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午後１時３０分 開会 

○藤島座長 それでは、定刻となりましたので、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２回会合を開催させていただきます。 

 初めに、前回第１回会合にご欠席され、今回初めて出席されることになりました矢野委員さんを

ご紹介いたします。広島大学大学院生物圏科学研究科准教授、矢野泉委員さんです。よろしくお願

いいたします。 

○矢野委員 矢野と申します。よろしくお願いいたします。 

○藤島座長 なお、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。 

 次に、第１回検討会以降に農林水産省の人事異動があったと伺っておりますので、事務局からご

紹介いただきたいと思います。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を務めさせていただいて

おります遠山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ７月22日付で農林水産省におきまして人事異動がございましたのでご紹介をさせていただきます。 

 まず、食料産業局長の櫻庭でございます。 

○櫻庭食料産業局長 櫻庭でございます。よろしくお願いいたします。 

○遠山卸売市場室長 大臣官房審議官、研究・連携担当の長谷部でございます。 

○長谷部審議官 長谷部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○遠山卸売市場室長 食品製造卸売課長の矢花でございます。 

○矢花食品製造卸売課長 矢花でございます。よろしくお願いします。 

○遠山卸売市場室長 以上でございます。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 それでは、櫻庭局長さんから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 ただいまご紹介にあずかりました櫻庭でございます。どうかよろしくお願い

いたします。 

 卸売市場流通の再構築に関する検討会、本日は第２回目でございますけれども、開会に当たりま

して一言ご挨拶させていただきます。 

 前回も出席させていただきましたけれども、本検討会の開催趣旨につきましては第１回目でご説

明したとおりでございますが、卸売市場に対する期待、それから卸売市場が果たすべき役割、これ

につきましては今後とも大きいものがあるかと思います。 

 しかしながら、今の状況を見ますと、現在65歳以上の方が総人口の４分の１、４人に１人は65歳

以上。10年後には３人に１人になると言われております。また、お年寄りお一人の世帯など、いわ

ゆる単独世帯がますます増えている。それから、買い物に対する状況などもいろいろ変化しており

ます。また、私ども別途、矢花課長の担当でやっておりますが、介護食品というものもやっており

ますけれども、これもニーズが非常にあります。これら食をめぐる世の中の所与の動きが非常に大

きく動こうとしている中で、実需者、ひいては消費者の皆様にいかに生鮮食品をお届けするか、そ

して健康を維持するためにどのような食事形態があるのか、これを見通すのは大変難しいことでご

ざいますけれども、今ある皆様のお知恵を借りながら、それを、10年後を見通していただければと

思っております。 

 無論、この検討会の結果につきましては、現在検討が行われております食料・農業・農村基本計
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画に当然盛り込むべきものだと思っておりますし、これを反映させることで、私どもの今後の10年

間の施策の柱と、それで進むべき方向という形になっていくかと思っております。 

 今検討会では、卸売市場が果たすべき役割、機能として施策のあり方ということを議論いただき

まして、卸売市場の将来方向について皆さんの中で共有できればなと思っておりますし、それをま

た広く国民の皆様に公開することによって支持を仰いでいきたいなと思っております。 

 きょうは２回目でございますが、引き続き皆さんのご忌憚のないご意見を賜りまして、有意義な

会議にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、きょう２時半から大臣とともに公務に出かけなければなりませんので、途中で中座するこ

とをお許しいただきたいと思います。本日はどうかよろしくお願いします。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 恐れ入りますけれども、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 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 配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、配付資料一覧にございますように、議事次第、座席表、出席者名簿、そして本日ご発表の

各委員の資料として、資料①から⑫まで、そして参考資料１、参考資料２、こういう構成となって

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が、いかがでしょう

か、大丈夫でしょうか。大丈夫のようですので。また不備があれば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。 

 なお、参考資料１をごらんいただきたいと思うのですが、伊藤淳一委員におきましては、別紙の

委員名簿の役職でございますが、全国水産物卸組合連合会の会長の職に７月５日にご就任されたと

伺っておりますので、開催要領の別紙の伊藤淳一委員の役職名を会長代行から会長に変更しており

ますので、ご承知おきください。 

 また、あわせまして参考資料２のほうをごらんください。検討会の今後の予定（案）という資料

でございますが、今回の第２回検討会につきましては、当初、第１回検討会でご説明いたしました

とおり、各委員からのご発表に加えまして、ヒアリング結果についてもご報告する予定でございま

したが、各委員からのご発表、そして質疑の時間を十分に確保するために、これにつきましては次

回の第３回検討会の議事に回すこととしたいと考えております。 

 それに伴いまして、前回第１回検討会の資料４としてお配りした今後の予定のペーパーにつきま

しては、参考資料２のとおりとしたいと考えております。円滑な議事進行の観点からの変更でござ

いますので、何とぞご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 また、各委員の席上に青色のファイルを置かせていただいております。このファイルに第１回検

討会の資料と議事録を綴じてございます。議論の過程でお気になるようなことありましたら、適宜

ごらんいただければと思っております。このファイルにつきましては、今後も検討会を重ねるたび

に資料、議事録を事務局のほうで随時追加的にファイリングしてまいり、毎回机の上に置かせてい

ただきたいと思っておりますので、本日の会議終了後もお持ち帰りにならず、そのまま机上に置い

たままとしていただければ幸いです。 

 以上でございます。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 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。 
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 初めに、（１）「委員からの御発表」ということで、前回に引き続き各委員の皆様より卸売市場

の機能、役割についての評価や課題、卸売市場の再構築に向けた将来方向などに関してどのように

お考えかをご発表いただきたいと思います。 

 初めに、前回ご欠席の矢野委員さんよりご発表をお願いしたいと思います。その後、それぞれの

お立場の分野ごとに、まず川田委員さん、伊藤裕康委員さん、倉﨑委員さん、遠藤委員さん、佐藤

委員さん、磯村委員さんの順でお願いし、ここで一度質疑を挟んだ上で、続いて宮本委員さん、伊

藤淳一委員さん、近藤栄一郎委員さん、永井委員さん、日浦委員さんの順番でご発表をお願いし、

再び質疑の時間をとりたいと思います。 

 それでは、矢野委員さんからお願いいたします。 

○矢野委員 皆様、こんにちは。改めまして、広島大学生物圏科学研究科の矢野と申します。よろ

しくお願いいたします。前回の第１回は所用で欠席いたしまして失礼いたしました。 

 今回資料として挙げさせていただいているものは前回既に提出させていただいたものと同じです

けれども、口頭にて報告させていただきたいと思います。 

 私は農水産物の流通を専門として、大学のほうで研究教育に携わっております。そのため、実務

者の皆様方とは少し気になる観点というのが異なっていたり、実務者の方にはどうでもいいような

細かいところを議論するような傾向があるかもしれませんけれども、卸売市場というものがこの日

本の生鮮食料品流通において欠かせないものであるという見地に立って、業界の外からの立場で見

た意見というのを幾つか述べさせていただきたいと思います。 

 また、特に地方の大学から参加させていただいていますので、中央の大きな大都市以上に地方の

都市の卸売市場というのは、地方の中央卸売市場も地方卸売市場も、川下流通の大手量販と直売所

という大きな二大勢力の狭間でその存在意義を問われております。そういった地方の卸売市場の立

場からも意見を少し述べさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 まず１つ目の意見として、「卸売市場の必要性」というものについて、卸売市場の要不要論につ

いて述べます。世の中の不要論には、卸売市場そのものの要不要論もあれば、ある卸売市場は必要

だけれどもそうでない卸売市場は不要であるという議論等、いろんな議論が展開されているかと思

います。 

 卸売市場そのものが必要か不要かということに関しましては、日々大学生にこの食料品流通を教

えていると、若い人たちは皆何で要るのかわからないという意見が授業を始める前はほぼ100％で

ございます。授業の中で卸売市場の歴史、機能、そういったものを解説していく中で、授業終了後

には４割ぐらいは必要だと考えるようになってくれますが、それでもあとの３割ぐらいは必要ない、

残りの３割はさらによくわからなくなったというような、私の教育の力量にもよるのかもしれない

のですけれども、そういった結果になっております。 

 つまり、卸売市場の役割というものが、実際に消費者と社会にきちっと伝わっているのかという

ところがまず１点、今後重要であるのではないかと思います。 

 必要である卸売市場とそうでない卸売市場ということを考える際に気になっている点は、現在の

制度上ではやはり経済的な利便とか効率性を中心に要不要の尺度がはかられている傾向が強いよう

に思います。しかし、特に公設卸売市場の場合は、そういった経済的な効率性だけではなくて、も

ともと卸売市場が生産者保護的性格も内包していたように、社会的な役割というものも再評価して

いくことが必要なのではないかなというふうに考えております。 

 第２の「再構築に向けた将来方向」については、ここでは大きく３点ほど挙げさせていただいて
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おります。１つ目は卸売市場の機能の再整理です。この卸売市場の機能というのは全国的に統一し

た機能を掲げるというのはかなり難しいのではないかというふうに個人的には思っております。そ

れは、それぞれの市場が置かれた立地や規模、それによって機能を整理していくことが必要ではな

いかと思っております。 

 ２点目は、公益性の再整理、再評価ということが必要なのではないかと思っております。特に今

日の食品関係の問題であります安全性の問題に卸売市場制度そのものがその下支えをするような仕

組みというのがつくられたらよいのではないかというふうに考えております。 

 ３点目は、そういった卸売市場が生鮮食品の安全性を担保する仕組みとなりますと、それが今の

日本の農産物輸出戦略においても大きな役割を担うことができるのではないかと思います。現在、

各地の卸売市場でも輸出の取り組みをされているというのを見聞きしておりますけれども、現時点

のところ事業者レベルでそれぞれ皆さん一生懸命取り組まれている。しかし、さらに進んで、卸売

市場から輸出するというだけで、そういった鮮度や安全性など品質が担保できるという仕掛けを制

度として構築できれば、海外のマーケットに対して日本の農水産物の輸出戦略にとってかなり大き

なインパクトを与えるのではないかなというふうに思っております。 

 特に海外のマーケットでは、農産物、特にＥＵなどは生産流通過程の管理に細かい基準を求めて

いるのが現状かと思います。日本でいろいろな地域ＧＡＰのようなことも取り組まれていますけれ

ども、地域的にそれぞれそういった基準を求めるのではなく、これからはやはり一足飛び、グロー

バルに対応できるような基準に対応していくことが、多かれ少なかれ、早かれ遅かれ求められてい

くと思いますので、その先進的な取り組みとして卸売市場が位置づけられてはどうかというふうに

考えております。 

 次ページの「個別の課題」ですけれども、１つ、卸売市場の活性化ということについて、観光化、

直売所的な役割ということが近年議論されていると思いますが、私個人といたしましては、生鮮食

料品流通における卸売市場の本来的な活性化のためには、そういった観光資源とするのではなくて、

やはり卸売業の抜本的な再編というのが必要なのではないかと思っています。観光資源とするのは、

それは卸売市場というものを消費者の方々に理解していただくという、そこで何が行われているの

かということを認識していただくツールとしては、積極的に振興していくのはよいのではないかと

思っております。 

 ２点目は、先ほども言いましたけれども、立地、機能に応じた個別の卸売市場のあり方というの

を検討することが求められるのではないかなと思っております。 

 最後は、「文化としての卸売市場」をあげさせていただいています。私もそうなんですけれども、

日本人の多くの方は「市場」と聞くとわくわくするのではないかと思います。市場（しじょう）と

か市場（いちば）というと活気があってわくわくするという私たちの、消費者のそういった印象と

か気持ちを大切にすることというのも一つ視野に入れてもいいのではないかなと思います。市場に

行きませんかと言われて行きたくないと思う方は少ないと思います。市場があったら何かちょっと

覗いてみたいなというような場所だと思いますので、これは議事録に書かなくてもいいかもしれな

いんですが、文化としての市場を大切にしつつ、経済的な機能性というのを高めた卸売市場という

のができればいいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 ただいまの矢野委員さんのご発表につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらよろしくお願
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いいたします。 

 特によろしいですか。また後ほど関連してご質問していただいてもよろしいかと思います。時間

の関係もあるものですから、進めさせていただくということで、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 それでは、続きまして川田委員さんから磯村委員さんまで、卸売関係団体の６名の方のご発表に

移りたいと思います。磯村委員さんのご発表が終わりました段階で一度質疑の時間をとりたいとい

うふうに考えております。 

 それでは、まず最初に川田委員さん、よろしくお願いいたします。 

○川田委員 それでは、発表させていただきます。 

 レジュメにあるのですけれども、市場の機能、そしてまた将来的に中核を担うインフラであると

いうお話は局長のほうからいただきましたので割愛をさせていただきまして、今どういう状況にあ

るかというところを少し説明させていただきます。 

 毎回出てくる市場経由率ですけれども、食の多様化といいますか、加工品等が、あるいはジュー

ス等の果汁が入っているがためにトータルでは低く見えておりますけれども、依然、国内で生産さ

れた青果物について言えば９割近くが、卸売市場を経由しているということであります。 

 その理由でありますけれども、まず日本の消費者の消費の形態が少量・多品種である、あと鮮度

を非常に重要視する、こういった食文化があり、なかなか大量の単品だけで販売をするのも難しい、

品ぞろえが大事だ、こういう小売りからの要望があります。 

 そういったことで、市場に行けばワンストップショッピング的に鮮度のいいものを見ることが、

あるいは選ぶことができるということで、買参人、あるいは量販店の方が主にスーパー、市場から

の仕入れをしていただいているということで、９割近いものが流れている、そのように理解をして

おります。 

 また、産地のほうも日本列島が長いものですから、短期間に産地が動いてまいります。直取引だ

けで全てをカバーするというのは大変難しいということで、先ほど申し上げたワンストップショッ

ピングをするために市場に集まってきていただいている。こういうことだろうと思っております。

食文化に合ったシステムができているというふうに考えております。 

 そして、市場の価格形成機能ですけれども、今はいろいろな取引の形態がありまして、やや見え

にくいというご批判もいただくわけですけれども、しかしながら、基本的には需要と供給のマッチ

ングで価格が決まる、こういった機能があります。特に価格等は毎日公開をされておりまして、価

格の透明性はかなり高いというふうに考えておりますし、また代金の決済につきましては、非常に

速やかに決済を行っているために、生産者にとっても現金化することに非常にメリットを感じてい

ただいているのではないかというふうに考えております。 

 あと、安心・安全の面ですけれども、これは開設者のほうで衛生検査を定期的にやっていただい

ておりますので、かなり厳しい監視下の中でチェックをしているというふうにしております。そう

いった意味で、国民の食生活の安全、安定を確保しているものというふうにも考えております。こ

れは福島の災害があったとき等も、流通だけではなくて、検査等かなり厳しく流通をコントロール

したがために、その辺の評価は高くなっているのだろうというふうに思っております。 

 そして、今どういう点に問題があるかという点でありますけれども、主な出荷者というのは農協

の系統販売であります。農協が今どんどん合併を行っておりまして、県によっては県下一農協とい

う県も数県今出てきております。また、出荷者の団体が大きくなってきております。 
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 一方、購入されるほうも量販店のシェアがどんどん高まっておりまして、大きな量販店がふえて

きた。今までですと不特定多数と不特定多数が市場で出会って価格を決定する、そういったメカニ

ズムであったものが、特定少数と特定少数が出会って価格を決めていく、こういった形に変化をし

てきております。そういった中、中堅の卸売会社では両方からの大きな圧力によりまして、なかな

か思ったとおりの流通ができない。特に価格の形成については、価格圧力により、収益が相当圧迫

をされて経営に瀕している、そんな会社も幾つもあるという状態であります。 

 それから、経営の自由度を上げたいということで、卸売市場法のもとでもちろんやっているわけ

でありますけれども、やはりかなり早い展開をしていかないといけない場面が出てきておりますの

で、これについてもう少し自由度を高めていただきたいという希望もございます。 

 そして、３ページ目に少し書いたんですけれども、今我々のグループ、協会の会員数が85社あり

まして、85社からアンケートをとったところ、出荷団体は非常に大きくなった、先ほど申し上げた

とおりでありますが、また大手の量販店のシェアが拡大したということで、価格の支配力が非常に

高まっているということで、ややもするとそれに翻弄されてしまって、ちゃんとした営業ができて

いない、こういう苦情がかなり、会員からは出てきております。 

 今後の希望でありますけれども、とりあえずハードの面が大分古くなっている市場が多くなって

おります。これは新しい設備をつくることによって減価償却がそのまま市場の使用料にはねるとい

う形になっておりますので、なかなか行政のほうにもお願いをしづらい、こういった状況でありま

すので、ぜひこの辺については国のほうでご支援を賜ればと思っております。 

 そして、今、市場法の中にも縷々として書いてあるんですけれども、市場の運営につきまして、

市場取引委員会、これを通す、例えば第三者販売等につきましては取引委員会を通しなさい、こう

いうことになっておりますけれども、取引委員会自身が、言ってみれば自治会的な組織でありまし

て、全て多数決をもって動かす、こういったことでありますので、なかなか戦略的な市場経営がで

きていないということがあります。これについてもご議論いただければと思っております。 

 最後に、先ほど先生からお話がありましたけれども、どうも市場を経由するとコストが高い、直

販のほうが安くかつ新鮮である、こういったいわれなき誹謗がかなりございます。これについてな

かなか我々だけで反論するわけにいかないものですから、ぜひ国のほうからも、こういったいわれ

なき誹謗中傷への反論はしていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして伊藤裕康委員さん、よろしくお願いいたします。 

○伊藤（裕）委員 水産卸の伊藤裕康でございます。資料は３でございまして、資料が厚くなって

おりますが、後半のほうには今の青果さんと同じなのでございますが、会員からアンケートをとり

まして、今回の基本方針の策定に関する意見というものを皆さんから出してもらいまして、それを

そのままここへ載せております。何かご参考にしていただければと思います。 

 私が申し上げたいことは、青果さんとちょっと違うんですが、我々、市場の中からの見方なので

ございますが、今、水産の卸売市場としての問題として一番大きな特徴は、やはり業者の数が多い、

市場の数が多い、多過ぎる。それによる過当競争という問題が一番大きな問題だと思います。 

 それから、２つ目には水産の場合にはやはり国際化ということで、国際市場の中での、いわゆる

日本のマーケットとほかのマーケット、あるいは供給とのせめぎ合いといいますか競争関係、そう

いうものが大きく出ておりまして、それが一つの大きな特徴となっております。 
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 例えば、ホタテなんかは輸出価格によって相場が形成される。それによって主導権をとられる。

逆にサケなんかの場合にはチリとか、あるいはＥＵとか、あるいはロシアとか、そういうところと

の関係によって相場が左右されるというようなこと、いろいろな関係が起きておりまして、我々そ

の中で今仕事をしているという状態でございます。 

 その中で、私の感じていることを申し上げたいと思います。今、私としては国による中央卸売市

場政策について長年携わってきた者として一つの意見を申し上げたいと思いますが、これまでの水

産の中央卸売市場政策を振り返りますと、卸売業者を単数制に最初していた。それが戦後、複数制

に転換された。さらに、中央市場をつくれ、つくれということで、たくさん増設されました。それ

が、その後は今度は一転して卸売業者を統合推進する、いわゆる複数にこだわらない。さらに、中

央卸売市場から地方卸売市場へ転換する制度が設定された。そしてまた、前回は中央拠点市場制度

をつくる、こういったような大きな政策の転換がなされてきておりますけれども、卸売市場政策と

は一体何なんだろうか。生産から消費に至る一貫した水産物の流通政策はあるんでしょうかという

思いを私自身、長年禁ずることができません。言葉が適切かどうかはございますけれども、卸売業

に携わってきた者の実感としては、何か政策に翻弄されてきたような思いがございます。 

 こうした卸売市場政策の結果として、今、先ほど申し上げましたように、大きな問題としては卸

売市場も、そして卸売業者もオーバーストアになっているということでございます。昭和40年から

50年代には全国で中央卸売市場が新規開設され、昭和30年に27市場であったものが、昭和60年には

91市場に増加しております。これはこの後の資料でごらんになればおわかりと思いますが、その後

の再編があっても、中央、地方合わせて卸売市場が近隣にたくさんあるがために、市場間において

出荷者や需要者の奪い合いなど、不必要な競争が行われているのが現状でございます。 

 このようなオーバーストアに立ち至った経緯は次のとおりであります。 

 もともと、商品自身の特性の中で取引が集中していくという傾向はございますし、また需要者も

より適切な品ぞろえと、より効率的な納品を求め続けるものであります。そういう傾向がある中で、

かつて卸売市場の機能というものは、卸、仲卸、そして専門小売店、業務筋という構成によって果

たされてまいりました。仲卸業者は数多くの小売業者と料理店などの業務筋を対象に設置されたも

のでありますけれども、今では小売、業務筋については全国にチェーン展開する大規模な小売さん

と外食産業が大きなシェアを持ち、その結果、卸売市場の販売先が絞られてきております。数が少

なくなっております。 

 例えば、鮮魚小売店については、昭和51年には約６万軒近くあったものが、平成19年には１万

9,000軒にまで減少し、近年ではさらに減少していると言われております。一方では、輸入の増大

と情報・通信技術の発達、物流インフラの整備、資源の開発、冷凍、加工の高度化による商材の進

化が絡まって、取扱品目それ自体とその供給方法も変わってまいりました。 

 こうした流れの中で、日本列島はいわば実質的に小さくなっており、卸売市場と卸売業者・仲卸

業者の数が過多となって、開設区域をも乗り越え、集荷・販売の競争が行われているのが現状でご

ざいます。卸売業者の質の上で意味のある競争というよりも、適正と考えられる利益を削減する、

いわば体力勝負のような形で行われているのが現状でございます。 

 昭和20年代の卸売市場のあり方が崩れ、新設された卸売市場それぞれが独自に集荷をし、従来の

市場における出荷仲卸というものが今まであったわけですけれども、彼らは存在できなくなってし

まいました。それを今さら、例えば前回のように中央拠点市場制度をつくってみても、それは過去

への回帰であり、名前をつけただけでは本来の機能発揮ができるはずがございません。 
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 もう一度原点に立ち返って考えると、卸売市場は極めて大事な存在であって、商品も情報も集ま

っているという事実があるのに、結果としてはそれを弱体化する方向に政策が進んでいるのが現実

であります。 

 実際に卸売市場の卸・仲卸構造はそのまま維持され、事業者に対する規制もまだまだ残っており

ます。その一方で、行政からの指導は監督官庁として食品表示のコンプライアンス体制整備、トレ

ーサビリティの体制整備、震災危機からＢＣＰの作成を求めるなど、企業一般の課題を卸売市場に

適応するものが目立ち、密漁水産物の取引、フグ稚魚の混入、不適切な原産地表示などの事案に対

しては、取引の制限といった厳しい処分が課されております。 

 さらには、市場を通さない産地と量販店との直接取引に対して、国から補助がなされるといった

ような水産物流通に対する政策の欠如と混乱が生じているのが現状でございます。 

 加えて、産地市場は水産庁、消費地市場は食品製造卸売課卸売市場室、小売は食品小売サービス

課というふうにお役所の担当が分かれております。中央卸売市場法を卸売市場法に切りかえて、こ

れは中央卸売市場と地方卸売市場を包含するということであったはずですが、現実には一貫した水

産物流通政策はとられているようにはお見受けできません。 

 また、霞が関で考えられました論理で組み立てられた政策で、現実に実行できないものも数多く

ございます。例えば、電子商取引であるとか、あるいは市場取引委員会などでございます。数年前

に騒がれました卸売手数料の自由化の問題も、これこそ卸売市場を変えるキーだというふうなお話

でございましたけれども、一体今終わってみれば、あれは何だったんだろうかという思いを禁じざ

るを得ません。 

 事業者は本当に困っております。こうした諸問題の解決を当事者の自助努力や経済論理に任せる

というのは、冒頭申し上げましたような思いが一層募ってくるところでございます。 

 このような状況に立ち至ったからには、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し、同時に卸売市場再編、業界再編について、日本全

国の立場から、大きなグランドデザインのもとに実行することを強く要望いたします。 

 政策をこれまで講じられてきた国及び開設者が政策責任を十分に果たしていただきたいというふ

うに思います。 

 以上が私の意見でございまして、あとは会員各位のいろいろな意見は全部ここに載せてございま

すので、ご参照いただければと思います。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして倉﨑委員さん、よろしくお願いいたします。 

○倉﨑委員 全青協の理事会で意見交換をいたしまして、きょうに臨んだわけでございますが、

「卸売市場の現状」１でございますが、先ほど同業の川田委員さんからご発表がございました。

我々の意見と本当に重複する点が多くございましたので、私のほうからは「現状認識」と「卸売市

場の機能・役割の評価」については簡単に申し述べさせていただき、「市場の将来方向と課題」を

中心に意見を述べさせていただきます。 

 まず、「卸売市場の現状」につきましては、レジュメにございますとおり、「市場取扱高の大幅

な減少と収益の悪化」「川上・川下の大規模化」「地方卸売市場の経営環境の悪化」という３点か

ら整理をさせていただきました。 

 とりわけ「川上・川下の大規模化」という点につきましては、川田委員さんの意見と全く同じで
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ございます。「川上・川下の優越的地位の濫用」に関する点では、私どもも非常に業界では危惧を

感じているのが現実でございまして、これもやはり何らかの形でもっていろんなことを今後も勉強

していかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っているところでございます。 

 そこで、次に２番の「卸売市場の機能・役割の評価」というところでございます。この２番につ

きましては、これも機能の役割の評価についてでは代金決済、品揃え、分荷機能、価格形成機能の

４点から整理をさせていただきました。同様にこれも川田委員さんがお触れになってございます。

全く同じでございますから割愛をさせていただいたらどうかというふうに思っているところでござ

います。 

 次に、市場の将来の方向と課題、この問題について意見を申し述べさせていただきますが、この

３番の「市場の将来と方向と課題」の（１）番です。「現状の流通経路を維持しつつ効率化を」と

いうことですが、これは産地、市場、仲卸、買受人という流通経路は、それぞれが調整機能や配分

機能を有し、それぞれの段階における役割の機能を発揮し、消費者等に青果物が確実に行き渡る最

適なものだというふうに思っておるところでございます。 

 そして、（２）番でございますが、「生産者の所得向上につながる流通体系構築」、地方市場の

多くは産地市場としての機能を生かし、地元の特色ある商品の調達とそれを活用した営業を展開し

ております。また、高齢化、単価安での地域農業の疲弊が問題になっておりますが、地方市場は高

齢化した農家への出荷のお手伝い等の支援を通じて、生産者の所得向上に寄与していることが現実

の姿であります。 

 現在、国として強力に推し進めている６次産業化支援も含め、生産者の所得向上のための方策も

検討していく必要があるというふうに思っているところでございます。 

 それから、（５）でありますが、「より一層の企業努力を」、これはもう当たり前のことであり

ます。我々の業界でもたまに意見交換をするのでありますが、旧態依然とした経営から脱却して、

合併や提携等による水平的な拡大、垂直的機能強化への挑戦や、効率化、合理化に向けた企業努力

が必要である。これは一番重要なことかな、非常に何かいろいろお互いに意見交換していても、こ

の効率的なことをうまく使えていない。これをもう少し国としても思い切ってそういう方向性に持

っていってもいいんじゃないでしょうか、誘導していただいてもいいんじゃないでしょうかという

ふうに思うところでございます。 

 それから、直接的には関係がないかもしれませんが、（６）②の「コンテナ流通の促進」でござ

います。産地市場としての特色を生かして、地物果実を中心にコンテナ流通を行い、中間流通経費

を抑え、生産者の手取り向上に取り組んでいる市場が数多くあります。上記「規格の簡素化」、

「コールドチェーン設備の充実」と合わせて、生産者側に資材コストの軽減、省資源化への寄与に

期待することができるコンテナ流通に対し、もっともっと頑張ってやらなきゃいけないんじゃない

かというふうに考えておりまして、国も前向きに検討する必要性があるんじゃないかなということ

であります。 

 このコンテナ・段ボールの二本立ての体系は、本当にこれからよく研究したほうがいいというふ

うに思っているところでございます。 

 そこで、私事で恐縮なのでございますが、当社のグループであります船橋市場でやっております、

このコンテナ流通の一部にちょっと触れさせていただきます。ことしから始めたのでありますが、

コンテナの業者の協力をいただきまして、野菜生産者を中心に段ボール出荷からコンテナ出荷を一

部行っております。現在のところ、延べ７万ケースでございますけれども、年内には10万ケースぐ
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らいの量を見込んでおるわけでございます。 

 ここで、コンテナ出荷についてよく生産者から意見を聞きます。生産者のほうでは、やってみる

と意外にまあまあうまくいくなということでございまして、１ケース当たり、経費から始まって、

段ボールのコンテナの価格差、もちろんこれは市場の協力を得ているわけでありますが、50円ぐら

いの所得が出ているよということでございます。 

 仮に、１ケース50円の生産者の所得が違うとしますと、例えば日本のキャベツの生産量は今140

万トンでございます。140万トンはおよそ1.4億ケースになりますので、掛ける50は、イコール70億

円でございます。半分、段ボール半分、それからコンテナ半分使っても35億円という効果があるの

ではないかと思っております。 

 ただ、これにはコンテナの出荷に対しては、業者の皆さんの、いわゆる回収の必要性が非常にあ

ります。したがって、今私の申し上げていることにつきましては、回収を全部義務づけております。

したがって、回収できる人はコンテナ使いなさい、回収できない人は段ボールでいいんですよ、ど

っちかを選択してください。最終的にその答は生産者が出すだろう。もしコンテナを利用すること

によって生産者がとにかくより多くのメリットがあるとするなら、それは利用するだろうし、段ボ

ールでいいなら段ボールのほうでもってそれを利用するだろう。 

 したがって、このことは現実的にやってみて、やはりそれぞれの市場ではみんな地方市場でやっ

ている。ただ、何回も何回もこれは過去にも農水省で取り上げていただいた会議がございましたが、

どうしても回収という一つの面に、非常にこの難しさがあるようでございますが、これを思い切っ

て段ボールは段ボール、コンテナはコンテナでやって、いわゆるコンテナ屋さんも幾らか協力して

もらえば、私は現状でできる、自分の所では現在あちこちでやっているのが全部成功しているわけ

でございます。もちろん取扱数量が少ないとしても、とにかく生産者が喜んでいることであります。 

 ですから、まずこれは野菜や果物だけではなくて、いろんな面でもってコンテナの利用をしてい

ると思いますので、農家所得向上の面からも国として研究を含め、強力にバックアップしていただ

く必要性があるのではないかなというふうに感じたところでございます。 

 次に、「出荷奨励金の見直し」でございます。出荷奨励金については、生産者の手取収入を増加

させる観点から見直しを行い、市場手数料引き下げ等も選択肢として検討してもいいんじゃないか

と思っております。 

 「完納奨励金」は、市場にとっては確実な代金回収であり、また代払い機関にとっての運営に欠

かせない収入源となるなど、さまざまな役割を担っております。代金回収を市場の自己責任の行為

と位置づけ、買受人に直接支払うことや料率低減を図る等、あり方についての見直しを検討すると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして遠藤委員さん、お願いいたします。 

○遠藤委員 地方卸売市場の遠藤でございます。 

 水産物につきましては、先ほど伊藤委員のご発表、ご意見にほとんど尽きるわけでございます。

その昔々は、築地、非常に依存度が高くて、北関東などには市場なんてなかったんです。それが人

口のドーナツ現象といいますか、増えたことによっていろいろ広がってきたわけでございますが、

私どものいる福島県は200万人、原発で200万切っちゃったんですけれども、アバウト200万ぐらい

しかいないんです。そこに中央卸売市場が２つもあるんです。今回、福島市が地方に降格しました
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けれども、そのほかに中央卸売市場も５つも６つもあるということで、非常に過当競争といいます

か、体力の消耗戦を行っております。 

 それで、売り上げを上げるためには、これは地方の卸売市場はどこでも、やはり量販店さんにい

っぱい買ってもらわないと売り上げは上がりません。これは青果も水産も同じでございます。大体

2,000億から3,000億をお売りなさるスーパーさんは、独自な物流センターを築かれて、そこで仕分

けをしておられますが、やはり1,000億円以下のスーパーさんにおきましては、独自のセンターが

ないために卸売市場を利用して、そこでピッキング、パッキング等を行っておさめさせていただく

というふうな、大ざっぱに言いますとそういうことでございます。 

 そこに仲卸さんが介在する余地はほとんどありません。太物の関係が若干介在できるのかな、大

衆魚等に至っては直に浜からも来ますし、私どもの大卸からも直接行ってしまいます。仲卸さんも

どこの中央卸売市場の仲卸さんも大変、はっきり言いますと信用不安でいっぱいでございます。 

 なぜならば、大卸といえども口銭はかつて委託は7.5％、5.5％、そういう安い歩合でやっていた

わけでございまして、それがほとんど買い付け、地方の場合はもうほとんど買い付けとなっており

ます。委託製品はもうほとんどございません。ですから、15％ぐらいの粗利を取らないと、スーパ

ーさんに配達をする、ピッキングをする、夜を徹して先取りをしていただいて、そこまでやらない

と売り上げが上がらない。しかしながら、実際には５％も利益が得られない。そういう状況でござ

います。そうした中で、市場間の競争等々もございますし、本当に薄利でやっておるというのが現

実でございます。 

 ただ、宮城県の場合は、仙台に一つしか卸売市場ございません。水揚げ市場、水産市場は別です

けれども、消費地市場としては200万県民で仙台が一つ。この辺は今でも従来の卸売市場の形態を

成して何とかやっていけるのではないか。青森も何とかかんとかやっていけるんじゃないか。しか

し、それを除く秋田、岩手、福島、山形、こういったところは非常に人口の減ということもありま

して、非常な切迫感、緊迫感を持って日々を送っているような状況でございます。 

 しかしながら、なかなか合併でありますとか再編でありますとか、なかなかこれができないんで

す。非常に自然淘汰といいますか、廃業を待つといいますか、体力勝負でございまして、そういう

面があるので、そこにおいて各自治体も指定管理者制度を取り入れてやっていくことが多くなって

いるのでございますが、指定管理者制度は中に入っている業者の援助救済ということでなくて、自

治体のほうの予算を削減してやるとか、そういった色彩のほうが強いように思われます。ですから、

これも卸売市場の存続についての決め手とはならないんじゃないかと私自身は思っているんです。 

 昨今整備された市場のなかには非常に大きな予算を使ってしまったので、売り上げが上がらない

と当然、一般会計からの持ち出しが非常に大きくなってしまうことになり、議会でも問題とされて

いるケースもあるときいております。 

 ただ、地方市場の中にはいろいろございまして、公設民営があったり民設民営があったり、いろ

いろございます。40億、50億売るところでも活魚を中心にやるとか、塩干品を中心にやるとか、そ

ういう特色を出して頑張っているところもございますので、余り一概的なことは言えないのでござ

いますが、ただ、やはり相対的にはやはり卸売市場の集約、再編、そういうふうなものに向けて進

んでいかないと、もう非常に目に見えた話でありまして、時間の問題ではないか、ちょっと極論に

なりますが、叱られちゃうかもしれませんが、地方はそういう状況にあります。いろいろ申し上げ

たいことは多々ございますが、この辺にしておきたいと思います。 

○藤島座長 ありがとうございました。 
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 続きまして、佐藤委員さん、お願いいたします。 

○佐藤委員 食肉市場協会の佐藤でございます。食肉関連のご説明を申し上げさせていただきます。 

 まず、国内食肉流通の特徴と課題ということでご説明申し上げます。 

 近年、国民食生活の成熟ということでございます。飽食と人口減少により、これまでの輸入物を

含めた国内食肉供給の最大量は、牛肉が平成12年でございますが1,558.2千トン、うち国内産の割

合は34％、豚肉が平成16年で2,505.3千トンでございます。うち国内産の割合は51％、鶏肉が平成

22年で1,828.8千トンということでございます。うち国内産の割合は77％となっております。 

 次に、食生活の変化ということでお話しさせていただきます。 

 食生活の変化の方向、高級化、多様化、簡便化、健康安全志向、また高齢化、少子化のもとで健

康安全志向がクローズアップされているが、変化の主流は簡便化、家族の小規模化、共働き世帯の

増加等が考えられます。 

 食生活の変化に伴う食肉消費構造の変化、別表１、２とございますが、家計消費、家庭内調理か

ら外食・中食へシフト。加工品消費も豚肉を除き減少傾向にございます。 

 次に、食肉消費構造の変化に伴う食肉供給源の変化、これにつきましても別表１、２がございま

す。国内食肉の消費増加分の大半は外食需要の増加、外食需要の大半は輸入食肉が供給源、特に牛

肉においてはその傾向が顕著でございます。 

 このため、家庭内調理が消費の主流である国内産食肉と外食需要が主体である輸入食肉の流通は

エンドユーザーの違いにより全く別の動きを見せております。 

 次に、国内産食肉の流通の課題といたしまして、輸入食肉のシェア拡大に伴い、輸入食肉の需要

構造や流通形態が国内産食肉の流通・加工にも影響、具体的には、部分肉加工処理の川上化（産地

食肉処理場でのパック処理等）及び品質管理の高度化（特に温度管理等衛生管理の厳格化）、部分

肉の規格が細分化（消費地小売店での技術者不足、ＰＢブランドの増加）、以上の変化に対応した

施設の整備、技術者の確保による食肉加工及び流通コストが上昇してございます。なお、食肉処理

加工全体として、食肉処理施設、特にと畜場の零細性、稼働率の低下、施設の老朽化が大きな課題

となってございます。 

 次に、情報の伝達・開示。食肉、特に牛肉については、消費者の食肉の安全・安心に対する関心

は高い。このため、国内産食肉の生産関連情報の収集・伝達、例えば牛トレーサビリティシステム

における個体識別番号の伝達に多大な経費と労力を消費。安全・安心に関する情報の提供、例えば、

平成25年にＢＳＥ検査対象月齢が全頭検査から48カ月齢以上に変更されましたが、牛の放射性セシ

ウム測定は、食肉市場は現在も協会会員ほとんどが出荷される牛、全頭の検査を継続的に実施をし

ております。結果を消費者サイドに提供しておるところでございます。 

 次に、食肉卸売市場の現状と課題。食肉卸売市場での取扱商品は、国内産牛・豚枝肉がほとんど

でございます。産地に近い食肉処理施設での部分肉、精肉への処理・加工が進展していることから、

国内産食肉の市場経由率は漸減傾向にございます。部分肉処理・加工施設は当協会会員28市場中22

市場で有しているが、総じて稼働率は低く、また枝肉から部分肉への処理・加工は購買者からの委

託加工がほとんどであり、部分肉の市場取引数量は極めて少ない状況にございます。 

 食肉卸売市場における取引は、牛枝肉はほとんど競り取引であるが、豚肉は相対取引、特に予約

相対取引の機会、数量が漸増しており、価格形成機能の面で不透明が懸念されるところまで来てお

ります。 

 食肉卸売市場における卸売業者の経営は、取扱頭数が漸減傾向にある中で、施設の保全・整備に
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多額の費用を要するとともに、近年、品質管理、特に温度管理や衛生管理の高度化のための機械整

備等、情報の収集、伝達、開示にかなりの費用が必要なことから、多くの業者がマイナス経営にな

っておるところでございます。 

 食肉卸売市場の機能強化について。食肉卸売市場は、全国中央卸売市場10市場、地方市場23市場

が全国にバランスよく配置されており、今後、市場間の連携の強化は必要であるものの、市場ごと

の整備が基本となる。また、食肉卸売市場の機能強化のためには、市場の取扱数量を確保、拡大す

ることが基本であると考えられます。 

 食肉卸売市場において、コールドチェーンシステムはほぼ確立していると見られますが、ドック

シェルターの設置等による温度管理、衛生管理の高度化が必要な市場がございます。なお、ほとん

どの市場においては施設・整備の老朽化が進んでおり、その更新とともに脱フロン対策が喫緊の課

題となっております。 

 品質管理の高度化については、現在、協会全員市場28市場中、いずれかの国に対する輸出食肉取

扱施設の認定を受けている市場が12市場ございます。今後、国産食肉の輸出促進のためにＨＡＣＣ

Ｐシステムの導入等による衛生管理の向上を図っていくことが必要でございます。 

 食肉小売販売等から今後、商品の発注の細分化、配送の多頻度化がますます食肉流通の川上に求

められると見込まれることから、部分肉加工処理施設の充実、作業員の育成、共同配送の拡大等が

必要になってまいります。 

 食肉卸売市場を核とした６次産業化は商品の特性からなじまないと考えられますが、相対取引に

よる市場流通の拡大が見込まれるところでございます。この場合、価格形成機能の確保をどう維持

していくかが課題となると考えられます。 

 参考資料については割愛させていただきます。 

 以上でございます。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 続きまして磯村委員さん、お願いいたします。 

○磯村委員 花の卸売市場協会の磯村でございます。 

 花はオランダが競りでしておりまして、輸出では大変すばらしい実績を上げております。そこが

１番で、２番がコロンビア、このような形になっております。日本も同様に競り市場が中心でござ

いまして、私ども協会の中に124市場ございます。それぞれ参勤交代等で地域の文化に根差したも

の、花飾りが多いものですから、そのような形で卸売市場は地域に十二分に活躍をさせていただい

ているところであります。 

 さて、日本では切り花で、一国で世界最大の切り花消費国でございまして、アメリカより２割方、

切り花は消費は多くなっています。そのことでおわかりのとおり、やはりイタリアの例を見まして

も、日本のように縦長のところは園芸と、そして果樹、そして畜産、このような形で農業をやって

いくことが、国際化の中でふさわしいのではないかというふうに考えております。 

 次のページをめくっていただきまして、卸売市場の適切な配置目標でありますが、輸出入まで含

めました拠点的な国際市場をどうしても東京、そして大阪には必要だろうというふうに考えており

ます。ここでは、今、日本では輸入商の方が輸入をして出荷をする、あるいは値段が決まった輸入

花が卸売市場に入る、このようなことになっておりますけれども、海外の事例を見ますとコンサイ

メントで、委託でかなりの多くが入るような形に既になってございまして、コンサイメントベーシ

スできちっと卸売市場でもって受けられる。こういうような形の仕組みがどうしても２拠点は必要
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になっていくだろうというふうに思います。ここは福岡が今後どのような形で考えていくか、これ

は考慮の必要があると思います。そして、あと道州制になった場合の中心都市、ここが拠点的な地

域拠点の卸売市場となっていきます。 

 ３番目に今スモールシティ化を国はお考えでございますが、この地域であれば十二分に卸売市場

が成り立って、しかも地域の特色ある文化が継続してできていくだろうというふうに考えておりま

して、私ども花市場協会の中でも地域ごとにブロックでどのような形でもって将来まとまっていく

か、30から50万消費者を対象にしたような地域型の、地産地消型の市場を基本的に配置をしていく

ことが好ましいというふうに考えております。 

 それから、卸売市場の立地と施設などでありますけれども、花は園芸地帯で青果と同様の産地で

つくられておりますから、どうしても青果市場と同じようなところで立地をしていくことがふさわ

しいというふうに考えております。場合によりましては、同じ会社が青果と花をやっていくという

ことも必要だろうというふうに思っております。 

 一方、買い手のほうは、お客様のほうは量販店など、これも同じようでございますので、一部独

特の花屋さん、あるいは八百屋さんなど、そういうような業者があるかもわかりませんけれども、

基本的には産地も買い手もほぼ同じ、ここをやはり一緒に取り組むべきであろうというふうに考え

ております。 

 それから、30万都市のところですけれども、花の場合もご多分に漏れず売上高営業利益率が２％

どころか１％を切る場合がございます。でも、産地が間近にありますこの地産地消型の市場の場合

には、台湾や韓国がそうでありますとおり、持ってきて、そしてそこから夕方ないし夜から競り始

めて、朝、仲卸さんが一方買参の方にお渡しをしたり、買い出し人の方にお渡しをすればいいわけ

でありますから、十二分に時間があって、市場の特徴であります、わっと集まって、さっと早く終

わってしまう、こういうようなことをなくすることによって、営業利益率を１％以上確保しながら、

しかも鮮度保持ができるのではないかというふうに考えております。 

 ですから、この開市時間だとか何かというものにつきましては、かなり自由にそれぞれ設定をし

ていただくことが必要なのではないかというふうに思っております。 

 道州制の真ん中の市場、例えば札幌だとか仙台のようなところは、公設ないし、当然、三セク市

場になりますが、ここでは青果市場と同じように配置をしていただきまして、そして国際基準のコ

ーデックスが認証していますユーレップＧＡＰ、これに批准するようなレベルのものを市場でもっ

てきちっとつくっていただきまして、ここをやっていただきたいとふうに思います。 

 ＥＵでは花市場、どこの国に行きましてもきちっとユーレップＧＡＰを批准しています。ＭＰＳ

でそれぞれその施設も、それから扱う商品も、そのような形でしておりまして、これはどうしても

欠かせないところだろうというふうに考えております。 

 それから、国際的な市場は植物検疫だとか燻蒸処理など、要するにＦＡＺに近いような、そうい

うような機能をやはり持っておく必要があるのではないかというふうに思います。 

 そのときに、いずれも国際基準のもの、格付の商品を扱い、市場の衛生基準も同様のものにして

いくということがどうしても必要だろうというふうに思っております。 

 それから、取引及び品質管理の高度化につきましてですが、まずＩＴの発達、鮮度、あるいは物

流コストの高さから商物分離を基本的にお認めいただくということが必要だろうというふうに思い

ます。商物分離をお認めいただきませんと物流コストがかかったり、実は花の場合には経産省管轄

でありますけれども、オークネットさんが花に参入をして、そしてそこでは事前の、前日の出荷段
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階で産地がもう出荷が決まりますので、そこで競りをしております。それによって同業者がどうし

ても、そして、とある大手の物流会社が、そこが荷受所になっておりまして、そこで売り立てが上

がりますので、そこの輸送会社はそこの買参人のところまで、店先まで配達をする、このような形

になっておりまして、随分と我々からすると脅威でございまして、そのオークネットさんが前日取

引、商物分離、ここでは大変すばらしい業績を上げております。これは私ども、やはりさせていた

だく必要があると思います。 

 それから、買参権でありますが、これだけＦＴＡやＥＰＡを結んでいるわけでございますので、

当然にそういうようなところは各手法があります。前日の相対にしてもそうでありますし、そして

今私ども協会の中でもインターネット、在宅競りができているわけでございまして、これは海外か

らも同じ時間帯でアクセスできますので、これはとりわけアジア圏の中でもネット網が大変いいと

ころは買参権をＥＰＡ、ＦＴＡなどを結んでいるところは買参権をお認めいただきたいというふう

に考えております。 

 それから、開市時間等でございますけれども、今、オークネットさんのお話をさせていただきま

したが、前日相対、それから画像競り、産地でもって画像でそれが決まりますので、そこの時点で

競っていく、こういうふうになりますと、少なくともワン・トゥ・ワンの相対というようなものの

必要性もなくなっていく可能性が高いですから、フェアでありますし、それから競り、在宅競り、

残品相対など、それぞれきちっとした開市時間を、取引時間を決めないといけないと思いますけれ

ども、開市時間につきましてはかなり自由にしていただくことが必要だろうというふうに考えてお

ります。 

 その他としまして、現在機能しておりません市場取引委員会を廃止する。 

 次に、近代化、というよりも現在障害になっておりまして、取引先など迷惑をかけているものの

改善をぜひともしていただきたいというふうに思っております。 

 中央市場の卸売会社は、子会社まで含めまして財務の健全性を確保するためにきちっとチェック

をしていただく。これはどうしても信用上最も大切なところであります。そのようなことがないと

思いますけれども、子会社に飛ばしなどあってはならないと思います。 

 それから、次に、買い付けが認められておりますが、実は自己買のときに自己資本、自分の手金

でするのではなくて、委託金でお預かりをしている、まだ産地に支払う前のお金も使って買い付け

をしているのが我が協会の中でも実態でございます。そうしますと、倒れますと委託金がお支払い

できない、こういうことになります。これでは市場としてまことにこれは面目のないことでありま

すけれども、でもそういう規約が、約束がありません。この辺はきちっと買い付けをお認めいただ

いたとしたら、その辺のお金の問題、これもきちっとしていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、中央市場と公設市場、今、公設市場が残念ながら業績が悪くても家賃の延べ払いがあ

ったり、いろいろ、少しちょっと不明確な点がございます。卸と仲卸がやはり免許制にして、これ

をきちっと退場可能なようにしていただく必要はあろうと思います。 

 それから、その他でありますが、商品コード、これはどんなことをしても種苗から小売店さんま

で一本化をしなければなりません。ヨーロッパでも一本化をされておりますし、アメリカでも一本

化をされております。日本の場合、まだ一本化の努力はしておりますけれども、全部が種苗から小

売店さんまで一本化されていませんので、これを早くして、そして海外と共通コードと一緒にひも

づけができるようにしていくことがどうしても必要だろうというふうに考えています。 
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 それから、細かいことでありますけれども、輸出をしておりますと、どうしても日本の農産物は

輸出することを考えておりませんし、高温多湿なのでカビの病気、あるいはアザミウマの病気など

出てまいります。そうなりますと、実は落ちます。落ちたときに国内に回さなければならないわけ

ですけれども、原産地証明というのは経産省の経産大臣によって商工会議所で出すことになってお

ります。落ちたものをすぐ回せない、次のものを差しかえたいわけです、その現場で。市場でせっ

かく植物検疫をしていただいています。原産地証明もやっていただいています。でもどうしても虫

が出たりカビなどで、それ落っこちたら欠品になっちゃうんです、先方で。原産地証明をとるのに

もう一日かかってしまう。 

 ですから、そういうことのないようにスピーディーに先方の、例えば香港にしても上海の仲卸さ

んにしても、それが買ったものが早速差しかえて、次にチェックできて送れるようにしたいわけで

あります。そうじゃないと市場ではなかなか難しい。ここを所轄が違うとは思いますけれども、ぜ

ひともお願いをしたいところであります。 

 それから、最後に今、ＥＵでもってコンサイメントベーシスでやっているのが非常に多くなって

いますので、この書類の問題、あるいは税の問題、こういうようなところを簡便に、それぞれでき

るような形でお願いを、中核的な大阪、東京の国際市場についてはそこでお願いをしたいというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 ただいまの６人の委員の方々からのご報告につきまして、ご意見、ご質問等よろしくお願いいた

します。 

 お願いいたします、野﨑委員さん。 

○野﨑委員 倉﨑委員さんのご発表の中の最後のペーパーの下のほう③「出荷奨励金の見直し」の

関係でございます。 

 私たち産地におきましては、出荷奨励金については生産者部会の組織の運営、活性化、生産振興、

生産拡大、こういったものに活用をさせていただいておりまして、市場に向けた均一した高品質な

作物を出荷するために大いに役立てているところでございますので、引き続きこの出荷奨励金の支

出につきましては、継続を産地としてはお願いするものでございます。よろしくご検討お願いしま

す。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

○倉﨑委員 わかりました。 

○藤島座長 渡辺委員さん、前回の９次に比べて注目する点のご意見等をお願いいたします。 

○渡辺委員 最後の磯村委員からの報告の中で、商物分離の話が出てきたんですけれども、前回の

委員会のときにも商物分離を進めるべきだという議論と、いや、そうではないんだというような考

え方と、いろいろ出されたと思うんですけれども、前回から比べてさらにＩＴであるとかインター

ネットが普及していく中で、より現実的に商物分離を進めることによって効率化が図れるようなこ

とが、前回以上にそういう機会というのはあるのか、前回から比べて現実がどれだけ進んでいるの

かというのが、私も把握はしていないんですけれども、さらに進める可能性というのがあるのでは

ないかなというのは感じております。そこが一番、今回お話を伺った中で感じたところです。 

○藤島座長 ありがとうございます。規制緩和といいますか、そちらにもかかわっていることでは

ございますけれども、今のこと、あるいはほかのところでもよろしいんですが、ご意見いかがでし
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ょうか。お願いいたします。 

○野﨑委員 同じく磯村委員さんのご発表の中の３ページ目、２番の「卸売市場の適正な配置目

標」という項目でございますけれども、現在124市場というご発表の中で、今後、国際市場や拠点

市場、地元市場という配置をしていく、この中で最終的には総体何市場ぐらいの数になるのか、ど

れくらいで想定されているのかをお尋ねしたいと思っておりますが。 

○磯村委員 これは私見ですが、県によって昔の藩が違っているところは２つあっても、人口が最

低で30万以上確保できれば、２つあってもどうにか、きちっとした経営はできていくだろうという

ふうには思っております。それが地元で生産がなくて、ただ単に消費地だけからです。こういうこ

とになりますと、むしろその県に１つあればよろしい。 

 交通の問題なんかも非常にかかわってまいります。物流面です。物流面にかかわってまいります

けれども、一般的な概念で１県に１つでいいが、もし文化圏が違うようなところで、生産が身近に

あるところであれば30万でも飯食っていけますし、いい本来の市場の仕事ができますので、要する

に産地指導、指導と言ったら語弊がありますね、それぞれ産地と合うようなものを必要な時期につ

くっていただくような形で、お金を取っていただくような仕組み。それから販売者に向けても、そ

れぞれ地元のものをご愛顧いただく、業務まで含めた、きめ細やかなサプライチェーンを一緒に仲

卸や卸が小売店に向けて、あるいは料理屋さんに向けても構築できるだとか、そういうような形で

思っております。ですから、基本的に１県１つ、かつての文化圏が違うところであれば２つまで。

そのかわり対象人口は圧倒的に、どうしても30万以上は確保しなければならないというふうに考え

ています。 

○野﨑委員 ありがとうございます。 

○藤島座長 ほかにいかがでしょうか。まず、近藤委員さんから。 

○近藤（栄）委員 先ほど来、卸の方が市場取引委員会は機能していないので、そんなのやめちま

えというようなお話をお二人されておりますけれども、我々小売の小さい立場からいいますと、や

はりそういう中で議論をして、ある程度枠組みを決めていくということが必要だと思います。 

 東京の場合にはそれほど大きな影響はないんですけれども、地方においてはかなりばらばらな面

がありますので、やはり地方においては、そういう市場取引委員会の強化というものが必要だと思

いますけれども、その辺のところはいかがでしょうか。 

○藤島座長 川田委員さん、お願いいたします。 

○川田委員 市場取引委員会の役割といいますか、ルールの中に例えば第三者販売ですとか、ある

いは商物分離取引について、市場取引委員会で検討し認可する、こういう事項がございまして、実

際問題、今、我々は大田市場ですけれども、頻度がほかに比べて高いと言われて月１回なんです。

月１回の頻度で開かれて、あしたの商売をするのに１カ月待てというのは非常に非合理的でありま

して、かつ近藤委員のご意見もわかるんですけれども、どうしても先ほど申し上げたように多数決

で全て決める、100ケース買う人も１ケース買う人も１票、こういう仕組みになっておりますので、

やや経済合理性といいますか、スピード感と経済合理性に欠けている点があるので、その辺の見直

しはぜひしていいただきたいと思っております。 

○藤島座長 伊藤委員さん、お願いいたします。 

○伊藤（裕）委員 築地の水産の場合には、取引委員会というのはたしか決まったときに１回か２

回やったことがあるんですが、その後開いたことが、開いたという報告を受けたことが１回もござ

いません。 
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 つまり意味がないんですよ。実際の協議をしても、それが取引の合理化であるとか、いろんな点、

ただ苦情を言い合うだけというようなことで、本来の目的としては、実際には機能しないんですよ。

ですから、ほとんど意味がないというふうに思っております。 

○藤島座長 では、川野委員さん、お願いいたします。 

○川野委員 前回も申し上げたことですけれども、小売業界、少しずつ寡占化が進んでいくのだろ

うと思います。どの産業分野も、あるいは小売業と言うとどの業態も誕生し、成長し、成熟し、そ

して衰退をしていくというライフサイクルをとりますが、そのライフサイクルが進むに従って、ど

の産業分野も、あるいはどの業態も寡占化が少しずつ進んでいくと思います。 

 スーパーマーケットもやはり寡占化が少しずつ進んでいくと思っております。ただ、幸いなこと

に皆さん方がお扱いになっている生鮮は、大きいことだけが有利でないものですから、そういう意

味では日本のスーパーマーケットはローカルだとか、あるいはインディペンデントのスーパーマー

ケットが欧米諸国に比べ生存しやすいと言ったらいいですか、淘汰をされないで残りやすい業態だ

というふうに思います。やっぱり豊かさというのは選べるということだというふうに思っておりま

して、そういう意味ではインディペンデントやローカルのスーパーマーケットがきちっと残ってい

くということが大変大切でございますので、皆さん方にもこの間もお話を申し上げましたが、ぜひ

そういうところに応援をしていただけるような体制をとっていただければありがたいと思っており

ます。 

 それと、先ほどコンテナの話が倉﨑さんから出ましたけれども、今、スーパーマーケットでもク

レートの統一を進めています。コンテナの一種です。例えば、メーカーごとに全部容器が違います。

それはスーパーマーケットにとっては大変問題でございまして、例えば置く場所も一緒に同じよう

に積めないとか、置く場所がたくさん必要だとか、いろんな問題がございまして、今クレートの統

一を日本スーパーマーケット協会やチェーンストア協会が中心になって手がけておりますので、青

果物等についても同じことだと思いますので、どこが音頭をとるのが一番いいかわかりませんが、

製・配・販で知恵を出し合いながら統一をしていくという方向に持っていくのがやっぱり合理的な

んじゃないかと思います。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございました。ご意見ということでよろしいですね。どなたかに質問とい

うことではなくて。 

○川野委員 はい。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 また後ほど質疑応答の時間をとらせていただきますので、ほかの委員の方々にご報告を 

お願いしたいと思います。 

 最初に、宮本委員さん、よろしくお願いいたします。 

○宮本委員 全国青果卸売協同組合連合会会長の宮本でございます。 

 今まで青果に関しましては、縷々市場の意義等が述べられてきたと思いますけれども、卸売市場

は第１回の検討会の際に「卸売市場をめぐる情勢」の中で紹介されましたように、生鮮食料品の流

通において基幹的な役割を果たしております。近年の流通チャネルが多様化する中で、加えて市場

経由が年々減少する中にありましても、国産青果物では９割が市場経由され、国民食生活の安定の

ために大きく寄与していると思います。 

 しかしながら、今日の卸売市場は、制度の発足時の商品特性に基づきまして、不特定多数の需要
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と供給の場としまして、その適正価格の発現と分配につきまして、十分に機能しているとは言いが

たい状況にあると思慮されます。 

 さらに、生鮮食料品の流通形態を見ますと、輸入自由化の進展、生産、流通、消費の各段階にお

きまして、技術・システムの進歩によりまして、大型流通、それから広域流通が一層進展している

ことから、こうした大型化、広域化した流通に対応して、かつ効率的、安定的に集荷、分荷機能を

持つ卸売市場の仕組みを維持することが必要かと思います。 

 このため、卸売市場機能の一層の活性化を図るとともに、市場関係者の体質強化の施策を推進す

ることが肝要かと考えております。 

 つきましては、今回の検討会におきまして、先の卸売市場整備基本方針の策定以降、さらに顕著

となっています諸課題の整理などをお願いしたいと思います。 

 卸売市場の配置、運営につきましては、公的使命があることから、再編整備に当たっては、単に

行政当局の財政上の理由のみで判断することなく、国民に食料を安定的に供給するという観点、さ

らに卸売市場が震災等の災害時に果たす役割を考えた観点で再編整備されていくことを検討課題と

していただきたいと思います。 

 それと、市場間連携の強化でございますけれども、卸売市場は、第９次卸売市場整備基本方針、

またこれまでの市場法改正によります規制緩和、拠点市場化などから、大規模市場への集荷の集中

傾向が顕著となりました。市場間競争、市場間格差が大きくなるなどの状況にございます。 

 このため、集荷力の弱い市場にあっては、強い市場との連携を進めざるを得ない状況下にござい

ます。国民への食料を安定的かつ円滑に供給する流通の確保のために、その担い手である我々仲卸

業者の果たす役割は大きいことから、他市場の仲卸業者との取引につきましても、弾力化な運用を

検討課題としていただきたいと思います。 

 例えば、都内の中央卸売市場でどこでも仕入れができるシステム、考えれば簡単にできると思い

ます。それから、例えば場外仕入れ手数料、1,000分の2.5の問題、これも例えば築地から大田に商

品が行き、大田から例えば世田谷に行きますと、そのたびに1,000分の2.5を何回も払わなければい

けないという状況にございますので、他市場からの要望として考えていただきたいということもご

ざいます。 

 卸売市場の安定的な運営のためには、卸売市場の集荷力の強化、信用力の確保による経営体質の

強化が重要と思慮されます。しかし、単数卸の出現は、卸売業者の恣意的運営によりまして、適正

な市場業務運営を阻害するおそれがございます。このために、単数卸制度への移行に当たりまして

は、卸売業者の取引にかかわる情報の開示、開設者による監視体制を確立するシステムを検討課題

とされたいと思います。 

 それから、仲卸業者の経営体質の強化につきましては、第９次の基本方針の第５の２で、仲卸業

者の大幅な縮減を図ることを基本とするとしていますけれども、卸売市場システムにおける仲卸業

の重要性、持続的な業務運営が肝要と理解します。このことをどのようにされるのかということで

あります。 

 企業経営に例えますと、仕入れ部門は生産者からの委託を受けまして、卸売市場が担っておりま

す。販売、配送、決済等の卸売市場流通の最も重要な営業部門を仲卸業者が担っているというのが

現実でございます。 

 例えば、次の完納奨励金の問題ですけれども、卸売市場における代払い制度は、公正かつ効率的

な青果物流通を担う卸売市場システムを維持していく上で必要不可欠と考えております。完納奨励
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金は買受代金を期限内に完納した場合、開設者が卸売業者の財務状況を勘案して承認するという、

我々仲卸業者にとりましては不安定な制度になっております。 

 代払い制度を維持していくためには、完納奨励金にかえまして、新たな手数料制度、いわゆる支

払手数料といった形等の考え方、新しい考え方を創設することを検討課題としていただきたい、お

願いしたいと思います。 

 平成16年時から弾力化、関与を廃止するとかございましたけれども、実際には完納奨励金の支出

を承認しないものとするという形もとり得るわけですので、開設者は。これは非常に不安定な制度

であるというふうに我々としては思います。 

 それに決済制度につきましても、仲卸業者は買受代金を保証するとともに代払いを実施するなど、

この市場決済システムに重要な役割を果たしておりますが、現在の決済の仕組みは、買受側の責任

のみが強調され過ぎていると思慮されます。このため、次の課題につきまして検討していただきた

いと思います。 

 １つは、早期支払いを実施しております。一方で、販売先からの代金回収は長期化しております。

資金繰りの悪化が仲卸業者の経営を圧迫しております。買受代金の即時支払い義務規定、これは現

実的には廃止していただきたいという希望を持っております。 

 仲卸業者の支払い保証につきましては、仲卸業者の経営体質の観点から、有限としてお願いしま

すと書いてございますが、無限定とも有限とも書いてございませんので、当然のことながら保証は

有限という認識を改めて認識していただきたいということでございます。 

 当然のことながら、仲卸業者の集荷につきましても、規制緩和以降、買付集荷の割合が大幅に増

加しております。買付集荷品につきましても、新たな決済制度を創設することが必要かと考えてお

ります。 

 価格決定にかかわります競り原則につきましては、取引の規制緩和によりまして、相対取引が中

心となっておりますけれども、実需者の大型化と相まって需要者側の意向が強く反映された価格形

成となっております。 

 このため、市場における価格決定機能は、なかなか発揮されない面がございます。価格形成過程

が不透明となっております。価格形成につきまして、透明性の確保が公正な取引となることと思慮

されることから、新たなシステムを検討課題としてお願いしたいと思っております。 

 また、仲卸としましては、市場流通のメインの担い手として経営基盤を強固なものにするために、

次の世代、次の担い手がきちんと事業承継できるような形での施策検討をしていただきたいという

ふうに思います。 

 あと、食品流通に係る取引の適正化の推進につきましては、大規模小売業者がかなりシェアがふ

えてきているというのが現実にございます。相対的に仲卸業者は弱い立場にございますので、近年、

厳しさの度合いがますます増している状況にあるわけです。 

 例えば包装費とか配送費、保管料、加工賃、経費に見合う対価を受け取れない者も多く存在しま

す。そういった中で仲卸経営を圧迫している状況でございますけれども、これに関しては食品流通

に係る取引の適正化について、大規模業者さんに対しても行政指導等を徹底していただきたいとい

うふうに思います。 

 卸売市場の施設整備につきましては、消費者ニーズへの適切な対応の観点から、コールドチェー

ンシステム化を初めとしまして、品質管理の高度化に向けた取り組みが望まれております。 

 それから、市場使用料につきましては、農林水産省におかれましては、卸売市場における取引が
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一般社会の取引形態と異なる条件のもとで行われていることから、その開設者にあっては、食の安

全・安心に配慮した施設整備を進めるとともに、施設使用料の設定に当たりましては、市場関係者

の経営内容に配慮した使用料とすることが肝要であるということをご理解願いたいと思います。こ

の点に関しては、開設者に対してのご指導をいただきたく、よろしくお願いしたいと思います。 

 市場使用料につきましては、売上高割、面積割とあるわけですけれども、現行体系につきまして

も他都市の中央市場におきましても一般的でございまして、市場ごとの収益性の格差、景気変動に

よります経営状態の変動を調整する機能を有していることから、今もこの体系を維持していくこと

に一定の合理性があると評価しますが、使用料に地代などの民間相場を反映すべきとの見方につき

ましては、地域間で大きく異なるために、市場間に大幅な負担格差が生じることから、今後の中央

市場のあり方も含めた総合的な見地から検討することが必要というように考えております。 

 とりあえず、現時点での私からの発表は以上でございます。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして伊藤淳一委員さん、お願いいたします。 

○伊藤（淳）委員 水産仲卸業者の代表の伊藤淳一でございます。よろしくお願いします。 

 冒頭、室長からご案内がありましたように、私まだ２カ月足らずでございます。十分理解してい

ないところがありますが、ご容赦いただきたいと思います。 

 私どもの団体の意見は、ペーパーの中に集約したものが書いてございます。①番の集荷・分荷、

②番の価格形成、③番の代金決済、④番の情報発信、その他ということでございます。詳細はお読

みいただければと思います。 

 私からは、今、水産物の流通が全体を100といたしますと、市場流通がその約半分で50、市場流

通の中の仲卸業者の割合がまたその50で、全体の25％ぐらいかなと認識をしております。かつての

数字からすれば大分落ちているのは説明する必要はないんですが、ただ、この25％という数字は、

捉えようによっては楽観的かもしれませんが、大きな数字とも言えると思います。 

 ここでいろんな施策を講じていただいたり、あるいは我々がいろんな努力をする中で、当然この

割合は上げていかなければならないのでしょうが、さりとてそう簡単に上がるとは思っておりませ

ん。 

 ここに列挙しました課題であるとか考え方については、中長期に取り組むものもありますので、

そう簡単に結果が出るということでもないと思います。従がいまして、この25％の中で我々はいか

に中身の濃いものにしていくかということが大事なのかなと思っております。 

 かつてのように、魚が市場にいっぱい集まって、右から左に売れていく時代では当然ございませ

んので、例えば従前からお話が出ております小売店さんを支援するとか、あるいは、これは卸売業

者さんと一緒になって商品開発であるとか産地開発にその一助を担わせていただくとか、あるいは

新しい販路として輸出も考えられる中で、仲卸業者サイドからの輸出ということもやっていかなけ

ればいけないでしょうし、それから新たなマーケットとして、例えば社内販売であるとか、インタ

ーネットを使った販売とか、あるいは開設区域の問題もありますが、過疎地への対応等として、い

ろんな形での販売チャンネルをつくっていくということも必要かな思っております。 

 それから、市場の中の仲卸というのは、全国では市場ごとにそれぞれの仲卸業者の位置づけが大

分違っておりますし、また、市場の中でも比較的大都市圏の東京、大阪、あるいは京都、その辺は

仲卸業者１業者当たりの取扱金額は比較的小さいです。一方、札幌、名古屋、福岡あたりは１業者

当たりの取扱金額が大きいという実態になっています。このように市場ごとにも仲卸業者の位置づ



 22 

けというのはそれぞれ大分違っております。ですから、言葉でいえば各市場ごとに適切な対応をす

るということでございましょうが、ただそうは言ってもそんな簡単な話ではございません。 

 我々の中で全国の仲卸業者団体の中でどうやって共通点を見出すかということになりますと、比

較的、市場の中の仲卸業者団体と仲卸業者の組合員、当然の話でございますが良好な関係にござい

まして、なおかつ特殊な例を除きましては１市場に１団体という位置づけのところがほとんどでご

ざいます。系列の中で組合が分かれるとか、卸売業者さんの系列ですとか、それから取扱品目、ド

ライとウェットで組合が２つあるとか、そういうことはあるのですが、基本的には中央卸売市場で

は１団体ということが多くなっています。 

 そうしますと、先ほど申し上げたこれらの課題に対して、なかなかスピード感を持って個々の事

業者が取り組むというのは大変難しいものです。本来そうあるべきなのでしょうが、そうでなけれ

ばやはりこの仲卸業者団体、いわゆる組合というものを活用して、このスピード感に対応していく

ということも一つの方法かなというふうに思っております。 

 組合そのものが事業を行っていくということは、ある面では非常にいいことなんですが、反面、

難しい問題も当然あろうかと思います。 

 それは組合自身の位置づけも難しくなりますし、組合員と組合の関係も難しくなりますが、ただ、

同時にスピード感ということを考えた場合には、個々の事業者で、例えば経営統合をして世の中の

変化に対応するということも実際のところはなかなか難しいものがあります。そんな中で、今後、

組合というものがどういう形で機能していけばいいのかなというのは、現在模索中でございます。 

 しかしながら、一方で施設の共同化であるとか、共同運営だといったものが、叫ばれております

が、１点だけ、衛生管理につきましては共同で加工施設をつくる、あるいは冒頭申し上げた中身の

濃い事業を展開するという中に利益率を上げる、あるいは生き残っていくために仲卸業者も加工を

するようなことは当然必要であると思われますが、施設の整備面等ではなかなか単独で整備できな

い。そんなときに組合が受け皿となって施設整備をするということが考えられますが、ただ衛生面

から見ますと、共同の加工施設というものの、いわゆる定義づけが難しいものでして、その辺はど

のようにしたらいいのか模索しているところでございます。 

 そのようなことで、卸売市場のあり方とか、卸売市場のそれぞれの配置とか、既に委員の皆様か

らご意見が出ておりまして、私も自分の意見というよりは、なるほどということで勉強もさせられ

ておるところでございますが、申し上げたいことは、水産の仲卸業者と仲卸業者組合という位置づ

けは、現在そのようなことで、団体としてどのような形で諸課題を解決していくかというところが

一番スピードが上がるところなのかなということについて、行政サイドからもいろんなご配慮をお

願いしたいということでございます。 

 最後に、先日、関西の水産仲卸業者の組合で組織している近畿地区連というのがございまして、

その代表者が集まった会議で、ぜひこれは意見を開陳していただきたいということでございました。

それは、卸売市場においても資源の問題について十分関心を持ち、配慮していただきたい。魚がな

ければ我々は商売にならないということで、ミクロの課題の対応も大事であるが、漁業全体のマク

ロ問題についても対応していただきたいということを私どもの関西地区からの要望が出ております

ので、この際ご披露させていただきました。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして近藤委員さん、お願いいたします。 
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○近藤（栄）委員 全国青果物商業協同組合連合会、いわゆる青果小売の近藤でございます。 

 まず、野菜・果物の小売の現状といたしましては、商業統計では野菜・果実小売業に分類をされ

ておりますが、平成19年には３万4,243事業所、平成10年に至っては２万3,905事業所と１万店余り

が減少しております。 

 背景としては、量販店の台頭や消費者の購買行動の変化などに加えまして、後継者不足も相まっ

たものと考えております。 

 それにも増して少子高齢化の社会構造が変化する中において、高齢者の単独世帯がふえており、

食事の個食化が見られるところであり、生鮮食料品の供給については、今後とも小回りのきいた地

域密着型の青果商の役割というものがますます高まってくるものと考えております。 

 このため、生鮮食料品等の仕入れ先である卸売市場の役割というものは、大量流通している商品

に加え、青果小売商の得意とする商材である「こだわりもの」「地域特産」など、幅広い品ぞろえ

が必要でないかと思慮されるところでございます。 

 卸売市場に対する課題と展望について。（１）集荷機能については、卸売市場は全国津々浦々の

青果物を集荷できるすぐれた集荷機能であり、我が国の生鮮食料品等の流通の基幹的インフラであ

ると認識をしております。実需者のニーズに的確に応えることが肝要であり、今後とも実需者のニ

ーズに即した、とりわけ専門小売商からの品ぞろえの要望を十分に踏まえ、集荷機能の強化を図る

必要があると考えております。 

 しかしながら、昨今流通の多様化が進む中において、効率優先のため、大量流通している農産物

が量販店に対して優先的に分荷されている傾向があります。 

 卸売市場の社会的意義を踏まえ、専門小売店に対する集荷にも配慮すべきであり、また休日対応

や連休対応に関しても、品ぞろえや販売に問題があり、今後、専門小売店に対する積極的な集荷を

お願いするところでございます。 

 （２）価格形成機能と相対取引の透明性の確保について。昭和46年の卸売市場法制定当時は、生

鮮食料品等の生産や消費の需給に応じて、競り取引が実需者に構成に分荷するための手段であった

ものと思慮されますが、近年、いわゆる物余りの時代に必ずしも競り取引で行う必要がなくなって

おります。 

 相対取引については、誰が価格決定をしているのか、交渉相手を公開するものではないが、相対

取引の透明性を確保するためにも、何らかの担保措置が必要ではないかと考えております。 

 なお、取引の監視面から市場取引委員会の強化を図ることが必要ではないかと思います。特に価

格形成に対しては、競り人の果たす役割、いわゆる目利きの欠如により、量販店の価格に大きく左

右され、また拠点市場の価格が全国一律になりかねない状況にあります。また、第三者販売がふえ

る中において、市場取引委員会の機能と権限を強化し、開設者のみならず、国も積極的に関与し、

必要に応じて第三者にわかるような透明性を持たせることが必要ではないかと考えます。 

 （３）代金決済機能と代払い制度について。そもそも卸売市場は、生産者の販売代理である機能

を担う卸売業者と実需者の仕入れ代理機能を担う仲卸業者、売買参加者が取引を行っているが、生

産者が実需者の取引を取引数量最小化の法則により、卸売市場や卸売業者の役割もあるものと考え

ます。 

 卸売業者は、その役割の一環として産地に対する代金決済は、青果市場の多くが採用している買

受代金の代払い機能によって支えているものであります。このような代払い機能がないと、卸売市

場は多くの買参人の口座管理が必要になってくるものと考えられ、今後とも代払い制度は維持して
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いくものと考えております。 

 また、代払い制度により卸売会社や仲卸業者の経営基盤を安定させるばかりか、産地への迅速な

代金回収が可能となり、国産農産物の９割が市場を通す現状には、この代払い制度に裏打ちされて

いることにほかなりません。また、昨今の厳しい経済環境の中で、代払い制度を維持するために組

合としてリスクを抱えていることも忘れてはなりません。今後とも、この代払い制度は維持してい

くべきと考えております。 

 （４）川上・川下に対する情報発信について。生産者と消費者をつなぐ役割が卸売市場であり、

川上・川下に対する情報の発信について卸売市場が担っており、多様なニーズをそれぞれ的確に発

信することが肝要であります。 

 （５）食の安全確保を通じて消費者の安心対応について。先般、群馬県下で発生した冷凍食品の

毒物混入の事案について、農水省が関係者によって構成された検討会で、その対応策について取り

まとめられたところでありますが、卸売市場は食品産業として、そうした場合の初動対応や今後の

対策について、あらかじめ関係者に対し周知徹底を行う必要があると考えます。今後とも流通段階

においての品質管理がより一層必要であると考え、ハード面においてはコールドチェーン流通に資

する施設整備や利活用について、今後の市場休日の対応の観点から専門小売商に対しても、施設の

充実が必要と考えております。 

 専門小売業店に対する仕入れ対応について。地域で生産された小口出荷は、効率的な流通の観点

から卸売市場への出荷が困難な面もあると考えております。小口出荷の生産物は、専門小売商にと

っては、こだわりや地域の特産など、いわゆる地場野菜で、現在、和食が世界遺産に登録された背

景には、このような農産物の存在が大きく、顧客である消費者ニーズに十分に応えるものである一

方、生産者の育成の面からも重要であり、幅広い品ぞろえが必要であります。 

 しかしながら、昨今そのような農産物を、市場を通さずに道の駅で販売する傾向が見られ、地方

の青果商にとっては大きな痛手であります。そのような観点から青果小売商の主たる取引先である

卸売市場の社会的意義を踏まえ、地域に密着した青果小売商の立場を理解されたいと考えます。 

 （７）リテールサポートについて。これまで卸売市場整備基本方針でもうたわれているように、

リテールサポートについては卸売会社が必ずしも十分な対応ができていないのが現状であります。

例えば、卸売会社において小売りからの提案の対応窓口である小売課の専門部署を設置するなどし

て、卸売会社と小売業者との双方向によるリテールサポートの充実を図っていただきたいと考えま

す。 

 市場まつりと食育に関して。市場まつりの機能や役割を消費者に理解してもらうために、市場ま

つりを行うとともに、市場まつりを通じた食育活動が重要であり、生鮮食品の地域の知識の普及を

行うことによって、子供の野菜離れが進む中、農産物に触れ親しむことが必要であり、消費者と卸

売市場の醸成を高めることが重要であります。 

 しかしながら、衛生管理の観点から常時卸売市場に消費者を入れ、また市場内で小売行為をする

ことに関しては注意が必要であります。 

 震災時における卸売市場の対応について。緊急時の対応について、第９次卸売市場基本整備方針

にも提示されているものの、さきの東日本大震災の経験をもとにコンビニエンスストアや量販店が

商品の供給体制が整わないときにも、小回りのきく青果小売商が市場とともに休日もなく営業を続

け、地域住民に大変喜ばれた事例を踏まえて、生鮮食料品等の供給体制や方法についても、課題や

あり方などについて、震災時における卸売市場の役割を明文化すべきものと考えております。 
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 昨今、長雨や日照不足によりまして、青果物が高騰しておりますが、ここに来て、ある量販店が

２割、３割安というような形の特売をしております。この中で誰が得をして誰が損をするのかとい

うことも考えてみた場合には、どうも市場全体が需給調整の場になっているのではないかと思って

おります。 

 生鮮市場の基幹的インフラであるこの市場をより効率のよい機能的な市場にするためにも、ぜひ

この検討会におきまして議論をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして永井委員さん、よろしくお願いいたします。 

○永井委員 全国水産物商業協同組合連合会の永井でございます。いわゆる町の中の魚屋の団体で

ございます。我々小売商を取り巻く環境は今、大変厳しい経営環境の中でございますが、先ほど来、

伊藤裕康委員のほうから会員の減少、店舗数の減少等につきましてお話があったとおりでございま

す。 

 きょうは、小売商の現状につきまして、４点挙げさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いをいたしたいと思います。 

 小売商のまず現状でございますが、近年、社会・経済状況の大きな変化に伴い、消費者ニーズの

多様化や平成12年の大規模小売店舗法の改正によりまして、大規模量販店の台頭などから中心市街

地の空洞化現象がさらに進展し、生業的な鮮魚小売商は極めて厳しい経営環境にあって、店舗数も

減少傾向となっております。 

 現在、公表されている平成20年４月の商業統計調査によりますれば、鮮魚小売商は１万9,713事

業所となっております。これは昭和51年のピーク時に約５万8,000事業所に比べ、３割程度までに

減少をしております。従業者規模別では２人以下が約６割、そして３、４人以下が約２割と、合わ

せて約８割を占め、家族経営的な小規模事業者が多いと見込まれております。 

 このような厳しい経営環境下にありますが、少子高齢化社会の進展に伴う人口減少の時代を迎え、

鮮魚小売商を初め、地域に密着した食料品などの小売店や商店街の活動は、単に地域における食料

品の供給のみならず、地域の伝統文化の継承やコミュニティーの維持・形成等に重要な役割を果た

しているところでございます。 

 ２番目に卸売市場の機能・役割に対する評価についてでございます。 

 我が国の卸売市場は生鮮食料品等の供給に際して、鮮度や品質、規格等に対する要求水準の高い

消費者の要求を支える施設として、また、生産者・出荷者へは安心できる出荷先として、実需者へ

は公正・公平な仕入れ先を提供する公的施設としての役割を果たしてきたと思っております。 

 今後とも、卸売市場は合理的な集荷機能や品質評価、価格形成の場として、確実な代金決済や情

報の受発信等の多面的な機能の場所として、また、最近の消費者の食の安全・安心に対する品質管

理の高度化機能を備えた施設といたしまして、さらには、施設内における環境問題への対応を図り

ながら、生鮮食料品等の流通拠点としての役割を果たすべきものと考えております。 

 しかしながら、最近24時間取引や相対取引が増大する中、大量に扱う実需者への優先取引による

価格決定の不透明性、人気商材等の入手が困難である等の実態に不満が強く、また、大量に扱う実

需者が産地直送、直接取引などで流通経路の多様化により、市場の集荷機能が低下することで、結

果的に卸売市場の評価が下がることを危惧しているところでございます。 

 卸売市場の果たすべき基本的な理念は、将来とも不変なものと考えております。 
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 国民生活の安定に資するため、公的資金を投入し、政策的に運営されている卸売市場は、今後も

集・分荷、価格形成、決済、情報の受発信等の機能を十分発揮し、公正・公平・透明性のもとで、

関係者がそれぞれの役割を果たしていく基本的なルールや規制措置は今後とも必要と考えておりま

す。それが徹底されなければならないと我々は考えているところでございます。 

 ３つ目に、卸売市場の再構築に向けた将来の方向についてでございます。 

 卸売市場は市場ごとに歴史的な経緯や食習慣、商習慣等が異なりまして、またその供給、商圏で

すが、規模も開設区域を超えた広域な市場や、地域に限定された流通圏内で運営される市場などさ

まざまでございます。このために、国及び地方自治体の役割を明確にいたしまして、実際の市場運

営に当たっては、卸売市場の持つ役割や重要性等について積極的にアピールし、地域実態に応じた

市場整備や柔軟な市場運営が求められているところでございます。 

 卸売市場の適正な配置による効果的な流通を図るために、今後とも施設整備は必要と思います。

この場合、末端ユーザーまで効率的な流通が図られるよう共同配送センターや加工施設、コールド

チェーンシステムの整備等についても配慮が必要でございます。 

 また、地方における鮮魚小売商の重要な仕入れ先である中小市場の整備につきましても、地域の

実情に応じて青果市場と水産市場との統合や基幹市場として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必要があります。こうした整備には、施設整備費や利害調整等に

ついて一定の限界があると考えられますので、公的機関の強力な支援や指導が必要と思っておると

ころでございます。 

 また、我々小売店のみならず、近年、地方の卸売市場関係業者の経営が厳しく、格差が目立ち、

廃業も出ております。結果的に入荷量も少なく、市場の評価も下がっております。このままでは卸

売市場が単に配送センターになるとの指摘もございます。経営強化対策を早急に講じて、集荷機能

を回復していき、流通拠点としての価値を高める必要があると思っております。 

 ４番目に卸売市場の機能・役割に対する意見でございます。 

 特定な事業者が先取りや先渡し等による差別的な取り扱いにならないよう、集分荷や販売・価格

形成過程等の透明性や適正なロットによる取引の効率化を図るとともに、その担保措置としてのガ

バナンス機能の強化と公的機関の指導、調整機能の強化が必要と思われております。 

 卸売市場では、即日に出荷者に代金を支払うのがこれは基本となっているところでございますが、

我々買参人も同様に、卸、仲卸に代金決済を行っておりますが、我々は飲食店等の代金決済は１カ

月締めの翌月払いに当たり、代金決済は取引業者に合わせた対応が必要ではないかなと考えている

ところでございます。 

 卸売市場が公的施設として食料品流通の要の役割を担っていることについて、一般消費者の理解

を得ることも重要で、市場まつりの開催、市場見学や展示・研修、多目的ホール施設等の設置や消

費者参加型の運営を行うべきと考えております。その場合、一般消費者が立ち入ることは公衆衛生

や施設管理の運営上から問題が生じるおそれもあるので留意する必要があると思います。 

 これは近年、一般消費者を市場内に入れるという傾向が強まってきておるところでございますが、

この点につきましては、やはり卸売市場は我々プロの職場でございます。その職場に一般消費者が

犬を連れて抱っこして入ってきたり、そういう現象が多々見られるわけでございまして、こういう

ところの市場の環境整備等につきましても、一考をお願いしたいと思っております。 

 特にこの前全国大会で札幌に行きましたが、札幌の市場はその点はきちっと、一般消費者の見学

のする場所、あるいはまたお土産を買うところ、しっかり分かれていてルールがきちっとしており
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ますので、そういったような市場づくりに邁進していただければと思っておるところでございます。 

 最後になりましたが、最近の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

境に対する取り組みは重要な課題でございます。フォークリフトの電動化やごみの分別排出による

資源化、太陽光熱等新エネルギーの利用など、市場全体としての環境負荷の軽減対策が重要である

と思います。 

 いろいろとございますが、役所の方々の寛大なご理解をいただき、市場のよりよい市場にさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして日浦委員さん、お願いいたします。 

○日浦委員 全中協の日浦でございます。よろしくお願いいたします。 

 この資料につきましては、事務局におきまして幾つかの開設者に対してアンケート形式で調査を

実施いたしまして、さまざまな意見を伺ったところでございます。それらをなるべく生の声をお届

けしようということで記載させていただいておりますことから、量的には多くなっているというこ

とについてはご容赦いただければと思います。 

 それでは、中身に入りまして、まず卸売市場の４つの主要な機能についてでございます。 

 いずれの機能に関しましても、積極的に評価をするという意見がある一方で、皆様方の発表にも

ございましたように、問題点も指摘されているといったところでございます。 

 集荷・分荷機能に対しましては、市場間格差が顕著になっている、あるいは実需者が望むコール

ドチェーンや加工、ピッキング等の多様なニーズに施設整備の面で応え切れていないといった問題

点が指摘されております。 

 また、価格形成機能につきましては、相対での取引量が増大する中にあって、価格形成の透明性

が低下している。また、川上からは再生産価格の維持を、川下からはまた価格の安定を求められる

など、中間に位置する卸売市場は両サイドから価格形成に対する圧力を受けているといった問題点

が指摘されております。 

 代金決済機能についてでございますけれども、量販店等の支払いサイトが比較的長く設定されて

いることから、仲卸業者さんにとっては支払いサイトと回収サイトの差が長くなる傾向があって、

経営悪化の原因となっている、あるいは、代払い機関の弱体化を招いているというような指摘がご

ざいました。 

 次に、４ページにございます卸売市場の流通の再構築に向けた将来方向等についてでございます。 

 この４つの主要機能に加えまして、物流ですとか衛生・品質管理、加工パッケージ、輸出対応な

どが求められているですとか、各卸売市場の立地条件や規模などの特性に応じて機能分担すること

により、公共的役割を今後とも果たしていくべきというような意見がございました。 

 続きまして、卸売市場の機能・役割についてでございます。 

 経営戦略に関しましては、経営戦略策定が市場関係者と開設者が一体となって具体的検討を行う

ということで重要であるが、関係者が多く、必ずしも利害が一致していない状況の中で、戦略の策

定や実施の場面において調整が非常に難しいという声がございました。 

 続きまして、２の立地、機能に応じた市場のビジネスモデル等々についてでございますが、５ペ

ージから６ページにかけて、さまざまな意見が出されております。 

 中央拠点市場とその他の市場の二極化が進んでいる中で、周辺市場の市場業者としては、手数料
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や輸送コストがかかることによって一層経営が厳しくなっている、あるいは市場間の取引やネット

ワーク構築に当たっては、取引規制に対する一層の緩和措置が必要であるというような意見がござ

いました。 

 次の多様化するニーズへの的確な対応についてでは、高度な品質管理や加工・小分け・パッキン

グに対する要望は強くなっており、整備の必要性を痛感しているが、費用負担の問題などからなか

なか実現が難しいという意見がございました。 

 続きまして、７ページが輸出、あるいは６次産業化といった市場活性化に向けた新たな取り組み

についてでございます。 

 輸出や６次産業化を市場活性化につながる新たな切り口と認識しているといった意見がある一方

で、立地条件、採算性や開設区域の問題など、制度面における整理が必要との意見がございました。 

 具体的なところでは、輸出の取り組みにつきましては、いかに付加価値をつけて海外に売り込む

か、また市場業者以外のＪＥＴＲＯも含め、国や地方自治体、商社との連携が重要であるとの意見

や、輸出先の国の輸入の規制、それから輸送コスト、代金支払い方法など、今後検討を進めていき

たいというような意見がございました。 

 ６次産業化に対しましては、８ページになりますけれども、産地と加工業者をマッチングし、６

次産業化をサポートすることで市場経由率そのものが低下するのではないかと危惧する声も聞かれ

たり、６次産業化と卸売市場の具体的関係が見えないなどの意見がございました。 

 次に、公正、効率的な取引の確保についてでございます。 

 中央卸売市場においてはさまざまな取引規制があり、公正で効率的な取引を確保するためには、

商物一致規制などの規制緩和や価格決定における透明性の確保策、あるいは事務の簡素化などをさ

らに検討を進めなければならないという意見がございました。 

 ６点目の市場業者の経営体質の強化についてでございますが、開設者が主導して合併等を進める

ことも限界があるが、統合や大型化というのは経営体質の強化には重要と考えられることから、そ

れ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つくることも必要ではないか、 

また、事業継続性の観点から人材育成の必要性に言及した意見もございました。 

 10ページ、環境問題や防災・災害時対応等社会的要請についてでございますけれども、公設市場

としては積極的に取り組むべきというのが共通した認識であろうかと思います。 

 しかしながら、太陽光発電の導入には費用対効果の面から難しいであるとか、こうした施設整備

に対する国の補助制度があればうれしいといった意見がございました。 

 最後に11ページはその他の意見として、中央卸売市場の基本的機能の再定義が必要であるですと

か、施設整備に要する経費と使用料収入を勘案して、事業者による整備拡大等、より効率的、効果

的な取り組みを進めるべき、また、より経営の自由度が高い卸売市場運営ができるよう規制緩和を

進めてほしい等の意見がございました。 

 さまざまな意見を紹介させていただきましたが、市場開設者も卸売市場をめぐる状況が厳しさを

増す中で、いろいろと悩みながら創意工夫を凝らして市場運営を行っているところでございます。

地方公共団体が開設を許されるという中央卸売市場でありますから、公がやらなければならない、

大きな意味、存在意義というものがございます。 

 例えば、大手量販店から町の専門小売店まで、誰にでも開かれているですとか、市場流通を介す

ることによって需給調整が図られ、消費者にとって安定的に生鮮食料品等が供給される。また、市

場にいるプロの目利きを通して納得される価格を形成していることなどは、まさに中央卸売市場の
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公共性と言うべき大切な役割ではないかと思います。 

 さらに、災害発生時におきましては、生鮮食料品の供給と、また極めて重要な役割を果たしてい

かなくてはなりません。 

 しかしながら、どうしても我々公務員というか行政というのは、効率性というよりも公正性です

とか公平性、安定性といったものが重視されて、卸売市場制度そのものがこうした考え方に立脚し

ているということでございます。規制緩和も進められているという状況ですが、民間、民に比べる

とやはりスピード感に欠けていたり、効率性においてちょっと劣るという面があることは否定でき

ないということでございますが、こうした中で公正性や公平性と生鮮食料品等の流通に求められる

効率性、このあたりをいかにバランスさせて市場運営を行っていくかといったところが開設者とし

ては非常に悩ましいといったところでございます。 

 ぜひとも市場関係事業者の皆様のご理解、ご協力と国のバックアップを引き続きよろしくお願い

したいと思います。 

 雑駁な説明で恐縮ですが、発表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、ただいまの宮本委員さん、伊藤淳一委員さん、近藤委員さん、永井委員さん、日浦委

員さん、５名の方からのご発表につきまして、ご質問、あるいはご意見等よろしくお願いいたしま

す。福田委員さん、濱田委員さん、矢野委員さん、いかがでしょうか。 

○福田委員 食料マネジメントサポートの福田でございます。 

 素人でここにいるのが少し違和感もあるんですが、聞きながら、マーケットの中身が少し違う話

をみんなでしているような感覚がありまして、例えば、対立する軸が東京と地方ですとか、青果、

水産と花の市場とか、それから量販店と小売、あるいはこの中でいうと卸と仲卸と小売の３つの部

分が少しずつずれて話されているので、えっと思うのは、ものすごく直接的にお聞きしますけれど

も、花の部分で人口30万人のところに１市場あればいいという。片一方で水産のほうでは市場の再

編成を急ぐべきだという話があって、こちらは多分、生き延びるための再編成をやる。花の話は何

か随分前向きな話だなというふうに聞こえたんですが、青果、水産と比べて花のマーケットという

のは伸びている市場として捉えられているんでしょうか。 

 何かその辺が、伸びている市場を再編成するためにこういうふうにしたい、例えば、実は人口30

万のところで青果と果実の小売商というのはどれぐらいいるのかということを実は統計的に見たら

ものすごく少なくて、花卉の小売商だけが実は全体の小売店の数でいうと伸びている、唯一ペット

と花ぐらいしかないという、非常に珍しいポジションを占めておられるので、市場の数を数えるの

に人口だけでやったって、青果、水産で言ったらちょっと無理があるのかなというふうに感じたも

のですから、その辺で花の需要が伸びているかどうかというところから基本的にお聞きしたかった

んですが。 

○磯村委員 市場ベースの売り上げですけれども、1990年に鶴見の花の博覧会がありましたときに、

3,700億円の市場ベースの取扱金額がありました。そして、ピークは98年、ピークで5,800億円。現

在また3,800億円になっています。ですから、ぐっとやってもとどおりに戻っちゃった、こういう

ような調子です。 

 それから、小売店の数は、専門店の数は減っておりますが、しかし業務用筋まで含めまして、必

ず大体６割が専門店を通っております。それから、アメリカやら、あるいはスイスはスーパーマー

ケット、ミグロス、コープなど多い。それから、イギリスもスーパーマーケットで花を売っている
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ことが多いですけれども、じゃ専門店の比率が３割も４割も低いのかというふうにいいますと、５

割をアメリカでもキープをしています。それは小料理屋、花屋さんというのは小料理屋でお惣菜を

してアレンジメントだとか花束だとか、独特のものを自分でやるものですから、結局、小さくても

ファンがついて、そこのところで商店街の中でも成り立っていく、こういうお惣菜屋さんが花屋さ

んなものですから、ですから我々、文化を背景にして30万あって、そして一定のところであれば市

場も当然飯が食えますし、お花屋さんも存在をしてくれているはずだから大丈夫、こういうふうに

思っています。 

 もちろん、地元のスーパーマーケットに今、花売り場が専門店から移行しようというふうにして

いますけれども、やっぱり地元のスーパーも、独特の地元の文化を背景にした花売り場をつくって

いらっしゃいますので、これもご地元を利用してくださっているはずだ、こういうふうに思ってい

る次第なんです。 

 以上です。 

○福田委員 ありがとうございます。 

○磯村委員 それから、花き振興法ができまして、今後、減らない可能性というのをすごく少子高

齢化でも余り減らない可能性というのは胃袋と違いましてありますので、そこの中で花卉業界をや

っていこう、こんなふうに思っております。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 濱田委員さん、どうですか。 

○濱田委員 東京海洋大学の濱田でございます。 

 ずばり、ご意見の中で規制緩和の話がございますのでそこを聞きたく思います。私自身はまだは

っきりとは自分では答えを持っていないんですけれども、商物一致とか第三者販売を拡大していく

ということについては、自由化がどこまでいいことなのかという議論はあるとは思うんです。個社

レベルで力量のあるところがそれによって伸びるというのはよくわかるんですが、市場の活性化と

いう視点から全体が活性化するのか、そういった規制緩和がどういうふうに市場の活性化につなが

るのかというのが、まだ私の中ではよくわからない部分があります。 

 もし、先ほどからもそういう話が出ていましたので、そういう視点からどなたかお答えいただけ

ればというふうに思っております。 

○藤島座長 お願いいたします。 

○遠藤委員 私、大変不謹慎な発言しますけれども、今、磯村さんがおっしゃったように、私ども

水産市場、魚屋さん、仲卸さん、これ胃袋勝負なんです。胃袋が多いところは当然売り上げもある

ということなんですが、それからもう一つ、文化という言葉が出ましたけれども、今ほとんどお座

敷文化、料亭文化が地方は壊滅的になくなりました。東京なんかも築地なんかでも相当減っている

んじゃないかと思うんです。ここで消費された水産物、高級魚、そういうものはでかかったはずな

んです。その原因は官官を含め接待がなくなっちゃったこともあるんですよ。これ現実。民間でも

接待が復活すれば小売さん、仲卸さん息吹き返しますよ、１兆円ぐらいあるんじゃないですか。 

○藤島座長 お願いします。 

○川野委員 申し上げるまでもないと思いますが、私たち小売業もあるいは卸売も、あるいは卸売

市場も、最終的には生活者の皆様方というか、国民の皆様方の生活の豊かさとか楽しさにどう貢献

できるかということなんだというふうに思います。ですから、その観点から卸売市場のあり方とか、
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そういうことを考えていかないと、最終的にはどの業界も支持をされなくなってしまうと思います。 

 ですから、商物一致だとか、そういう問題についても、そのことを前提に置きながら考えていか

ないと、それぞれ業界が繁栄していかないと思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 お願いします。 

○磯村委員 開設区域につきましても、これだけＩＴだとか物流施設が進んでいますので、やはり

日本国だけを開設区域にするというのも一定の大手市場においては少し無理観もあると思います。

いわんや商物分離というのは、消費者と生産者、両方ともどういうふうにやってよくするかという

ことが卸売市場の使命ですから、準主役の小売店さん、ここもどういうふうにやって、よくなって

いただくかということが、この少なくとも三者が業界の中でやっぱり主役なので、主役と準主役な

ので、そうなると当然に、例えば開設区域を狭くし過ぎたり、道路網がこんなになっているのに、

こんなふうになっていたり、それからＩＴでこういうふうにやって使えて、スカイプでもって外国

ともタダで瞬時に話せるというふうにいうのに、いろいろなものが随分と無理があるんですよね。 

 確かに税金を使わせていただいていますから、そういう場所でもって我々営業させていただいて

いますけれども、しかし主役は誰というふうになったら、やっぱり日本国民だったり、すぐお隣の

このＡＳＥＡＮの国々だったりの人々だったりというふうにと、消費者としてはなりゃしませんか

ね、生鮮品だったら。そこから考えていくというのがよろしいんじゃないかというふうに思います

けれども。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 お願いします。 

○伊藤（淳）委員 第三者販売について、今、濱田先生からお話がありましたが、我々の持ってい

る統計ですと第三者販売というのは20％ちょっとなんです。大体どこの市場も20％前後ぐらいで、

平均すると20％ちょっとあるぐらい。先ほど申し上げた水産仲卸業者が50とすれば、売買参加者は

そこから引くので30ぐらいですかね。仲卸業者と売買参加者以外に販売するのが第三者販売。20％

以上あるものがその第三者販売というくくりですけどこれでいいのかなと思っています。 

 ですから、それは第三者販売ではなくて、第三者販売というのはイコールその他販売みたいなも

のですから、そこはきちっと明確に今後していただいて、その上で議論をさせていただくべきなの

かなと思っています。 

 ただ、仲卸業者、売買参加者以外の販売が第三者販売で、そこに対して規制緩和していくとか、

それをもっと伸ばしていくようなことになると、何でもかんでもということになるので、私はそれ

がイコール市場の活性化につながるというふうには今はちょっと思えないですね。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 お願いいたします。 

○永井委員 市場の活性化につきましては、皆さんから大変貴重なご意見をいただいたわけですが、

まず一番最初にお話をされました矢野委員さんのお話の中で、一番最後の市場の活性化ということ

で、このページの一番最後に、６行にわたって書いてあります。「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」ということで、一般消費者が集まって、はやってい

るというようなことではない。本質的な活性化とは買受人が集まることだろうということで、まさ

にこのとおりだと思います。よろしくお願いします。 

○藤島座長 ありがとうございました。 
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 まず、矢野委員さん、どうぞ。 

○矢野委員 先ほどの日浦委員のご報告にかかわることかなと思いますが、磯村会長から開設区域

を限定することに実質的に無理があるということ、それは開設者が行政であるということが念頭に

あってのご発言だったかと思うんですけれども、適切かどうかわからないですが、例えば東京都を

東京都株式会社と考えれば、その東京都の利益として卸売市場の利益を別の形で都民の方に還元で

きるような市場が機能を果たしていけば、理屈はつくかもしれないと思っています。 

 ただ、今、全国各地で中央卸売市場の再整備というのが検討され、ハード的にもソフト的にも検

討されているところが多いかと思いますが、そのときの開設者の立ち位置といいますか、大体再整

備というと市場内の事業者の内部調整でというような形で進められることが多いかと思います。、

もちろん事業者の皆さんのやる気とか意識改革とかというのも大切なんですけれども、中央卸売市

場で開設者が自治体である場合は、その開設者の自治体の、例えば都市計画や将来構想の中にきち

っと中央卸売市場なら中央卸売市場が位置づけられなければ、先ほど言われていたような市場内事

業者の事業が拡大していくときそれを自治体はどういうふうに位置づけていくんだというところの

整合性がいつまでたってもつかなくて、制度と実質のいびつな形が続いていくのかなと思います。 

 開設者の、特に公設の場合ですけれども、そういった都市計画上に中央卸売市場を位置づけて、

うまくやっていらっしゃるところがもしあれば教えていただきたいなというのが意見と質問です。 

○遠藤委員 関連したことなのですけれども、矢野委員さんの言われる市場の本質的なもの、それ

から永井会長のおっしゃった市場の本質的なものの解決に、やはり一般市民を入れるのはいかがな

ものか。それは私もそのとおりだと思うんです。 

 私どもは月に１回、朝市というのをやって一般公開しちゃっているんです。最初は小売屋さんに

市場の中に何十件と入ってもらいたかったんですよね。夕市をやろうじゃないか。というのは、小

売屋さんが、失礼な話、減ってきちゃった原因の一つには駐車場がないんです、町中の小売屋さん

には。スーパーさんには駐車場がいっぱいある。卸売市場というのは駐車場いっぱい、2,000台、

3,000台ぐらい、うちなんかありますから、もったいないんですよ。ですから、駐車場があれば遠

くでも来るんです、お客は。一つには駐車場がないではだめだから小売屋さんに入ってくれと言っ

たんです。そうしたら小売はまだ１軒の小売屋さんも入ってくれない。しようがなく仲卸さんがや

るようになりました。そうすると仲卸さんに顧客ができてくるんですね。仲卸さんに一般の人が当

然顧客となってくるんです。リピーターがじゃんじゃん増えているんです。ですから、私は買参人

を育成したかったんです、本当は。ところが受け取ってくれる、その気概がないとだめなんです。 

 それから、先生おっしゃったように、開設者としてそのハードな部分をどう活用するのか。これ

も大事なことだろうと思うんです。ですから、ランジス市場なんかもそうでしょうけれども、昼間

は駐車場に貸したり、いろいろやっているわけですよ。ですから、私どもの市場も体育大会とか花

火大会とか、いろんな大会があると駐車場として貸し出しするんです。そうすることによって、多

少なりとも納税者に対して、そういうことを我々もやっているんだということを見せるのも卸売市

場の一つの、これから、私、それがいいとは言いませんけれども、あり方ではなかろうかなとは思

っているんです。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 渡辺委員さんお願いします。 

○渡辺委員 若干、マクロ的な観点からの話なのですけれども、多くの方々が指摘されていました

ように、現在の一番根本的な問題は人口構造が大きく変わっている、少子高齢化が進み人口が減少
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している、そういう中で卸売市場をどうするかということが一番大きな問題だと思うんですけれど

も、既存の制度というのが、人口が増加し、生産年齢人口もたっぷりいて子供もいてという、そう

いう時代につくられたものを、人口構造の変化の中で少しずつ微修正してきて、いろんなところで

矛盾が出てくる。 

 そういう中で前回の検討会で拠点市場をつくるとか、市場の配置そのものを見直す規制緩和も部

分的には進めていくという、そういうようなものというのは、大きな人口構造変化の中に対応しよ

うとするものだったと思うんですけれども、まだ前回においてはなかなかピンとこないというのか、

高齢化がどんどん進む、人口が減るということが実際、卸売市場にとって、あるいは市場に関係す

る企業の方々にとって、経営にとってどういう影響があるのかというのが、何か余りまだピンとこ

ない中での話だったと思うんですけれども、それをこの現段階において、まさに人口が減って高齢

者がふえたという中で進んでいくと、それが日本全国一律にじわじわ進むのではなくて、都市では

まだ人口がふえ、地方では一気に減るというアンバランスが急速に進んでいる状況にある。 

 そうすると、今までの卸売市場のあり方というのが本当に一律で維持していくということでいい

のかどうかということを、本当に根本的に考えなきゃいけないことだと思うんです。そういう中で

の消費者にどう商品を、生鮮食品を提供していくのか、あるいは生鮮ではなくて加工された食品を

どう提供していくのか、あるいは買いに来られない人にどう届けるのかという、さまざまな問題が

地方は地方で、都市は都市であると思うんです。 

 それと同時に生産の段階でも、指摘がありましたように、生産構造も今大きく変わろうとしてい

て、その間に立って、生産と消費のあり方が大きく変わっていく中で、その変化の中で卸売市場と

いうチャンネルの位置づけがどんどん、このままいたのでは地盤沈下していくという、そこにどう

対応していくのかという、よりマクロ的な観点からもうちょっと、そういう観点も含めて、市場の

関係者の周辺の状況ということだけではなくて、見ていく必要があるような、全体としての印象を

受けました。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 伊藤委員さん、お願いいたします。 

○伊藤（裕）委員 きょうこうやってお話、ずっと、自分の発言も含めて振り返ってみると、ほと

んどが業界の人間の発言であった。違うお立場が矢野先生と、それから川野さんのお話だったと思

うんです。矢野さんのお話の中で、最後には市場って聞くとわくわくする、みんなが行きたがると

言っておられながら、最初のときは学生さんはほとんどが市場は要らないという見方。そして先生

が講義されても、まだ４割が納得しないというか、市場の必要性を認めないというようなふうに聞

こえたんですけれども、それがどういう意味を持っているのかな、どういうことなのかなというこ

とを私は感じました。 

 それから、もう一つは川野さんが再三おっしゃっていますけれども、要するに消費者目線という

か、それを忘れるな。その線からきちっと見ていかないと、この業界というのは衰退しちゃうぞと

いうお話が大変強烈に耳に残っておりまして、私たちは業界の中からだけ考えるんじゃなくて、や

はりこういうお言葉、こういう分析、こういうご意見、そういう見方というものもよく伺う中で、

市場というものを築いていかなきゃいけないんだということを、きょうは強く感じた次第です。 

 今後ともにひとついろいろ勉強させてください。ありがとうございました。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 本日も非常に貴重なご意見等を、お聞きしました。また活発なご議論もいただきましたので、次
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回、第３回のときにはさらに深めさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

 最後の議事の（２）のほうで、その他ですけれども、こちら事務局のほうからよろしくお願いい

たします。 

○遠山卸売市場室長 議事の（２）というか、連絡事項のほうでございます。 

 本日、活発なご意見の陳述と意見交換、本当にありがとうございます。 

 また引き続き、次回の３回の検討会のほうでも議論をしていただければと思っております。 

 次回につきましては、参考資料２にありますとおり、10月上旬の開催を予定しております。議事

といたしましては、事務局で行っておりましたヒアリング結果の報告や、各委員のこれまでのご発

表も踏まえた論点の整理、あるいは、本日なり前回の各委員の発表に対するものも含めた質疑、デ

ィスカッションを考えております。 

 具体的な日にちにつきましては、内々お伝えしておりますとおり、10月10日とする方向で考えて

おりますが、別途改めまして事務局から各団体事務局を通じてなり、あるいは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、後日、正式にご連絡させていただきたいと存じま

す。 

 なお、本日の資料につきましては、開催要領の第４の２に基づきまして、第１回と同様に、農林

水産省のホームページに掲載をさせていただきたいと思います。また、第４の３に従いまして、速

やかに議事録を作成し、委員の皆様のご確認、ご了承、調整を得た上で、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ので、よろしくお願い

いたします。 

 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、繰り返しになりま

すが、青色のファイルだけはお持ち帰りにならないように、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 なお、先日、平成27年度、来年度の予算の概算要求が決定いたしましたので、関連資料を会場外

の受付に置いておりますので、ご関心のある方は適宜お持ち帰りいただければと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

 ありがとうございました。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 本日は皆様の非常に熱のこもったご意見に耳を奪われ、ついつい時間をオーバーしてしまい、申

しわけございませんでしたが、きょうは以上で、卸売市場流通の再構築に関する検討会の第２回会

合を閉会とさせていただきます。 

 まことにありがとうございました。 

午後４時２５分 閉会 


