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川野委員御発表資料 



株式会社ヤオコー　代表取締役会長

日本スーパーマーケット協会会長 　　川野　幸夫

一. 卸売市場の存在理由と役割

・ 「流通革命」林周二著　1962年出版　ベストセラー

問屋無用論

昨年は50周年ということで改めて話題に

どっこい問屋は生きている

存在の理由・目的や役割

それらを果たすためのビジネスモデル（何屋になるか）

一. 流通業はまさに変化適応業

・ 日本のお客様は世界一要求水準が高い

カルフール、テスコの撤退、ウォルマート西友の状況

多くの日本人は食べることを楽しみにしている

食事素材の中心は生鮮食品

生鮮食品はおいしさ≒鮮度

今朝どり、産直

安全・安心―生産者、生産履歴が見える

地元野菜コーナー、直売所

健康・環境

ホールフーズ（アメリカ）

海のエコラベル（ＭＳＣ、ＡＳＣ）

一. 世の中の変化に合わせたスーパーマーケットの変化

・ シナリオ2020

少子高齢化

販売チャネルの多様化

価格コンシャス

値頃

食料の調達、資源の確保

一. スーパーマーケットの寡占化

業界の再編、Ｍ＆Ａ

コモディティディスカウント型ＳＭとライフスタイルアソートメント型ＳＭ

インディペンデントＳＭ、ローカルＳＭの役割

平成26年7月4日













I型・II型
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近藤一海委員御発表資料 



Ｈ２６．７．４

農事組合法人ながさき南部生産組合

会長理事 近藤一海

・卸売市場の将来ビジョンと方向性

論点として

・トータル・ロジスティック（産地から食卓まで）の在り方

（場外流通と市場の在り方）

・基幹物流と市場の活用

・CO2削減の視点からの物流の効率化

・人手不足（ドライバー）燃油高騰の中における物流コストの課題

・価格決定の現状とこれからの方向性
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野﨑委員御発表資料 



平成 26 年 7 月 4 日 

卸売市場流通に関する意見について 

 
全国農業協同組合連合会 

 
Ⅰ．卸売市場の機能・役割に対する評価・課題と再構築に向けた将来方向につ

いて 

 

卸売市場流通は今後も青果物流通の中核を担うものであり、産地

と卸売市場が連携を強化して、産地生産振興や実需者への販路の確

保をはかることが必要である。 
とりわけ輸入のウエイトが増加している加工・業務用青果物につ

いては、契約的取引の拡大など、産地と卸売会社のパートナーシッ

プを一層強化し、国産青果物の安定供給を図らなければならない。 
 

１．集荷・分荷機能 

（１）評価 

ア．多種多様な品目を集荷して豊富な品揃えを確保し、実需者ニーズに迅

速・効率的に荷捌きする機能 

  （２）課題 

ア．コールドチェーンが卸売市場で途切れ、産地の予冷効果が失われてい

る。 

イ．野菜需要の過半を占めている加工・業務向け需要への対応については、

取り組みが遅れており、実需者ニーズに基づく産地づくりなど産地と市

場がお互い協力して取り組むことが重要。その際、特に加工・業務実需

者への対応強化のためには、市場の施設・機能の整備・充実が必要と認

識している。 
ウ．産地の高齢化・老齢化で生産量が減少し、市場の集約と重点市場化（パ

ートナー市場化）が進展している。さらに、トラック業界の規制強化や

ドライバー不足から今後さらに市場集約が進み、取り扱いの大きな卸売

市場に荷が集中する傾向が強まっている。    

  
２．価格形成機能 

（１）評価  

ア．需給状況に応じて、迅速・公平で透明性の高い価格形成を行う機能 



（２）課題 

ア．相対取引が主流になる中で、大型実需者の影響力から価格形成の透明

性が低下している。実需者からの価格要求に対する卸売会社のさら

なる交渉力の向上を期待したい。 

 

３．代金決済機能 

（１）評価 

ア．産地に対する販売代金の迅速・確実な決済機能 

（２）課題 

ア．卸売会社の経営が厳しくなる中、支払遅延等が発生し、産地として  

債権管理強化が重点課題となっている。 

イ．卸売会社社員の高齢化や人材不足、消費の減少や低価格志向等による

経営環境の悪化とそれにともなう債権管理上のリスク等を考えると、産

地としては、経営が安定し戦略の共有が可能な卸売会社を選定していく

ことになる。 
 

４．情報受発信機能 

（１）評価 

ア．産地情報・実需者情報をそれぞれに迅速・的確に提供する機能 

（２）課題 

ア．産地の出荷者（県連・県ＪＡ・県本部）は産地コーディネーターとし

て、卸売会社は消費地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、消費情報等を共有化し、産地生産振興と販売力強

化に結び付ける必要がある。 

 

Ⅱ．個別課題について 

 １．差別的取扱い・受託拒否の禁止 

青果物の特性上、市場における委託販売機能は必須である。そのなかで

差別的取扱い・受託拒否の禁止は、卸売市場流通の根幹と認識している。  

例外規定については慎重な対応が必要である。 

 

２．商物一致規制の一層の緩和、第三者販売の弾力化 

合理的な流通ネットワーク構築の観点から、卸売市場の再編・連携や契

約取引の進展とあわせて、商物一致規制の一層の緩和、第三者販売のさら

なる弾力化も必要である。 

 



３．物流問題 

    青果物の細かな規格、狭隘な市場における荷降ろし、トラック１台で

複数市場への配送などの問題から青果物運送を敬遠する運送会社、ドラ

イバーが増加している。復興需要や東京オリンピックに関わる需要の増

加も拍車をかけている。 

    遠距離産地においては、貨車輸送に切り替えたり、近距離市場の分荷

比率を上げる動きが出てきた。東北産地では、昨年、トラックの確保が

できず、産地集荷所に荷物が滞留する事態も発生した。 

    消費税増税、燃料費高騰、ドライバー給与高騰から運賃値上げが実施

されており、今後、産地の市場別出荷計画が運送会社の事情で従来の比

率から変更になったり、市場集約が避けられない状況である。 

 

以上 

 
 



資料３－④ 

 

 

 

 

福田委員御発表資料 



平成 26 年 7 月 4 日 
 

（株）食料マネジメントサポート 
代表取締役社長 

福田高志 
 
 
１． 各卸売市場における経営戦略の確立について 
  意見 

① 卸売市場としての経営戦略を作成するときに避けて通れないのは、最終需要を意識し

た出口戦略が不可欠であるが、こうした造られ方ができるか 
② 量販店を中心とした販売先まで取り入れた経営戦略であるべきだが、量販店の        

需要把握、契約取引の導入などを含めて検討されていくべきである。 
 
２． コールドチェーンネットワークの確立について 

意見 
① コールドチェーンの確立は市場への誘因としての十分条件ではなく必要条件だと認識

している。まだできていないのは驚きである。 市場外業者としては競争上はないほ

うがありがたい。 
② コールドチェーンを構築したら、物流を構成する場合、商品チェックなどの方法    

も再構成していく必要がある。全数チェックからサンプルチェックになるはず。 
③ そうした中で取引の公正性を担保するために、取引の実際をすべて公表できるような

IT 技術を使った取引の即時入力・公表できるシステム整備が必要と思うがどうか？ 
 

３．卸売市場の経営体質について 
  意見 

① 卸売市場とくに中央卸売市場は出資者として地方自治体が入るなど公共性も高く経営

破たんになることは想定されていなかったが、現実にはそうした例が、すでに 数件

出ている。 
② 市場設営者より経営指導を受けているはずだが、本業以外での損失などわからない 

経済活動を把握しきれていない。経営戦略の設定など本来難しいのではないかと思わ

せる。 
③ 集荷・仕入れ能力が低下している場合、近隣市場との提携による補強など検討されて

いないのだろうか。 
 

４．消費構造の変化・取引先で小売店の変化への対応 
意見 
① 地域に沿った地方の中央卸売市場・地方卸売市場の顧客は大幅に変化して 

以前に比べ需要は半減以下大幅に減少していると言える。 
②  卸売市場の設備を利用した地元需要への対応としては、もともとあった地元の農産

物を扱う地域の直売所を意識した対応が必要なのではないか。  
③  仲卸のキャッシュアンドキャリーでの業務用対応、土曜日曜の設備を利用した 

恒常的な直売所開設を市場関係者による経営で進めるべきではないか。 
 

以上 



資料３－⑤ 

 

 

 

 

濱田委員御発表資料 



第１回卸売市場流通の再構築に関する検討会の意見メモ 

 

濱田武士（東京海洋大学） 

 

１．卸売市場の機能・役割に対する評価・課題と再構築に向けた将来方向について 

 

〇卸売市場はなくてはならない存在 

水産物の市場経由率は続落している。だが、その存在は否定されているものではない。

市場の集荷・分荷、価格形成、代金決済、情報受発信機能は、すでに「卸売市場の将来方

向に関する研究会（平成 22 年 3 月）」において問題点が挙げられ改善の余地はあるものの、

その原則はすべて生産者、消費者、流通関連業者にとって重要。流通面だけではない。卸

売市場は地域経済・食文化の拠点にもなるため特に地方の自治体にとっては大事な存在。 

 

〇立地によって役割も課題も異なる 

 大消費地市場、中小都市の消費地市場、産地近隣都市の市場そして産地市場。例えば、

東京都と地方をまとめて考えるのは無理がある。 

 

〇厳しい現状 

 商流・物流・情報流の発展により場外流通が拡大。小売業界の過当競争が卸売市場に直

撃。卸、仲卸とも、卸売市場の原則をはみ出した対応（買付販売・相対取引・第三者販売

など）を図らざるをえなかった。しかも昨今食料消費自体が落ち込んでいるため、その傾

向が強くなっている。 

このように原則と実態の乖離が進み、例外規定や規制緩和によって制度が改正され実態

追従するものの、卸売業界は厳しさから開放されているわけではなく、かえってリスク拡

大。卸売業界の中の競争がより激化したようにも見える。寡占化していくのではないか。 

 

〇「市場離れ」と企業努力 

消費地市場でも、産地市場でも、卸・仲卸・開設者がそれぞれに場内取引を活性化させ

る取り組みは見られるが、一方で消費地市場では、卸や仲卸が企業努力として積極的に場

外取引（帳合や輸出など）や場外事業を展開・拡大し、産地市場では仲卸（出荷業者）が

場外仕入れ・直接販売を拡大させ裾物を市場出荷するなど、「市場離れ」に傾く動きも強く

なっている。こうした現状からすると、すべてでの卸・仲卸ではないが、「場内取引」は企

業活動の一分野に過ぎないという卸・仲卸も浮かび上がってくる。 

 

〇人のネットワークの衰退 

卸は、魚種ごとの職人の集合体。厳しい状況下、産地と消費地との人的交流が弱まり、

信頼関係で結ばれていたネットワークが弱体化している。卸売り業界は、人を育てる、人

と交流する、時間的金銭的余裕を失っている。これでは場内取引は衰退を続ける。 

 

〇思うところ 

卸売市場は、商流・物流・情報流の発展による場外取引の拡大と、食糧需要の縮小によ

り、縮小再編は免れない。こうした場内取引の限定性を踏まえて将来を考える必要がある。 



 また課題を考えるのなら、卸売市場法の目的にある「生鮮食料品等の取引の適正化とそ

の生産及び流通の円滑化」が達成されているかどうかに着目するべきである。そして、開

設者にある課題、卸・仲卸という事業者にある課題、開設者・卸・仲卸の関係にある課題

などに分けてから、もう少し丁寧に整理する必要がある。もちろん、市場ごとに課題は異

なる。 

また法は「国民生活の安定に資することを目的」としているのだから、特定の業者だけ

が生き残るための規制緩和は良くない。消費減少時代の成熟した水産物市場に対応して、

適正に需給調整が図られ、不当利益を生まない市場なのかどうかが重要である。法や条例

にしたがった公正な取引を実施し、一方で優越的地位が乱用されないように努力する必要

がある。 

卸売市場にある原則。これを守るべきか、変えるべきか、についてはまだまだ議論の余

地を残す。 

 

２．個別課題について 

 

〇卸売業者の再編とネットワーク化 → 実態として進んでいる 

 卸売業者間の統合・系列下・提携化、卸売市場間での事業共同化、卸売市場内での共同

施設建設など、卸売業者の再編が進んでいる。SCM、事業の集約化、低コスト化。 

 中央拠点市場から周辺卸売市場に転送が多くなっている背景には、周辺卸売市場の集荷

力低下がその理由だが、周辺卸売市場はそれに依存することでさらに自力を失っているよ

うに思える。 

 

〇消費地のニーズ発掘と産地の繋がり強化 → 個社努力としてある 

 産地との提携、二番ゼリ、昼ゼリなど。 

 卸業者の産地の囲い込み 

 

〇開設者と卸・仲卸業者の一体的取り組み → まだまだ課題があるのでは 

 産地市場では、開設者が卸業者と一緒に、漁船誘致、販売先訪問、魚食普及を行ってい

るケースがある。 

 消費地市場ではどうか。市民開放、見学、魚食普及は見受けられるものの、現場の業務

がどこまで把握されているのか。 

開設者の意図と業者の意向がかみ合っているのか。 

地方卸売市場への転換、環境対策、老朽化する施設の更新、加工機能の拡充、高度衛生

体制。。。。。 

 

〇垂直統合の可能性 → 集荷・分荷の機能に反しているように思える 

 

〇コールドチェーン → 冷凍マグロの場内取引などには課題があり、冷凍水産物は外気

に晒さないようにすることは重要。これは常温環境で行われている生鮮品の取引について

も同じことが言える。場内の鮮度劣化をどう防ぐかは恒久的な課題。 
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渡辺委員御発表資料 
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矢野委員御発表資料 
 
 
 
 
 
 



平成 26 年 6 月 23 日 

 

第 1 回「卸売市場流通の再構築に関する検討会」意見 

 

広島大学大学院生物圏科学研究科 

准教授  矢野泉 

 

 平成 26 年 7 月 4 日に開催される第 1 回「卸売市場流通の再構築に関する検討会」に出席

することができず、委員の皆様にはたいへんご迷惑をおかけいたします。書面上でのご挨拶

及び意見提出となりますことを、お許しください。 

 以下、依頼のありました事項についての意見です。雑駁な意見で申し訳ありませんが、今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

１ 卸売市場の機能・役割に対する評価・課題と再構築に向けた将来方向について 

（１）卸売市場の必要性についての社会的評価雑感 

 卸売市場の要不要論の中には、卸売市場そのものの要不要を議論するものと、卸売市場の

中に必要な市場とそうでない市場があるのではという卸売市場の選別を議論するものがあ

ると考える。 

前者の論点における不要論は、流通事業者や産地よりも一般消費者の間で信じられている

感がある。私が大学で担当する「食料流通学」という講義において、卸売市場について話を

する前の段階では9割以上の学生が卸売市場は不要、1割の学生はよくわからないと答える。

その主な理由は、「卸売業者がたくさんの中間マージンを受け取るので食料品価格が高くな

る」「卸売市場を経由する時間が余分にかかるので新鮮さが落ちる」「卸売市場での取引が見

えにくい」というものであり、卸売市場が果たしている役割やその機能への不十分な理解（む

しろ真逆の誤解）に基づいている。そのため、この問題については、消費者に対して、従来

の卸売市場の仕組みや機能について PR することに加え、卸売市場による社会全体の流通コ

スト節減効果の定量化等によって、上記の誤解を払しょくすることが重要であると考える。 

後者の論点は、物流等の経済効率性の視点や、業界内あるいは産地や小売業界とのパワー

バランスの視点からの議論と結びついている。したがって、この議論から生まれる卸売市場

の必要性は経済的強者の論理に基づいたものとなりがちである。地方の卸売市場の立場から

みると、わが国の（中央）卸売市場制度は人口集中都市域の経済的利便を中心に構築されて

いる感がある。拠点市場制度も、市場の強者弱者の関係を制度化、固定化する恐れがないか

杞憂している。 

（２）再構築に向けた将来方向について 

 卸売市場の機能の再整理がまず必要なのではないか。これまでの検討会等でも卸売市場の

機能・役割についての議論に加え、地域性や立地条件を考慮した検討が必要ではないかと考

える（『市場流通 2025 年ビジョン』の「卸売市場間での役割・機能の分担」ですでに述べ

られていることだが、そこでの各市場の機能を実際に事業者の経営面から検証する取組等。

また、機能の分担ではなく、各市場の独自の機能に注目することも重要なのではないか）。

一方で、卸売市場（特に中央卸売市場）が共通して有するべきと考える「公益性」を再整理、



再評価することが必要ではないだろうか。従来の卸売市場の公共的性格は、手数料自由化や

セリ原則の廃止、集分荷圏の広域化等により大きく変化した。しかし、現代社会で求められ

ている新な公益性（例えば生鮮品の「安全性」を担保する仕組み等）を、全国の公設（ある

いは中央）卸売市場が足並みをそろえて構築するといった方向性を検討してはどうか。 

 また、農水省の一定の基準の下で、公設（あるいは中央）卸売市場において世界水準の規

格調整が可能となれば、わが国の農産物輸出戦略において、卸売市場が輸出窓口のような形

で機能することが期待できないだろうか。 

 

２ 個別の課題について 

（１）市場活性化について 

 地方卸売市場等で市場活性化を目的に、卸売市場の市民開放や観光地化がおいてすすめら

れている。が、これらの取組は市場に人が集まるといった意味での活性化は期待できても、

卸売市場の本来的な「卸売」の活性化には結びつかないのではないか。一般消費者に卸売市

場を身近に感じてもらうという点では意味があるかもしれないが、市場公開は消費者への啓

もう（前述の誤解を解く等）活動を目的にしたものであってほしいと考える。本質的な市場

活性化とは、モノが集まることと買受人が集まることであろう。 

（２）立地、機能に応じた市場のビジネスモデル 

 この点を考える際、まず卸売市場の公益性を考える上でも重要な、開設自治体という圏域

と市場の機能発揮範囲（経営活動圏）の整合性をどのようにもつかについて検討をしていき

たい。 

（３）その他 

 個人的には、「文化としての卸売市場」という側面にも注目したいと考える。 
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