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          卸売市場の将来方向に関する研究会（第１１回）議事概要 

                                                                                 

                                                                                 

１．日 時：平成２２年３月１９日（金）10:00～11:50 

２．場 所：農林水産省第３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、遠藤委員、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、生駒委員代

理 

            (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。 

 

【｢卸売市場の将来方向に関する研究会」報告(骨子)(案)について】 

＜Ⅰ はじめに、Ⅱ 卸売市場の現状と課題＞ 

 

○伊藤(裕)委員（(社)全国中央市場水産卸協会 会長） 

  全体としては大変よくまとめられていると思うが、一番肝心なところ、根本的な

市場の問題の議論が抜けているのではないか。 

  卸売市場は基幹的な社会インフラといいながら、情勢の変化として、少子高齢化、

生産構造の脆弱化、食の安全、環境問題という４つだけで簡単に片付けてしまって

いるが、我々が感じているのは、市場流通に対する危機感である。業者自体の問題、

制度の問題等が混在しているかもしれないが、川上・川下の大きな変化に対して市

場自体の対応が遅れているという根本的な問題はどこにあるのか。水産に関してい

えば、卸売業者、仲卸業者も経営的に厳しくなっている。一方では市場外流通がい

いとこ取りして順調に伸ばしている中で、流通の多様化や産直を奨励しており、国

として市場をどう扱っていくのかという基本的な話し合いがなされていない。 

 

○根本座長（拓殖大学商学部 教授） 

  今のご意見は、これまでの議論でも触れられており、骨子(案)にも概ね入ってい

るような印象があるが。 

「Ⅱ １ 卸売市場をめぐる情勢の変化」の中で６つ挙げているが、これ以外に情

勢の変化として加えるべきものがあれば具体的にお願いしたい。 

 

○伊藤(裕)委員 

  一つは、これまで何回か法改正が行われたが、市場のあり方が当時とは変化して

きている。現実に合っているのかどうか。 

  二つ目は、各市場の配置・構成、業者の数の問題についての基本的な設計に問題

はないのかどうか。 

  三つ目は、市場に求められている多様なニーズに対してどのようなところで市場
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が対応できていないのか。 

  国として中央卸売市場をどう扱っていくのか。産直や流通の多様化を奨励する中

で、市場に対してはどういう施策を行っていくのか。骨子(案)では、それぞれの自

助努力の中で、業者の自然淘汰も含めて市場そのものを減らしていくように感じら

れるが、そのような消極策だけでよいのかどうか。 

 

○根本座長 

  市場流通を担われてきた方として大変強い危機感を抱いているのだと思う。流通

環境や消費環境が変化してきており、卸売市場が厳しい環境変化の中に置かれてい

るというトーンがもう少し色濃く出されても良いかも知れない。 

具体的な内容については「Ⅲ 今後の対応方向」のパートで改めて議論したい。 

 

○松村委員（全国中央卸売市場協会専門委員会 委員長） 

  卸売市場の制度全体が疲弊している中で、Ｐ４(３)のイにおいて、「市場全体とし

ての経営戦略をとりまとめる体制が不十分」という表現に矮小化されてしまってい

る印象を受ける。経営戦略をとりまとめる体制を作って具体的に行うことで上手く

いくのか、また、そもそも体制をつくることができるのかという疑問がある。 

  また、Ｐ５(２)アにおいて、「市場間の機能・役割分担を明確にするとともに」と

あるが、これまでの議論でも乱暴な基準を作るべきではないという意見も出たこと

もあるので、「明確にする」ではなく「検討していく」くらいのトーンの方が良いの

ではないか。 

  さらに、Ｐ４の「３ 卸売市場の課題」において、Ｐ２に記載のある「開設者の財

政状況も悪化」といった視点が抜けているのではないか。 

 

○根本座長 

  当然、国が支援していくこともあると思うが、これまでの研究会の場において、

市場それぞれの主体性を発揮することも必要だという意見も多く出た。また、併せ

て財政面での支援など可能な部分を考えていくことになると思う。 

 

○大塚委員（日本スーパーマーケット協会 専務理事） 

  全体として良くまとまっている。この研究会のテーマになるか分からないが、現

状の分析と課題として、もう少し近未来なものに関しての予測がないと体制は作り

にくいのではないか。日本全体としての総需要はこれからどのように変わっていく

のか、計画的な生産にすべきなのか。農漁業従事者の高齢化には触れられているが、

その高齢化が生産にどう影響を与えるかなども把握しなければ、市場をこれからど

うしていくのかという議論にいきなりもっていくには多少無理があるのではないか。 

 

○根本座長 

  もう少し長期的な視点をもって考えるということを加えてもよいのではないかと

思う。 

 

○伊藤(宏)委員（全国水産物卸組合連合会 会長） 
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  総論的には良く整理されているが、各論的には、市場ごとの特徴もあり、市場や

開設者が考えなければならいないこともあるのではないか。また、青果や水産とい

った品目を一つで括られているが、品目ごとで微妙に違いがあると思う。今後、分

科会のようなもので個別に議論する場があるのか期待したい。 

  また、卸・仲卸の一体化の意味がよく分からない。卸と仲卸を同じ会社にして経

営の体質を一体化するものではない。 

  これは次回の議論となると思うが、国としてのまとめ方や品目(部類)ごとのまと

め方、これらを基礎として最終的にどのように取りまとめていくのか。 

 

○根本座長 

  一体化ではなく、開設者、卸売業者及び仲卸業者等が「一体となって」という表

現になっており、関係者がバラバラではなく、開設者も含めて一体となって生き残

り策を考えていくことになると思う。 

 

＜Ⅲ 今後の対応方向、Ⅳ おわりに＞ 

 

○倉崎委員（(社)全国青果卸売市場協会 副会長） 

  先ほど大塚委員から指摘があったように、将来のことが必要。農水省のことでは

ないかも知れないが、生産予測・需要予測が甘いと感じる。受託拒否の話にもなる

が、どんどん出てきてしまって末端で困ってしまう。もっと大きな視野で、３～５

年後を的確に予測すべき。 

 

○根本座長 

非常に重要なことだと思う。国ベースで行うと同時に卸売市場ごとにもやるべき。

経営戦略を立てる上でしっかりと捉えておく必要があるのではないか、という意見

と理解。 

 

○松村委員 

  Ｐ６(２)について、「経営戦略的な視点からの運営体制の整備」という表現は再度

考えていただきたい。併せて、開設者の財政的な厳しさに対する支援についても入

れて欲しい。 

Ｐ６の２(１)「ア コールドチェーンシステムの確立」の中で「施設の整備目標や

整備方針を設定し、計画的に推進」とあるが、以前の研究会でも個々の卸売業者に

おいて柔軟に対応すべきという意見があったので、この表現では中央卸売市場とし

て対応することは難しいのではないかと思う。「計画的に」を削除するなど表現を工

夫して欲しい。 

また、Ｐ８(３)「イ 環境問題への対応」において、「中央卸売市場ごとに温室効

果ガス排出量の削減目標を設定し、計画的な取組を推進」とあるが、これは削除し

ていただきたい。国の大きな流れがあるのは認識しているが、国のレベル、それぞ

れの分野での目標等を考えていかなければいけないと考えている。その中で、農水

分野としてどうなのか、流通分野の中ではどうなのか考えるべきもので、中央市場

ごとに削減目標を設定して計画的に取り組むことは無理ではないかと思う。 
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Ｐ８(４)のイにおいて「「拠点市場」を位置づけ、その機能を強化」とあり、一方、

ウでは「再編を推進」とあるが、併せて読んだ時に、拠点以外の市場では支援も機

能強化も行わずに切り捨ててしまうのではないかと懸念している。 

Ｐ９の「ア 「経営展望」の策定」について、「策定を推進する」という表現は、

個々の卸売業者や仲卸業者が経営戦略を持っている中で、全体としての市場という

ものがあることから、経営展望を持った市場の運営を進めるべきということについ

ては否定しないが、経営展望の策定という具体的な表現になっていることに違和感

があるので検討していただきたい。 

また、開設者への財政的な支援についての記述もＰ９で入れていただきたい。 

 

○川田委員（(社)全国中央市場青果卸売協会 会長） 

  コールドチェーンについて計画的に推進というのは賛成だが、ここだけを読むと、

来年から目標を立てるからすぐにやれと感じるが、費用分担はどうするか、卸売市

場なのか、それとも倉庫なのかといったことが分からない。もう少し時間をかけ将

来がどうなるのかというところから入っていかないと簡単には決めづらい。表現の

部分で少し分かりにくいところがある。 

 

○渡辺座長代理（専修大学商学部 教授） 

  同じくコールドチェーンについて。整備目標や整備方針の設定にいきなり踏み込

む前に、何が問題でどう解決すべきなのかという検討をした上で計画的に推進して

いく、のように柔軟化した表現の方が良いのではないか。 

 

○伊藤(裕)委員 

  コールドチェーンに必要な温度は各業界によって違うが、温度管理が一番必要な

のは水産だと思っている。水産に関しては、現在どうしてもやらないといけないと

ころだけ対象になっている。物によって温度管理の方法も違うので実情を見た上で

計画を立てる必要がある。 

 

○根本座長 

  コールドチェーンや商品の温度管理は重要だが、品目による差異を考慮すること

が必要。また、十分に長期的な視点に立って、あるいは市場の状況を踏まえて慎重

に、なおかつ頭良く計画的に進めていくといった方向でまとめたい。 

 

○渡辺座長代理 

  環境問題について、「中央卸売市場ごとに温室効果ガス排出量の削減目標を設定

し」というのは踏み込み過ぎではないか。地球温暖化対策に対応するような計画を

立てて取り組んでいくなどもう少し表現を軟らかくしてはどうか。また、計画を立

てる主体を県や市にするなど。市場が目標を設定するのはかなり難しいと思う。 

 

○中嶋委員（東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授） 

  環境問題への対応は国全体として取り組まなければならない問題であり、流通面

での課題は明らかである。食料供給のチェーンの中で、卸売市場を通じた環境問題
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への貢献という構図ができれば、卸売市場にとっても非常に良いのではないか。卸

売市場ごとに、というのは難しいかも知れないが、是非とも積極的に取り組むとい

う姿勢を示すべき。 

 

○根本座長 

  卸売市場の競争戦略、アドバンテージをとるためにもやっていくべきという意見

と理解。国の規制が既にあることを前提に、あまり過度な上乗せ規制が起きて負荷

がかかることは困る。環境付加削減をしながらコストダウンにもつながり、併せて

それが競争力にもなるといった一石三鳥を狙うようなものが出てきても良い。 

過度な負担とならないよう形で積極的に進めていくといった方向でまとめたい。 

 

○樋口委員（(社)日本花き卸売市場協会 会長） 

  Ｐ８(４)イの「拠点市場」では、花きについては引き続き検討とあるが、当初か

ら拠点市場の考え方を。花きは地方市場でも数が多い。上位６社には地方市場が占

めている。中央市場だけでなく地方市場も含めて考えていただきたい。 

 

○根本座長 

  ハブ機能を果たす卸売市場は、花きの場合は地方市場もあるので考慮すべきとの

意見と理解。 

 

○渡辺座長代理 

  いくつかの地方市場関係者と話をする機会があったが、そこで一番指摘が多かっ

たのが「拠点市場」だった。各地の市場関係者はかなり心配されている。拠点市場

以外の周辺市場の役割についても議論があったので、明確に打ち出した方がいいと

思う。 

 

○根本座長 

  拠点市場が出てきたからといって他の卸売市場をないがしろにするわけではない

と考えている。あくまでリージョン単位で、より効率的な生鮮食料品の流通ネット

ワークを構築することが重要。また拠点市場とそれ以外の市場が担う役割を明確に

していくといった方向で整理したい。 

 

○伊藤(宏)委員 

  Ｐ９「ア 経営展望の策定」について。逆に、今まで無さ過ぎたと思う。開設者・

卸・仲卸それぞれが自分の立場でだけ考えていたことが多過ぎた。今後ともきっち

りやるべき。 

 

○倉崎委員 

  デリバリーは仲卸に任せている。量販店への対応は１社だけではできないので各

社で分担している。卸・仲卸一体で現実にはやっている。 

 

○伊藤(裕)委員 
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  ただ作文だけ作って国に出せば良いととられてはだめ。開設者を中心に卸売市場

をどうするのかを考えるべき。開設者を中心にした経営戦略を作らなければいけな

い。文章は出さなくてもよく、各卸売市場で好きなように作るべき。 

 

○川田委員 

  需要予測は漠としている中で、あまり画期的なものは出ないのではないかと懸念

している。誤解を恐れずにいえば、実質は開設者も含めて自治会的な運営になって

いる中で、全員の利益が一致するものを策定したとしても、それは総花的なものに

なるのではないか。「推進する必要」という記述はどうか。新しいことをやるため自

由度が増すのであれば前向きに取り組める。全員のコンセンサスを得るのではなく、

革新的なことをやる一助になればいい。 

 

○根本座長 

  リーダーシップをとってやることの一助に、といった意見と理解。 

 

○渡辺座長代理 

  中央卸売市場ごとの計画や展望も必要だが、県や市レベルで卸売市場をどうする

のかという展望があった上で各卸売市場をどうするかというネットワーク的な発想

が必要。 

「経営」、「戦略」といった言葉の裏腹にある意志決定というものをどう整理する

のか。自治会的な意志決定では展望も戦略も打ち出せない。 

 

○根本座長 

  都道府県レベルで全体の卸売市場ネットワークをどうするのかということは考え

なければならない。また、意志決定方法として思い切ったプランが出てくるような

ことを支援するようなトーンがあっても良いのではないかと理解。 

 

○中嶋委員 

  外部から見て卸売市場はよく分からないという印象がある。例えば、Ｐ５(１)「ウ 

社会的要請への適切な対応」について、卸売市場のコンプライアンス確保が必要と

あるが、この文章の主語が分からない。そういう目で経営展望を考えると、経営展

望の策定が無ければ社会的要請に対応することはできない。以前もガバナンスの問

題が出たが、組織や意志決定の枠組みがなければありえないことだと思う。長い歴

史の中で出来上がったものが、コンプライアンス等に取り組む際に、外部から見て

はっきりしない。 

実際に社会的要請への対応に取り組むのは卸や仲卸といった各経営体だが、主語

は卸売市場となっている。各経営体が集まった組織があって、その組織が社会的信

頼を確保するとなっているので、本来であればそのような組織を作るべきではない

のか。ただ、具体的に組織を作るのではなく、関係者の合意の下で行動の足並みを

揃えることができるような、強制力とは言わないまでも拘束力をもった意志決定を

できる協議会的なものをイメージしている。 
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○佐藤委員（(社)日本食肉市場卸売協会 会長） 

  卸売市場の５年ごとの整備計画について、今までも５年ごとに見直してそのたび

に議論されてきた。食肉は施設の整備計画だった。今回は卸売市場の運営について

議論されている。そういう理解でいいか。 

 

○吉井流通課長 

  次期(第９次)の卸売市場整備基本方針の策定という前提でこの研究会を開催して

いる。基本方針の中には、ソフトやハード、運営方針も含まれており、総合的な方

針になっている。それに基づいて具体的に中央卸売市場整備計画を定めることにな

っている。整備計画については基本的にハードの部分、施設整備に係る部分になっ

ている。基本方針は、整備計画につながるハード面だけでなく、経営的な面も含め

たソフト面についてご議論いただいて基本方針として位置づけるとことにさせてい

ただきたいと考えている。予算など、様々な取り組みの指針になる方針を出してい

くこととなっており、過去にもこのような研究会でご意見を伺っている。 

 

○遠藤委員（全国魚卸売市場連合会 会長） 

  常に世の中の歩みは法律などの前に現状は進んでおり、後追いではなかなかマッ

チングしない。ローカルな魚市場では置かれた立場によって運営の方法も違う。開

設者も自治体はどうしていいか分からないところもある。償却の終わったところは

公設民営などでできている一方、ハードの部分で自分たちでは作れず国の助成を頂

きたいという声もある。現実の商流・物流はハードな部分を通り越しており、配送

センターに入れてしまえば卸売市場を通さずとも量販店に届いてしまう状況。 

  開設者の教育ということも入れていただききたい。生産者・消費者を見ながらや

ってきたが、川上と川下のバランスが大きく崩れている。大きな戦艦大和でなく、

機動的で小回りの効く小さな駆逐艦の方が良い。卸売市場によって、量販店や小さ

な小売店や業務筋の対応や、産地、船主の面倒を見ていかなければ市場は成り立た

ない。 

 

○根本座長 

  卸売市場が、進む現実に積極的に対応を、といった意見と理解。 

 

○松村委員 

  開設者の教育ということについて、何を意味するか分からないが、地方市場では

開設者と卸とが一体となってやっているのであろうと思う。教育というよりは、一

体となって進めていくということになると思う。中央市場の場合、開設者は自治体

職員であり商売に詳しくないところもあるが、卸売業者や仲卸業者等から話を聞い

て運営している。 

経営展望には反対ということではなく、策定が難しいのではないかと思う。卸・

仲卸の対置構造が残ったままなので、両者は必ずぶつかって動けないことが想定さ

れる。経営展望を作ることは大賛成でやっていかなければならないと思うが、いざ、

できないと国の指導を受けて終わりとなる懸念がある。 
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○遠藤委員 

  市場として小売屋さんの商圏をどう捉えるかが問題。買参人が減っていく中でそ

こに頼るわけにもいかず、量販店に対応していかなければならない。松本の以前の

場長は先頭に立って販売促進をやっていた。また、富士吉田市の市場は率先して市

場開放をしている。あるテレビ番組で、郡山の市場は「市場関係者以外は入れない」

と看板を出しておきながら食堂は入れると、奇異なこととして取り上げられた。場

外の一般の人には卸売市場がよく分からない。開かれた卸売市場にしていかなけれ

ばいけない。一体となって考えていかないと。 

 

○根本座長 

  遠藤委員のご意見は骨子によるところが多いと思う。どうやってお客を作るか、

ケーススタディやベンチマークを業界で共有することで経営戦略の鋭さや市場対応

力が上がるよう経営戦略として織り込んでいくことが重要といった意見と理解。 

 

○大塚委員 

  買う側として、経営展望がはっきりしている卸売市場は信頼できるということは

言える。入社５年目ぐらいの浅い経験で生鮮部門を担当するバイヤーとして卸売市

場に行くが、商品の良さも成り立ちも分からない時に、そこで卸売市場の経営展望

がはっきりしていると足も向く。そういう観点で考えていただければありがたい。 

 

○生駒委員代理(全国農業協同組合連合会 農産園芸部次長) 

  産地側としても市場の経営展望は重要だと認識している。出す側として、それが

見えると期待が更に高まるので、何が特徴かを示して欲しい。 

 

○樋口委員 

  部門や商品によって違うので、一律の条例で対応しきれない。例えば、予約相対

の申請は数日前に、といったことは対応できない。業界に合った対応を。 

 

○根本座長 

  品目の特性を見ていくべきとの意見と理解。 

  経営展望については難しいが環境変化を踏まえ魅力を出すために積極的に考えて

いくべき、といった方向と理解。 

 

○渡辺座長代理 

  Ｐ７(２)について、事務負担の軽減だけでなく、より前向きに事務の効率化とい

うことも入れて欲しい。それが情報提供の仕組みにもつながる。 

 

○根本座長 

  新しい技術を使って効率的に行い、なおかつそれで自動的にデータが取れるよう

な仕組みを作っていくべき、という意見と理解。 
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○髙橋総合食料局長 

  長期的な予測という話があったが、現在、別途、食料・農業・農村政策審議会の

企画部会で１０年後を見通した自給率と生産・需要の目標を議論している。ポイン

トは自給率を５０％にすることであるが、そこで言われているのは、基本的には少

子高齢化。自給率を上げていく上での主力はどちらかというと穀物系だと思ってい

る。カロリーベースで見た時、野菜やタンパク質をどうみるかという議論はあるが、

基本的に将来に向けて生産が拡大する、消費が大きく伸びるということを想定する

のは難しい。ただし、金額や付加価値をどうするかは別の議論だと思う。右肩上が

りの拡大が見込めない現状の中で、きちんとした付加価値をどうとっていくか。現

在、７０数兆円という食料の最終消費支出があるが、これをどうみていくかという

ことだと思う。個別品目ごとに目標を作る際に甘くならないよう担当部局に伝えた

い。 

いろいろ議論があった経営展望について。経営展望という文章を作ってくれとい

うつもりは一切なく、また、文章があってもしょうがないと思う。先ほどもご意見

があったが、経営というよりもむしろ戦略であり、戦略が無い経営体はないという

こと。ただし、中央卸売市場の開設者は自治体であり、地方公営企業の適用も可能

だが、地方公営企業という名を冠しているものの、法律では開設者。卸売業者や仲

卸業者、買参人等が活動する場を提供しているのであって企業ではない。市場全体

として企業体になっているところもあるが、なっていないところが大部分である。

しかし、市場外との競争を考えたときに、市場というものを企業体ベースで考えな

ければ、意志決定ができないとか遅延するとかといったことでは伍していけないの

で、そこをなんとかするために経営という視点をもっと入れて頂きたいということ。 

Ｐ９の「ア 経営展望の策定」についてはいろいろな議論があったが、その他の「イ 

事業管理者(地方公営企業法の全部適用)や指定管理者制度の活用」や「ウ 市場取引

委員会の運用改善」についても、これが全ての解決策とは思っていないが、場内ル

ールをどうするか、コールドチェーンの整備等も経営の一種であり、そのようなこ

とを経営戦略の中にどう位置づけるかを市場としてしっかり考えていただきたい。

また、「エ 開設主体の見直し」については、直ちに今できるとは思わないが、現に

地方市場で様々な形態があるのならば中央市場でもそれは参考にできないのかとい

うことも当然ある。中長期的なことかもしれないが。我々は今回はこういったこと

を是非とも検討していくべきではないのかと考えた。 

文章表現で拙いところもあるかも知れないが、皆様のご意見を聞いてきちんと直

していきたい。 

 

― 以上 ― 

 


