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午後３時５９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７回会合を開催い

たしたいと思います。 

 本日、近藤一海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、お亡くなりになられました宮本委員さんの代理として、前回に引き続き、全国青果卸売協

同組合連合会副会長の斎藤様のご出席をいただいております。本日は、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、まず初めに櫻庭局長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○櫻庭食料産業局長 卸売市場流通の再構築に関する検討会、本日は第７回目でございますけれど

も、これまで、皆さん大変ありがとうございました。また、本日もお忙しい中お集まりいただきま

して、重ねて御礼申し上げる次第でございます。 

 昨年の７月から、本日も含めて７回になりますけれども、卸売市場に期待されている役割、機能、

それから施策のあり方など、活発なご議論をいただきました。その資料なり議事録は、お手元にあ

るとおりでございますけれども、これまで皆様からは、卸売市場、これはやはり生鮮食料品流通の

基幹的なルートであるというご指摘、そういった使命を引き続き果たすことが重要とのご意見、あ

るいは産地や消費者のニーズを踏まえて、どういった機能が求められているのか、あるいはその役

割をさらに強化・高度化していくことの必要性など、幅広い観点からご意見を賜りました。 

 また、その議論の中では、市場ごとの経営戦略やビジネスモデルの必要性、市場関係者の経営体

質の強化、そして輸出など新たな取組、そしてさまざまな社会的な要請への対応、そういったこと

について、今後、重点的に取り組むべきではないかというご意見を賜った次第でございます。 

 本日これから担当より説明させますけれども、これまでの皆様からのご意見は、大体において、

相当な部分が報告書に盛り込まれているとご理解いただければと思いますし、この報告を踏まえま

して、今後、第10次の基本方針を策定していきたいというふうに考えているところでございます。 

 今後も引き続き、大所高所から、皆様からのご意見、そしてご指摘を踏まえながら、この21世紀

における卸売市場はどういうあり方でいくべきなのか、そして、開設者とはどういう関係でいくべ

きなのか、いろんなことを検討しながら、我々も対応していきたいと考えております。 

 今日これから大臣の随行がございますので、30分ほどで中座することをあらかじめご了承いただ

きたいと思いますが、御礼かたがた、今後、また本日も活発なご意見を賜って進めたいと思います

ので、どうかよろしくお願いいたします。 

○藤島座長 どうもありがとうございました。 

 恐れ入りますけれども、カメラ撮りはここまでとさせていただきたいと思います。 

 続きまして、配付資料の確認について、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 卸売市場室長の遠山でございます。本日は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が、本日の資料は、配付資料一覧にございます

ように、資料といたしまして、「卸売市場流通の再構築に関する検討会」報告（案）、及び参考資

料として、報告（案）関連データ集となっております。資料の不足がございましたら、おっしゃっ

ていただければと存じます。よろしいでしょうか。不備がございましたら、会合の途中でも事務方

にご連絡いただければと思います。どうぞ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。 
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 それでは、議事次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

 本日の議事は、「卸売市場流通の再構築に関する検討会」報告（案）であります。事務局よりご

説明をお願いいたします。 

○矢花食品製造卸売課長 それでは、お手元の資料に基づきまして、食品製造卸売課長の矢花より

説明を申し上げたいと思います。 

 「卸売市場流通の再構築に関する検討会」報告（案）、Ａ４縦の資料でございます。 

 おめくりいただきますと、目次がございます。全体で大きく５項目に分かれておりますが、「Ⅰ

はじめに」、「Ⅱ卸売市場流通の現状」、Ⅲとして主要な課題を整理しまして、Ⅳとして取り組み

の方向性についてを整理し、最後「Ⅴおわりに」と、まとめをしております。 

 これにつきまして、かいつまんで、取組の方向性を中心に説明をさせていただきたいと思います。 

 １ページ目、「Ⅰはじめに」とありますけれども、一番下の段落のところ、この報告の位置付け

でございますが、本検討会の議論を基に、市場流通を取り巻く情勢とその変化、関係者の評価や意

見、第９次基本方針に基づきます市場関係者の取組状況等を踏まえまして、再構築に向けて取り組

むべき課題を分析した上で、各課題の解決に向けて、今後の対応方向と施策のあり方について取り

まとめたものでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、２ページ。卸売市場流通の現状ということになりますけれど

も、基本的な部分につきましては説明を割愛させていただきまして、６ページに移っていただきた

いと思います。 

 ６ページの一番下のところに、３とございます。第９次基本方針に基づきます市場関係者の取組

の状況でございます。 

 主な点を申し上げますと、６ページの一番下、中央拠点市場への位置付け、それに伴う取組とい

うことで、これについては、次の右のページの２段落目、「現在」とありますが、青果では21市場、

水産で11市場が中央拠点市場に位置付けられております。このうち、協定等の形で中央拠点市場を

中心にした市場間流通ネットワークを構築した市場は２市場にとどまっているという現状でござい

ます。 

 ②の中央卸売市場の再編でございますけれども、中ほどの段落、平成22年の第９次基本方針策定

以降、再編基準に該当した、あるいは自主的な判断として、15の中央市場が再編措置を講じており、

そのうち13市場は地方市場への転換を選択しています。こういった市場につきましては、取扱金額

が増加した市場もありますし、一方で減少傾向の市場も見られるという状況でございます。 

 地方市場についても、地域の拠点市場として位置付けているところが30都道府県あるということ

でございます。 

 一番下の（２）の１）の施設整備や管理におけるＰＦＩ事業、指定管理者制度の導入状況でござ

いますけれども、それぞれ１市場にとどまっているという状況です。 

 次のページにまいりまして、コールドチェーンシステムのところでございます。これも、段落２

つ目になりますが、中央市場におけます低温卸売場整備率は面積、市場数割合ともに増加傾向には

あります。しかしながら、数値目標、整備の方針を策定していない市場開設者が７割に及んでいる

という状況です。 

 それから、実需者ニーズへの対応強化というところでは、これも２つ目の段落になりますけれど

も、中央卸売市場１市場当たりの施設整備面積が第９次基本方針策定前と比べると、冷蔵庫ですと

か加工処理施設が横ばいから２割増になっているということ。それから配送センターについては倍
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増となっております。 

 環境負荷の低減についてはいろいろな取組がなされており、また５）のところでは、市場運営や

物流の効率化を図るためＥＤＩ標準ですとか電子タグの導入等は未だ進んでいないといったところ

でございます。 

 右のページにまいりまして、（３）の１）のところになりますが、売買取引方法の合理化という

ことで、これについては不断の検証を行い、必要に応じて見直しを行うというふうになっているわ

けですが、「しかしながら」とありますように、実際に検証を行った開設者は全体の４割にとどま

っているという状況でございます。 

 ２）の卸売市場間での連携ですとか、３）の事務手続の簡素化についても、それぞれ進められて

いるところでございます。 

 ４）の品質管理の高度化のところでは、２つ目の段落になりますけれども、品質管理高度化規範

を策定した中央市場の卸売業者、仲卸業者の割合、これは増加をしているわけですけれども、社内

のチェック体制を構築するところまでやっているというところが、卸で８割、仲卸で３割程度にと

どまっているということでございました。 

 次のページにまいりまして、経営の近代化の部分でございます。 

 卸売業者のところでは、２段落目に、第９次の基本方針策定以降に、一部の卸売業者におきまし

て、合併、営業権譲受け等による統合大型化、さらにはホールディングス化といったような取組も

なされているというところでございます。 

 次、11ページ、右のほうにまいります。 

 １）のところでは経営展望、行動計画の策定でございます。２つ目の段落のところにございます

けれども、経営展望を策定している市場は平成25年度現在で46市場、全体の７割であり、そのうち

行動計画まで策定しているのは26市場ということで、７割のさらに６割ということになるわけでご

ざいます。 

 ２）の情報化の推進につきましては、いろいろな承認申請の電子化ですとか、統計データ管理シ

ステムの構築、そういった情報化に取り組んでいる開設者というのが全体の半数程度ということで

す。 

 ３）のところでは、災害時等の緊急事態への対応ということを述べておりますけれども、最後の

段落になりますが、ＢＣＰを策定している開設者、卸売業者はそれぞれ全体の３割、２割というよ

うな数字でございます。 

 ４）の市民との交流につきましても、次のページにまたがってまいりますが、多くの中央卸売市

場開設者において、交流を深める市場まつり等のイベントが開催をされているというところでござ

います。 

 以上、第９次基本方針に基づきます取組の状況ということで整理をしてございます。 

 次の13ページ、「Ⅳ再構築に向けた主要な課題」につきましては、これは次の対応方針とリンク

をしてまいりますので、ここを割愛させていただきまして、15ページ、ここからがⅣとなっており

ます。卸売市場流通の再構築に向けた取組の方向性ということになってまいります。 

 冒頭に、１行目にもありますように、卸売市場は、生鮮食料品等の国内流通における基幹的イン

フラということで、国民に生鮮食料品を供給する使命を有しているということでございます。 

 ２つ目の段落にありますように、しかしながら、いろいろな情勢が変化する中で、現状では卸売

市場流通がそれらに十分に対応できていない部分が出てきていると。 
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 そういったことを踏まえまして、生鮮食料品に係るフードバリューチェーンにおける基幹的な流

通ルートとしての使命を引き続き果たす、産地・実需者との共存共栄を図るという視点で、求めら

れる機能、役割をさらに強化・高度化をしていく、市場流通の再構築を進めていくことが必要とい

う視点に立ちまして、以下の具体的な提案に沿って、的確に対応すべきというまとめになってござ

います。 

 １としまして、卸売市場のあり方、運営方法に係る課題への対応でございます。 

 （１）になりますけれども、各市場におけます経営戦略の確立ということで、卸売市場が社会イ

ンフラとしての役割を引き続き発揮し、その経営を発展させていくために、各市場がその立地、経

営資源等を踏まえながら、将来を見据えた経営戦略を確立するとともに、迅速な意思決定のもとで、

戦略的に創意工夫ある取組を遂行していくことが不可欠であるということで、１）にありますよう

な経営戦略の確立、これについては、次の16ページのほうになりますけれども、「このため」以後

に記してありますように、各卸売市場において、市場ごとの実情に応じて、目指すべき市場のあり

方等の基本戦略、具体的な行動計画を定めた経営展望を策定し、経営戦略的視点に立った創意工夫

ある取組を、より一層強化、徹底することが必要であるということで、これにあわせまして、２）

では、市場関係者が一体となった市場経営をしていく必要があろう、３）のところでは、効率性・

機動性の向上も求められているという点を指摘してございます。 

 （２）のところでございますが、立地、機能に応じた市場間での役割分担と連携強化というとこ

ろでは、下の１）立地、機能に応じたビジネスモデルの確立というところに書いてあります。各卸

売市場においては、それぞれの立地条件、強み・弱み等を踏まえまして、経営展望の中で目指すべ

きビジネスモデルを基本戦略として定めて、計画的にその機能強化を進めていくことが必要という

ことで、多様なビジネスモデルの例を示してございます。 

 右のページにまいりまして、２）市場間連携の構築ということで、２段落目、「このため」とあ

りますが、卸売市場間におきまして、集荷の共同化、双方向・相互融通での荷揃え、販売の相互連

携等、効果的な市場間連携を推進することが必要というふうにまとめてございます。 

 ３）中央卸売市場再編措置のあり方でございます。ここにつきましても、段落で２つ目のところ

に、「このことを踏まえ」とありますが、基本方針で定める再編基準に該当し、中央市場として求

められる機能が十分に発揮されていないと判断される市場については、その機能強化を図るために、

他の市場との連携・統合、広域化、あるいは地方市場への転換と、こういった必要な措置を通じま

して、引き続きその再編を進めることが必要である。 

 また、この講じられる再編措置を、当該市場における取扱数量の増加ですとか、開設者、主たる

卸売業者の財務状況の改善、こういったことに着実につなげていく必要があるという整理でござい

ます。 

 一番下の段落、「さらに」とありますが、地方市場に転換する中央卸売市場につきましては、取

扱数量、施設規模が相当のものでありますので、地方の計画の中で、地域の卸売市場流通における

核となる市場として位置付けをしていくことも必要ではないかというまとめでございます。 

 次の18ページにまいりまして、４）中央拠点市場のあり方でございます。大規模な中央市場、中

小規模の中央市場との間で機能・役割分担の明確化を図って、効率的な流通ネットワークを構築す

ることを目的としております中央拠点市場でございますが、これは中央市場のあり方として引き続

き有力であると考えられるわけですが、中央拠点市場を中心とするネットワークの構築はごく一部

でしか進んでいない。あるいは、この位置付け自体が出荷先や買受先の選定において必ずしも重要
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な判断材料となっていないという指摘がございます。 

 このことを踏まえまして、各市場の経営展望、目指すビジネスモデルとは無関係に、取扱数量を

もとに国が指定をするという現行の中央拠点市場のあり方については、市場ごとのビジネスモデル

等の確立を促すこととあわせまして、見直しを検討することが必要であるという整理にしてござい

ます。 

 ５）の地方市場の再編のあり方につきましても、①で地域内卸売市場流通の活性化、②では経営

強化に向けた再編等の必要性について言及をしております。 

 右の19ページのほうにまいりまして、（３）公正、効率的な売買取引の確保ということで、１）

のところですが、取引方法と価格形成についても幾つかご指摘がございました。２段落目の「この

ため」というところに書いてありますけれども、中央市場開設者において、せり・入札対象物品に

係る設定、特に２号物品のせり・入札割合について、市場の経営展望や取扱物品の需給動向も踏ま

えて、柔軟かつ戦略的に設定することが必要ではとしています。 

 また、透明性をもった価格形成の維持・向上ということも重要であろうということで、取引情報

については情報利用者のニーズに可能な限り配慮した情報提供ということの必要性を指摘してござ

います。 

 ２）のところでは、公正かつ効率的な取引の確保に向けた方向性ということで、①は第三者販

売・直荷引きの特例の活用でございます。これも文書の中ほどになりますが、市場間の連携を促進

する観点から、他の市場との集荷共同化、業務連携に関する契約に基づく第三者販売・直荷引きに

ついて、市場取引委員会等の手続を迅速かつ簡易な運用とすることをはじめとして、開設者による

運用が可能な限り柔軟なものになるように検討することが必要である。さらには、市場を活用した

農林水産物の輸出の円滑化・効率化を図るためにも、例外規定の取扱について、より柔軟な運用を

していく必要があるという整理でございます。 

 次の20ページのところで、商物一致の原則に係ります特例の活用ということで、国において、こ

の例外規定に関します関係者の十分な理解を得るために、電子商取引等の例外規定に該当する取引

の具体的内容や満たすべき要件、こういったものをわかりやすく整理して、改めてその内容を周

知・徹底することが必要であろうということでございます。 

 特に、商取引を含む電子化が進展する中で、卸売市場の売買取引におきましても、情報通信技術

の利用の一層の推進、市場流通の効率化を図ることの重要性、それから市場取引委員会の手続につ

いて、より迅速・簡易な運用とすることをはじめとして、開設者による運用が、より可能な限り柔

軟なものになるように検討することが必要であるということで、③のところでは、市場取引委員会

の活性化についても必要性を述べております。 

 ④のところは、事務手続の簡素化ということで、ここも幾つか指摘がございました。２つ目の段

落、「このため」とありますけれども、法令に規定されていない事務手続を廃止するですとか、電

子化への移行を含む事務手続の簡素化について、積極的に取り組むことが必要であるとしておりま

す。 

 また、適切な取引環境の維持という点では、⑤に独禁法等により規制される優越的地位の濫用の

内容や公的な相談窓口について市場関係業者への周知を進める等、相談体制の維持・周知に努める

ことが必要というまとめでございます。 

 右、21ページにまいりまして、大きな２つ目として、市場関係業者及び開設者の取組に係る課題

でございます。 
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 （１）のところにあります、多様化するニーズへの的確な対応ということで、品質管理の高度化

という点では、①のコールドチェーンシステムの確保、②の組織的、体系的な品質管理の高度化と

いうことの必要性を挙げております。 

 下の２）のところでは、加工・調整、保管・配送といった付加機能の充実という点でございまし

て、一番下の行から次のページにかかってまいります、加工・調整ですとか保管・配送等の機能を

充実するとともに、リテイルサポート（小売支援活動）の取組、こういったことも一層推進するこ

とが必要ではないかということでございます。 

 ３）産地との連携強化を通じた品揃えの充実ということで、ここも中ほど「このため」というと

ころに飛びますけれども、卸売市場として川上・川下双方向のコーディネート機能を十分に発揮し

て、小売の消費者需要、あるいは加工・業務用需要、産地から集荷する商品のマッチング、こうい

ったことを図っていくと。そういうことを通じて品揃えを充実し、集荷力を一層強化していくこと

が必要としています。 

 ４）のところでは、積極的な情報の受発信、流通コストの削減ということで、生鮮食料品等のサ

プライチェーンの中間に位置している卸売市場が、生産者、実需者それぞれが求める情報の円滑な

伝達に努めることは生鮮食料品全体の活性化にも資するということで、このコーディネート機能を

積極的に発揮することが必要という整理になってございます。 

 一番下、５）市民との交流や「食」の拠点としての情報発信ということで、ここでは市場に対す

る理解の醸成の観点から、こういった活動も必要ではありますけれども、右のページですが、卸売

業務への影響、市場内の衛生管理、安全確保等にも十分留意をしてやっていく必要があるというこ

とになっています。 

 （２）経営体質の強化でございます。１）のところで、経営体質の強化として、生産者、実需者

と連携し、特色ある品揃えの充実や新商品の開発等々、こういった取組が卸売・仲卸業者の経営体

質の強化にもつながるものであるということで、さらには合併等の統合大型化、資本関係の構築に

よる連携強化等にも取り組むべきというふうに整理をしてございます。 

 ２）の経営改善指導の適切な実施につきましては、国において市場関係業者への経営改善指導が

これまで以上に的確、厳正な内容になるように改善を講じていく必要がある、計画的に達成状況を

フォローしていくというようなことも整理をしてございます。 

 次のページにまいりまして、３）のところに、代金決済にかかるリスク管理。これについては、

一番最後の行のところになりますが、具体的な対応策について、取引実態を踏まえた上で、さらに

検討を深めていく必要がある。 

 （３）市場の活性化に向けましては、１）国産農林水産物輸出の促進ということで、市場を活用

し、それを拠点とする輸出の積極的な推進の必要性を記載しています。 

 次の25ページ、上の２）のところですが、６次産業化のパートナーとしての機能発揮については、

国内農林水産物の消費拡大や農林水産業の活性化にも資するということで、これに参画することも

期待をされているところでございます。 

 （４）社会的要請への適切な対応という意味では、１）にありますような、食の安全・消費者の

信頼確保に取り組む、それぞれの市場で必要な衛生管理等の徹底を進めていただく必要がある。 

 あわせて、２）ですが、環境負荷の低減にも、それぞれ取り組んでいただく必要がありますし、

最後のページになりますけれども、26ページ、災害時等の緊急事態に対する対応機能、こういった

ことの強化にも取り組んでいただきたいという整理になってございます。 
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 最後、「Ⅴおわりに」のところにございます、現行の卸売市場整備基本方針につきましては、目

標年度が平成27年度ということになっておりますので、農林水産省においてこの４月から始まりま

す平成27年度中に、次期、第10次基本方針を策定する予定となっております。 

 農林水産省においては、この卸売市場が国民に対して安定的かつ効率的に生鮮食料品等を供給す

る使命を果たして、健全に発展することができるよう、この報告で提案された取組の方向性を真摯

に受けとめ、次期基本方針を初めとした施策の立案に当たることを期待する。さらに、開設者、卸

売業者、仲卸業者等の市場関係者、都道府県等においてこの報告に掲げられました方向性等に即し

て、それぞれが講ずべき取組を、主体的かつ積極的に講じていくことが期待されるという結びにな

ってございます。 

 資料のほう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。 

 それでは、ただいまご説明いただきました資料につきまして、ご意見等がございましたらよろし

くお願いいたします。 

 前回ご検討いただいた点等につきましても、修正なりさせていただいておりますので、前回より

もかなり深まっているかとは思いますけれども、いかがでしょうか。 

 伊藤裕康委員さん、お願いいたします。 

○伊藤（裕）委員 これは私の解釈の違いかもしれないんですが、今、24ページですか、下の「輸

出の推進」というところのことでございますが、先日伺ったところによりますと、市場で通関がで

きると。オンラインでできるんだと。これは２月からそういうことになっているというように私は

伺ったんでございますが、もしそういうことが、現実にこれができるんであれば、この表現も、も

っと具体的にしていただいたほうがよろしいんじゃないかと。市場からの輸出ということですね、

それをここへ、具体的にそこまで踏み込んで表現していただいたらよろしいんじゃないかと思いま

すが。 

○藤島座長 オンラインでの通関ということでございますが、そのあたり、いかがでしょうか。 

○矢花食品製造卸売課長 すみません、一部の市場において、輸出証明書の手続もできるようにな

ったところもあります。しかしながら、オールジャパンでそういう形になっているというわけでは

ございません……。 

○伊藤（裕）委員 オールジャパンでは、まだないんですか。 

○矢花食品製造卸売課長 そういう取組を積極的にやろうという市場が、近隣の関係行政機関等と

調整をして、整えばそういった手続ができるようになるということでございます。 

○櫻庭食料産業局長 ちょっと補足させていただきますと、例えば、市場には日本全国から農産物

等が集まります。そのとき、輸出に当たって、実は、検査証明書とか、産地証明書とか、今、原発

の事故以来、求められております。それを、例えば農政局を経由してハンコをあちこちに求めなき

ゃいけないというのがありました。それが、端末を使って、全て１カ所でできるように、例えば卸

売市場で。 

○伊藤（裕）委員 市場でですか。 

○櫻庭食料産業局長 ええ、市場でできるように。あとは、その検疫手続というのは、植防なりそ

ういったものが、出張という形で来るのですが、これは今でもできるようになっているところであ

ります。 

○伊藤（裕）委員 今でもできるんですか。 
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○櫻庭食料産業局長 できます。ですからそれを、実際問題、今できますけれども、市場として今

後どうやっていくかというところになりますと、やはり関係者の合意形成なり、いろいろなことが

必要になってきます。それにつきまして、各市場で具体的にどういうことを進めていけばいいのか

ということにつきまして、来年度、この４月からの新年度で、そういったフィージビリティースタ

ディーの予算を組んでおります。 

 したがって、一回そういったフィージビリティースタディーをかけていただきまして、その航空

貨物なりをどういう形で持っていくのかというのを、そこで一回スクリーニングしていただき、関

係者の合意形成ができれば、そこから具体的に動かすという形がよろしいかと思います。 

 可能性というか、今できますけれども、いきなりというよりは、やはり市場関係者、あるいは出

荷者も含めて、あといろんな方々がいらっしゃいますので、そこら辺を含めて調整しながら進めた

いと思っています。フィージビリティースタディー予算を実際に使っていただいて、進めていった

方がよろしいかなと思っておりまして、今、準備しているという状況でございます。 

○藤島座長 ありがとうございました。こういうことでよろしいでしょうか。 

 他にいかがでしょうか。かなり、十分ご議論いただいているので、特にないでしょうか。 

 何かお気づきの点でもよろしいかとは思いますけれども。 

 倉﨑委員さん、お願いいたします。 

○倉﨑委員 23ページの、卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化についてですが、その１）の卸

売業者及び仲卸業者の経営体質の強化、ここに書いてありますが、「併せて、合併等による統合大

型化や株式上場等による資本強化、さらには異なる市場間を含む業者間の資本関係構築による連携

関係の強化等に取り組むべきである。」と。このことにつきましては、現在、地方卸売市場では、

それぞれの経営強化ということで、今の大変厳しい環境の中で事業を何とかまとめていかなきゃな

らないというような気運があちこちであります。 

 ただ、問題は、その芽は多く出ているんですが、それをさらに突き進めるような強力な何かが、

ちょっと欠けているのかなと思っています。その中で、やはりこの間も申し上げましたが、行政の

方で、何かもう一つ後押しをしてくれた場合に、それが非常に効率的に進んでいくんじゃないかな

と思っております。 

 とにかく全国の市場では、現状でやっていたのでは、何とも経営していくのが非常に厳しいと。

いわゆるスーパーさんのニーズに応えられるには、また、産地からスムーズに荷物が出てくるよう

にするには、我々も大型化をしていかなきゃならない。これはみんな思いは同じです。でも、思い

だけで、実際のところはなかなかできないという現状でございますので、その点、ちょっと後押し

をお願いしたいかなということと、それからもう一つは、そういうことを進めていったときに、最

後に公取の問題で何か引っかからないのかどうか、そういう点についても、何かちょっと後押しし

てもらえるとありがたいなという感じがしております。 

○藤島座長 具体的に、実際、統合等をなさる場合には、行政の方からの支援といいますか、ある

いは行政の方にご相談いただくということは非常に重要なことだろうなと思っております。その点、

何かございましたらお願いいたします。 

○遠山卸売市場室長 お答えいたします。倉﨑委員からのご指摘、前の検討会の中でもご指摘をい

ただいておりますが、それを踏まえまして、可能なものは施策にも反映してまいりたいとは思って

おります。今後、基本方針をつくったり、あるいは市場に関する各般の施策を実施していく中で、

おっしゃったような、機運がある、芽はあるけれども、あと一歩が進まないようなときに、何らか



 9

のことが、国としてもできる部分があるんであればしたいと思っておりますが、具体的な施策ツー

ルとしてどういう方法をとるかにつきましては、また今後、いろいろな中で検討をさせていただき

たいというふうに思っております。 

 他の行政機関との関係につきましても、いろいろ情報の提供なり、そういったことは綿密にさせ

ていただきたいというふうに思っております。都道府県等の方とも、指導監督の底上げを図る中で、

連携を密にしていくことにしたいと思いますので、その要として、農水省の方でもいろいろ働ける

部分は頑張っていきたいというふうに思っております。 

○藤島座長 そういうことで、よろしくお願いしたいと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

 これまで、たくさんご意見等いただいておりますので、それに応じてこのような形でまとめてい

ただいたということがありますから、特にご意見等はないというふうに考えてよろしいでしょうか。 

 斎藤委員代理さん、お願いします。 

○斎藤委員代理 お願いという形で、ちょっとお話をさせていただきたいと思っています。 

 今回の報告の中でも、いわゆる代金決済のリスク管理の件でございます。 

 今回の報告、そして５年前の研究会報告にもありますが、代金決済機能といいますか、今回の案

では24ページの「代金決済におけるリスク管理」の扱いです。いずれの報告の整理でも、実態を踏

まえた上で、さらに検討を進める必要があると記載されております。 

 実は、先に亡くなりました私どもの宮本会長から、この検討会が始まったころより、市場の決済

機能については、市場でのリスクは仲卸が負っているといった発言があったかと思っております。

市場流通の厳しい環境は理解しておりますが、今後とも、市場維持のためにも、市場を支える仲卸

の現状をご理解の上、農林水産省をはじめ関係する方々に、真摯に検討を進めていただくことをお

願いいたしたいと思いまして、発言させていただきました。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○藤島座長 どうもありがとうございました。今後、農水省をはじめ関係者の皆様にもご検討いた

だくということでお願いしたいと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

 よろしければ、「卸売市場流通の再構築に関する検討会」報告につきましては、このような形で

取りまとめさせていただきたいというふうに思います。よろしいですか。 

（「はい」という声あり） 

○藤島座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、昨年７月以来、本日を含め７回の会合での活発なご議論、並びに円滑な議事進行への

ご協力、誠にありがとうございました。 

 本日、最後ということもございますので、私の方からお礼とお願いを一言申し上げたいと思って

おります。 

 まず、今回のご検討いただきました内容、特に卸売市場のあり方については、多様なビジネスモ

デルという言葉に象徴されますように、非常に多様な視点からご検討いただいたと思っております。

従来は、例えば前回の場合も、拠点市場ということで、比較的全国的な視点から画一的にご検討い

ただいたと思いますが、今回はそういうことではなくて、各卸売市場の実情に合わせるような形で、

多様なご意見をいただいたと思います。 

 そのため、ある意味では、目玉がはっきりしないとマスコミの方からも、ご指摘等をいただきま
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したが、そのことは別にいたしましても、従来と全く違ったような方向でのご検討をいただいたと

いうことで、委員の皆様方には非常にご苦労をいただいたと考えております。 

 また、事務局の方も、取りまとめにつきましては従来とは違うということで大変ご苦労いただい

たと思っております。その点、委員の皆様方、そして事務局の方々にも深く感謝申し上げたいと思

います。 

 そして、その多様化ということにつきましては、今日の報告の中にもございましたように、川

上・川下との連携を深める中で変化していかなければならないと思います。そして、川上・川下と

の連携を深めて変化していくということになりますと、当然、よく言われるウイン・ウインの関係

といいますか、共存共栄としてお互いに利益があるような方向での変化でないと、うまくいかない

であろうと考えております。 

 ウイン・ウインの関係というのは、言うのは簡単ですけれども、実際にやるということになると、

これまた非常に大変だろうと思います。産地側、あるいは実需、小売側の方々にも、大変なご努力

をいただかなければならないと考えますが、是非とも卸売市場の方々には、ウイン・ウインの関係

のもと、それぞれの卸売市場のビジネスモデルをつくりながら発展していただくという方向をとっ

ていただきますよう、お願い申し上げます。 

 各委員におかれましては、全７回という会合の中で、様々なご議論をいただきまして誠にありが

とうございました。改めて感謝申し上げます。 

 それでは、議事進行につきましては、事務局の方にお返ししたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○矢花食品製造卸売課長 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、７回にわたり熱心にご議論

いただきまして、誠にありがとうございました。本日取りまとめをいただきました「卸売市場流通

の再構築に関する検討会」報告につきましては、来年度、この４月から始まる新しい年度において

策定をいたします第10次卸売市場整備基本方針の策定をはじめとした、卸売市場に関する諸施策に

十分活かしてまいりたいと考えております。 

 また、本日の「卸売市場流通の再構築に関する検討会」報告につきましては、農林水産省のホー

ムページので公開をさせていただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○遠山卸売市場室長 それでは最後に、閉会に当たりまして、審議官の長谷部の方からご挨拶を申

し上げたいと思います。 

○長谷部審議官 卸売市場流通の再構築に関する検討会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶させて

いただきたいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、今後の国の卸売市場施策のあり方や、卸売市場関係者が進める

べき取組内容につきまして、長期間にわたり熱心にご議論いただき、また、藤島座長様におかれま

しては、委員の皆様の多様な意見を的確にお取りまとめいただきまして、誠にありがとうございま

した。 

 次のステップといたしましては、先ほど課長からご説明申し上げましたように、本日のご報告を

もとに、来年度、次期卸売市場整備基本方針等の検討を進めまして、今後５年間の卸売市場行政の

道しるべとして、十分に活用させていただきたいと考えております。 

 現在、農林水産省では、農林水産業地域の活力創造プランの方向性を踏まえまして、食料・農

業・農村基本計画の見直しを行っているところでございまして、引き続き農業・食品産業の成長産
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業化に向けた施策を着実に進めてまいる所存でございます。 

 この基本計画を踏まえ、卸売市場においては、産地・実需者との共存共栄を図るという観点のも

と、市場関係者が有する目利き力、コーディネート力を遺憾なく発揮することなどにより、その機

能、役割をさらに強化・高度化し、川上・川下をつなぐ架け橋となることが期待されておるところ

でございまして、当省といたしましても、引き続き関連施策に取り組んでまいりたいと存じます。 

 市場関係者の皆様におかれましても、市場ごとの経営戦略やビジネスモデルを踏まえまして、関

係者が一体となって、計画的かつ積極的な取組を進めていただくことが極めて重要であると考えて

おりますので、本日お集まりの各委員の皆様をはじめとした関係者の皆様の、ますますのご尽力に

ご期待申し上げます。 

 終わりに、これまで委員の皆様方からいただきましたご協力に対しまして、改めて深く感謝申し

上げ、取りまとめに当たりまして、委員の皆様のご意見を必ずしも十分に反映し足りない点があっ

たかと存じますが、このことについてはおわび申し上げ、本検討会は本日で終了いたしますが、今

後ともお気づきの点がございましたら、いつでもご遠慮なく、私どもにご指導いただくことをお願

いいたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○遠山卸売市場室長 それでは、これをもちまして、卸売市場流通の再構築に関する検討会を閉会

させていただきます。 

 なお、これまでの検討会と同様に、本日の配付資料は農水省ホームページに掲載させていただき

ます。また、速やかに議事録を作成し、委員の皆様にご確認、ご了承を得た上で、整い次第、これ

につきましても農水省のホームページにて公表させていただきたいと考えております。 

 また、本検討会のこれまでの配付資料につきまして、誤字、脱字、数値の誤り等、誤植が万一判

明した場合には、藤島座長とも相談しつつ、事務局のほうで、適宜、適正化を図りたいと思ってお

りますので、その点につきまして、あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。 

 なお、各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、本日は最終

回でありますので、ご希望の委員の方はお持ち帰りいただいても結構であります。その場合は、事

務局のほうで紙袋を用意しておりますので、お声をかけていただければ幸いであります。もちろん、

不要な場合は、そのまま置いておいていただければというふうに考えております。 

 以上でございますが、長期間にわたりまして、どうもありがとうございました。心から感謝申し

上げます。今後ともご協力のほど、お願い申し上げます。 

 以上です。 

午後４時４７分 閉会 

 


