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Ⅰ はじめに 

卸売市場は、生鮮食料品等の流通を担う基幹的な社会インフラとして、国民へ

安定的かつ効率的に生鮮食料品等を供給する使命を有しており、今後とも、その

期待に応えていくことが必要。 

一方で、我が国の食品流通を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少の進

展等による食料消費の変化、消費者・実需者ニーズの多様化、農水産物の生産・

流通構造の変化、また防災機能強化等の社会的要請の高まりなど、様々な情勢が

変化。 

また、農林水産大臣が概ね 5年ごとに定める卸売市場整備基本方針（以下「基

本方針」という。）については、現行の第 9次基本方針が平成 22 年 10 月に策定

されてから本年秋で 5年を迎えるところ。 

本検討会は、このような状況を踏まえ、第 10 次基本方針の策定に先立ち、卸

売市場に今後期待される役割や機能、施策のあり方等、卸売市場流通の再構築に

向けた将来方向について幅広い観点から総合的に検討を行うため、平成 26 年 7

月 4 日から開催。 

この報告は、これまでの本検討会の議論を基に、卸売市場流通の現状と課題を

分析し、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。 

 

 

 

Ⅱ 卸売市場流通の現状 

 １ 食品流通を取り巻く環境の変化 

（１）少子高齢化に伴う人口減少等による食料消費の変化 

我が国においては、少子高齢化に伴い、今後長期の人口減少過程に入る

とされており、現状でも高齢化を背景に国民 1人当たりの食料消費（供給

熱量）は近年減少傾向。 

 

 （２）社会構造の変化に伴う消費者・実需者ニーズの多様化 

単独（単身）世帯の増加、女性の労働力率の上昇等が進展する中、食の

外部化、加工品消費等が進展。また新鮮さや安全性に対する志向など食料

消費のニーズが多様化。 

 

 （３）農水産物の国内生産、流通構造の変化 

農業者・漁業者の減少・高齢化等の進行により、国内農産物及び水産物

の生産量は減少傾向。その一方、農協・漁協の合併等により産地の大型化

が進展。また、小売においては、販売額が食料専門店・中心店で減少、食

料品スーパー・コンビニエンスストアで増加するなど構造が変化。 

 

（４）社会的な要請の高まり 

企業における環境問題への対応やコンプライアンスの徹底等に対し社会

的に強い要請。また、東日本大震災の発生を受け、社会インフラとしての

災害時対応力の強化等への期待の高まり。 
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 （５）バリューチェーンの構築に向けた農水産業の新たな動き 

国産農水産物に適切な価値を見いだし、またその価値を高めるため、意

欲ある生産者等により、輸出や 6次産業化等の取組が各地で展開。 

 

 ２ 卸売市場及び卸売市場関係業者等の現状 

 （１）卸売市場の取扱数量、経営状況等の現状 

１）卸売市場経由率 

青果、水産で、6 割(国産青果物に限れば 9 割)程度が卸売市場を経由

しているが、加工品や輸入品の増加等により、花きを除く部類で経由率

は低下傾向で推移。 

         

２）取扱数量及び取扱金額 

市場外流通の増加や景気低迷の影響等により卸売市場における取扱数

量及び金額は、総じて減少傾向で推移しているが、近年は地方卸売市場

において概ね横ばい傾向。また、中央卸売市場間で二極化が徐々に進展。 

     

３）卸売業者及び仲卸業者の経営状況 

中央卸売市場の卸売業者数、仲卸業者数は減少しているが、1 業者当

たりの取扱金額（仲卸業者は仕入金額）は、概ね横ばい。卸売業者、仲

卸業者の経営状況、中央卸売市場の開設者の財政状況は厳しい状況。 

    

３ 第 9 次基本方針に基づく卸売市場関係者の取組状況について 

（１）卸売市場の適切な配置 

１）中央卸売市場 

① 中央拠点市場への位置付けとそれに伴う取組 

青果で 21 市場、水産で 11 市場が中央拠点市場に位置付け。このう

ち、協定等の形で市場間流通ネットワークを構築しているのは 2市場

のみ。中央拠点市場への位置付けの前後における取扱数量の変化は

区々。 

 

② 中央卸売市場の再編 

平成 22 年 10 月の第 9次基本方針策定以降、15 の中央卸売市場が再

編措置を講じ、うち 13 市場が地方卸売市場に転換。 

 

２）地方卸売市場 

30 都道府県が、都道府県卸売市場整備計画の中で地域拠点市場を位置

付け。地域拠点市場で他の地方卸売市場と統合した市場があるのは 3都

道府県のみ。 

 

（２）卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造 

１）施設整備、管理における PFI 事業、指定管理者制度の導入 

PFI 事業又は指定管理者制度を導入している中央卸売市場は、それぞ

れ 1市場のみだが、一定の維持管理コストの削減効果を確認。 
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２）コールドチェーンシステムの整備 

中央卸売市場における低温卸売場の整備率は増加傾向。低温管理施設

の数値目標や方針を策定していない中央卸売市場開設者は約 7割。 

 

３）実需者ニーズへの対応強化 

第 9 次基本方針策定前と比較し、中央卸売市場 1市場当たりの施設整

備面積は、冷蔵庫や加工処理施設で横ばいから 2割増である一方、配送

センターは倍増。 

 

４）市場運営に伴う環境負荷の低減 

卸売市場の運営に伴う環境負荷の低減に係る目標・方針を策定してい

る中央卸売市場開設者は全体の約 4割。 

 

５）市場運営及び物流の効率化について 

生鮮 EDI 標準や電子タグを導入している中央卸売市場は全体の約 2割

にとどまる。また、通い容器を導入している中央卸売市場は全体の約 5

割。 

 

（３）取引、物品の積卸し等の合理化及び物品の品質管理の高度化 

１）卸売市場における売買取引方法の合理化 

売買取引方法など売買取引の状況に関する検証を行った中央卸売市場

開設者は全体の約 4割。 

   

２）卸売市場間での連携 

中央卸売市場卸売業者において、集荷力の向上を通じた市場取引の活

性化を図るため、中核卸をハブ拠点とした積載効率の向上をはじめとし

た卸売市場間での連携が進展。 

 

３）市場内事務手続きの簡素化 

法令に基づかない事前承認等の検証を通じて、市場内事務手続きの簡

素化を進めている開設者は全体の約 7割。 

 

４）物品の品質管理の高度化  

品質管理の高度化に向けた規範を策定した中央卸売市場の卸売業者、

仲卸業者の割合は、増加しているものの、仲卸業者では未だ半数程度。

また、一部の市場関係業者において、品質・衛生管理に係る ISO 認証の

取得等の取組を実施。 

   

（４）卸売業者及び仲卸業者の経営の近代化 

１）卸売業者 

一部の中央卸売市場卸売業者は、営業譲渡や合併、さらにはホールデ

ィング化による経営統合を実施。経営強化に向け電算化や経営管理シス

テムの整備に取り組む中央卸売市場卸売業者は約 6割だが、増資等によ

る財務体質の強化に取り組む業者は少ない状況。また、平成 21 年 4 月以

降、委託手数料率の変更を行った業者は一部のみ。 
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２）仲卸業者 

中央卸売市場仲卸業者において、経営強化のために合併や営業権譲受

け等を行った業者は全体の約 1割にとどまる。また小売業者のニーズに

対応した様々な支援措置に取り組むなど営業面で一定の効果をあげてい

る業者もいる。 

 

３）卸売業者及び仲卸業者に共通する取組事項 

中央卸売市場卸売業者及び仲卸業者において付加機能の強化や生産者、

実需者と連携した地場産品の集荷や新商品の開発等に取り組んでいるが、

仲卸業者の取組状況は、卸売業者に比べ相対的に低位の傾向。 

 

（５）その他 

１）中央卸売市場における経営展望及び行動計画の策定 

経営展望を策定していない中央卸売市場は、全体の約 3割。策定した

市場（46 市場）のうち、行動計画まで策定しているのはその約 6割（26

市場）。 

 

２）情報化の推進 

各種承認申請の電子化など市場における情報化に取り組んでいる中央

卸売市場開設者は、全体の約半数。 

 

３）災害時等の対応 

一部の卸売市場において、災害発生時に備えた複数市場間におけるネ

ットワーク構築、関係機関との協定締結等が行われている一方、事業継

続計画（BCP）を策定している中央卸売市場の開設者及び卸売業者は、そ

れぞれ全体の約 3割、約 2割にとどまる。 

 

４）市民との交流 

ほとんどの中央卸売市場開設者が、市民と卸売市場との交流を深める

イベントを開催するとともに、全ての中央卸売市場開設者がホームペー

ジを開設し、当該市場に関する情報を発信。 
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Ⅲ 卸売市場流通の再構築に向けた主要な課題 

１ 卸売市場としてのあり方や運営方法等に係る課題 

（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経営戦略的な視点から策定す

るとともに、市場関係者が相互に連携・協力し経営展望に基づく取組を着

実に遂行することが必要。 

 

（２）立地、機能に応じた市場間での役割分担と連携強化 

立地条件や機能面、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、各市場がそれぞれの戦略を明確化し、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。 

 

（３）卸売市場における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状況の不断の検証、事務手続きの簡素化、市場

内の情報化等を引き続き推進し、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。 

 

２ 市場関係業者及び開設者の取組に係る課題 

（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 

コールドチェーンの確立を含む品質管理の高度化、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、「食」

や「日本食文化」に関する情報提供など、消費者、実需者、生産者等の多

様化するニーズに的確に対応することが必要。 

 

（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し、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。 

 

（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。 

 

（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、災害時等における対応機能の強化など、卸売

市場に対する社会的要請に適切に対応することが必要。 
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Ⅳ 卸売市場流通の再構築に向けた取組について 

   卸売市場には、国内流通の基幹的インフラとして、国民へ安定的かつ効率的

に生鮮食料品等を供給する使命が存在。また、卸売市場に対して、生産者から

は安定的な販路として、需要者からは主要な調達先として、その機能、役割を

発揮することが期待されており、今後とも、生鮮食料品等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、その期待に応え、発展してい

くことが必要。 

しかし、卸売市場を取り巻く環境が変化する中で、卸売市場に期待される役

割や機能も一層多様化しているものの、現状、卸売市場流通がそれらに十分に

対応できていない部分も顕在化。これらのことも踏まえ、卸売市場がその求め

られる機能、役割を発揮、強化し、卸売市場流通の再構築を進めていく上で、

Ⅲで挙げた主要な課題に対しては、以下の具体的な提案に沿って、的確に対応

すべき。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

（２）立地、機能に応じた市場間での役割分担と連携強化 
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。 
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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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 
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（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。 

 

２）公正かつ効率的な取引の確保に向けた方向性 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 
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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。 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 
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（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。 

 

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。 

 

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。 

 

（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。 

 

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。 
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（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。 

 

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。 

 

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。 

 

 

 

Ⅴ おわりに 

卸売市場整備基本方針については、現行方針の目標年度が平成27年度までとな

っており、農林水産省において、同年度中に次期基本方針を策定する予定。 

農林水産省においては、この報告を真摯に受け止め、基本方針の策定をはじめ

とする施策の見直しに当たっては、卸売市場が国民に対して安全な生鮮食料品等

を円滑かつ安定的に供給するという使命を十分に果たすことができるよう、的確

に対応することを期待。 

さらに、開設者、卸売業者、仲卸業者等の市場関係者、都道府県においては、

この報告に掲げられた課題及び対応方向に即して、自らが主体的かつ積極的に対

応していくことを期待。 


