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午後１時３０分 開会 

○藤島座長 それでは、ただいまから卸売市場流通の再構築に関する検討会の第３回会合を開催さ

せていただきます。 

 本日は、川田委員さん、野﨑委員さん、日浦委員さんにおかれましては所用のためご欠席となっ

ております。 

 なお、川田委員さんの代理として、東京青果株式会社取締役営業本部長の大竹様、野﨑委員さん

の代理として、全国農業協同組合連合会園芸総合対策部次長の榎本様のご出席をいただいておりま

す。両名におかれましては、委員代理として本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 すみませんが、冒頭のカメラのほうは以上ということで、よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして配付資料の確認を事務局からよろしくお願いいたします。 

○遠山卸売市場室長 農林水産省食料産業局食品製造卸売課卸売市場室長の遠山でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 本日の資料は、配付資料一覧にございますとおり、資料１と資料２となっております。 

 資料の不足がございましたら、会合の途中でも事務方のほうにご連絡いただければと思います。

不足はございませんでしょうか。 

 よろしくお願いいたします。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 それでは、早速ですが、議事次第に沿って議事を進めさせていただきたいと思います。 

 議事の（１）事務局ヒアリング結果について及び（２）今後の議論に当たっての論点（案）につ

いて、あわせて事務局よりご説明をお願いいたします。 

○遠山卸売市場室長 では、卸売市場室長の遠山でございますが、私のほうから資料の説明を、資

料１、資料２あわせてさせていただきたいと思います。 

 資料１の事務局ヒアリング結果取りまとめについて、まずご説明いたします。 

 １ページ目をご覧ください。 

 本検討会におきます効率的な検討に資することを目的といたしまして、事務局のほうにおいて７

月８日から９月８日にかけて、計50の会社、団体等に対しまして、具体的には出荷団体、生産者団

体や小売関係事業者、外食事業者、加工業者などを中心に、卸売市場流通の現状に対する評価なり

問題点、さらには問題点を踏まえた今後の方向性等についてヒアリングを行いました。 

 その結果につきまして、類似のご意見は一つにまとめるなど、読み手にとってわかりやすくなる

ような整理をした資料でございますが、３ページ目をご覧ください。時間の制約もありますのでポ

イントのみの説明とさせていただきます。 

 まず、各卸売市場における経営戦略の確立につきましては、全市場が大規模集荷・分荷型を目指

してもやっていけるわけではなく、ある強みに特化した市場がもっとあっていいのではないか、あ

るいは、市場が総体として戦略的に動いているところは少なく、市場関係者が一体となって動いて

いると感じることはまれとの意見や、４つ目の丸ですが、各市場は、独自性、地域性の発揮が必要

であり、そのためにも関係者間で経営戦略を共有するようにすべきなどといった意見をいただきま

した。 

 経営戦略の内容の関係では、どの卸売市場も、目指すべき位置づけや役割の姿、機能強化の方向、

市場運営のあり方等を経営戦略として明確にすべきとの意見は非常に多くいただきました。ただ、
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総論的な考えを整理してあって、総花的な内容であることが多いとのご意見、ご指摘もいただきま

した。あるいは、３つ目ですが、有する機会、脅威、強み、弱みといった市場の現状分析が十分で

はないといったご意見もいただきました。 

 ４ページ目に移りまして、現状を踏まえて、今後何をすべきか、具体的で外部の者が見ても分か

りやすい内容であるべき、また、経営戦略だけでなく、関係者が果たすべき役割を明確にした具体

的な行動計画、そういったものが重要などといった意見や、４つ目の丸ですが、経営戦略策定前後

で何がどう変化したのかなどについて検証、開示し、改善していくことが重要といった意見もいた

だきました。 

 経営体制の整備の関係では、公設市場は特に企業化をもっと進めて効率化すべきではないか、あ

るいは、指定管理者やＰＦＩ事業等の民間運営は、一定の戦略を練った上で導入してこそ効果が上

がるのではないか、そういった意見をいただきました。 

 ５ページ目をご覧ください。 

 立地、機能に応じた市場のビジネスモデル、役割分担、市場間の連携、ネットワークの構築に関

しては、卸売市場の持つ効率的な集散機能の維持・強化を基本にした市場の姿を目指してほしいと

の意見や、「何屋」として生き残りを図るのか、他市場にない商品やサービスなど、立地条件や得

意な品目を踏まえた戦略性のあるビジネスモデルが必要、４つ目、５つ目の丸ですが、あとは各卸

売市場は独自性、地域性の発揮が必要であり、消費者、実需者ニーズへの的確な対応、新たな需要

の喚起を通じた販売力の強化、あるいは地域の特色を生かした地域ブランドづくりなどが重要など

の意見もいただきました。 

 市場間の役割分担と連携強化等につきましては、普通の市場では単独で対応できないケースが非

常に多くなってきている、その中で、個々の市場が各々の強みを生かして補完し合う役割分担が必

要ではないかとの意見や、６ページ目に移りますが、２つ目の丸のとおり、拠点市場への一極集中

ではなく、産地に立地する市場の地域性、強みのある品目などの特徴を生かした市場の連携・グル

ープ化による均衡ある発展が重要との意見や、県境を越えた広域的な中央市場間のほか、地方市場

も巻き込んだ重層的な市場間連携も重要、卸売会社の系列化によるネットワークの構築が重要など

の意見もいただきました。 

 卸売市場の再編等につきましては、市場間で二極化が進展しているとの声は非常に多く聞こえて

まいりました。産地も実需者も統合大型化する中で、市場だけが数が多く、大きくなっていない、

地方の市場の集荷力、販売力の地盤低下が危惧される、あるいは、４つ目ですが、機能が弱まった

市場の統合なり集約化というのが必要ではないかなどの意見をいただきました。 

 ７ページをご覧ください。 

 ２つ目の丸ですが、拠点市場のあり方や市場の再編措置については、卸売市場をめぐる情勢の変

化等を踏まえて不断の検証・検討を行うべきといった意見もいただきました。 

 ８ページ目をお願いいたします。 

 多様化するニーズへの的確な対応に関しましては、コールドチェーンの整備については、市場の

コールドチェーンは改善してきているものの、十分な設備がない市場もまだ多いとの意見や、整備

状況は市場間で格差が生じている、あるいは、３つ目の丸ですが、産地から消費者まで鮮度を保つ

ためにどういう流通をさせるのがベストか流通全体を視野に入れた上で、その中の市場におけるコ

ールドチェーンはどうあるべきかを考えることが必要、４つ目ですが、多大なコスト、負荷や経営

への悪影響が生じては問題なので、計画的な整備をすることが重要、こういった意見をいただきま
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した。 

 品質管理の高度化については、市場外流通より安全面で市場流通のほうがすぐれている部分もあ

るので、さらなる努力を期待する声もありました。あるいは、ＨＡＣＣＰやＩＳＯ認証取得など市

場内の品質管理のルールづくりなどを図るべきだが、市場関係者の意識や理解度は全体的にまだま

だの印象との意見もございました。 

 ９ページ目、お願いします。 

 卸売市場の各段階の関係者が適切な規範を立てて、全員が一体となって取り組むことの重要性に

ついてもご意見をいただきました。 

 加工・調製、保管・配送等の実需者ニーズへの対応につきましては、市場なしの安定調達は考え

られないのですが、２つ目にありますとおり、卸売市場の機能充実に当たっては、選択的かつ重点

的に強化することが重要との意見や、３つ目ですが、加工・調製・小分け等に係る実需者の要請へ

の対応力強化を期待する声もございました。あと、５つ目、６つ目の丸ですが、川下の動向に常に

目を配り、川上を巻き込んだ提案力強化や、個々の市場の機能をトータルにコーディネートできる

力が大事などの意見もいただきました。 

 10ページをご覧ください。 

 情報受発信機能の強化につきましては、各卸さんなり市場関係者にもっと産地に来て産地と情報

を交換してもらって、信頼関係、相互理解が高まれば、川下への産地情報の発信などで産地の発展

につながるといった意見や、２つ目ですが、消費者のニーズや産地情報の把握、川上・川下へのフ

ィードバックといった取組を一層強化する必要があるとの意見、あるいは、情報力のある市場の担

当者は昔と比べて減りつつあるので、人材育成に力を入れるべきといった懸念の声もございました。

また、５つ目、６つ目ですが、卸・仲卸さんの間で情報が共有できていないこともあるので、市場

関係者が協同、協調して一体となったり、ＩＴ技術等を活用して情報発信の仕方を高度化すべきと

の意見もございました。 

 品揃え、集荷力、企画提案力等の充実につきましては、市場の重要な役割の一つは産地の開発機

能であるとして、それに期待する意見や、量の安定供給のほか、品揃え、品質への対応を強化すべ

きとの意見もございました。 

 11ページをご覧ください。 

 特色ある地場産品など、消費者ニーズに対応した品揃えや集荷の強化を一層推進すべきとの意見

や、２つ目ですが、産地や実需者とのタイアップ、産地と一緒になった新商品の企画提案、産地へ

の新品種提案などを期待する意見もございました。 

 市民交流等の推進につきましては、日本の食文化の普及啓発や食育のほか、市民交流イベント等

を通じて市場にもっと身近な存在になってほしいとの声も多数いただきました。 

 12ページをご覧ください。 

 市場の活性化に向けた新たな取組の推進に関しましては、市場の持つ経営資源、潜在能力をフル

活用した新たなビジネスチャンスの発見がぜひとも必要だという意見なり、あるいは、市場におけ

る価値の付加に努めることが必要などの意見もございました。 

 輸出、６次産業化につきましては、生鮮食料品流通の中核である卸売市場がその機能を発揮する

ことは、国内農水産業の活性化にとって最も効果的で重要との意見、ただ、輸出、６次化はメイン

ではなく、国民に安定して生鮮食料品を供給するという役割を第一義的に忘れずに考えてほしいと

の意見もございました。４つ目の丸ですが、国内マーケットの縮小を考えると輸出はやるべきであ
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って、産地にとって代金回収が確実など、市場を活用した国産農水産物の輸出は大きな魅力である

との意見、あるいは、良質な海外のバイヤーとの出会い、マッチングや信頼関係の育成のほか、卸

売会社と海外バイヤーとの直接取引をしやすくする規制緩和も含めたことが必要との意見もござい

ました。 

 13ページ目をご覧ください。 

 卸売市場内、またはその近隣での６次産業化は、生鮮食料品の鮮度が高く加工までの輸送距離も

少ないなど競争力も高いのではないかとの意見もございました。 

 14ページをご覧ください。 

 公正、効率的な取引の確保に関しましては、価格形成について市場関係者間での共通認識として、

取引の公正性の確保を常に意識していくことの必要性、３つ目の丸ですが、競りはオープンだが、

相対は必ずしもそうではないので、過程はできるだけ明確にしてほしいとの意見や、一方で、５つ

目、６つ目の丸ですが、開示される取引情報は既にある程度詳細なものになっているので、情報を

受ける側が十分に活用しきれていない面もあるとの意見や、情報の公表は可能な限り詳細で、かつ

利便性の高い方法で行うなど、改善の努力をすべきとの意見をいただきました。 

 効率的な取引については、情報通信技術の発達に、取引の実態が追いついていない、情報インフ

ラの早急な整備などで市場取引の効率化を進めるべきとの意見や、15ページに移りまして、卸売市

場の基本原則の維持や各種規制の例外措置の活用、あるいは通い容器の導入などについても意見を

いただきました。 

 16ページに移りますが、卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化に関しましては、川上側、川下

側が大型化し強くなり、間の卸売市場が経営的に苦労している実態にあるとの認識のほか、業者数

が多過ぎる、経営力のある者と弱い者に二分されていること、ハード、ソフト両面での機能強化、

統合大型化、卸・仲卸間での連携等を進めるべきとの意見などがございました。 

 経営改善指導等につきましては、事業報告書だけでは判断できない、子会社も含めて見ないとわ

からないといった意見や、抜き打ちなど臨機応変な検査や指導がもっとあっていいのではなどの意

見がございました。 

 17ページをご覧ください。 

 卸売市場に対する社会的要請への適切な対応に関しては、全ての卸売市場関係者が法令遵守を徹

底しないと、一つの事件で市場全体が悪く見られてしまうとの意見や、市場運営に伴う環境負荷の

軽減の関係では、エネルギーの有効活用や３Ｒの推進等、卸売市場運営に伴う環境負荷を常に意識

すべき、段ボールも通い容器に変更するほうが良いなどの意見や、防災機能や災害時対応能力の強

化については、東日本大震災の時の市場の貢献を評価する声は非常に多かったですが、市場や卸同

士間での事前の取り決めや市場間連携協定のほか、ＢＣＰすなわち事業継続計画の作成についての

意見もいただきました。 

 18ページ目で最後ですが、大災害時の一時的な支援物資等の集積、分荷、配送基地としてのあり

方についての意見などもございました。 

 以上でございますが、わかりやすくするために類似の意見をくくってまとめたり、ある程度要約

したりしながら整理いたしましたことをご承知ください。また、早口で聞き取りにくい部分があり

ましたかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いでございます。 

 続きまして、資料２の説明に移りたいと思います。 

 資料２は、今後の議論に当たっての論点（案）であります。これは中間的な論点項目として考え
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られるものの案でございます。 

 １ページ目をご覧ください。冒頭部分は時間の制約もあり簡単な説明にとどめますが、第３段落

目以降にありますとおり、卸売市場を取り巻く環境とその変化、卸売市場流通に対する関係者、こ

れには各委員からの意見発表やヒアリング対象者も含みますが、その評価や意見等、さらには、現

行の基本方針に基づく関係者の取組状況を踏まえれば、卸売市場がその機能・役割をさらに発揮す

るとともに、求められる役割にも的確に応えるために取り組むべき主要な課題として、以下のもの

が挙げられると考えられます。今後、本検討会において、各課題に対する取組の方向性について検

討を進めるに当たっては、課題ごとに整理された論点を中心に、幅広い観点から議論することにし

たいと存じます。 

 以降、原則として読み上げる形で進めさせていただきます。 

 まず１つ目に、市場関係業者及び開設者の取組に係る課題についてであります。 

 卸売市場が、取り巻く情勢の変化に的確に対応し、今後とも生鮮食料品等の流通の中核としての

役割を果たしていくためには、卸売市場の機能・役割を実質的に担う卸売業者、仲卸業者等の市場

関係業者において、卸売市場流通の活性化に向けた取組を積極的に講じることが求められます。ま

た、開設者においても、社会インフラの運営主体としての責任ある取組とともに、市場関係業者に

対する積極的なサポートを講じることが求められております。 

 （１）消費者、実需者、生産者等の多様化するニーズへの的確な対応でございます。 

 コールドチェーンの確立を含めた品質管理の高度化、加工・調製等の付加機能の充実、情報の受

発信等を通じた産地や実需者との連携強化、さらには、消費者への食に関する情報の提供など消費

者、実需者、生産者等の多様化するニーズへの的確な対応が必要ではないかと考えられます。 

 論点としては、①各市場の取扱物品や物流実態に即したコールドチェーンの確立に向け、市場流

通のどの部分に重点を置き、どのような事項に留意して、計画的な施設整備を推進すべきか。 

 ２ページに移りまして、②卸売市場の荷受けから卸売、仲卸に至る各段階で取扱物品に係る品質

管理の徹底を図る上で、卸売業者、仲卸業者は、品質管理の高度化に向けた規範の策定や、同規範

に基づく取組状況を確認する体制整備にどのように取り組み強化すべきか。また、外部監査を伴う

─これはＩＳＯやＨＡＣＣＰなどですが、品質管理認証の取得を推進するなど、より組織的、

体系的に更なる品質管理の高度化を目指すには、何が課題であり、どのように取り組んでいくべき

か。 

 ③加工・調製や保管・配送など実需者のニーズが高い業務に関する対応体制を強化するため、加

工処理施設、輸送・搬送施設の整備など、卸売市場ごとに付加機能の充実を進める上で、どのよう

な取組や施設整備が重要と考えられるか。また、施設整備を進める際、費用対効果や利用に関する

市場関係業者間の調整など、どういった点に留意すべきか。 

 ④消費者・実需者ニーズに対応し、市場関係業者の販売力を強化するために、当該市場が特定の

産地・産品で強みを発揮するなどにより特色ある品揃えの充実を進める上で、いかなる戦略・方向

性の下で、どういった商品について、どのような方策で産地開発や集荷を強化していくべきか。 

 ⑤市場関係業者の集荷・販売力を強化し、市場流通を活性化するために、生産者や実需者が求め

る情報の受発信をどのように強化すべきか。その中で、進展するＩＣＴ技術をいかに活用すべきか。 

 ⑥通い容器の活用や情報通信技術を活用した取引受発注など、流通コスト削減に向けて、どのよ

うな取組を推進すべきか。 

 ⑦卸売市場の役割・機能に対する理解を醸成する観点から、一般開放等の市民交流を推進するに
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当たって、食品衛生の保持に係る措置などにより円滑な市場内流通の確保に注意を払いつつ、開設

者はどのような方策を講じるべきか。 

 ⑧卸売市場が多岐にわたる生鮮食料品を取り扱い、日本の食文化の一端を担う施設であることに

鑑み、開設者や市場関係業者は、消費者に対して、食育活動や食文化の発信など、食に関する取組

を積極的に進めるべきではないか。また、その場合、どのような取組が重要と考えられるか。 

 （２）卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化。 

 合併や営業権の譲受け等による統合大型化や、生産者や実需者との連携による国内農水産物を活

用した新商品の開発等を推進することにより、卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化を図ること

が必要ではないかと考えられます。 

 論点としては、①経営規模の拡大、経営体質の強化に向けて、資本の充実や、省力化システムの

導入等を通じた生産性の向上をいかに図るべきか。その際、合併や営業権の譲受け等による統合大

型化や卸売市場をこえた卸売業者間の資本関係の構築による連携関係の強化等にどのように取り組

むべきか。 

 ②卸売市場に対する信用力を引き続き維持し向上させる観点から、卸売業者や仲卸業者に対する

経営改善指導について、より的確な機会に、より適切な内容の指導がなされるよう、どういった点

を強化、改善すべきか。 

 ③支払いサイトや代払制度の実態を踏まえつつ、今後とも確実な代金決済機能を維持・向上して

いく上で、どういったリスク管理の方策が考えられるか。 

 ④集荷・販売力の強化等に向けた取組を推進する中で、社員教育や若手・女性社員の活用など、

従業員の資質向上に向けて、どのような取組を推進すべきか。 

 （３）市場の活性化に向けた新たな取組の推進。 

 卸売市場を活用した国産農水産物の輸出促進や６次産業化の起点・パートナーとしての機能発揮

など、国産農林水産物の流通に関連する新たな取組を積極的に推進することが必要ではないかと考

えられます。 

 論点としては、①国内農水産物の多くが卸売市場を経由して流通していることから、農水産業の

活性化や農水産物の価値向上を図りつつ、卸売市場流通の活性化につなげるため、輸出や６次産業

化のほかに有望かつ新たな取組として、どのような取組を推進すべきか。 

 ②卸売市場を活用した国産農水産物の輸出を推進していく上で、海外における販路の確保や安定

的な取引関係構築も含め、卸売業者・仲卸業者それぞれにどういった課題があり、それらをいかに

解決し、市場の活性化につなげるべきか。 

 ③生産者と消費者・実需者の中間にいる卸売業者や仲卸業者が６次産業化の起点・パートナーと

しての機能を発揮していく上で、どういった課題があり、それらをいかに解決し、市場の活性化に

つなげるべきか。 

 （４）卸売市場に対する社会的要請への適切な対応。 

 市場で取り扱う生鮮食料品等の安全と消費者の信頼確保、市場運営に伴う環境負荷の計画的な低

減、防災機能や災害時等の緊急時における対応機能の強化、さらには、食に関する知識や日本の食

文化に関する情報の発信等、卸売市場に対する社会的要請に適切に対応し、信頼を高めていくこと

が必要ではないかと考えられます。 

 論点としては、①取扱物品の品質管理に関する認証の取得など、市場で取り扱う生鮮食料品等の

安全を確保するとともに、消費者からの信頼を維持・向上させていくために、開設者、市場関係業
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者が重点的に取り組むべきことは何か。また、その際、それら取組状況や成果を消費者に対して効

果的に発信するために、どのような手段をとるべきか。 

 ②太陽光発電など新エネルギー産出やリサイクル等に関する施設の整備や、通い容器の活用とい

った取組など、卸売市場の運営に伴う環境負荷の低減を進める上で、どのような取組を重点的に、

かつ、計画的に進めるべきか。また、その際、どういった点に留意すべきか。 

 ③東日本大震災での経験も踏まえまして、災害発生時等の緊急時においても卸売市場がその機能

を維持するために、他市場との連携や施設整備などソフト、ハード両面でどのような取組を進める

べきか。また、緊急時において、市民のために卸売市場の施設や機能等を活用していく観点も必要

ではないか。その場合、どういった課題があり、それをいかに解決すべきか。 

 次に、大きな２つ目といたしまして、卸売市場としてのあり方や運営方法等に関する課題であり

ます。 

 １で挙げた課題に関する卸売業者、仲卸業者及び開設者等の取組を実効性のあるものにするため

には、卸売市場全体として策定された経営戦略に基づき、必要に応じ他市場とも連携するなど戦略

的に実施されることが重要であります。また、市場関係業者の経営体質の強化を図る上で、市場の

取引及び運営をより効率的、かつ公正なものとすることが求められております。 

 （１）各卸売市場における経営戦略の確立。 

 各市場のあり方等を明確化した経営展望を策定するとともに、開設者と市場関係業者が相互に連

携・協力して経営展望に基づく取組を遂行するなど、各卸売市場における経営戦略を確立し、関係

者が着実に実行することが必要ではないかと考えられます。 

 論点といたしましては、①市民に生鮮食料品等を安定的に供給する卸売市場の役割を果たしつつ、

公営企業としての経済性を発揮する観点から、公設地方卸売市場においても、市場における経営戦

略を整理した「経営展望」を策定し、具体的な行動計画に基づく取組を進めるなど、市場としての

経営戦略を持って市場運営に当たる必要はないか。 

 ②経営展望の策定段階から市場関係業者が一丸となった体制での検討、取組を進めるとともに、

経営展望の実効性を高め、かつ、市場を取り巻く情勢変化に的確に対応するために、開設者や市場

関係業者は、行動計画をどのような役割分担の考え方の下に、どういった点に留意して作成し、実

行に移すべきか。また、その際の課題は何か。 

 ③地方自治体は、指定管理者制度や事業管理者制度の導入など、より効率的・機動的な経営体制

に向けて、どのように現状を改善し、いかなる方策を講じるべきか。また、市場関係業者の便益に

どのように反映していくべきか。 

 （２）立地、機能に応じた市場間での役割分担と連携強化。 

 立地地域における農水産業の生産実態、供給圏の人口規模、物流インフラ等の整備状況など立地

面の条件や、集荷・分荷機能、産地・実需者ニーズに対応するための付加機能等の機能面、さらに

は、中央卸売市場か地方卸売市場かの違いも踏まえつつ、各市場毎の戦略を明確化し、選択と集中

による機能の高度化、市場間での役割分担や連携強化等を進めることが必要ではないかと考えられ

ます。 

 論点としては、①立地や機能等の違いに応じて、各々の卸売市場が独自の強みを発揮できる役割

やビジネスモデルを確立することが必要ではないか。その場合、各卸売市場は、立地や機能等に応

じてどのような役割やビジネスモデルのタイプをとり得ると考えられるか。 

 ②各市場がそれぞれの役割を果たしつつ、生産者や実需者ニーズに的確に対応していくために、
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効果的な市場間連携の推進に向けて、どういった課題・障害があり、それらを踏まえ今後どのよう

な取組を推進すべきか。また、その際に、中央卸売市場と地方卸売市場の連携はどうあるべきか。 

 ③中央市場として求められる機能が発揮されていない中央卸売市場については、市場機能の強化

を図る観点から、引き続きその再編を進めることが必要ではないか。また、再編措置や、中央拠点

市場を含めた拠点市場制度のあり方について、卸売市場流通の現状を踏まえ見直すべき点はないか。 

 ④各地域内において生鮮食料品等を安定的に供給するために、地方卸売市場の適正な配置と集

荷・販売力の維持、強化に向けて、都道府県卸売市場整備計画はどうあるべきで、各市場はどのよ

うな取組を推進すべきか。その中で、市場統合や市場間連携による集荷・販売力の強化はどうある

べきか。 

 （３）公正かつ効率的な売買取引の確保。 

 各市場における売買取引の状況について不断の検証を行うとともに、事務手続の簡素化、市場内

の情報化などを引き続き推進し、生産者、実需者等のニーズに適切、迅速に対応可能で、かつ、公

正、効率的な取引を確保することが必要ではないかと考えられます。 

 論点としては、①相対取引が増加する中、価格形成の透明性向上に向けた取引情報の公表方法に

ついて、企業情報の保護や情報を利用する者の利便性に配慮する観点も踏まえて、いかにして改善

すべきか。 

 ②卸売市場流通の合理化、活性化の観点から、卸売市場法に基づく取引規制の例外規定も活用し

つつ、市場取引を推進することが必要であるが、例外規定の活用について、卸売市場流通の現状を

踏まえて、どういった課題があり、それら課題について運用上どのような改善が必要か。 

 ③市場取引委員会の実態を踏まえつつ、公正な取引の確保と、機動的かつ効率的な市場運営を両

立するため、同委員会の委員構成や議事運営等の運用について改善しつつ、その活用を図っていく

ことが必要ではないか。また、その場合、同委員会の運用等をどのように改善すべきか。 

 ④各卸売市場の取引実態に即しつつ、かつ、市場内取引の効率化を進めるために、市場関係業者

の業務に係る事務手続の簡素化に向けて、特に早急な改善が求められるものとしてどのような手続

等が挙げられるか。また、どのような観点から、いかなる改善が必要か。 

 ⑤産地や量販店が大型化する中で、その中間に位置し双方と取引を行う卸売市場における適切な

取引環境を維持するために、どのような取組を進めるべきか。 

 以上であります。 

 もちろん、論点はこれらに限られるわけではございませんが、今後、この検討会で委員の皆様方

の議論が本格化していく中で、効率的な議論の収れんの一助とすべく事務局の方で案を整理させて

いただいたものでございます。 

 以上のような論点につきまして、本日は各委員の皆様方から、私はこう思う、あるいはこう考え

るといった忌憚なきご意見や、他の委員の意見への質問や賛成意見、あるいは反対意見など活発な

ご議論をお願いしたいと思っております。 

 なお、次回、次々回の検討会においても、それぞれの論点を踏まえた各課題についてデータや事

例の紹介などをしながらさらに議論を深めていただこうかと考えておりますので、よろしくお願い

します。 

 以上でございます。 

○藤島座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局からご説明のありました資料１を参考にしながら、資料２の論点を中心に議論を
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進めていきたいと思います。その際、資料２の論点の項目を大きく２つのテーマに分けて、ご質問、

ご意見をお伺いしてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 資料２、今後の議論に当たっての論点（案）の１ページから４ページまでの１、市場関係業者及

び開設者の取組に係る課題、そして４ページから７ページまでの２、卸売市場としてのあり方や運

営方法等に係る課題について順次議論したいと思います。 

 なお、その際、これまでに開催された第１回、第２回検討会における各委員からのご発表に対す

るご質問、ご意見がございましたら、前回は質疑時間が短かったことなども踏まえまして、今回あ

わせてお願いしたいと思っております。 

 それでは、どなたかご意見、ご質問、いかがでしょうか。場合によりましたら、１のところだけ

ではなくて、２のほうも踏まえて全体にかかわってもよろしいかと思っております。 

○渡辺委員 すみません。議論に入る前に、ちょっと１つ確認したいことが……。 

 資料１でさまざまな意見が出されていますけれども、これはどういう立場の人が言ったかによっ

て、この意見の意味合いというものも変わってくると思うんですけれども、市場の川上にいる人が

言ったのか、川下にいる人が言ったのか、消費者が言ったのか、関係者そのものが言ったのか、関

係者の中でもどういう関係者なのか。余り具体的に言うといろいろ支障もあるでしょうけれども、

どういう立場の人がどう言ったのかがわかると、もうちょっとリアリティーを持って受けとめられ

るような気がするんですが、そこは明確にはできないんでしょうか。 

○遠山卸売市場室長 お答えいたします。 

 ほとんどのヒアリング対象者、市場と取引がございまして、現実に取引相手として市場関係者が

多数いる中で、いろいろヒアリングをさせていただいたところでございます。したがって各社とも

いろいろご事情があって、名前を出すことの了解を全てから得られているわけではございませんで、

基本的には、読んで川下からだけの意見と思われる部分も多数ございますが、割と川下側、川上側、

両方からもいただいている意見も多うございます。例えば市場の市民開放みたいな点は消費者関係

の団体の方の声も非常に反映されておりますが、どれが川上、どれが川下、ほぼ特定できそうなも

のもございますものの、総じて川下側の意見が多い部分でも産地からの同じような意見も含んでい

るものもあり、ちょっとどれがどうと一個ずつは申し上げにくいところもあります。個別にもしご

質問があれば、また後ほどお答えしたいとは思っております。ご理解いただければと思いますので、

お願いいたします。 

○藤島座長 それぞれのご意見につきましては、どういった方々がおっしゃっているかというのは、

すみませんが、ちょっとご推察いただきながらご議論いただければと思います。 

○伊藤（裕）委員 資料１の件ですが、今のお話のように、何か先ほどのご説明ですと50人ほどの

方から約１カ月ですか、意見をお聞きになったということですが、せめて対象者のお名前ぐらい、

どういう会社や団体の意見をお聞きになったのか、それぞれの名前ぐらいは出していただいたほう

が明快だと思います。 

○遠山卸売市場室長 承知いたしました。対象とした全ての会社、団体から了解がとれるかわかり

ませんけれども、了解がとれた分に関しましては、最低でも各委員の皆様方とは共有できるように、

委員限りとなってしまうかもしれませんが、いずれにせよちょっと調整を開始したいと思いますの

で、本日につきましてはご理解をお願いいたします。ありがとうございます。 

○藤島座長 そういうことで、よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。 
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 卸売市場の場合、いろいろな施設整備も、これは非常に重要だと思うんですが、ただ、ここにも

出ていますように、費用対効果といいますか、そういった点を考えなければいけないということは

ございますので、その辺も含めたご意見をいただけると大変ありがたいと思います。お願いいたし

ます。 

○近藤（一）委員 議論の幅が、今の制度を前提にしたそれぞれの経営の強化であるとか、集荷・

分散機能の云々ですとか、コールドチェーンの強化ですとかということになっていますけれども、

市場法そのものは幾次か改定をされてきていますが、もう一度原点に返って、生産から流通につな

ぐ仕組みのあり方として、21世紀に入っていますし、市場法ができた戦後の時代からしますと、青

果でいうと農協の数が１万超から700ぐらいになっている、要するに産地の集約化が非常に進んで

いる。それから、小売業も相当八百屋、果物屋から大手のチェーンストアに変わってきているわけ

ですね。そうしますと、当然旧来の価格決定の仕組みでありますとか、物流のあり方の問題であり

ますとか、分散の機能のあり方でありますとか、随分市場における期待される役割は変わってきて

いると思うんですね。当然、一部ではそれぞれ取り組まれておりますけれども、集荷をし、価格決

定をし、小分け加工し、そういった21世紀の新しい時代の物流を担う市場のあり方そのものをもう

一回根本的に見直して、あるべき市場論を語っていかないと、一番進んでいると言われるアジアの

中の日本においても、ヨーロッパの幾つか市場を見ていますけれども、随分何か遅れてしまってい

るんじゃないかなという気がしてなりません。その点について少し議論があれば意義があるのかな

というふうに思います。 

○藤島座長 どうもありがとうございます。お願いします。 

○遠山卸売市場室長 ご意見ありがとうございます。長期的な課題もありますし、あるいは中期的、

短期的な課題もあるとは思います。 

 今回の検討会につきましては、来年に予定されております卸売市場の基本方針に先立ってご議論

いただき、それを踏まえて基本方針の策定につなげていきたいというふうに思っております。その

次期基本方針に向けた議論の場であるということが、この検討会の基本的なポジションだというこ

とをまず前提にしつつお話ししたいと思います。基本方針と法律との関係を申し上げますと、基本

方針自身が法律に基づいて大臣が立てる市場の整備方針なり運営方針という形ですので、その基本

方針の中で上位概念である法律のここをこう変えるとか、大きな法制度をこう変えるといったこと

は非常に書きにくい、法制的になじまないということはご理解いただきたいと思います。 

 ただ、ご指摘、ごもっともな点も多数ございますので、今回の検討は来年に向けたものではござ

いますが、いただいた意見も１回目、２回目も含めて全て議事録として残っておりますので、いず

れそういう検討の際には、今回のご議論も踏まえていくことになるというふうに思っております。 

 法制度論を議論するには、またちょっと別の検討の場も必要かもしれませんが、とりあえずは現

行の法制度の中で基本方針の方を、つまりどういうふうなビジョンを国内の市場関係者に打ち出し

ていくのかということの議論を進めつつ、もちろん並行して中長期的な課題として、そういう法制

度論のご意見も出していただいて結構でございますので、いろいろなご意見をいただきながら検討

会を運営させていただければと思っております。当然ながら多様なご意見は議事録として残させて

いただきますので、いただいたご意見は、短期的に処理できるものは短期に、中期的に取り組むべ

きことは中期に、あるいは長期的なものと分けながらやらせていただきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○藤島座長 今のご説明にもございましたように、基本方針との絡みが非常に強い会議だというこ
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ともございますので、将来的な卸売市場のあり方、これは非常に重要ですけれども、それも踏まえ

ながら基本方針としてはこういったところを詰めていくべきではなかろうかということもお考えい

ただきながら、ご意見をいただければというふうに思っております。 

 特に今回の論点等におきましては、例えば卸売市場全体で取り組むべきものと、それぞれの市場

で取り組むべきもの、あるいは卸売業者の方、仲卸業者の方がそれぞれ別々に取り組むべき課題と

いうのもあるだろうと思いますけれども、その辺のところもはっきりとさせていただけると、基本

方針等をつくる上では非常に参考になるのかなというふうに思っております。 

 今、近藤一海委員さんからお話があったということもあって、出荷者側といいますか、生産側の

代表とされまして榎本委員さん、いかがでしょうか。今のこのお話を聞きまして、ご意見といいま

すか、出荷側から見たときの市場のあり方として。 

○榎本委員代理（野﨑委員の代理） 産地側から見た場合、やっぱり卸売市場というのは非常に重

要な拠点であるというのは、もうこれまでも出尽くしていますので論じるまでもないんですけれど

も、どういう市場に変わっていってほしいかとか、今の実態とどう合っていないのかというところ

をクリアにしていくほうが話が早いのかなとは思います。 

 例えば、ここの２ページの⑤のところにも書いてございますけれども、今の農林水産省なり各市

場の統計の発表の仕方といいますのは各市場ごとに限定をされておるわけでございまして、このこ

とも、今の量販店が大型化してきている、それから産地も大型化してきている、そういう産地の出

荷情報なり販売情報をマッチングさせることを考えた場合に、今のあり方でいいのかどうかという

視点が一つ挙がってもいいのかなとは思います。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 出荷者側といいますか、産地側のご意見をいただきましたけれども、仕入れ側のご意見といいま

すか、そちらについてもお願いしたいと思いますが、近藤栄一郎委員さん、いかがですか。 

○近藤（栄）委員 市場自体が素材を流通させる場なんですけれども、今、現実にだんだん利便性、

簡便性というのが世の中に要求されるようになって、実際、素材だけの流通でいいのかということ

になってくると思っています。素材だけではなくて、これが６次産業化と言えるかどうかわかりま

せんけれども、現実にカットしたものですとか、１次加工されたものというのが今の消費者ニーズ

ということで言われておりますけれども、こういうものもある程度対応できるような市場でなけれ

ば、やっぱりこれからの先、かなり厳しい時代になってくるんではないかなと思います。 

 そこで、よその会の中で、よくスーパーさんが非常にその辺のところが２桁ぐらいの伸び率だと

いうことでお話しされるわけですけれども、なかなか我々小売の場合にはそういう目先が非常にき

かないというようなことで、遅れている部分がありますけれども、やっぱりこれからは素材はもち

ろんのこと、そういうところにも目を向けた流通というのが必要ではないかなと思います。 

○藤島座長 この論点の中にも出ておりました加工の関係の施設の整備とか、そういうのは非常に

重要だということでお話を伺っておいてよろしいですか。 

○近藤（栄）委員 そう思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 川野委員さん、仕入れの側のお立場としてお願いいたします。 

○川野委員 今、おっしゃったとおりだというふうに思います。今まで卸売市場がその役割を十分

に果たせていなかったとすると、やっぱり私は情報共有の面が一番欠けていたのかなというふうに

思います。生活者のニーズの変化だとか、あるいは生活の変化を察知して、その主導をしていくと
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いうことがサプライチェーン全体の役割だというふうに思うんですね。その中の一つの役割を卸売

市場が持っているわけですので、そのお客様と言ったらいいですか、生活者のニーズの情報共有を

どうしていくのかということが私は一番大切なんだと思うんですね。ですから、その情報共有のた

めの仕組みづくりを、サプライチェーン全体でどうつくり上げていくかということが大切なんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 今お話がございましたように、例えば高齢化社会の進展の中で、あるいは女性の労働参加等の中

で、ますますレディー・トゥー・イートとかレディー・トゥー・クックの要求は高まっているんで

すよね。ですから、素材ではなくて、例えばパックした野菜がよく売れているというようなことは

ございますから、それはやっぱり生活者のニーズをわかっていないと、じゃ、卸売市場としてどう

対応すべきかということについてわからないわけです。重ねて申しますけれども、情報共有の仕組

みをサプライチェーン全体の中でどうつくっていくかという、その中での卸売市場の立場というか、

あるいは役割というか、あるいは立場をしっかりしていくということが大切なのかなと。大変漠然

とした話で申しわけないんですけれども、私、そうだと思うんですね。もうとにかく生活者のニー

ズをどうサプライチェーン全体で把握していくかということですよね。 

 私も、卸売市場は私たちのようなスーパーマーケットと、生産者とのちょうど中間にいるわけで

すから役割は大変大きいんだと思うんですけれども、その役割を果たせていただいていない部分が、

卸売市場の方には申しわけないけれどもあるのではないかなというふうに思うこともあります。そ

れが果たされていれば、卸売市場そのもののプレゼンスはどんどん高まっていくんじゃないかなと

いうふうに思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 卸売市場は中間点ということで、情報も集まるところでもありますので、また、論点の中にも書

いてありますＩＣＴ技術といいますか、そういったところ、非常に重要なところかなと思っており

ます。その辺についてもまたご意見、ほかの方からもいただきたいと思いますけれども、永井委員

さん、水産関係の仕入れ側のお立場としてご意見をいただければと思いますが、いかがですか。 

○永井委員 私たちは小売商なんでございまして、町の魚屋ですから、やはり市場というのは非常

に大事なんですね。卸売市場におきまして、何といっても安心・安全なもの、これを仕入れなけれ

ばいけない。ところが、今、市場外取引がもう半分以上を占めている状況なんですが、我々小売商

としては市場を通った魚こそ安心・安全なんですね。これは衛生検査所がありまして、ちゃんとや

っています。今の福島の放射性物質の問題にしましても、毎朝我々の組合員が５人行きまして、全

部身だけにしまして５種類ぐらいの魚を全部放射性物質の検査をしています。ですから、市場を通

った魚は安心でいいんですよ。市場を通らない、市場外のものが、これがいろいろな問題があるん

ではないかと思いますけれども、とにかく小売商といたしましては、卸・仲卸さんが頑張っていた

だいて、非常に鮮度のいい魚をどんどん仕入れることができるように事業をしてもらうのが我々は

一番だと、そういうふうに思っております。 

○藤島座長 ありがとうございます。安全・安心といいますか、衛生検査も市場で行われていると

いうご意見かと思います。 

 福田委員さん、福田委員さんの場合、ちょっと仕入れ側というか何というか、市場外といいます

か、そういったところのお立場としてのご意見はいかがですか。 

○福田委員 私どもの会社は調査研究というようなことをやっていますので、今日は仕入れとかの

立場を少し離れて、そちらのほうを純粋に考えてみたらどうなのかというのをちょっとやってみた
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んですが、卸売市場の問題というのは今までにも総括されてきまして、全体の売り上げの減少だと

かが問題になりますけれども、実際には一番今問題になっているのは、多分地方市場の減退といい

ますか、市場の機能がだんだん不全になりつつあるという部分で、自分のふるさとのところも考え

たら、もう時代にマッチしない市場という形で取り残されてしまった。それで経営が悪化している。

現実に地元の量販店向けの卸売機能というのは、実は少し離れた拠点市場からカバーされていると

いう、そういうような問題だったと思うんですが、現実には市場内の買参人がどんどん減少して、

もう売り上げが足りなくなった。そのために物が集まらなくなった。地域内の事業者は、とてもじ

ゃないけれどもこれでは間に合わないからと、さらにほかへ買いに行って悪くなると、こういう悪

循環があると思うんですが、これを解決するということを考えていると、何となく今、農協の改革

をちょっと話をしているときに非常に似たような状況で話が出ていまして、ただ、農協の場合は、

農家がそれぞれ協同組合をつくって、その人たちが担当者、当事者なわけなんですが、卸売市場だ

とか仲卸の場合はあくまで営業行為でやっているから、だめだったら場合によっては退場せざるを

得ないような仕組みの中にあって、それで活性化が保たれるはずなんだろうというふうに思ってお

ります。 

 それから考えたときに、今までも統合化、大型化という形で、これを合併ですとか営業権譲渡と

いう形でやっていこうというふうな筋立てがありますけれども、もうちょっとそれを進めて、特に

今の青果市場なんかの場合は、今まで１市場に２卸売会社だったのが統合されて１つになってしま

った。競争がなくなってしまっているという観点がありますので、もう一度ちょっと新規参入まで

含めて、卸売会社も仲卸も新規参入を認めるような方向。実際には法律上はどうも新規参入ができ

るらしいんですけれども、現実にはできていない。あるいは、例えば立ち行かなくなった卸売市場

が出てくるんだったら、現実には全体の卸売市場の中で元気のあるところは、そういうところまで

引き受けて系列化していくような格好ででも広げていくですとか、そういう機会があればいいなと、

そういうようなことをちょっと提案というよりは、そういう形での改革というのも一つ考えられる

んじゃないかということで、ご意見として申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 それぞれ非常に重要なご意見をいただいておりまして、ただ、ご意見を十分に生かせるかどうか

という問題はありますけれども、今後の方向を考える上で非常に参考になりますので、引き続きそ

うした方向でのご意見、あるいはもっと具体的なご意見ももちろんですが、お願いしたいと思って

おります。 

 ただいま川上・川下と申しますか、そういった方々のご意見を中心にお聞きしたんですが、卸売

市場といたしましてぜひとも、ここにかかわるところでこういったことをというようなご意見、ご

ざいましたらお願いしたいと思います。 

 磯村委員さん、いかがですか。 

○磯村委員 基本的には卸売市場ですから、川野委員さんがお話しになりましたサプライチェーン

をどのような形でうまくつくっていくかに尽きると思います。過渡期的には拠点的な市場と、そし

て地元に密着した市場がありますから、そこで市場間のネットワークでどのようにやりとりするか

でありますけれども、基本的にはやっぱりサプライチェーンをどういうふうにやっていくのか。卸

と仲卸で１次加工だとか商品化まできちんとできるような卸売市場をつくり上げていくということ

に尽きるんだろうというふうに思います。ですから、鮮度保持だとか何かと言い出しているのはそ
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ういうことなんだろうというふうに思います。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 じゃ、どうぞ。伊藤裕康委員さん。 

○伊藤（裕）委員 幾つかあるんですが、先ほど近藤さんでいらっしゃいますか、かなり重要なお

話をお出しになったんですが、事務局のご返事が何か伺っていてがっかりしちゃったというか、基

本方針で法律をいじることはできないんだと。その限界があって、基本方針はその現行法の中で考

えてくれというお話なんですが、じゃ、何のためにこれ、５年に１回こういうことをやるんですか。

中長期的なことはまた別にって、おかしいですよね。本来、この検討会というのはそういうための

検討会じゃないんですか。もしそれが何か法律を含めて考え直さなければいけないんだったら議論

したらいいじゃないですか。それを逆にあらかじめ枠を決めてしまって、この中で基本方針をやる

と言ったって、何か変ですよね。 

 それからもう一つは、これ、今どういう点をお話しすればよろしいのかわからないんですが、全

体に先ほどお話を伺っていて、国の市場に対するかかわり、それについてはほとんど触れていない

んですよね。開設者、それから業者、それがどうあるべきかというお話、ずっとそればっかりで、

最後のほうで、この６ページに来て初めて中央拠点市場はどうなのかということが出てくる。いく

つか業界再編のこともここに初めて触れられている程度でございまして、私、前回も申し上げまし

たように、じゃ、国が市場に対するかかわり、それらが過去から現在までいろいろとずっとかかわ

ってきてこられるんですけれども、それらに対する反省とか、あるいはこれからどうあるべきかと

いうことについて、ほとんど触れられていない。 

 例えば前回の第９次で、ここに書いてあるように、中央拠点市場というのは国から提案されて、

実際にこれで施行されたわけですよね。ところが、その結果がどうだったのか。本来、やっぱり検

証すべきですよね。その結果で、今後これを続けていくのか、もうやめちゃうのか。私はほとんど

意味がなかったと思っていますが、最初からそういうことは申し上げていたんですけれども、そう

いうことも含めて、国の市場に対するかかわり方、あるいは考え方、それらをきちんとしてくださ

いということを前回も私、申し上げたんですが、その点がほとんど触れられていないことが全く不

満でございます。 

 それから、３番目には、先ほどから市場の扱う商品について、今、レディー・トゥー・イートと

かレディー・トゥー・クックとか、そういうことの風潮に対して対応できていないというお話でご

ざいますけれども、私、青果のほうはよく存じ上げないんですが、私ども水産のほうでは、各企業

ごとにはそういう努力はかなりしております。ですから、例えば二、三日前も、私、お店の店頭で

見て、魚河岸の推薦する、魚河岸のアイデアででき上がった、これは例えばおでんセットですとい

うふうなものがございまして、それらが売れている。私も買ってきたんですけれども、実際にそう

やって末端まで、そういう市場でのいろいろな工夫、それらを生産者の方と協議して、そしてつく

り上げていく、あるいはこれを流通させていくということのいろいろな手は打っていることは事実

でございます。ただ、それが先ほど川野さんのおっしゃるように、いわゆるサプライチェーンの中

の一つとして、それがきちんと業界全体として、例えば情報の共有なり何なりができているかとい

うと、そこまではまだ至っておりません。ただ、個々にはかなりいろいろなことがやられている。 

 それからもう一つは、市場に求められる、市場からお買いになる方々のニーズですね。それがス

ローフードあり、ファストフードあり、あるいは加工の原料であり、いろいろなニーズがあるんで
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すが、それらに対してどう対応していくかということでございまして、いろいろな形でのニーズが

あるものですから、それらを満遍なく全部かなえるということは非常に難しいことなんでございま

す。その辺はご理解いただきたいと思います。 

 それから、もう一つの点は設備の点の問題なんですが、これはここに触れられておりますけれど

も、現在、例えば私は今、築地市場でございますが、今、新しい市場をつくり上げるのに、どうい

う点が今一番困っているか、問題になっているかということを申し上げますと、開設者の負担する

費用と、それから業者が負担する費用、あるいは設備投資、それらの分かれ目が大変曖昧でござい

まして、今の感じですと、ともすると業者負担で例えば冷凍設備をつくるとか、あるいは入荷から

出荷までの全体のシステム、それをコンピューターシステムを今築こうとしているんですけれども、

そういうものに対してどうしていくのか。これらはほとんど全部、業界負担でやらざるを得ない。

そうすると、もう何十億という負担が業者のほうにかかってきております。これを全部こなしてい

けるのか。いわゆる、それらを踏まえた上で経営が本当にできるのか、本来の市場に求められてい

る機能を十分に果たしていくことはできるんだろうかという問題点がございます。 

 こういうふうに文章でコールドチェーンというふうにただ簡単に書くのは簡単なんですけれども、

それらを市場として機能させていくにはどういうことが必要なんだ、それらに対してはどういう投

資をしなければいけないんだという点が、我々も現実に今直面しておりまして、それらをいかに経

費負担、これからのランニングコストも含めて、それらの問題をどうこなしていったらいいんだろ

うかと、これが現実に今、市場の運営として、市場の経営として大変大きな課題になっております。 

 とりあえず私の意見は以上です。 

○藤島座長 ありがとうございました。今のご意見を踏まえながらさらに考えていきたいと思いま

す。 

 それでは、伊藤淳一委員さん、お願いいたします。 

○伊藤（淳）委員 それでは、水産仲卸の立場で発言させていただきます。いろいろありますが、

２点に絞って発言させていただきます。 

 まず、これはよく整理していただいて、論点としてまとめられていますが、このとおりだと思い

ます。問題は、この論点について、どういう形で解決策を見出し、それをどのようにして実行して

いくのか正直言ってよくわからないんです。このため、この様な会議があるのかもしれませんが、

このようなことを私たちは現場にいていろいろ思い悩んでいることを皆様にお伝えする一方で、皆

様方からご意見がいただけるのかなという期待もあります。 

 まず１点目は、拠点市場と、それから中央卸売市場、あるいは周辺市場の関係ですが、やはり

我々の仲間は、周辺市場の方々は集荷に大変苦労されており、その集荷をどうするかということに

ついて、拠点市場と周辺市場の間で今後どのような取組をしていったらいいのか、これは卸同士も

あれば仲卸同士もあれば、卸・仲卸の連携もあると思いますが、このことをどういうふうに整理を

して、どのように対応していったらいいのか。何故なら、本当にニーズのあるところに商品が今届

いていないのかなという懸念もあります。 

 それから、里であるとか海なし県だとか、そういうところにも情報は行き渡っていますが、実際

の商品が届いていないといったことを是正していけば、ある程度魚の消費の拡大は見込まれ、われ

われもそれなりの利益が見込まれるのではないかと思っています。 

 二点目は、この論点整理の２ページの③に書いてありますが、いわゆる加工施設、それから輸送

施設等々について、いわゆる従来の機能から付加価値をどうつけていくのかという、あるいはどう
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合理化していくのかというのは、今さら言うことではないんですが、ただ、現実的に、例えば私ど

も、築地市場で商売をしている者ですが、私どもの組合では共同配送を従来からやっています。こ

れは組合が事業として行っているので、今後もこれは継続していくということでございます。 

 また、豊洲への移転を控えて、共同加工場、あるいは共同の荷さばき場等については組合が何ら

かの形で整備していくことはできると思うんです。ここにも書いてありますが、問題はこれらの施

設を誰に使ってもらい、また、どのように使ってもらったら公平になるのか。機能としてはそうい

うものが求められていて、個々の事業者で対応するのはなかなかハードルが高いですから、それは

やはり団体としてやる。また、そこにいろいろな形での支援もしやすいんだろうと思いますが、そ

の中の仕切りをどうするかということが非常に悩ましいところであり、その解決策がなかなか今見

出せないのが現状です。したがいまして、余り残された時間はないのですが、早急に施設も今、全

水卸の伊藤会長からもご発言がありましたが、いわゆる官と民の分け方、卸売市場では、主に官と

いうのは開設者ですね。開設者はハードを作るところでもう息切れしてしまい、実際、これからの

一番肝心なソフトの部分のところで、あとは民間でやってくださいという話は、大変荷が重いと思

っておりますが、そのようなこともあり、なお、かつどのようにして公平に使っていただくか。使

っていただければ、川野さんがおっしゃったように、いわゆる実際の消費サイドのニーズともマッ

チしていくことは可能だと思うんですが、そこの仕切りの仕方が今悩ましいところです。 

 答えにはならないと思いますが、むしろ、皆様方から教えていただきたいという立場で発言させ

ていただきました。 

○藤島座長 大変重要なご指摘です。 

 遠藤委員さん、お願いいたします。 

○遠藤委員 もうここに書かれていることが全てだと思いますけれども、なぜ市場外流通が増えて

きたのか。それからまた、私らは生鮮市場でございますので魚の話をさせていただきますが、魚離

れが起こってきたのか。いろいろ考えてみますと、やはり戦前、戦中、戦争直後ぐらいまでは物が

なくて、しかも昔は米と魚と日本酒と、このトライアングルの中だけでも食ってこられたと思うん

ですよね。それが物が豊かになり、時代が豊かになり、いろいろ食の多様化も進んでおります。そ

ういうものに対して、卸売市場がやはりついていけなかったのではないか。かつては大卸に魚のベ

テランがおりました。仲卸さんにもおりました。ところが、情報の面からすると、今やスーパーの

バイヤーさんに全然かなわないんですよね。情報の収集力も違いますし、中身も全然違う。それに

やはり市場の担当者がついていけないんですよ。それから仕入れのシステム上の問題があったり、

もろもろ、30年前では、東京オリンピックがあった当時では考えられないようなことが起きてきて

いますので、とても手数料率が7.5とか5.5％ぐらいでは、もう合いっこない。 

 これは前回も言ったんですけれども、そういうふうな現状でありまして、これを打破していくた

めには幾つかやり方はあろうかと思いますが、やはり１つには人材を鍛えて、スーパーのバイヤー

さんにも負けないような、そういう人材育成といいますか、そういうものですね。これは商売以外

のことでも、やはり自然科学でありますとか人文地理でありますとか、そういう分野に長けた人材

でないと付き合えないんですね。魚を買ってくださいと営業に行って、価格であればもう５分で話

は済んでしまいます。その話をいかに長くといいますか、おもしろおかしくといいますか、やっぱ

り絡めて攻めることが非常に重要なんですね。スーパーのバイヤーさんもだんだん若返ってきてい

ますので、そういった取組の中で、私どももベテランになればなるほど若いバイヤーさんをリード

して、海外にも一緒に行きますし、国内外も必ず一緒に行くようにしているんですね。そうしませ
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んと末端に魚を届けることができないといったふうな状況にありまして、おかげさまで福島県の中

では少しずつは郡山という場所は伸びてはおるんですけれども、福島県には中央市場の水産卸会社

が２社がございますが、これはいずれももう減収、減益でございます。 

 １つには、統合再編といいますか、合併といいますか、それはもう進みつつあります。顕著であ

ります。これはいいか悪いかわかりませんけれども、各卸売市場に水産部１つ、青果部１つという

ふうなことで、これは必然的な成り行きだろうと思いますが、そういうことになっていかざるを得

ない。 

 それから、もう一つは、私どもでも市場開放ということで、消費者とのお付き合いですね。消費

者がどういうふうに考えているのかを知るためには、やはりスーパーさんの現場に出向くこともも

ちろんですが、直接お客様と向き合ってやり合うことが逆にスーパーさんをサポートする面も私は

必ずあると思います。 

 月に１回市場開放しています。これが別に市場の救済策などとは私は思っておりません。ただ言

えることは、5,000人なら5,000人来ますと、そのうちの2,500人は食べに来るんですね。朝の３時

間ぐらいに、もう2,500人ぐらいが食べに来るんですね。物を買っていただくのは2,500人ぐらいで

す。海鮮丼、刺身定食、天ぷら、そういったものが、やはり市場から鮮度のいいものが行くことは、

これは間違いありませんので、目の前でおろして目の前で食べてもらう。やはり市場というところ

が一般消費者にとっても、この言葉の響きといいますか、非常に有効だと私は思っております。で

すから、そういった意味で、やはり消費者の意見を吸収しながら、実際には小売店さんを通じて、

スーパーさんを通じて魚を届けるということだろうと思います。ですから、魚を売るというよりは、

魚を食べさせるですね。これはやはり米の消費も落ちていますから、なかなか焼き魚、煮魚をじゃ

んじゃん食えと言っても進まないんですがね。 

 最近ちょっと変わってきているのは、スーパーさんにおかれても、やはり人手不足といいますか、

パートさんが圧倒的に多いですから、この会が始まる前に伊藤会長ともちょっと雑談したんですが、

アジの中にフグのような魚がまじっていたり、そういうものが特に大卸の段階では箱ごと右から左

へやっちゃうので、なかなかわかりにくい面もある。仲卸さんでもわからなくて末端でないと見つ

けられない。言いわけがましくなっちゃうんですが、そういうこともあるわけですね。しかし、魚

のエキスパートがスーパーさんの売り場にもいてくれないとわからないんですよね、もうマニュア

ルどおりにやっちゃいますから。そういう意味では、川野会長がおっしゃられましたように情報の

共有化といいますか、ともに消費者に真摯に向かい合ってやっていくことだろうと、これはもう大

手であろうと小さい市場であろうと全く同じではないかと思っております。 

 それから、話がちょっと長くなって恐縮ですが、先ほど私、倉﨑会長が主催する青果のほうの全

青協の旭川大会に行ってまいりました。青果さんはまだまだ水産物と比べると元気があります。と

いうのは、一昨年、昨年、来年は青果の開場と水産の開場は１日しか違わないというふうに聞いて

おりますが、昨年ですかね、３日間も違ったんですね。青果さんが休まれちゃった。そうすると魚

のほうの売り上げも本当に落ちるんですね。やはり魚か肉かと副食を考えたときに、ベースはやっ

ぱり野菜なんですね。思い知らされました。そういった意味では、業界の横の再編統合は同業他社

であるのか、それとも異業種との合併再編であるのか、その辺も非常に私は興味深く、これからも

見守っていきたいとは思っておるんですが、とにかく消費者に食べてもらわないとどうしようもな

いですね、魚は。そういう意味では、私どもでレシピをつくるのはもちろんですけれども、食べる

場所を提供する。これはもう築地の場外、それから築地の関連店舗のとんかつ屋さんですとか天ぷ
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ら屋さん、これにもう外国人が殺到するわけですから、そういった意味では、やはりそういう意味

の食するお客さんを呼び込むことが大事なんではなかろうかと。売るのはやはり永井会長のところ

ですとか伊藤さんのところで売ってもらわざるを得ないので、ただ、食べさせるという意味合いに

おきましては、これからは私どもも力を入れていきたいというふうに思っております。 

 ちょっと長くなりまして恐縮です。 

○藤島座長 どうもありがとうございました。 

 大竹委員さん、いかがでしょうか。 

○大竹委員代理（川田委員の代理） 一番感じておりましたところが、川野委員がおっしゃられた、

やはりお客様ニーズの情報共有が足りなかったというのが卸売会社の今までの一番の欠点ではなか

ったかなと、これについても、今できているかというと、必ずしもできているとは申し上げられま

せんので、これは今ずっと続けているというところであります。 

 その中で、サプライチェーン全体の中でそういうことをつくり上げるという川野さんのご意見に

全く賛同しております。ただ、青果のほうの卸売会社としましては、売り先が川野委員のような一

般の生食の量販店さん、八百屋さん、そういう方もありますし、これは昔からやっていたわけです

けれども、一番遅れていたのが、やはり青果としては加工業務、レストラン、それから中食の部分

ですね。この部分についてやっとここへ来て、各青果の会社が取り組み始めたというところであり

ます。 

 その中で、各社いろいろな形があります。例えば卸売会社自体が低温荷さばき場を持っていて、

そこで加工している会社もあれば、そういう場所を提供して仲卸さんなり加工業者さんに入ってい

ただいている、いろいろなやり方が卸会社によってあると思うんですが、やっとここへ来てスター

トしてきたという格好になっております。 

 ただ、現状、卸売市場は青果に関しますと敷地が狭い。特に中央市場においては、今ちょっとぎ

りぎりのところでやって、卸売場にも荷置き場にも困っていて外部に借りているような状態です。

ただ、やはり公設の卸売市場としては、今申し上げました荷さばき、加工、調製に関してどんどん

取り組んでいくとすれば、今の卸売市場の敷地の中で是非ともやらせていただきたい。これが完全

に、先ほど水産のほうでも出ましたが、全く業者が自分のお金で全て新しい土地を借りて、もしく

は買ってやるということが本当に可能なのだろうかということを考えますと、そこのあたりが、み

んながみんな今黒字になっているわけではありませんので、非常に厳しい状態でありますので、今

の体力の中でどこまでできるんだろうか。そうはいっても、やっぱりお客様への対応はしていかな

くてはといけないということで、サプライチェーンの中で卸売会社がやるのか、仲卸さんがやるの

か、加工業者がやるのか、どこがやるのかでパターンはあるでしょうけれども、やはり卸売市場流

通全体の中でそういう部分を担っていかなくてはいけないなという答えは変わらないと思います。

そういう意味では、そういうような施設、これに関しては是非とも、いろいろ問題はあると思いま

すけれども、進めていかないと生き残っていけないというのも事実であろうというふうに思います。 

 それと、もう一つ私どもで考えているのは、やはりこの今日お集まりになっている業界の方以外

の方とのパイプ、これを是非とも深めていきたいと思っています。それはなぜかといいますと、や

はり販売先ですよね。今までの我々が思いつくような販売先とは違う販売先で、青果にすればそこ

でキャベツを売ってもらいましょう、バナナを売ってもらいましょう、それから共同配送とありま

すけれども、これは卸売会社、もしくは仲卸さんの共同配送もあるわけですけれども、全く違った

業界の方の中の配送、こういうものも組めるわけですね。日本中、沖縄から北海道まで毎日車が走
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っていて、それが青果以外の業界の方の車もたくさん走っていらっしゃる。その中でチルド帯です

とか、青果でいえば15℃帯というのはなかなか難しいのかもしれませんが、やっぱりそのあたりも

どんどん活用して相乗りしていかないと、今、我々の範囲の中では到底もう、多分限界にかなり来

ているのかなというふうに考えております。そういう意味では、異業種とのコラボレーションをこ

れから進めていかなくてはいけないなと。 

 それともう一つは、卸売市場間の連携。これは、この中の２ページ、３ページ以降に書いてあり

ますけれども、卸売市場間、北海道から沖縄まで、その中の連携の中で産地開発をしていく、商品

開発をしていく、それでお客様に提案をしていくということがほとんど今までやっていなかったと

いうことは反省点としてありますので、市場間の連携をもっと深めた中で、その土地その土地に合

った、その土地でしか売れなかったものが、もっとほかの土地でも売れるのではなかろうかという

ようなことも市場間連携を深めていきたいというふうに思います。 

 それと、先ほど榎本委員から話が出ました情報の集約の仕方、これについてもやはりなかなか進

まないところであります。日々の業務で言わせていただきますと、我々の業界は出荷は産地の方が

情報を握っていらっしゃる。販売の注文の数はお店の方が握っていらっしゃる。我々は自分たちで

は持っていない。じゃ、価格はどう決めるのというふうに考えますと、資料の中でも、競りは透明

だけれども相対取引は不透明であるとのこと。私は全然そうは思っていないんですが、そういうよ

うな環境の中で、出荷数量も注文数量も価格も卸売会社が全部握っているわけでは全くなくて、そ

れぞれの事情の中で３つが組み合わさって初めて決まる。そういう状況の中でＩＣＴ技術をどれだ

け駆使できるかというと、非常にやはりまだまだ人の手を煩わせなくちゃいけないなというのが、

ここ数年、私もこのＩＣＴ技術に関してはいろいろ深く会社の中で担当してやっているんですが、

情報の集約化がなかなか前へ進まない。そこがやはり日々日々数量と価格が変わる、いわく相対、

契約販売といいますか、なかなか物が流れていかないという中で、そうはいっても手をこまねいて

いてはしようがないので、今、会社としては、業界としてはかなり力を入れている。これも当社１

社でやってもしようがないのであって、やはり各卸会社連携の中で知恵とお金を出し合いながらや

らないと、１社だけでやっても、全くこれは使えないものになってしまいますので、少なくとも青

果の中では全社共通で使えるようなシステムをつくり上げていかなくてはいけないなというふうに

考えております。 

 簡単ですが以上でございます。 

○藤島座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、倉﨑委員さん、お願いいたします。 

○倉﨑委員 先ほど中央市場の売上が減少しているというお話がございましたが、市場全体の数字

を見ても20年間で約３割減っております。こうした厳しい現実をまずはしっかり受け止めているの

か、分析し対応できているのかが大切だと思います。確かに、厳しい流通環境の中にあっても、先

日の農経新聞で報じられているように、売上を伸ばし業績が良い会社も多くあるのも事実でござい

ます。そうした会社は、各地域における流通の核として一層存在感を発揮していけるものと考えて

おります。 

しかしながら、総じて見ると、市場流通の厳しい現実を真正面から受け止め、十分に対応できて

いるのかと言うとやや疑念を感じます。10月に全青協の大会を旭川で開いた際、遠山室長にもお越

し頂き、色々意見交換も行いましたが、問題はやっぱり、私たち卸売業者がどこか旧態依然として

いて、販売先のニーズや産地のニーズに応えきれていない点にあると感じました。この点をもっと
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重く受け止め、取引先、関係各位の期待に応えられる対応を市場全体として真剣に考えていかなけ

ればならないと思います。今後市場関係者それぞれにそれぞれのお立場がある中でも、心ひとつに

して、川上・川下のニーズに応えられる市場としていく為にも、様々な点で行政・開設者の果たす

役割も非常に大きいと考えております。 

 また、さっき大竹委員からも加工の話がございましたが、加工関係にもかなり取り組んでいる会

社も多くあります。そうした事を含めた様々な販売先ニーズへの対応や、コンテナ流通等の出荷先

への取り組みを含め、卸売業者として求められるものに最大限応え続けていかなければならないと

いうのが現状ではないかと、かように思っております。以上です。 

○藤島座長 どうもありがとうございます。 

 佐藤委員さん、お願いいたします。 

○佐藤委員 食肉の佐藤でございます。 

 先ほど来いろいろ話が出ていますので、ただその中で、自分もこの手の会議に出させていただい

て大分なるわけですけれども、自分がはじめ出させていただいたころは、将来方向研究会というこ

とで、拠点市場という議論がされて、今度は再構築というような、何か看板が変わっているわけで

すけれども、しかし、先ほど来話が出ていましたように、どういう方向に卸売市場というものを持

っていこうとしているのか、それがなかなかちょっと、自分もまだ不勉強なのか、見えていない部

分がございます。余りいろいろなことは申し上げられませんけれども、食肉だけのことで申し上げ

れば、自分は長い間、この仕事に携わってきたわけですけれども、牛も豚も鶏肉も卵もここ１年ぐ

らい全部高値で推移しており、珍しいなというような感じでおるんですけれども、その状態は今も

続いております。そういうことで、生産者、卸売市場はいいねというようなことを言われるわけで

すけれども、しかし、餌も高い、牛でいえば素牛も高い、そういうような状況でございますので、

言われるほどみんないいわけではない。そういう中で取扱いが、やはり頭数が減っていますので、

価格がよくても各市場の中身はそう楽観できるものではないというふうに思っております。 

 当協会は全国にブロックを持っておりまして、実は昨日、関東ブロックで会議がございました。

その中で出たことが、いろいろ出たわけですけれども、今、福島の原発の問題でセシウムの検査、

全頭検査しております。先ほど魚のほうも検査しているという話がございましたけれども、牛肉は

確実に全頭検査をしております。牛だけでいいじゃないかと自分は思っていますが、セシウムの検

査というのはいろいろな段階でやっておられるというふうには聞いておりますけれども、魚とか野

菜というのは本当に全部できるんでしょうかということがあります。自分としては全てをされてい

るのかとか、実際にできるのかどうかというふうな話に対してはちょっと疑問を持っています。

我々のこのセシウムの検査も、厚生労働省は全頭検査しなさいとは言っていない。ただ、我々業界

といいますか、それは消費者のそういう要求なりを踏まえて全頭検査を続けている。直近ではほと

んど出なくなってきていますので、もういいんじゃないかという話も昨日は出ました。自分も、は

っきり申し上げまして、もうそうであるならばみんなでもうやめてもいいんじゃないかと。要する

に、ＢＳＥの検査はどんどん、今48カ月齢超まで引き上げられておりますので、検査にかかるコス

トをいろいろ考えた場合に、ちょっと突飛なことを言うかもわかりませんけれども、必要かどうか

という、やっぱり議論をする時期に来ているんではないかというふうに感じております。 

 もう一点、全然別な話を申し上げますけれども、青森の大学の先生がちょっと最近出された本の

中で、日本の食品廃棄量は年間1,940万トンあるというんですね。それで、これをお金に換算する

と11兆円。食料の量では年間5,000万人が生活できる。飽食大国と言われるアメリカは3,300万トン
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で、１人当たり105キロですが、今や日本は食品廃棄率世界一の不名誉な国となりましたというよ

うなことを発表されておりました。これは、日本の人口１人当たり毎日おにぎり１個ないし２個を

捨てているという勘定になるんだそうです。こういうことを公表されています。卸売市場、また生

産から流通、消費までの中で、こういうことも我々はやっぱり目を向ける必要があるんじゃないか

というようなことで感じております。 

 昨日の話を全部話すと大分長くなりますので、このぐらいにさせていただきます。以上でござい

ます。 

○藤島座長 どうもありがとうございます。 

 宮本委員さん、お願いいたします。 

○宮本委員 仲卸のスタンスからお話しさせていただきたいなと思います。 

 実際に市場での取引、それからその優位性というのはさんざん認められ、議論されてきたことで

あると思います。そして、その中で実際に中枢を担っているのは誰かといいますと、私自身は仲卸

がこれを担っているというふうに考えております。先ほど伊藤委員から若干のお話がございました

けれども、今日ここに開設者の方は欠席でいらっしゃらないということですが、事務局からのお話

によると法律の問題には今回ノータッチという形で進める…… 

○遠山卸売市場室長 そんなことは言っていません。 

○宮本委員 ノータッチというか、ノータッチではないのでしょうけれども、検討会の進め方に不

満を持っているというご意見が、伊藤委員の方からあったというように私は感じました。 

 市場のこれから先を考えていきますと、法律の問題、特に開設者が現状使っている卸売市場法、

条例は、我々仲卸のスタンスから考えますと、実際には商売、ビジネスというのはどんどん先に進

んでいる。制度が追い着いていない、というふうに我々は考えております。例えば、実際に代金決

済の問題等を考えますと、卸売会社は仲卸の入金によりまして産地にこれを支払っていく形に現状

はなっているかと思います。大きな資金の流れというのは、もちろん設備投資云々ということは別

個といたしましても、実際に取引の中で決済されている資金というのは、我々仲卸がこれを背負っ

ている、これを担っているというふうに現状はなっていると思っております。 

 卸売会社のスタンスからしますと、お客様は産地であるというふうな考え方が今まで話を聞いて

おりましても多いのですけれども、実際卸売会社は、どっちを向いて商売をしているのかという話

は、仲卸の間でよく出てきます。要は、お金をいただいている仲卸の部分が本当のお客様であって、

産地に対しては仲卸が集めた代払いで手当されるという現状です。青果では、特に代払い制度がほ

とんどの市場におきまして実行されております。この代払い制度によりまして、市場の優位性が保

たれている。市場での代金決済の重要さということをお話ししているわけですけれども、そのほか

も含め、市場での意味合い、重要性を担っているのは、実際にお客様に商売をしているのは仲卸で

ございます。市場のほとんどの場合、我々のスタンスでいいますと、７割が仲卸のビジネスを通し

てやっているというのが現状かと思います。市場では、確かに競り、競売等は大田市場でも10％あ

るかないかというのが現状かと思います。その中で、我々が代金決済、いわゆる相対取引といった

形の中で決済がなされているわけですけれども、これが不透明、わからないという指摘があるかと

思いますけれども、実際には、いわゆる直荷引き、あるいは場外仕入れといった形式で認められて

います。例えば、輸入品の販売なら、これは卸売会社がやっているというパターンも多いのですけ

れども、大田市場ですと、仲卸がこれをほぼ全部取り扱っております。輸入品、いわゆる場外仕入

れ、商社からの仕入れ、こういったものに関しましても仲卸は、小売側のお客様と産地に行きます。
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国内の産地だけでなく、海外の産地につきましても、今の時代、世界中から青果物は入っているよ

うな実態にございますので、仲卸は、こういった取引決済はＬ／Ｃを開いて自分でやるという形も

あるかもしれませんけれども、通常のパターンですとほとんど商社を通してその取引をやってきて

いるのが現状です。これからの市場のあり方は、実際に国産の産地や海外の産地も含めまして、世

界中の市場の流通の実態はどうなっているかということ、これを踏まえて行くことによってみえて

くるというのは多いにあるかと思います。 

 例えば、アメリカをみますと、卸売市場法という法律はないし、卸売会社がない市場もあります

し、市場自体がないところもあります。このように、流通の形態は非常に多岐多様になっているの

が現状の流れであり、我々の市場流通が将来どういうふうになっていくかということを考えたとき

に、今まではアメリカのパターンを見て、それを追いかけていった部分があったのかなというふう

に思います。今、我々が認識しております日本の食文化というのは、アメリカ、ヨーロッパ、それ

ぞれと全然─全然ではないですが、違うところが非常に大きいというふうに考えております。

日本という国の南から北への長さ、それと産地が北から南へ、青果物については特にその中で動い

ているという実態の中、我々が日本の食文化を考えた時、毎日毎日主婦が八百屋さん、果物屋さん、

あるいはスーパーさんがメインになってきましたけれども、毎日買いに行くパターンが非常に多い

という海外と違う部分がある。まして皆さんもご承知のとおり、日本で食べている野菜とか果物と

いうのは抜群のおいしさであるということは皆様認識していらっしゃると思います。消費者には、

こうしたことを大事にしていくということは非常に大きいと思っております。ですから、日本の消

費者に対する食育の問題も出ておりましたけれども、日本の食文化を何とかキープしていく、伸ば

していく、そういったことも、市場がやはり大きな、特に仲卸が担って頑張っていかなければいけ

ないのかなというふうに仲卸のスタンスとしては考えております。 

 以上でございます。 

○藤島座長 どうもありがとうございました。 

 それから、ちょっと時間の関係で申しわけないんですけれども、濱田委員さん、矢野委員さん、

渡辺委員さん、今までお聞きになった中で、こういう点が特に一言意見として出したいという点、

お願いしたいと思うんですが、いかがですか。 

○濱田委員 私は、水産のことをやっていますので、そちらのほうの話でさせていただきますけれ

ども、全体的見地から言えば、流通の状況を見ていますと、卸売市場法でどうにかなるという問題

ではまずないということが１つあると思います。これは経済産業省にかかわる流通政策の問題です。

大店法等の改正によって大規模店舗の出店に歯止めがかからないようになり、周知のようにオーバ

ーストア状態がもたらされました。末端で流通が過当競争、激戦状態になっているわけです。です

から、まず末端の問題があって、その中で、魚については対面販売されなくなり、黙っていても売

れるものしか売っていかないという鮮魚売り場が多くなったのです。そういう意味では、鮮魚売り

場が鮮魚売り場らしくないような状況がまずでき上がって、売れるものとなってくると、定番もの

か、ある程度調味加工した付加価値の高いものになっていったわけであります。産地のほうを見て

みれば、昔は出荷業者という業者がたくさんいたんですけれども、そういった中で力のある人たち

が加工部門にどんどん力を入れていって、いわゆる鮮魚流通よりも加工のスタイルのほうを強めて

いったわけなんですね。 

 そうなってくると、卸売市場にも影響が及ぶわけです。もともと卸売市場というのは、買う側と

売る側が真っ向からぶつかり合うのをまとめる機能があるわけであって、しかも、１次生産の場合
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は生産の不確実性がありますから、そのリスクを卸売市場がカバーしてきたのです。ですが、加工

度が上がってきたり、保管が可能になったりして、ある程度直接取引ができるようになってきたん

ですよね。そういう状況の中で市場経由率が下がっているわけです。といっても、鮮魚流通だけ見

れば、そんなに直接取引がうまくいっているようには見ないんですが、やっぱりこれはこれで大変

で、時折うまくやっているところはあり、場外に逃げていったのも事実です。ただ、鮮魚流通だけ

見れば、場外流通のほうに完全に奪われているというようなことでもなくて、むしろ加工度が上が

っていった中で今のような経由率減少傾向がつくられていると分析しています。それはもう私が言

うまでもなく、皆さんの中にもそのような認識はあると思います。けれども、そういう中で、まず

やっぱり水産物に関しては、鮮魚のほうですね、生鮮品をどこまで伸ばすかが大事なところであっ

て、今お話がいろいろあった中で、サプライチェーンをどう構築し、市場流通の中で鮮魚流通を拡

大するようなことをやっていくかということをまさに取り組まれているわけで、私もそこが重要だ

と思うわけです。ですが、やはり漁業生産については不確実性がたくさんありますので、市場流通

でも価格決定の仕方がいろいろ問われるわけなんです。 

 産地の出荷業者の立場からするといろいろな意見があると思いますが、先ほどの『主な意見』の

中にも、「競りを拡大すべきだ」という意見が産地側にもあります。特に生産者です。一方で、相

対取引が性悪説みたいに読めるものもありますけれども、確かに産地の人から見れば、結果がすっ

きりしていて競争価格が実現する競りのほうがいいというご意見なんでしょう。一方で何でこんな

に相対取引が取りざたされるのかということも関係者に聞き回りました。委託販売なり買付け販売

なり、いろいろな形式があり、買付け型のほうが多くなっているわけです。意見はいろいろでした

が、これにはこれの合理性があるということも分かりました。一方で、サプライチェーンを構築す

るために情報共有はすごく重要なんですけれども、市場流通を全体としたサプライチェーンを想定

すると、相対取引で情報が切れてしまうのではと思っています。確かにそれはそうなんです。 

 ただし、この相対取引、よく調べてみますと、どうやって利益を分配するかという問題がここに

あって、ここでは実例を挙げて言えませんけれども、ここの中身は競り人のいろいろなやり方があ

り、それは外から見えないです。ですので、満足できない価格で取引されると、確かに産地側から

見たらちょっと魚価安の諸悪の根源みたいに見えるかもしれません。ところが、卸売市場の中を見

れば、いろいろなやりくりがあって中長期的に利益配分のバランスをとっている部分があるのです。

確かに競りは遠目すっきりなんですけれども、相対取引だけを諸悪の根源にするのはやや抵抗があ

ります。いろいろ考えるべきところはあるんじゃないかと思っています。相対取引をもし全部競り

にすると、価格乱高下が起こったりいろいろな問題が起こると想定されます。相対取引が必ずしも

いいとは思っていませんけれども、競り人の立場からすると、しっかりと利益の分配の機能を果た

していると言いたいわけです。しかし、これは時と場合、物によって、場所によっていろいろなケ

ースがあるとは思うんですが、その取引内容の一部始終を開示すると大変なことになるんじゃない

かというふうな思いを持っています。 

 サプライチェーンというのは第三者販売というところで実現するというのも念頭にあると思いま

す。けれども、もし場内取引の中で、相対取引を通じてサプライチェーンの中でつなげるならば、

それが一番いいと思っています。ただ、それはそれで、先ほど述べた通り、これはものすごく難し

い問題もあるなと思っています。産地の出荷業者の人に対して消費地市場では、なぜ競りがないの

か、生産者もそういうふうに言うんです。産地では、競りで買って取引されて消費地では相対取引

で、その先どうなっているかわからないという不満がいっぱいあるわけなんですよ。生産者に至っ



 24

ては自分たちの獲った物がどこの市場にどのような値段で誰に売られたか全くわからないというよ

うな状態です。この市場流通は、集荷分荷の世界ですから、自分のものが全てわからなくてはいけ

ないというものにしなくてはいけないのか、出荷者に対しても一回一回の決済の中で売り先まで含

めて全てはっきりしなくてはいけないのかというような反論も出てきます。それゆえ、市場流通は

売る側も買う側も、卸に対して不信感はあるもののその不信感をどう飲み込むのかというような課

題があるのかなと考えています。 

 私は、調査の中で聞ける範囲でしか判断できないので、このことはとてもセンシティブで触れに

くいところなんですけれども、相対取引型が全てだめみたいな意見になると、これはまたちょっと

違うなという感覚を持っています。ただし、情報共有の問題はこれからどうするかというのは議論

があるべきところだと思っています。 

○藤島座長 また詳しい話は次回以降でお願いしたいと思います。 

 あと、矢野委員さん、お願いします。 

○矢野委員 ３点ほど簡単に述べさせていただきます。 

 １点目は、最近、卸売市場の歴史の研究をやっており、その中で発見したことです。今日、遠藤

委員のほうからお話があった、以前は魚のベテランが卸・仲卸にいらしたというようなお話、あと、

伊藤会長のほうから開設者の負担と業者の費用の負担の境目が曖昧になってくるという点と関わっ

てくるかもしれません。以前は、官と民のうち民の事業者さんのほうの人間が持っていた─人

間というか、実際に働いていらっしゃる方が持っていた技術とか技というのがありました。最近で

はその技術や技の部分が、どんどんハコ化しているのではないでしょうか。ハコ化というのは、施

設化やシステム化ということです。今日のお話の中で情報を共有というお話もありましたけれども、

情報をどのように持ってどのように使うかというのも取引の技の見せどころという側面もあったと

思いますし、新鮮さを維持する、新鮮さを目利きするというのも人間に張りついていたような技術

だったのではないかと思うのですが、そういったところを全てハコ的なものへ依存するように変わ

ってきているのではないでしょうか。すると、開設者側がハコすなわち施設的な面の準備や管理に

おいて大きな役割を果たすべきであるのに、ハコの果たしている機能が民間の取引にとって重要で

あるため民の負担でやることになっている。官の側と民の人間の持っていた技術の役割分担が曖昧

になってきて、業者負担が結果として増えているのではないかという感想を持っております。 

 ２点目は、先ほどの基本方針の中で上位法に何かと進言するのは難しいというのは理解した上で

すけれども、ユーザーのニーズや産地のニーズにどう応えていくかというところをどんどん突き詰

めていきますと、将来的な卸売市場のあり方として総合食品流通センター化のような形に向かって

いくのか、あるいは、やはり従来どおり卸売機能を中心とした市場として生き続けていくのかとい

うあたりの方向性は、やはり真剣に見ていかないといけないのではないかなと思います。そうしな

いと、中で事業を行っている皆さんたちが社員の皆さんにどういう教育をするか、どういう人材を

雇うのか、どこに投資するのかという点が大きく変わってくるのではないかと思います。 

 もしその中で、卸売機能を中心とした市場として、将来もこの制度を維持していくというような

方向でいくのであれば、３点目として、６次産業化への対応というのは少しそぐわないのではない

かというふうに個人的には思っています。６次産業化という言葉ですが、この今日の資料で出てき

たのがどういう意味で使われているのか、６次産業化法のいう６次産業化なのか、もっと一般的に

言われている理念的な６次産業化なのかは今一つわからないのですが、６次産業化法の中での定義

であるとすれば、これは農林水産業の振興を中心として、生産者の新事業創出というような形での
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法律ですので、それに卸売市場がどのように関わることができるのかあまり明確ではありません。

卸売市場の機能や産地の関係を考えてみても、やはり卸売業者や仲卸業者の皆さんが本来持ってい

る機能を十分発揮して、生産者が組織化され、ある程度計画、管理ししっかりと農産物を生産する

産地の農産物をいかにしっかり売っていくか、いかに流通させていくかという点に集中したほうが、

卸売市場があるべき姿なのではないでしょうか。 

 以上です。 

○藤島座長 渡辺委員さん、お願いします。 

○渡辺委員 手短に３点申し上げます。 

 私自身ももう出なければいけなくて時間がないので、手短にせざるを得ないんですけれども、１

点目は、コールドチェーンを整備するとか加工・調製といった物流の側面、あるいはＩＣＴ技術を

活用して情報共有するというような話は、もう総論で賛成、皆さん誰も反対しない。それをいかに

誰がどうするか、お金を誰が負担するかという問題もありますし、それをどう運用するかという問

題もありますけれども、そういったものを具体的に詰めていくといろいろな議論が出てくるので、

早くそれを詰めていかないと手遅れに─手遅れという言い方は失礼ですけれども、できるだけ

早く詰めていく必要があるということが今日はっきりしたんじゃないかと思います。これは５年前

の議論でも行われていたことなのですが、これは２点目の論点に関係するんですが、５年前と決定

的に違うのは、人口が減少する、少子高齢化が進むという環境条件がどんどん悪化しているわけで

すね。そういった中で、原材料の問題であるとか、原料のコストが上がってくる、それから消費者

の側で言えば買い物行動もがらりと変わり、食べ方も変わり、消費行動が変わりという大きな変化

の中で、それにどう対応していくのかというのが最初の前文に全く触れられていないということが

非常に私としては驚きであって、そういう環境変化の中で何がどう課題としてあって、今まで５年

前と同じことを言っているけれども、その重みというのは全く違うんですよということは確認して

いかないといけないと思います。 

 前回の会議で、もう最後の場面で伊藤裕康委員がいみじくもおっしゃっていたんですけれども、

前回の会議というのは非常に内向きな、市場関係者の立場での意見に終始したけれども、そうじゃ

なくて、もっと広い観点から議論すべきだというようなことをおっしゃっていて、私もそのつもり

で前回の最後に問題提起をしたつもりなんですけれども、是非そういった観点から議論を進めてい

ただきたいと思います。本当にこの卸売市場の存在そのものが、５年先はあるかもしれないですけ

れども、10年先、20年先を見据えた時にどうなっているのかということを考えていただきたいと思

います。 

 それとも関連して３点目なんですけれども、全体の議論では余り出てきませんでしたけれども、

資料２の４ページの（４）ですね。（４）のところなんですが、社会的要請ということで言うと、

ここも卸売市場が社会に対してはどう有効な存在であるべきかということで、環境負荷の問題であ

るとか、確実に起こるであろう大震災というんですか、あるいは火山が、富士山も噴火するかもし

れないし、そういう災害リスクの中でどう卸売市場が社会にとって役に立つ存在であり得るのかと

いうことも、当然この第10次の基本方針を詰めていく際にはかなり前面に取り上げるべき課題では

ないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○藤島座長 どうもありがとうございました。 

 それぞれの委員の方々から非常に貴重なご意見をいただきましたが、ちょっと私のほうで最後に
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ごく簡単にまとめさせていただきますと、要するに、社会が大きく変わってきていますよと。高齢

化の中でニーズが変わって、素材だけの流通の時代ではなくなってくるとか、あるいは、川上・川

下も変わってきているんですよと、そういう中で卸売市場の統合、あるいは再編も必要でしょうし、

情報を非常に重視していくということも重要だと。そういった形でのサプライチェーンの構築が重

要になってくるだろうと。となると、最終的にはやはりそれぞれの卸売市場が画一化ではなくて、

もう多様化なんですよと、それはヒアリングの中でもはっきりと出てきていると思いますが、そう

いった非常に多様化した卸売市場のあり方、その中での国の関わり方でありますとか、卸さん、仲

卸さんの展開方向ないしは施設整備のあり方ですとか、いろいろ入ってくるかと思いますけれども、

そういうものをそれぞれの卸売市場に応じて考えていく。その点では、各卸売市場の経営戦略、経

営展望というのは非常に重要になってくるんじゃないかというふうに、今のこれまでのご議論を聞

いていて私のほうとしては考えた次第なんですけれども、またちょっと検討させていただきますけ

れども、そういったことをまた重視していきたいなというふうに思っております。 

 時間の関係で申しわけありませんが、以上で（２）のほうは終わりにいたしまして、最後の議事

の（３）、その他のところに行きたいと思います。 

 事務局から事務連絡等、よろしくお願いいたします。 

○遠山卸売市場室長 次回のことについてご案内いたしますと、次回の第４回検討会につきまして

は11月上旬に開催を予定しております。ご案内のとおり、次回、第４回、第５回にわたって個別課

題の検討を行うことになっておりますが、次回は本日ご議論いただきました論点も踏まえまして、

市場関係者及び開設者の個別の取組に係る課題を中心に、事務局からデータや事例を示しつつ、さ

らに議論を深めていただければというふうに存じております。 

 なお、先ほど質疑の中でもございましたが、この検討会は別に法律にノータッチとも私は申して

いませんし、法制度のことはやめてくれとも申しておりません。自由な場でございますので、いろ

いろな観点から、ご議論はもちろん自由にしていただければと思います。私が申し上げましたのは、

基本方針と法律の法制的な関係性についてのことだけですので、誤解のないようにお願いいたしま

す。 

 なお、具体的な日にちのほうは、内々お伝えしておりますとおり11月11日の午前中とする方向で

考えておりますので、別途改めまして事務局から各団体事務局を通じてなり、団体代表でない委員

には直接に具体的な日時、場所の詳細について正式にご連絡させていただきます。 

 なお、本検討会開催要領第４の２に基づきまして、本日の配付資料は農林水産省ホームページに

掲載いたします。また、第４の３に従いまして速やかに議事録を作成して、委員の皆様のご確認、

ご了承を得た上で、整い次第これにつきましても農水省ホームページにて公表させていただきたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。 

 最後になりますが、本日の資料はもちろんお持ち帰りいただいて結構ですが、委員の席上に置か

せていただいております青色のファイルにつきましては、お持ち帰りにならないようにお願いいた

します。 

 事務局からは以上でございます。 

○藤島座長 どうもありがとうございました。 

 本日はここまでとさせていただきたいと思います。 

 それでは、これにて卸売市場流通の再構築に関する検討会の第３回会合を閉会とさせていただき

ます。 
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 長時間にわたりましてどうもありがとうございました。 

午後３時３９分 閉会 

 


