが集まらない。 

 

○伊藤(宏)委員 

  ソーラー発電やゴミ処理を行う際に出る熱を利用した廃熱発電も考えられるので

はないか。卸売市場でエネルギーを作っていくことも重要である。 

 

○根本座長 

  現状での施設面での制約条件に加えてコールドチェーンを整備しなければならな

いとなど非常に厳しい状況ではあるが、卸売市場としても積極的に対応する必要が

あることを認識。また、その場合の目標設定は一律に行うのではなく、各市場が全

体への貢献を考えながら取り組んでいくことを認識。 

 

○渡辺座長代理 

  次の議題の卸売市場の再編については、経済的側面だけでなく環境問題とも絡め

て議論して欲しい。 

 

【卸売市場の再編の推進について】 

＜中央卸売市場における拠点市場の位置づけ＞ 

○樋口委員 

  花についても、大都市の市場に荷が集まり転送もされていることから、拠点市場

を考えるべき。 

 

○松村委員 

  Ｐ１７とＰ１９をセットで見る必要がある。再編基準が示されて拠点市場と周辺

市場に分けていくということかと思うが、では何を変えるのかというのがよく分か

らない。基準を示した上で、拠点市場をどうするのかがはっきりしない。実際には

拠点市場でないところが価格形成することもある。どちらの特徴が濃いのかという

ことだと思う。何を変えようとするのかはっきりしないと開設者は不安。また、開
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設区域について、例えば、東京都といいながら、実際の供給範囲はもっと広い。拠

点市場は供給範囲が一都市にとどまらない中、広い開設範囲を踏まえて、国設の卸

売市場にするという考え方があるのか。また、参考１のＰ１４に「拠点的な市場を

設けることにより、生鮮食料品等の流通に地域間格差が出ないように配慮すること

が必要である。」、「各地の需要に応じて地元の市場に出荷していたような商品の出荷

先が、再編によってなくなってしまうということがないように、地方の市場にも配

慮すべき。」という課題が書いてあるが、この点について学者の方々にご意見をお聞

きしたい。 

 

○吉井流通課長 

  考え方が十分に固まっている訳では無いが、役割を整理して、その役割を応援し

ていくことになるかと考えている。それ以外もあるかもしれないが、国・開設者と

して何が出来るかを考えていきたい。これ以外にもあれば教えて頂きたい。開設区

域について、開設者と開設区域との関係を大きく変えることは考えていないが、み

なさんのご意見を頂きたい。 

 

○渡辺座長代理 

  基準案を見たとき、基準案①と基準案③が対極的。基準案①は一定の市場を前提

としてフルセットの機能を持った拠点市場を開設するという考え方のように見える。

基準案③はブロックを前提としてブロックに合わせて拠点市場を作っていくという

印象を受ける。基準案③の方がブロックの現状に合わせてとなるだろうが、実際に

はそれぞれが一番厚い拠点市場を作ろうとして過剰な投資が発生しないとも限らな

い。十分な供給体制を作るのか、ブロックに合わせて市場を作るのかの整理は必要。 

 

○中嶋委員 

  １つのポイントは、ロジスティクスコストをどれだけ下げられるのかということ

で市場の配置を考える必要がある。先ほど渡辺座長代理から、環境の面でモノの出

入りというような話もあったが、物流ネットワークがどういう状態になっているか

ということも加味しなければいけないのではないか。 

 また、資料に都市別の人口増減のデータがあったが、これも裏側には全体的な国

土計画のようなものがあると思うので、将来的な人の配置を含めた国土の発展のあ

り方の中で卸売市場をどう位置づけるかということを考える必要。ただ、以前に付

加価値をどう付けるのかということも話があり、その際に、センターとしての機能・

役割をどこに置くのか、拠点市場なのか周辺市場の方なのかということも、議論の

中で加味して頂きたい。 

 後に、日本の食を考える時には、多様な食というものを維持していく必要があ

ると思うので、食を供給する生産者も需要者も維持されるような、多様な食が今後

も育まれていくようなシステムが作られていくべき。それが、ある意味で様々な商

品が正しく価格形成されていく機能ではないか。 

 

○根本座長 
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  効率的であるとともに多様な食をどう確保できるか、ローカルの卸売市場も足が

短い商品が扱えるように。太い流通の確保が環境負荷の軽減につながる、というこ

とと理解。 

 

○倉崎委員（(社)全国青果卸売市場協会 副会長） 

  資料Ｐ１７とＰ１９は概ね良いと思う。促成品的な品目等は拠点市場を中心とし

た物流が効果的だと思う。ただ、全ての品目で効率的とは言えない。産地の地理的

条件、単価、重量等品目特性を考えると、拠点市場までの運賃、その上に周辺市場

への運賃のダブルの経費をかけるより、むしろ拠点市場を経由させず、周辺市場に

直接出荷した方が効率的な場合もある。東京と地方では消費動向が違うので、地域

に合わせた流通にする必要。品目ごとに考えて拠点市場を考えるべき。 

 

○百瀬委員（全国農業協同組合連合会 園芸農産部長） 

  産地サイドでも拠点市場はこの方向になると思う。出荷も合理化していきたい。

３、４ヶ所に小分けして出荷するよりも、拠点市場に一括して出荷したい。複数の

卸売市場と産地情報をやりとりするよりも、中心となる市場がネットワークを組ん

で産地情報を卸売市場につないだほうがいい。 

 

○根本座長 

  ハブとスポークのネットワークを作っていくべきとのご意見と理解。 

 

○伊藤(裕)委員 

  今回、突然、拠点市場という話が出てきて、取扱数量が出てきたが、前回の第８

次基本方針の時にも突然、数量が出てきて線引きされた。農林水産省としてどう考

えているのか。例えば、中央卸売市場と地方卸売市場の仕切りをうんと上げるのか。

それとも中央卸売市場の中に拠点市場を作り、農林水産省の扱いを変えようとする

のか。どう変えようとするのか分からない。資料を見ると、地方卸売市場になって

経費が下がったとあるが、卸売市場を整理しようとしているのか。国はバーを上げ

るだけで後は開設者がやってくれというのか。水産は、中央卸売市場も地方卸売市

場も経営が厳しい。これだけ厳しい中で、卸売市場法が本来目指す、流通の円滑化

という、本来の目的に沿うようなことが現実に出来るのか。卸売市場それぞれに現

実がある。本来の卸売市場流通をどうしようかという姿勢が見えない。特別なこと

をやろうとするのか教えて頂きたい。３通りにするのか。中身に入って検討すべき

ではないか。 

 

○橋本卸売市場室長 

  資料については、全水卸の研究会などでの意見を整理したもの。後半については、

第８次の基準がどうなっているのかを整理したもの。我々として、拠点市場と再編

基準をセットで考えている訳では無い。切り離して考えて頂きたい。拠点市場がど

ういう役割を果たすべきかは、この場で議論頂きたい。それが、基準をどうするか、

ということにつながる。 
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  全水卸の研究会での議論について、ご紹介頂きたい。 

 

○伊藤(裕)委員 

  全水卸の研究会は、現在、議論をまとめようとしている。 

  伺いたいのは、拠点市場とそれ以外の卸売市場をどういう考えで分けようとして

いるのか。拠点市場はその他の卸売市場とどう違うのか。役所としての扱い方は区

別しようとしているのか。 

 

○吉井流通課長 

  拠点市場はこういう役割があるのではと整理したが、これについて議論頂きたい。

それを進めるべきで活性化につながるとか、そういった方向性をお決め頂ければ国

としても考えていくことになるのではと思う。 

 

○根本座長 

  農林水産省として、委員の皆さまの意見を頂いて、それについて考えていきたい

ということだと思う。 

 

○大塚委員（日本スーパーマーケット協会 専務理事） 

日本の小売業は、今後、ヨーロッパのように上位５社で６０～７０％というとこ

ろまでは決していかないだろうが、今よりも大きくなり上位集中が進むことだけは

事実だと思う。組織小売業を中心として大きくなり、それに合わせるように産地も

大きくなっているが、中間の卸売市場が大きくなっておらず、組織小売業、スーパ

ーマーケットが卸売市場を使いにくい状態でボトルネックのようになってしまって

いる。拠点市場という表現なのか、あるいは機能としての拠点なのかの議論は別と

して、そのことが大変重要なことになってくるのではないか。例えば、加工食品や

住居関連の卸にしても、商社を中心として集約が進むことで上手くモノが流れ始め

ているということも事実としてある。 

本来的な市場の役割はしっかりと現存していくと思う。商品によっては市場を経

由するのがベストだと思っており、経済活動の場としてだけではなく、スーパーマ

ーケットの食に対する「勉強の場」としても、市場というのは大変重要。地方市場

の活性化に少し関わっていたが、地元の小料理屋を始めとした地元の小売店のため

の市場という形で、ものすごく重要視しているが、近くにある大型市場の方にお客

様が流れてしまう。距離やスケールの問題で市場同士の闘いが始まり出しており、

エリアに住むお客様のため、エリアで事業をしている方のための位置づけというこ

とをしっかりと考える必要。その部分で、スケールなのか、数なのか、距離なのか

をきめ細かく追求する必要があるのではないか。 

 

○根本座長 

  いろいろ考慮すべきことはあるが、卸売市場は大きくなるべきとの意見と理解。 

 

○川田委員 
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  当然、資料のような考え方が出てくると思う。商物分離が出てくると、地域とい

うよりもベストプラクティス。資料の３つの基準案だけではめるのは難しい。実務

をやっている者からするともっと考えて頂きたい。 

 

○根本座長 

  拠点市場の考え方に賛成だが、まず基準で線引きをして、というのは難しいとい

う意見と理解。 

 

○伊藤(裕)委員 

  現実に拠点市場的なものがあるのは事実。それが数字だけで線引きするのがいい

のか。商流・物流両方をにらんで、実態をつかんで総合的に考えていくべき。機械

的に分けていいのか。地域性や物流の実態を考えるべき。確かに生産者・小売が大

型化している中で卸売市場は大きくなっていない。拠点市場だけでなく卸売市場や

卸が連携してやっていかないといけない。実務面ではやっていて、そういう段階に

なってきている。 

 

○渡辺座長代理 

  今までの議論について、拠点市場について効率性を高めることを狙うことになる

が、転送や分荷が増え、ロジスティクス費用が上がりＣＯ２排出が増えるという問

題もある。トレードオフでありどこでバランスをとるか。それなしには拠点市場は

語れないと思う。商物分離を含めて考えるべき。基準案について、地域性を活かす

際には基準案③が、多様な卸売市場を作るという意味でいいと思う。 

 

○根本座長 

  これまでの議論を整理すると、生鮮食料品流通ネットワークの拠点としての市場

の位置付けが必要であるという理解は委員の間でできたと思う。また、卸売市場が

どういう商品の出し入れのハブになっているか一律の基準ではなく実態を見ていく

べきという意見があった。また、拠点市場以外の卸売市場も食の多様性という観点

から考えていくべきという意見があった。さらに、花についても拠点市場について

考えていくべきという意見があった。 

 

○佐藤委員 

  産地も小売も大型化したが、デリバリーコストは卸売市場なしに吸収は困難。食

肉はと畜加工の能力が卸売市場の能力であり、他のものと違いがあるが、土俵は一

緒。価格を決め、消費者まで届けるにはコストがかかり、その過程の議論をしない

と拠点市場の問題には入っていけない。食肉はと畜能力が取扱能力になる。食の安

全・安心から衛生管理体制が進んでいることが再編につながった。生体から搬入し

て加工する体制が整ったところが拠点市場になるかと思うが、業界の議論にはなっ

ていない。 

 

○根本座長 
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  食肉もこの議論に乗せるべきという理解。 

 

○松村委員 

  先ほど流通課長からそれぞれの役割を応援していくとの話があった。それは予算

による支援であったり規制を変えたりするということだと思うが、議論を丁寧にや

らないと拠点市場に荷が集まりすぎて処理できないとか、逆にその他の卸売市場に

荷が来ないといったことになりかねない。また、食肉は併設すると畜施設に経費が

かかるので簡単には考えられない。丁寧な議論が必要。 

 

○根本座長 

  丁寧な議論が必要と理解。 

 

＜中央卸売市場の再編＞ 

○伊藤(裕)委員 

  ８次基本方針の時、再編基準の数字が突然出た。それ以下のところは地方卸売市

場に行くようになった。９次の策定にあたっては単に数字で仕切るのではなく、そ

れぞれの卸売市場の実態に合わせて中央卸売市場として適正なのかという判断をと

ってほしい。数字だけでとるのは反対。 

 

○吉井流通課長 

  先ほどから「実態を踏まえて」という話があるが、何か基準が必要。定性的な基

準だけだと恣意的なものになってしまう。具体的な指標をご教示頂きたい。 

 

○松村委員 

  取扱数量について、現在は卸の取扱数量だけだが、仲卸の直荷引きも増えている

ので、この点も踏まえて考えるべき。 

 

○倉崎委員 

  中央卸売市場から地方卸売市場の転換についての効果が資料にある。厳しい経営

だからこそ、経営感覚を持っていく必要がある。長野市場は民設であり松本市場は

公設。売上げは長野６、松本４だが、市場管理費は長野３、松本７となっている。

経費の問題が大きく違う。もっと研究すべき。お互いに厳しいところから抜け出せ

ることがあるのではないか。それが再編にもつながってくると思う。 

 

○大澤委員 

  商流の末端は小売・仲卸。その話が抜けている。ロットが大きければコストが安

くなるというだけではない。小分けするのは仲卸。拠点市場となると専有化という

問題も出てくると思う。 

 

○倉崎委員 

  全国でも「これは」という卸売市場は、市場と卸・仲卸そして小売のそれぞれの
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役割や機能を担い、どう共存していくのかを考えており、そういうところが生き残

る。そういう解釈もお願いしたい。 

 

○伊藤(裕)委員 

  全国の卸売市場のグランドデザインが必要ということを何度も国に申し上げてき

た。今、こうなっていて、どういう配置がいいのか、ここは合併した方がいいとか。

現実には無理との話もあるが、そういうことが必要。再編は必要。各市場の中での

再編も必要。国も踏み込んで卸売市場が本来の役割を果たせるようにして欲しい。

業者間だけで決めるのは難しい。自然淘汰を待つだけでは卸売市場はだめになって

しまう。国からの財政支援も必要。中央卸売市場から地方卸売市場になると経費が

安くなると資料にあるが、中央卸売市場も経費を安くして欲しい。規制緩和をして

欲しい。 

 

○根本座長 

  農林水産省としては恣意的に決めることはできないので具体的な指標についての

意見を、との話があったが。 

 

○渡辺座長代理 

  ある市の開設者と意見交換をした際、その市でも２つある卸売市場を１つにしな

いといけないと検討をしていた。現在、基準となる数字があって、それに向けて自

治体が考えているので、それを大きく変えるのはよくないと思う。 

 

○中嶋委員 

  再編の背景には、市場外流通との競争をどう乗り越えるかということがあるかと

思うが、とりあえずは成功しているのではないか。ただ、事情はこれからも変わっ

ていくので適宜見直す必要がある。多様な実需者をきちんと抱えていることが卸売

市場の活性化に必要なので、ネットワークの広さをもつことを、念頭に置いておい

て頂きたい。 

 

○根本座長 

  現行の基準を大きく変える必要は無い。また、強いシグナルは必要、というお二

人からの意見と理解。また、再編については現行の基準をベースに考えるべきとい

うことになるのではと考える。 

 

○髙橋総合食料局長 

  国の市場行政についての話があったが、私どもとしては、個々の卸売市場につい

て国が直接どうこうするということではないと思う。卸売市場がきちんと健全な方

向にあるべきだということはここにいる皆さんの一致した思いであり、我々もそれ

を目指さしていかなければならない。ただ、その際の方向付け、例えば、拠点とい

うのかハブ的な機能というのか、今ある市場の中で現に機能としてそのような状況

が出てきており、また、そのように進めていくという時に、新しいルールや方向付
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けというものを提供していき、その方向に則したところに一定の施策を集中してい

く、それが支援なのか規制のあり方なのかは、またご議論いただかなければいけな

いと思う。 

中央卸売市場の役割は変わっていないと思っている。ただ、現実に機能が果たせ

ないところがあるならば、その再編はどうするか。今申し上げたような役割分担と

はまた別の話として考えていく必要がある。卸売市場の内部の話は次回に経営の問

題をどうしていくかという話の際にきちんとご議論いただきたいと思っている。こ

こについても、自分たちできちんとやっていくことについて、国としても場の提供

ということを考えていくべき。提供の仕方が悪いということであれば、そのことも

考えていく。 

その中で、この規制は不要ということ等があれば、ぜひともご提言いただきたい。 

 

― 以上 ― 

 


