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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

１ 卸売市場としてのあり方や運営方法等に係る

課題への対応 

（１）各卸売市場における経営戦略の確立 

  

１）経営戦略の確立 

地方卸売市場を含め、各卸売市場におい

ては、市場ごとの実情に応じ、目指すべき

市場のあり方などの基本戦略や具体的な行

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取組をより一層強

化、徹底することが必要。 

 

○ 卸売市場にとっての客であるスーパーやそれぞれの川下の企業が大きく

なっていくことを踏まえれば、卸売市場の戦略自体を考えていかなくてはな

らない。（川野委員、第 1回） 

○ 経営戦略を策定する上で、最終需要を意識した出口戦略が不可欠。量販店

の需要把握、契約取引の導入の推進も含めて検討されるべき。今までと同じ

構造でよいのかを中心に、需要予測に基づいた機能整備や、会社のリストラ

も含め戦略の中で整理すべき。（福田委員、第 1回） 

○ 卸売市場は、場外取引の拡大と、食料需要の縮小による縮小再編は不可避。

場内取引の限定性とともに、その強みを再確認しつつ将来を考える必要。（濱

田委員、第 1回） 

○ 大市場を中心とした政策発想だけではなく、地方の実情に合った経営展

望、行動計画づくりを進めるべきことを明確にすべき。（川田委員、第 2回）

○ 卸売市場の経営状況からして、日本中同じ様な市場ばかりがあるのは、も

う意味が無いし、今後やっていけなくなる。（磯村委員、第 5回） 

○ 青果物販売においては、産地が市場の目指す経営戦略やビジネスモデルを

十分に把握し、自らの戦略も踏まえ、より具体的なパートナー関係を構築す

ることが必要。このため、市場における経営戦略の確立、構築さらには産地

への開示を積極的に進めるべき。（野﨑委員、第 5回） 

○ 中央卸売市場の卸売業者は、効率化を進めなければならない一方で、公共

性もカバーしなければならない。各市場のあり方を詰めていく際に、ある程

度コスト負担が必要な公共性をどこまで加味するかについて、市場内の調整

も含め、開設者が覚悟を持つのであれば、経営展望の策定は大賛成。（川田

委員、第 5回） 

 

・ 各市場においては、少なくとも、有する機

会、脅威、強み、弱みといった当該市場の現

状等の分析はしっかりと行うべきだが、十分

とは言えない。 

・ 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

等を明確にした戦略を持つことが必要。 

・ 市場としての経営戦略だけでなく、開設者、

卸売業者、仲卸業者それぞれが果たすべき役

割を明確にした具体的な行動計画をつくり、

一つの方向性を目指して連携してそれぞれ

の業務を行うことが重要。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

２）市場関係者が一体となった市場経営 

市場関係者は一体となって、経営展望の

策定、さらにはそのレビュー、見直しに取

り組み、市場全体としての最適を図るとい

う考え方のもとで継続して協議するととも

に、それぞれが講ずべき取組を明確にした

行動計画を着実に遂行することが重要。 

 

○ 卸売市場という組織体において、だれがどうやって戦略を立案し、それを

どう実行してくのかというところを検討していく必要。（渡辺委員、第 1回）

○ 各取組で複雑に利害関係が絡むため、市場関係業者と開設者が一体となっ

た具体的検討を繰り返し行うことで、市場の活性化に結びつけることが重

要。（日浦委員、第 2回） 

○ 関係者が多く、利害が一致していない状況の中で、経営戦略策定や遂行の

場面において調整が非常に難しい。（日浦委員、第 2回） 

○ 経営戦略を策定する必要性について、何となく開設者も理解し、各市場で

それなりに進められていると思うが、どの市場も、正式に関係者が話し合っ

て、市場全体としてどうしていくかというところまで突き詰めていない。（磯

村委員、第 5回） 

○ 経営展望の策定、また、その行動計画の遂行に当たって、事業者間の利害

調整に時間を要するといった声があるのは事実。（日浦委員、第 5回） 

○ 産地市場化する場合、それなりの施設が必要であり、加工等の付加価値流

通までやる場合は、さらに追加の施設が必要であることから、業者数や後背

人口が一定規模以下の中規模市場、地域中核市場ぐらいまでは、市場関係者

が一緒になり、立地に応じた経営戦略を明確にして市場を運営することが必

要。（磯村委員、第 5回） 

○ 品揃えが充実し、取扱数量等が増えるような魅力ある市場を構築するため

には、関係者が一体となって取り組むことが必要。（永井委員、第 5回） 

○ 市場として目指すべき方向性を確立することが意義深いことは、全開設者

が認識しており、経営展望を策定した開設者は、市場関係者と開設者が具体

的検討を繰り返すことで、市場の活性化や取り組むべき具体的目標が明確化

される点を評価。（日浦委員、第 5回） 

○ 産地も実需者もそれぞれ戦略が違うため、かなりフレキシビリティーを持

っていないと、市場全体として一つの方向を出すことは非常に難しい。また、

開設者が出した経営戦略に沿った結果が悪かった場合の責任の所在も考え

ると、経営戦略は総花的になり、メインの部分はぼかさないと立てられない。

（川田委員、第 5回） 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

３）卸売市場経営における効率性・機動性の向

上 

公設卸売市場において、より効率的・機

動的な市場経営を図るため、事業管理者制

度、指定管理者制度、PFI 手法の活用を引

き続き推進することが必要。また、公設地

方卸売市場においては、開設者を第三セク

ターとすることも選択肢の一つに入れた効

率性・機動性向上の検討が必要。 

○ 権限が付与された機関が責任を持って戦略的な市場運営を行える体制を

構築すべき。（川田委員、第 2回） 

○ 指定管理者制度は市場関係業者の援助救済というよりは、自治体側の予算

削減の色彩が強く、卸売市場存続についての決め手とはならない。（遠藤委

員、第 2回） 

○ 開設者として、市場経営の効率性や機動性の向上を目指す上で、指定管理

者制度も含め様々な手法や制度の活用について検討を進めることは大変有

益。（日浦委員、第 5回） 

・ 公設でないと市場の公益的性格を果たしに

くい面はあるが、経済動向に敏感に対応可能

な“企業化”をもっと進めないと、公設市場

の非効率性は改善しない。 

・ 地方自治体としての公的関与を残しつつ、

より効率的な市場運営や職員の専門性を確

保する上で、第３セクター方式は有効でない

か。 

 

（２）立地、機能に応じた市場間での役割分担と機

能強化 

１）立地、機能に応じたビジネスモデルの確立

各卸売市場においては、それぞれの立地

条件や強み・弱みを踏まえ、経営展望の中

で目指すべきビジネスモデルを定め、戦略

的・計画的に機能強化等を進めることが必

要。その際、地域内における生鮮食料品等

の安定的な供給を基本としつつ、「大規模な

集荷・分荷機能の発揮」のほか、「産地連携

による魅力ある生産物の集荷販売」、「加

工・業務用商品の開発・販売」、「輸出等を

通じた新たな需要開拓」などの多様なビジ

ネスモデルが考えられる。 

 

 

 

 

○ 市場の立地、規模によって役割、課題も異なる。大消費地、中小都市の消

費地、産地近隣都市、産地の各市場を一括りにするのは無理。（濱田委員、

第 1回） 

○ 中央卸売市場と地方卸売市場では役割が違うと思うが、やはり自分たちが

何屋になるかという、自分たちのビジネスモデルをしっかりと考えていくべ

き。（川野委員、第 1回） 

○ 卸売市場について、全国的に統一した機能を掲げるのは難しいのではない

か。それぞれの市場が置かれた立地や規模によって機能を整理することが必

要。（矢野委員、第 2回） 

○ 市場毎に歴史的経緯や食・商習慣が異なり、商圏も様々。卸売市場におい

ては、国や地方自治体の役割を明確にし、市場の役割や重要性等をアピール

しつつ、地域実態に応じた施設整備や柔軟な運営を図ることが必要。（永井

委員、第 2回） 

○ 多様なニーズに対応するため、市場毎の立地条件や規模等の特性に応じて

機能分化・分担することで、市場全体として公共的役割を果たすことが必要。

（日浦委員、第 2回） 

○ 産地及び実需者ニーズにどう応えるかという点を突き詰めると、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に向かうのか、従来通り

卸売機能を中心としていくのかという方向性は、真剣に検討すべき点。（矢

野委員、第 3回） 

 

 

・ 各地方で市場が要となり、実需者等と組ん

でできる様々なビジネスがあるはず。他市場

にない商品やサービスを提案できればそれ

も可能。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なのに、全

体的にはまだ不十分。 

・ 全市場が大規模集荷・分荷型を目指しても

やっていけるわけはなく、戦略的に生き残る

道を探すべきで、ある強みに特化した市場が

もっとあっていい。 

・ 鮮度を要求される生鮮食料品において、卸

売市場の持つ効率的な集散機能なくしては、

大型産地は成り立たない。集荷・分荷機能の

維持・強化を基本にした市場の姿を目指して

欲しい。 

・ 各卸売市場は独自性、地域性の発揮が必要

であり、特産品等の品揃え強化や加工等によ

り、消費者・実需者ニーズへの的確な対応、

さらには、新たな需要の喚起を通じた販売力

の強化等を図るなど、ある特定の分野に重点

を置いて市場としての価値の付加に力を注

ぐ努力が重要。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

 ○ 各々の市場が卸売会社の規模、中央市場か地方市場など、その市場の特性

に合った展開をしていく必要。また、現行のルールも、そのような取組を容

認するような仕組みにする必要。（川田委員、第 4回） 

 

 

２）各市場の役割に応じた市場間連携の構築 

出荷者や実需者のニーズに的確に対応し

つつ、各地域内に生鮮食料品等を安定的に

供給するため、卸売市場間において、集荷

の共同化や双方向・相互融通での荷揃え、

販売の相互連携等の効果的な市場間連携を

推進する必要。その際、特色ある地域産品

や差別化が可能な商品の集荷など市場毎の

強みを活かして、相互に共存・共栄の関係

を築くことが重要。 

 

○ 輸送コスト増大を踏まえて、青果物流通における効率的な輸送のあり方に

ついて検討が必要。（倉﨑委員、第 2回） 

○ 中央に生産物を集中させ、地方に配分・転送することは、運賃経費増大等

に伴い中央・地方の格差を生じさせる危険があり、慎重に対応すべき。（倉

﨑委員、第 2回） 

○ 各市場が特徴ある、差別化された産地・商品を強みとして活かすことを基

本に、双方向に有効な関係を持った連携・協働体制づくりをすることが有効。

（川田委員、第 2回） 

○ 地域の実情に応じて、青果市場と水産市場の統合や、基幹市場とその他の

市場との役割の明確化、相互の連携による効率化を図っていくことが必要。

（永井委員、第 2回） 

○ 市場間連携の中で産地・商品開発を行い、顧客に提案することは今までほ

とんどなかったが、連携を深めることで、その地域特有の農産物が他地域で

も売れる場合もあり、市場間連携を深めることが必要。（大竹委員代理、第 3

回） 

○ 物流拠点となる中央卸売市場を中心とした共同仕入、転送、または第三者

販売等に取り組み、中央と地方を相互にメリットのある形で、市場間ネット

ワーク、市場間連携を構築するべき。（野﨑委員、第 5回） 

 

・ 実需者ニーズが多様化、複雑化しており、

普通の市場では単独で対応できないケース

が多くなっている。 

・ 大規模な市場と伍していくためには、実需

の多様なニーズに対応し、個々の市場が各々

の強みを活かして補完し合う役割分担を意

識した市場間連携が必要。 

・ 中央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

どの特徴を活かした中小の市場の連携・グル

ープ化による均衡ある発展が重要。 

・ 連携は、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もの

も重要。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

３）中央卸売市場の再編措置のあり方 

基本方針で定める再編基準に該当し、中

央卸売市場としての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、必

要な措置の実施を通じてその再編を進める

必要。 

再編措置を講じる卸売市場は、経営展望

の策定・見直しを適切に行い、目標を定め

た上で、どのような市場のあり方を目指す

のか明確にする必要。その際、指定管理者

制度の導入や入場卸売業者の経営体質の強

化・あり方の検討などを含め、構造改革的

な戦略構築を図る必要。 

さらに、地方卸売市場に転換する中央卸

売市場は、都道府県卸売市場整備計画の中

で、地域内の卸売市場流通における核とな

る市場として位置付け、その経営展望等に

基づき、求められる機能、役割を果たすこ

とが必要。 

 

○ 卸売市場数が多すぎるため、市場間で出荷者や実需者の奪い合い等の不必

要な競争が行われている。（伊藤裕康委員、第 2回） 

○ 川上、川下の価格支配力の強化が進み、中間の市場業者の利益を圧迫。市

場業者の大型化について業者の自発性に任せるだけでなく、行政もビジョン

を持って市場の再編整備を積極的に先導することが必要。（川田委員、第 2

回） 

○ 輸出入まで含めた拠点的国際市場、道州制を想定した際の地域拠点市場、

30-50 万消費者を対象とした地産地消型の市場を配置することが望ましい。

（磯村委員、第 2回） 

○ 卸売市場再編について、日本全体の立場から、大きなグランドデザインの

もとに実行することが必要。（伊藤裕康委員、第 2回） 

○ 地方転換のほか、市場運営の広域化や統合による市場機能の集約、他市場

との連携等の再編措置を視野に入れた取り組みを講じ、厳しい環境変化に対

応しつつ、市場流通の活性化を図ることが必要。（日浦委員、第 5回） 

 

 

・ 卸売市場の経営基盤を強化すべきだが、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。 

・ 中央、地方市場問わず、機能が弱まった市

場、経営が悪化している市場は統合を促し、

集約化することが必要。 

４）中央拠点市場のあり方 

各市場の経営展望や目指すビジネスモデ

ルとは無関係に、当該市場の現在の取扱数

量等をもとに国が指定する現行の中央拠点

市場のあり方については、市場毎のビジネ

スモデル等の確立を促すことと併せ、見直

しを検討することが必要。 

○ 中央拠点市場と名前を付けただけでは本来の機能発揮はできない。（伊藤

裕康委員、第 2回） 

○ 中央拠点市場とその他の市場の二極化が進んでいる中、周辺市場は、中央

拠点市場を経由することにより、卸売手数料や中央拠点市場からの運送コス

トが余計にかかることによって一層経営が厳しくなっている。（日浦委員、

第 2回） 

○ 中央拠点市場のメリットが定かでなく、その機能を果たすのが難しい。ま

た、中央拠点市場とネットワークを構築しても、中小市場は横持ち負担が増

すだけでメリットがなく、既に有している独自取引ルートの方が有用。（川

田委員、第 2回） 

○ 中央拠点市場制度については、その効果をきちんと検証し、続けていくの

か、やめるのかを検討すべき。（伊藤裕康委員、第 3回） 

・ 拠点市場のあり方については、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。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

５）地方卸売市場の再編のあり方 

① 地域内卸売市場流通の活性化 

地方卸売市場の再編を通じ各地域内に

おける卸売市場流通全体を活性化する必

要。地域拠点市場のあり方についても所

要の見直しを検討し、特に中央卸売市場

が設置されていない都道府県において

は、特定の地方卸売市場について、他市

場との統合や連携の拠点としてのみなら

ず、産地や実需者のニーズに対応した高

機能化を進め、地域内の卸売市場流通の

核となるべき市場として、都道府県卸売

市場整備計画の中で明確に位置付け、必

要な取組を積極的に進めることが必要。

② 地方卸売市場の経営強化に向けた再編 

卸売業者に対する経営改善指導の強化

とともに、小規模市場の統合・大型化を

図ることが必要。各都道府県においては、

地方卸売市場の卸売業者に対する財務基

準の設定を進め、同基準への抵触など一

定の目安に該当する市場について、都道

府県卸売市場整備計画に基づき市場の統

合、市場間連携等の再編を進めることが

必要。 

 

○ 地方市場は、地元産地との連携、地元業者の市場利用度上昇等を図り、市

場機能を一層強化することが必要。（倉﨑委員、第 2回） 

○ 地方市場は卸売業者や仲卸業者の新規参入を進めるべき。立ち行かなくな

った市場には、元気のある卸売業者が系列化等により積極的に参画していく

べき。（福田委員、第 3回） 

○ 統廃合等の市場再編の推進が必要なことは当たり前だが、実際なかなか進

んでおらず、行政機関がもう少し積極的に関与することが必要。（倉﨑委員、

第 5回） 

・ 地方の市場の集荷力、販売力の地盤低下を

危惧。実態として独自集荷もままならず、転

送荷で充足させる市場が多い。 

・ 県レベルで、中核的役割を果たす地域拠点

市場を位置づけることは、県内卸売市場流通

の高度化の観点から重要だが、称号だけでは

意味がない。 

・ 拠点となる市場には、重点的に高機能施設

を整備し、それを武器として十分な対応力と

魅力を備えた市場としての実態を伴わせる

必要。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

（３）卸売市場における公正かつ効率的な売買取引

の確保 
  

１） 卸売市場における取引方法と価格形成 

中央卸売市場開設者は、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、当該市場の経営展望や取

扱物品の需給動向等も踏まえて、柔軟かつ

戦略的に設定することが必要。 

また、価格形成に係る情報については、

日ごと、月ごとのデータ提供、インターネ

ットによる検索の利便性向上、データ保存

期間の延長など、情報利用者のニーズに可

能な限り配慮した情報提供に努める必要。

○ 基本的に需要と供給のマッチングで価格が決まり、毎日価格等の情報も公

開されているため、価格形成の透明性自体はかなり高いと考えている。公

正・透明な取引のため、説明責任・情報公開を一層図る必要。（川田委員、

第 2回） 

○ 企業会計の観点では、商品原価は収益の源泉であり最たる企業秘密である

が、市場における取引情報の公開はこのことと矛盾しており、収益低下の基

本要因でないか。（遠藤委員、第 2回） 

○ 取引情報の更なる開示を推進し、取引の透明性を確保することが重要。（日

浦委員、第 2回） 

○ 競り人の立場からすれば、相対取引が利益分配の機能を果たしているとい

う意見もあり、時と場合、物、場所によって様々なケースがあるとは思うが、

取引内容の一部始終を開示すると大変なことになるのではないかという思

いを持っている。（濱田委員、第 3回） 

○ 青果物では小売価格が再生産価格にのっている品目が少ないため、農家の

後継者が育たないという悪循環に陥っており、市場取引における公平性を担

保しないと、市場に物が集まらない以前に産地で物を作る人がいなくなる。

（近藤一海委員、第 5回） 

 

・ セリはオープンだが、相対は必ずしもそう

ではない。量や売先の違いで仕切りが異なる

こともあろうが、過程をできるだけ明確にし

て欲しい。 

・ 開示される取引情報は既にある程度詳細な

ものになっており、情報を受ける側が十分に

活用しきれていない面もある。 

・ 取引情報のより詳細な開示は卸売価格の不

安定化を招く可能性もあるが、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。 

 

２）公正かつ効率的な取引の確保に向けた方向

性 

○ 建前あるいは原則と実際の乖離を受け、例外規定や規制緩和が進められて

きた。この問題に関しては、改めて新たな議論をすることはないと思う。こ

れまで十分に議論が尽くされている。（濱田委員、第 1回） 

○ 規制緩和を考える場合も、まずは消費者の利益への貢献という観点に基づ

く卸売市場流通のあり方を前提に置くことが必要ではないか。（川野委員、

第 2回） 

○ 卸売市場の公益性を保ちつつ、細かい諸規制を取り払って、もっと自由度

の高い取引ができるようにすることが必要。（伊藤裕康委員、第 2回） 

 

・ 卸売市場の取引に関する基本構造、受託拒

否や差別的取扱の禁止等の基本原則は維持

することが必要。また、各種規制の例外措置

もうまく使うことが重要。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

① 第三者販売・直荷引きの原則禁止に係る

特例の活用 

国は、第三者販売・直荷引き禁止の原

則に係る例外規定に対する関係者の十分

な理解を得るため、改めて周知徹底する

ことが必要。 

また、卸売市場間の連携を促進する観

点から、他の卸売市場の卸売業者との業

務連携契約に基づく第三者販売や直荷引

きについて、市場取引委員会等の手続き

をより迅速かつ簡易な運用とすることを

検討することが必要。 

さらに、卸売市場を活用した国産農水

産物の輸出の円滑化・効率化を図るため、

海外業者への第三者販売や輸出に意欲を

持つ産地からの直荷引きをその例外とす

るなど、より柔軟な運用とすることを検

討することが必要。 

 

○ 合理的な流通ネットワーク構築のため、卸売市場の再編・連携や契約取引

の進展とあわせて、商物一致規制、第三者販売の更なる緩和、弾力化が必要。

特に第三者販売は、産地と市場が連携した輸出拡大に向けて緩和が必要。（野

﨑委員、第 1回） 

○ 中央卸売市場の物流拠点としての役割、機能をさらに発揮していくために

は、開設区域外や輸出についても視野に入れる必要があり、卸売市場が本来

持つ集荷機能を十分に発揮する観点からも、第三者販売の規制緩和が必要。

（日浦委員、第 2回） 

○ EPA、FTA 締結国の業者についても買参権を認めるべき。（磯村委員、第 2

回） 

○ 第三者販売は、現在でも市場流通の 20％超を占め、規制緩和でさらに伸ば

せば何でも可能ということになり、それが市場活性化につながるとは思えな

い。（伊藤淳一委員、第 2回） 

○ 第三者販売はあくまで例外措置であり、この取引が多くなったからといっ

て、例外措置を１つの取引方法として認めるべきではない。第三者販売先が

買参人や仲卸業者となるべきであり、その方が市場の取引のあり方が明確に

なる。（伊藤淳一委員、第 5回） 

 

 

② 商物一致の原則に係る特例の活用 

国は、商物一致の原則に係る例外規定

に対する関係者の十分な理解を得るた

め、電子商取引など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等

について改めて周知徹底することが必

要。 

また、卸売市場の電子商取引に基づく

商物分離取引について、出荷者・実需者

のニーズに迅速かつ的確に対応可能とす

るため、市場取引委員会等の手続きにつ

いて、より迅速かつ簡易な運用とするこ

とを検討することが必要。 

 

○ IT 技術の発達、鮮度保持、物流コストの上昇も踏まえ、商物分離取引を基

本的に認めることが必要。（磯村委員、第 2回） 

○ IT 技術の発達により、商物分離を進めることで市場流通の効率化が進む可

能性というものがより現実的になっている。（渡辺委員、第 2回） 

○ 更なる取引の効率化を図り、市場外流通との競争に対応するためには、規

格や価格が安定している取引を簡易にしていく取組、市場に物品を搬入しな

い取引を一定の枠の中で認めることが必要。（日浦委員、第 2回） 

○ 市場の低温管理が難しいのであれば、産地から冷蔵トラックで直接加工施

設等に送ることで賞味期限や消費期限を延ばすことができるので、より一層

商物分離取引を強化・拡大することが必要。（野﨑委員、第 4回） 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

③ 市場取引委員会の活性化 

公正な取引の確保と機動的、効率的な

市場運営を両立する観点から、市場取引

委員会の運営方法について検証を行い、

その活性化を図るための運用改善が必

要。 

 

○ 商物分離取引などについて、市場取引委員会で検討し認可する事項がある

が、市場取引委員会の議決を経る審議手続が、スピード感と経済合理性を欠

き、戦略的市場経営の足かせとなることがあるため、同委員会のあり方を検

討する必要。（川田委員、第 2回） 
○ 市場取引委員会で協議をしても、ただ苦情を言い合うだけで、実際に機能

しておらず、ほとんど意味がないことが問題。（伊藤裕康委員、第 2回） 
○ 地方市場では関係者の考えがばらばらな面があり、市場取引委員会での議

論を通じて、ある程度の枠組みを決める観点や、取引の監視の観点からも、

委員会の強化が必要。（近藤栄一郎委員、第 2回） 
○ 平成 11 年の市場法の改正により相対取引が認められ、それを担保するた

め市場取引委員会が設定されたが、相対取引による価格の不透明性は否めな

い。優越的地位の濫用などを防止するためにも市場取引委員会がしっかりと

機能することが重要。（近藤栄一郎委員、第 5回） 
 

 

④ 市場関係業者の事務手続きの簡素化 

開設者においては、法令に規定されて

いない事務手続の廃止、電子化への移行

を含む事務手続きの簡素化について、積

極的に取り組むことが必要。 

 

○ 開設者への報告、申請等事務手続きの簡素化が進んでいない市場も多くあ

り、開設者には事務手続きの簡素化や市場内情報化等に早急に取り組むこと

が必要。（川田委員、第 2回） 

○ 事業者の事務負担の軽減の観点から、提出書類の見直しなど取引事務の簡

素化に努めることが必要。（日浦委員、第 2回） 

 

⑤ 適切な取引環境の維持 

国や地方自治体は、独占禁止法等によ

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

への周知を進めるとともに、市場取引

110 番による相談体制を引き続き維持す

ることが必要。 

 

○ 大手の量販店のシェアが拡大しており、行政は、優越的地位の濫用排除の

ための監視、摘発等に万全を期してほしい。（川田委員、第 2回） 

○ 国は、優越的地位の濫用排除、取引適正化に向けて、大規模小売業者への

行政指導を徹底すべき。（宮本委員、第 2回） 

 

 



11 

 

「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

２ 市場関係業者及び開設者の取組に係る課題への

対応 

（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 
１）取扱物品の品質管理の高度化 

  

① コールドチェーンシステムの確保 

生産現場から店頭、食卓までのコール

ドチェーンシステムの確保に向け、各卸

売市場において、立地条件、取扱物品の

構成、整備に伴う市場内物流の効率性へ

の影響、さらには市場内業者の経営への

影響等も考慮しつつ、整備目標等を事前

に明確化した上で、計画的、かつ着実な

施設整備を推進することが必要。 

○ コールドチェーンは、市場流通への誘因に係る必要条件。新たな施設整備

に当たっては、最初からコールドチェーン確保を想定した設計とすべき。（福

田委員、第 1回） 

○ 安全・鮮度志向に対応するためのコールドチェーンの整備や、トレーサビ

リティをはじめとした品質管理システムの整備は絶対に必要。卸売市場でコ

ールドチェーンを途切れさせてはならない。（渡辺委員、第 1回） 

○ コールドチェーンの整備に当たっては、鮮度保持のためにどういう市場内

流通をとるかという点まで議論する必要。ファシリティだけ整備したから解

決ということでは、相当なコストが発生。（川田委員、第 1回） 

○ コールドチェーンを一層強化することは、実需者ひいては消費者の利益に

つながる。（伊藤淳一委員、第 2回） 

○ コールドチェーンを維持するためには運送業者も冷凍・冷蔵車を整備する

必要があるが、現状の単価等では経営が圧迫されてしまう一方、卸売業者と

しても料金を上乗せして支払うことは難しいのが現実。（遠藤委員、第 4回）

○ 産地と市場が低温管理をしても、輸送業者の鮮度保持対策がなされていな

いと、ヒートショックにより、商品の品質をかえって悪くなる可能性がある。

（磯村委員、第 4回） 

 

・ 最近は施設整備が進み、市場のコールドチ

ェーンも改善。一方で、十分な設備がないた

め適切な温度管理ができず、産地における真

空予冷などの努力を活かしきれない市場も

まだ多い。 

・ 産地側の努力の結果を消費者に届ける観点

から、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、その中間に位置する

卸売市場におけるコールドチェーンはどう

あるべきかを考えて整備を進めることが必

要。 

・ 安全・安心な食品を供給する観点からコー

ルドチェーンの着実な整備は必須だが、多大

なコスト・負荷や経営への悪影響が生じては

問題。市場の立地、取扱物品、市場内流通実

態等を踏まえつつ、必要な施設を計画的に整

備することが重要。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

② 組織的、体系的な品質管理の高度化 

品質管理の高度化に向けた規範の策定

に加えて、同規範の社内遵守体制の強化、

その内容の不断の検証等を通じ、卸売市

場内流通の各段階において、取扱物品に

係る品質管理の質的向上・レベルアップ

を進めていくことが必要。その際、外部

監査を伴う品質管理認証の取得等を通

じ、より組織的・体系的な品質管理体制

を構築することが重要。 

 

○ 入場業者を中心に、品質管理に係るソフト面での取組が必要。（遠藤委員、

第 2回） 

○ 国産食肉の輸出促進の観点からも、HACCP システム導入等による衛生管理

の向上を図ることが必要。（佐藤委員、第 2回） 

○ 食品を輸出する場合には、品質・衛生管理について国際認証といったオー

ソライズされた規格等への対応が必要。（磯村委員、第 4回） 

 

・ 食品の安全、鮮度等に対するニーズが高ま

っている中で、一部の卸売市場は品質管理の

取組が旧態依然として遅れている。HACCP や

ISO 認証取得や、市場内の品質管理のルール

作りなどを図るべきだが、市場関係者の意

識・理解度は全体的にまだまだの印象。 

・ 卸売市場の各段階の関係者が適切な規範を

立て、全員が一体となって品質管理を一層徹

底・高度化することが重要。 

 

２） 加工・調製や保管・配送機能といった付加

機能の充実 

実需者ニーズへの適切かつ円滑な対応に

向け、加工・調製、保管・配送等の機能を

一層充実することが必要であり、その際の

施設整備は、市場の経営戦略、費用対効果、

長期的な需要予測等を踏まえつつ、計画的

かつ重点的に進めることが必要。また、加

工業者などの市場外事業者の取り込みも重

要な選択肢。 

○ 鮮度、安全と並んで中食という加工度の高いものを志向する消費者が増加

する動きを受けて、量販店はそれら志向への対応を急いでいる。卸売市場関

係者がそれらの志向にどう対応していくかは重要な問題。（渡辺委員、第 1

回） 

○ 加工・業務用需要への対応は取組が遅れており、契約的取引の拡大、実需

ニーズに基づく産地作りなど産地と卸売市場のパートナーシップを一層強

化して、安定供給を図っていくことが大切。（野﨑委員、第 1回） 

○ 市場の実態に応じ、分荷・保管、鮮度保持、加工調製等の施設整備が必要。

業者単独での対応が困難なものについては国・開設者による支援が必要。（川

田委員、第 2回） 

○ 専門小売業からの提案等も踏まえつつ、卸売業者と専門小売業との双方向

にわたるリテールサポートを充実すべき。（近藤栄一郎委員、第 2回） 

○ 市場内施設整備における官民の役割分担、費用負担が曖昧で業界負担が増

大する中で、どのように、これらの設備投資をこなしつつ、市場に求められ

る機能を果たしていくのかは経営上の大きな課題。（伊藤裕康委員、第 3回）

○ 施設整備における問題は、誰がどう利用すれば公平で、かつ、消費サイド

のニーズとマッチできるのかという点。施設整備に対する開設者の支援はあ

るが、業者側のみで施設運用の仕切りまでやるのは大変。（伊藤淳一委員、

第 3回） 

・ 一部の有力卸や仲卸以外は、加工・調製・

小分け等に係る実需者の要請に十分応えき

れていないので、対応力強化を期待。 

・ 卸売市場の機能充実に当たっては、需要量

等を精査したうえで、求められる機能を見極

め、選択的かつ重点的に強化することが重

要。 

・ ニーズに対し迅速かつ的確に対応するため

には、関連ノウハウを有する市場外の専門業

者と連携することも有効であり、その観点か

ら施設運用についてもフレキシブルに考え

るべき。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

３） 産地との連携等を通じた品揃えの充実 

卸売業者や仲卸業者は、消費者・実需者

ニーズの把握と、産地への川下情報の提供

のみならず、営農指導や集荷支援等を通じ

た産地との密接な連携や、独自性が高い産

地・産品の開発等を通じて、魅力的かつ特

色ある品揃えの充実を一層強化していくこ

とが必要。 

 

○ 生鮮食料品等の仕入れ先である卸売市場の役割として、大量流通する商品

に加え、「こだわりもの」、「地域特産」など幅広い品揃えが必要。（近藤栄一

郎委員、第 2回） 

○ ユーザーが求める商品について、付加価値（生産者を含む）をつけたもの

を取引することで、価格形成機能の充実が図られるのではないか。卸と仲卸

が共同して、商品開発や産地開発を行うべき。（伊藤淳一委員、第 2回） 

○ 生産者と卸売市場の連携が図れれば、新たな産地開発や商品開発を進める

ことができるのではないか。（野﨑委員、第 4回） 

・ 市場の重要な役割の一つは、産地の開発機

能。これを持っていることが品揃えや集荷力

につながり、取引する際の絶対条件。 

・ 定番アイテムだけでなく特色ある地場産品

など、多様化する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ることが必

要。 

・ 卸売業者には、川上、川下の両方に入り込

み、産地や実需者とのタイアップを考え、産

地と一緒になった新商品の企画提案や実需

者・種苗会社と連携した産地への新品種提案

などを期待。 

４） 市場流通における積極的な情報の受発信と

流通コストの削減 

卸売業者、仲卸業者は、生産者・実需者

が求める情報の正確かつ細やかな受発信を

強化し、中間者としてのコーディネート機

能を積極的に発揮することが必要。また、

流通コスト削減に向け、ICT 技術を活用し

た販売促進や通い容器導入を積極的に進め

ることが必要。 

○ 卸売業者が情報機能をもっと発揮し、産地育成機能を発揮することを期

待。（野﨑委員、第 1回） 

○ 産地と市場関係者との人的交流が弱まって、信頼関係が弱体化しているの

ではないか。（濱田委員、第 1回） 

○ 産地出荷者は産地コーディネーターとして、卸売会社は消費者コーディネ

ーターとして、生産情報、価格情報、需給情報、商品情報、消費情報等を共

有し、生産振興と販売力強化に結びつける必要。（野﨑委員、第 1回） 

○ 産地、卸売市場、実需者や量販店との取引における双方向の情報伝達が効

率的になされていない。（倉﨑委員、第 2回） 

○ 生産者と消費者をつなぐ役割が卸売市場であり、川上・川下に対するニー

ズや情報を的確に発信することが必要。（近藤栄一郎委員、第 2回） 

○ 生活者のニーズをサプライチェーン全体で把握し、情報共有する仕組みを

作り上げていくことが重要。その中で卸売市場の役割、あるいは立場をしっ

かりとしていくことが大切。（川野委員、第 3回） 

○ 卸売市場流通経費の低減、農家所得向上の観点から、コンテナ流通を促進

することが必要。（倉﨑委員、第 2回、第 4回） 

○ 通い容器の導入・拡大を進める上での一番の課題は、通い容器自体が汎用

でないこと。拡大を進めるためには、契約取引を進めることが必要。（川田

委員、第 4回） 

・ 有力卸は週に一度は仲卸、実需バイヤー等

を連れ産地に来てくれる。他の卸も、もっと

産地に来て産地と情報交換してくれれば、産

地と市場の信頼関係、相互理解は高まり、川

下への産地情報の発信、川下からのニーズに

対応した産地の発展につながる。 

・ 段ボールは壊す手間、廃棄料金が発生。通

い容器導入を推進したい。 

・ 流通の中間にいる卸売業者、仲卸売業者は、

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市場ならで

はの情報受発信の取組を一層強化し、市場流

通の魅力を高めることが必要。 

・ 生鮮食品等の生産から消費に至る情報を

卸・仲卸の間で共有できていないことがあ

る。市場関係者が協同、協調し、一体となっ

て有益な情報を積極的に発信して欲しい。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

５）市民との交流と卸売市場に対する理解の醸

成 

市場内の衛生管理や安全確保に十分留意

しつつ、市民を対象とした交流イベントや

「食」に関する情報発信・交流を引き続き

積極的に進めていく必要。 

 

○ 市場開放は本来的な卸売の活性化には結びつかないため、消費者への啓蒙

を目的としたものであるべき。（矢野委員、第 2回） 

○ 文化としての市場、市場に好意的な消費者の印象、気持ちを大切にするこ

とも重要。（矢野委員、第 2回） 

○ 市場まつりなどで消費者の卸売場への立入りに対し、衛生管理や施設管理

上の留意が必要。そのための環境、施設整備を検討するとともに、施設運営

及び売買取引面での支障が生じることを避けるため、取引時間外の 9時以降

に限定することが必要。（永井委員、第 2回、第 5回） 

○ 市場開放で取り扱う魚介類の鮮度の良さを理解してもらい、市場のイメー

ジを高めることが重要。消費者に魚を食べてもらい、その意見を吸収し、販

売につなげることが必要。（遠藤委員、第 3回） 

○ 卸売市場、特に仲卸は、日本の食文化を維持、発展させていくということ

を頑張らなければいけない。（宮本委員、第 3回） 

 

・ 消費者や料理人を対象とした日本の食文化

の普及啓発や食育を、食のプロや多くの食料

品が集まる卸売市場で行うことが効果的で

あり、市場が広く市民から支持されるために

も有効。 

・ 卸売市場には市民交流イベント等を通じ、

消費者にとってもっと身近な存在になって

欲しい。 

 

（２）卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化 

１）卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化 

卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化

を図るため、付加機能の強化、業務の効率

化、人材育成・活用など生産性の向上に向

けた取組を推進する必要。併せて、合併等

による統合大型化や、業者間の資本関係構

築による連携強化等に取り組むべき。 

○ 川上、川下の価格支配力の強化が進み、中間の市場業者の利益を圧迫。業

者サイドとしても規模の大型化を目指す必要があるものの、業者の自発性だ

けでなく、行政もビジョンを持って市場の再編整備を積極的に先導すること

が必要。（川田委員、第 2回） 

○ 人材確保、勤務条件の改善、販売管理システムの高度化等について、実態

に即した検討が早急に必要。（川田委員、第 2回） 

○ 開設者が主導し合併等を進めることは限界があるが、経営体質の強化は重

要であることから、係る取組を容易に進められる仕組みや、新規事業者が参

入しやすい仕組みを作ることが必要。（日浦委員、第 2回） 

○ 市場関係業者の情報収集力や情報の中身は、今やスーパーのバイヤーに全

然かなわない。バイヤーをリードできるような人材育成が必要。（遠藤委員、

第 3回） 

○ 地方市場において、競争を促す観点から卸売業者や仲卸業者の新規参入を

進めるとか、立ち行かなくなった市場を元気な卸売業者が系列化するなどの

活性化、再編も考えられるのではないか。（福田委員、第 3回） 

○ 業者の数を減らす、なくすには大変な労力とお金が必要。過当競争が激し

く経営が圧迫されている中、国としてはっきりと再編の考え方を出してもら

いたい。（伊藤裕康委員、第 4回） 

 

・ 卸売業者・仲卸業者は業者数が多すぎ、経

営力のある者と弱い者に二分。安心して市場

を利用できるような経営体質が望まれる。 

・ 優れた情報受発信力はその市場としての強

みになるはずだが、情報力のある市場の担当

者は昔と比べ減りつつあるので、人材の育成

に力を入れるべき。 

・ 卸売業者及び仲卸業者の経営体質を強化す

るため、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

ことが必要。 

・ 市場関係業者の経営安定性を判断するに当

たって、新入社員の採用状況も重要な要素。

卸・仲卸業者の経営力はリーダー次第の部分

もあるが社員の力量も重要。また、女性や若

い人の活用も積極的に進めるべき。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

 ○ 卸売業者や仲卸業者において、合併による統合大型化や資本提携を進める

場合、手助けも余りない上、役所間の様々な問題や公取の問題など現実には

非常に障壁が多く簡単にはいかない。（伊藤裕康委員、第 4回） 

 

 

２）経営改善指導の適切な実施 

卸売市場流通の信用力を確保するため、

市場関係業者への経営改善指導は、以下の

ような改善が必要。 

① 中央卸売市場卸売業者 

オフサイトモニタリングを通じた財務

内容の監視・指導とともに、経営改善が

図られない卸売業者に対しては改善計画

の達成状況のフォローを濃密にし、計画

の見直しなど状況に応じた指導強化が必

要。 

② 中央卸売市場仲卸業者 

開設者は、あらかじめ仲卸業者に係る

指導監督指針を定め、これに基づく指導

など、よりきめ細やかな経営改善指導が

必要。 

③ 地方卸売市場卸売業者 

卸売業者に係る財務基準の設定を各都

道府県で進めるとともに、都道府県間に

おける経営改善指導の事例共有等によ

り、指導内容の全般的な底上げが必要。

 

○ 中央卸売市場卸売業者に対しては、子会社まで含めて財務の健全性を確保

するための検査が必要。（磯村委員、第 2回） 

○ 経営体質の強化を図るため、組織としてのガバナンス強化に加えて、行政

による検査体制の強化や経営改善講習等のサポートが必要。（日浦委員、第 2

回） 

○ 取引先、関係各位の期待に応えられる市場としていくためにも、様々な点

で行政・開設者の果たす役割が非常に大きいと考えている。（倉﨑委員、第 3

回） 

○ 開設者から仲卸業者や買参人の財務・経営状況等の情報開示はなく、卸売

業者は手探りの中、想定だけで取引している状況。（伊藤裕康委員、第 4回）

○ 地方卸売市場においては、認可した都道府県がその財務状況を適切に把握

するとともに、その内容を取引関係者が閲覧可能なものとする必要。（磯村

委員、第 4回） 

○ 都道府県においては財務管理も含めた指導や監督機能の強化、さらには経

営安定化のための統廃合の推進を図ることが必要。（野﨑委員、第 5回） 

 

・ 卸売業者等の経営悪化を示唆する噂が流れ

ると取引が不安になる。抜き打ちなど臨機応

変な検査や指導がもっとあってもいいので

は。 

・ 優良な取組事例を情報共有、意見交換する

だけでも極めて有益であり、市場関係者の研

修制度を充実するべき。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

３）代金決済におけるリスク管理 

市場内外の決済事故のリスク負担を軽減

するための方策については、実態をよく踏

まえた上で、さらに検討を深める必要。 

 

○ 仲卸業者は支払いサイトと回収サイトにギャップがあることから、完納奨

励金の交付を継続しつつ、支払いに関する特約を拡大することも検討すべ

き。（伊藤淳一委員、第 2回） 

○ 産地に対する決済は、青果市場の多くが採用している買受代金の代払機能

によって支えられており、厳しい経済状況の中で代払制度を維持するため、

組合としてリスクを抱えていることも現実。（近藤栄一郎委員、第 2回） 

○ 仲卸業者と量販店や業務筋の間の支払いサイトは非常に長く、卸売業者の

経営にも影響するが、行政は仲卸業者の経営にノータッチであり、卸売業者

が独自に仲卸業者の経営判断をしているのが現実。（遠藤委員、第 4回） 

○ 良い物品を仕入れるには、産地に対し前渡しの形で奨励金を出さなくては

ならない状況。そういった中で売り先末端からの支払サイトが長くなり、卸

売業者は大なり小なり問題を抱えている。（遠藤委員、第 4回） 

 

 

（３）市場の活性化に向けた新たな取組の推進 

１）卸売市場を活用した国産農水産物の輸出の

推進 

国内農林水産業のみならず、卸売市場流

通の活性化が期待されることから、卸売市

場を活用した国産農水産物の輸出の積極的

な推進が必要。その際、市場関係者と関連

機関等との連携強化や海外事業者との直接

取引等の円滑化・効率化、市場内での輸出

手続きの改善などが重要。 

 

 

○ 海外マーケットは生産流通過程管理に細かい基準を求めており、卸売市場

が、グローバルな基準に対応する先進的な取組を講じてはどうか。（矢野委

員、第 2回） 

○ 新たな販路として、仲卸サイドからの輸出も取り組むことが必要。（伊藤

淳一委員、第 2回） 

○ 卸売市場から輸出する時点で、鮮度や品質など世界水準の規格調製が可能

となる制度を構築すれば、卸売市場が輸出窓口として機能することを期待で

きる。（矢野委員、第 2回） 

○ 輸出入を行う国際的拠点市場は、植物検疫や燻蒸処理など、FAZ に近い機

能を有することが必要。（磯村委員、第 2回） 

○ 各国の輸入規制や、輸送コストの把握、確実な代金支払方法等について、

市場業者単独では限界があることから、JETRO、地方自治体、商社等と連携

した取組が必要。（日浦委員、第 2回） 

○ 輸出の拡大を図る上で、契約管理や債権管理が課題となっており、代金決

済機能を有する卸売市場を経由した輸出は安心感があり、輸出拡大にはずみ

がつくのではと期待。（野﨑委員、第 4回） 

 

 

・ 生鮮食料品流通の中核である卸売市場がそ

の機能を発揮して、国産農水産物の輸出や６

次産業化に取り組むことは、国内農水産業の

活性化にとって最も効果的でかつ重要。 

・ 国内マーケットの縮小を考えると輸出はや

るべきであり、産地にとって代金回収が確実

で、販売先や輸出ルートに係る情報も有する

市場を活用した国産農水産物の輸出は大き

な魅力。生産者は普通に市場出荷するだけで

余計な手続きも気にしなくていいのであり

がたい。 

・ 市場を活用した国産農水産物の輸出を活発

にするためには、良質な海外バイヤーとの出

会いや信頼関係の育成が重要であり、直接取

引をしやすくすることも必要。 
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「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

 ○ 輸出に意欲を持つ卸・仲卸業者が活性化・活発化することは、産地の生産

振興、さらには農家の所得向上につながることから非常に期待。（野﨑委員、

第 4回） 

○ 輸出を進める上で、日本と各国との食文化の違いや、日本料理を作るには

専門の知識・技術が必要であることを踏まえる必要。（川田委員、第 4回）

○ 政府目標どおり輸出が増えたとしても、国内の野菜生産量に占める割合は

ごくわずかであり、輸出が拡大により即、所得が増えるような誤解は正す必

要。（川田委員、第 4回） 

○ 青果については、畑の段階から輸出に必要な検査が行われるので、市場に

ある商品を直接輸出するケースはほとんどない。（川田委員、第 4回） 

 

 

２）6次産業化の起点・パートナーとしての機

能発揮 

卸売市場関係業者の新たなビジネス機会

の創出のみならず、国内農水産物の消費拡

大や国内農水産業の活性化にも資すること

から、卸売市場が産地情報と実需者・消費

者ニーズ双方に通じ多様な販路に係る知見

を有するという強みを発揮して、6 次産業

化に積極的に参画していくことが肝要。 

 

○ 6 次産業化支援を含めて生産者の所得向上のための方策を検討していく必

要。（倉﨑委員、第 2回） 

○ 6 次産業化のためのコーディネート機能も市場の役割の一つではないかと

考えるが、産地と加工業者をマッチングすることで、市場経由率そのものが

低下する可能性があることに注意が必要。（日浦委員、第 2回） 

○ 市場として、従来通りの卸売機能を中心とした市場として生きることを選

択するのであれば、6次化というよりはむしろ、良い農産物を生産している

産地のものをいかにしっかり販売するか、流通させるかに集中することがあ

るべき姿ではないか。（矢野委員、第 3回） 

 

・ 卸売市場内又はその近隣での 6次産業化

（加工）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ので、競争力も高い

のではないか。 

・ 卸・仲卸やその関連企業がパートナーとな

った 6次産業化で、魅力ある加工品等の商品

開発がなされ、市場の力で上手なコーディネ

ートと安定供給が得られるのなら、是非取り

扱いたい。 

（４）卸売市場に対する社会的要請への適切な対応   

１） 食の安全・消費者の信頼確保 

外部監査を伴う品質管理認証やトレーサ

ビリティシステムの導入など品質管理の高

度化に係る施設・体制の整備やコンプライ

アンス等に係る規範の策定・徹底などを重

点的かつ積極的に推進するとともに、消費

者への積極的な情報発信に努める必要。 

○ 食品の安全性について、卸売市場制度が下支えするような仕組みを公設市

場全体で構築できたら良い。（矢野委員、第 2回） 

○ 卸売市場は、食品安全に係る事故・事件が発生した際の初動対応やその後

の対応、対策について、予め関係者に対して周知徹底する必要。（近藤栄一

郎委員、第 2回） 

 

・ 卸売市場を流通する商品に対する信頼を維

持し増大させるためには、適正な表示の徹

底、生産履歴等の確実な伝達、食の安全に関

わる情報の提供等が必要。 

 



18 

 

「卸売市場流通の再構築に向けた取組について」

（報告（骨子案）Ⅳ） 検討会で出された主な意見（抜粋） 事務局ヒアリングで出された主な意見（抜粋） 

２） 市場運営に伴う環境負荷の軽減 

ＣＯ２や廃棄物の削減など環境負荷の低

減に係る具体的な数値目標や方針等を策定

した上で、市場関係者がそれぞれ適切な役

割を果たし、市場全体として重点的かつ計

画的な取組を推進する必要。 

○ 社会貢献を進めるため、環境問題への対応について、卸売市場としての対

応を明確化するとともに、社会に発信することが必要。（渡辺委員、第 1回）

○ 環境問題に関する国民の関心に応えていくためにも、卸売市場の環境に対

する取組は重要な課題。（永井委員、第 2回） 

○ 環境問題への一層の取組が求められており、大量のエネルギーを消費する

卸売市場においても積極的に取り組む必要。（日浦委員、第 2回） 

○ 国内における食品廃棄率が非常に高い中で、卸売市場としても、食品廃棄

物の削減に目を向けていくことが必要。（佐藤委員、第 3回） 

・ 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し、そ

の低減に積極的に取り組むことが必要。 

・ 卸売市場における環境問題への対応とし

て、廃棄物リサイクルや、太陽光発電事業な

どが考えられるが、経営に与える影響も考慮

しつつ積極的に展開し、社会貢献と企業活動

を結びつけていくことが重要。 

 

３） 災害時等の緊急事態に対する対応機能の強

化 

緊急事態が生じた場合であっても可能な

限り卸売市場がその業務を維持・継続でき

る体制の確立に向けて、事業継続計画（BCP）

の策定・運用を進めることが必要。また、

市場間連携や自治体など関係機関との協定

締結、災害に備えた施設整備など、平時か

ら災害発生時を見据えた取組を進めること

が必要。 

○ 災害時等における生鮮食料品等の供給体制・方法について課題やあり方を

整理するとともに、第 10 次基本方針で災害時における市場の役割を明文化

すべき。（近藤栄一郎委員、第 2回） 

○ 災害時において、市場は生鮮食料品供給の拠点として、早期の機能回復が

求められており、防災力とともに、災害時の緊急調達、供給能力を強化する

必要がある。（日浦委員、第 2回） 

○ 開設者と市場関係業者が相互連携し、定期的な防災訓練を行うとともに、

緊急時における体制・対応を定めたマニュアルの整備や他市場と災害時協定

を締結するなど事前に体制を整備することが重要。（日浦委員、第 2回） 

○ 将来確実に起こるであろう震災などの災害リスクがある中で、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点は、第 10 次基本方

針を詰める際にかなり前面に取り上げるべき課題。（渡辺委員、第 3回） 

○ 中央卸売市場の開設者は、市場施設の防災力の強化に努めるとともに、災

害時の生鮮食料品の緊急調達等の域内の食料品供給に関する取組を強化す

べき。（日浦委員、第 4回） 

 

・ 災害時等の対応について市場や卸同士間で

の事前の取決めがあるとより安心。東日本大

震災時に発揮された卸売市場間の連携は、今

後も定着させることが望ましい。 

・ 災害時でも市場機能を維持するために、市

場間連携協定や BCP の作成、さらには太陽光

発電施設の整備などソフト、ハード両面での

取組が必要。 

・ 緊急事態における卸売市場の運営に関し

て、平時から地元自治体との協議、連携を進

めることが必要。また、緊急事態に備えた定

期的な訓練も重要。 

 


