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午前１０時００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４回会合を開催いたします。 

 本日は、川野委員さん、佐藤委員さん、濱田委員さん、宮本委員さん、そして渡辺委員さんにお

かれましては、所用のためご欠席となっております。 

 また、近藤一海委員さんにおかれましては遅れて到着されるとのご連絡をいただいております。 

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

ので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、配付資料の確認及び今後の進め方について、事務局からよろしくお願いします。 

○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で卸売市場室長をしております遠山で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 本日の資料は、配付資料一覧にございますように、資料１から５まで及び参考資料の１及び２と

なっております。 

 資料の不足がございましたら、おっしゃっていただければと存じます。よろしいでしょうか。不

備がございましたら、会合の途中でも事務方にご連絡いただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 次に、配付資料のうち参考資料１をご覧いただきたいと思います。検討会の今後の予定（案）に

ついてご説明したいと存じます。参考資料１をお願いいたします。 

 前回、第３回の最後でもご説明いたしましたが、本日の第４回と次回の第５回の２回に分けまし

て個別課題の検討を行ってまいりたいと考えております。具体的には、本日は第３回でお配りいた

しました「今後の議論に当たっての論点（案）」の前半部分の１ページから４ページに当たります

が、市場関係業者及び開設者の取組に係る課題といたしまして、①多様化するニーズへの的確な対

応、②卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化、③市場の活性化に向けた新たな取組の推進、④卸

売市場に対する社会的要請への適切な対応についてご議論いただきたいと思います。 

 次回の第５回では、第３回でお配りした論点（案）の後半部分の４ページから７ページに当たり

ますが、卸売市場としてのあり方や運営方法等に関する課題といたしまして、①各卸売市場におけ

る経営戦略の確立、②立地、機能に応じた市場間での役割分担と連携強化、③公正かつ効率的な売

買取引の確保についてご議論いただくことを予定しております。 

 第６回以降の予定は資料にあるとおりでございますので、ご覧いただければと思います。 

 説明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、早速でございますけれども、議事次第に沿って議事を進めさせていただきたいと思い

ます。 

 まず最初の議事、（１）の①多様化するニーズへの的確な対応から順次議事を進めさせていただ

きます。事務局からご説明をお願いいたします。 

○矢花食品製造卸売課長 それでは、食品製造卸売課長の矢花でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 まず資料の１と２、これを両方お手元に置いていただきたいと思います。資料１につきましては、

今室長からも説明がありましたように、前回の検討会でお示しをしました論点（案）ということで、
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大きく分けて１、２とあったんですけれども、そのうち１の市場関係業者及び開設者の取組に係る

課題ということで、きょうはご議論をいただきたいと思っております。資料１の（１）から（４）

まで課題がございます。これに沿ってそれぞれごとに資料を用意しておりますので、議論をさせて

いただきたいと思います。なお、赤字で資料２の関連部分を示しておりますので、適宜参照いただ

ければと思います。 

 それから、大きな２の卸売市場としてのあり方や運営方法に係る課題という３つの項目について

は、次回、第５回で議論をさせていただきたいと思っております。 

 それでは、資料１を横に置きながら資料２の方のご説明申し上げます。多様化するニーズへの的

確な対応ということで、１枚おめくりいただきまして、２ページに主な項目を４つ整理しておりま

す。目次と書いたものでございますが、まず品質管理の高度化、これは生鮮を扱う市場のコアな機

能にかかわる課題、それから２つ目は付加機能、品揃えの充実ということで、まさにニーズの多様

化への対応の部分でございます。それから、３つ目は生産者・実需者との連携、情報の受発信とい

うことで、生産・実需の仲立ちをする中間の卸売市場としての役割、その課題ということになるか

と思います。最後は市民との交流、理解の醸成ということで、本来的な市場の機能とはちょっと別

かもしれませんがプラスアルファの部分について課題を整理させていただいたということでござい

ます。 

 この後、少し走りながらということになりますけれども、次の３ページの品質管理の高度化、コ

ールドチェーンシステムの整備につきましては、下の表にありますように、整備率は徐々に上がっ

てきているところでありますけれども、右側にありますような数値目標の設定というのが、まだ全

体の７割ぐらいが設定していないというような状況でございます。 

 ページをおめくりいただきまして４ページ、品質管理高度化規範の策定ということで、下の棒グ

ラフ、中央市場の卸売業者、仲卸業者と出ております。策定状況としては、まだ仲卸業者の方は半

数程度にとどまっている状況です。それから右、作った後のチェック体制ということについても、

まだまだ少しチェック体制ができていない状況が明らかになっております。 

 こういったことに対しまして、現状に対する意見として次のページに出てまいります。左側が検

討会で出された意見でございまして、コールドチェーン等の必要性ということが強く訴えられてお

ります。右側の生産者、実需者からも、取組は進んでいるけれども、さらにまだまだ改善が必要だ

というご意見が出されております。 

 次のページ、６ページへまいりまして、コールドチェーンシステム、実際の取組事例ということ

でいくつかご紹介をさせていただいております。名古屋市中央卸売市場では数値目標を設定をして

施設整備をしているとか、久留米市場ですと、施設整備に合わせてマニュアルを策定、ソフト、ハ

ードを同時にやっていくと、こういった事例が出てきているところでございます。 

 すみません。１枚飛ばしまして、次の８ページに移らせていただきますが、こちらも品質管理高

度化規範の策定の事例でございます。横浜の市場、あるいは花き市場での認証プログラムの利用と

いうようなことをご紹介しております。 

 それから、９ページになりますが、これは品質管理をより組織的、体系的に進めている事例とい

うことで、ＨＡＣＣＰに基づくＩＳＯの認証を取得するとか、外部の監査体制を入れて衛生管理を

強化している事例というのもいくつか見られるようになってきているところでございます。 

 ちょっと飛ばしまして、次の10ページ、青地で整理をさせていただいております。この青地の部

分で本日ご議論をいただきたいということでまとめておりますが、取組の方向性と課題ということ
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で、今申し上げましたような事例、これをさらに深掘りをして横に展開をしていくということが課

題になってくるわけですけれども、１つはコールドチェーンシステムの確保ということでございま

す。各市場ごとに取扱物品構成に加えまして、市場内物流の効率性への影響ですとか市場会計、市

場内業者への経営の影響などを考慮しながら、着実な計画的施設整備を進める必要があると考えら

れますが、その際、留意すべき事項、あるいは特に重点を置いて進めるべき施設、こういったもの

があるかどうか。 

 ２つ目の品質管理高度化規範の部分でございますけれども、卸、仲卸業者が品質管理を適切に行

う観点から、高度化規範の策定はもとより社内遵守体制の強化、これを通じて品質管理の質的向

上・レベルアップを進めていく必要があると考えられます。これをより有効なものとするため、ど

ういった点に留意する必要があるか。 

 ３つ目は組織的、体系的な品質管理の高度化ということで、衛生管理を徹底しまして機能・魅力

を向上させる観点から、外部監査を伴う認証の取得等を通じて、より組織的・体系的にさらなる品

質管理の高度化を目指す必要があると考えられます。その際、どういった課題があって、どういっ

た取組が必要かという点でございます。 

 それから、付加機能、品揃えの点でございます。11ページにグラフがありますように、左側です

けれども、加工・調製施設については中央卸売市場では６、７割ぐらいで設置されてきている。そ

れから、最近の動きとしては、右下のグラフにありますように整備面積がぐっと伸びているのが配

送センターでこの３年ぐらいで倍増しているというような動きがございます。 

 次の12ページでございますけれども、品揃えの充実に向けた取組ということで、いくつかのとこ

ろでは地場産品ですとか規格外の品目を取り扱うといった事例が進んできているということでござ

います。 

 こうした現状について、次の13ページでは、検討会でもいくつかそういった産地開発、商品開発

の重要性、あるいは小売へのリテールサポートの重要性というのが指摘をされているところでござ

いまして、次の14ページ右側ですけれども、実需者の方からも、いろいろな実需者の要請に十分応

える対応力の強化ということが言われているわけでございます。 

 15ページ、こういった付加機能の充実に向けた取組事例としまして、桐生の地方市場の例ですが、

施設集約と各種機能を付加していくような取組が進んでいるわけでございます。 

 それから、次の16ページでございますが、埼玉の川越総合市場、ここでは外部専門業者を入れま

して、カット野菜工場ですとか加工処理に対する要望にしっかり応えていくというような取組が出

てきているわけでございます。 

 17ページは品揃えの充実に向けた事例でございますけれども、例えば左、京都青果合同では産地

との連携を通じて品揃えの充実を図るような取組がされているということでございます。 

 ちょっと事例のところを飛ばしまして、また１枚おめくりいただいて19ページ、青地の部分でご

ざいます。ここもまたきょうご議論いただきたいものでございますが、取組の方向性と課題という

ことについて、付加機能の充実につきましては、市場流通を取り巻く環境の変化に対応するために

機能充実を図って、加工・調製ですとか保管・配送など実需者のニーズが高い業務に関する対応体

制を強化していくこと、こういうことが必要と考えられますが、そのときに求められる機能が何で

あるかとか、その施設整備を進める上で費用対効果、市場関係業者間の調整、どういった点に留意

すべきかという点でございます。 

 それから、品揃えの充実につきましては、独自性の高い産地・産品の開発、密接な連携を進め、
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消費者・実需者ニーズに適切に対応した特色ある品揃えの充実を進めることが重要であり、その際、

いかなる戦略・方向性のもとで産地開発や集荷を強化していくべきかというような点についてご意

見をいただきたいと思っております。 

 次のページで、大きな項目としては３つ目、生産者・実需者との連携でございます。下の取組状

況、地場産品の集荷・販売の強化ですとか、連携した新商品の開発等に中央卸売市場等で取り組ま

れているところでございます。 

 こういった現状につきましては、21ページになりますけれども、検討会でもいろいろ、卸売会社

がコーディネーターとしてしっかり双方向の受発信をしていく重要性等についていろいろ指摘をい

ただいているところでございます。 

 次の22ページ、右側に生産者・実需者からの要望と出ております。一番上のところにもあります

ように、産地と市場の信頼関係をもっと高めていく、相互理解を高めていくべきではないかという

ようなご指摘がございます。 

 そういった中で、この連携に関しまして取組事例を若干ご紹介させていただいております。左側、

丸勘山形青果市場、産地の開発・育成によって安定した仕入れ先を確保していくような取組がなさ

れているということでございます。 

 次の24ページでは、水産の漁協と連携してブランド化を図っていくような取組、こういったもの

が生まれてきているということでございます。 

 それから、流通コストの削減に向けた事例としましては、25ページになりますけれども、愛知の

豊明花き市場ではＩＣＴ技術を活用して販売促進を図っていくというようなものですとか、右側は

船橋ですが、通い容器の導入をして効率化を図っていくというような取組もなされているわけでご

ざいます。 

 こうした事例等を踏まえまして、26ページに、またこの点もご議論いただきたいところとして、

情報の受発信、流通コスト削減に向けた取組の方向性と課題ということになりますが、情報の積極

的な受発信としまして、卸、仲卸業者においてＩＣＴ技術を活用しながら、生産・実需者が求める

情報の受発信を強化する、また、生鮮食料品の中間に位置する立場を活かしたコーディネート機能

を積極的に発揮することで、集荷・販売力を強化することが必要と考えられますが、その際、ＩＣ

Ｔ技術の活用を進める上でどういった点に留意をしていくべきか。 

 流通コストの削減につきましては、ＩＣＴ技術等を活用した販売促進、通い容器を導入している

事例等を踏まえ、引き続き流通コスト削減に向けた取組を推進する必要があると考えられますが、

その際、特に推進すべき取組というのは何があるかというような点についてご意見を頂戴したいと

思います。 

 最後、卸売市場と市民との交流という点でございます。市民交流イベントの開催状況、これは各

市場でさまざま取組をされているところでございまして、28ページにあります事例では、小中学生

を対象にした食育の取組、あるいは食文化に関する情報発信等に取り組まれている事例が多々ござ

います。 

 この点につきましては、29ページ、最後のページですが、市民との交流等に向けました方向性と

課題ということで、市民との交流につきましては、市場まつりなどの開催に当たって小売業者との

調整、入場者の安全、取扱物品の衛生確保の対策が講じられており、引き続きこの点に十分留意し

ながら、交流を通じた理解の醸成に努めることが必要と考えられるところでございます。 

 「食」や「食文化」に関する情報の発信につきましては、多岐にわたる生鮮食料品等を扱って、
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日本の食文化の一端を担う市場という位置づけになりますので、食文化に関する情報発信、食育活

動の取組を推進することが必要と考えられます。その際、この理解醸成とともに需要拡大を図ると

いう観点、特に食育につながる取組を進めるということが重要ではないかと考えられておりますが、

このあたりについてもご意見を頂戴したいと思います。 

 それから、先ほど冒頭の紹介でありました参考資料２の方に、こういったいろいろな取組の中で

活用いただける国の支援策、支援措置というのを取りまとめております。予算措置、施設整備の交

付金ですとか、最近の６次化の関係で言えばネットワーク活動交付金、ファンドの支援などもござ

います。あと、予算以外にも金融措置等をこちらで整理をしておりますので、これも適宜参考に使

っていただければと思います。 

 説明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、ただいまご説明のありました資料２につきまして、ご質問、ご意見等をお願いしたい

と思います。 

 なお、資料２から資料５につきましては、第３回検討会におきまして議論していただいた今後の

議論に当たっての論点（案）に沿いまして、事務局から取り組むべき課題や方向性の提示として、

具体的には各資料のアンダーラインが引いてある背景が青の箇所になります。資料２につきまして

は10ページと19ページと26ページ、そして29ページですか、その４カ所になりますけれども、この

箇所を中心にご意見をいただきたいというふうに考えております。いかがでしょうか。 

○野﨑委員 19ページの品揃えの充実という点についてでございます。 

 産地開発の進め方ですけれども、今、全農では園芸の販売部門と、営農指導部門が一体となって、

各県ごとに生産振興のプロジェクトを立ち上げて進めているところでございます。そのプロジェク

トと各卸売市場の方々との連携が図れれば、新たな産地開発や商品開発を進めることができると思

っております。 

 そういったお話を各市場の皆さんにさせていただきますと、非常に人手不足の中で、そういった

取組まで人が回せないというお話をよく聞きます。そういう中では、川田社長のところにようにＯ

Ｂの方々を産地開発にうまく活用されている事例もありますので、そういった形で、卸売市場側に

おいても産地開発のプロジェクトチームを立ち上げていただいて、消費地側と産地側が連携をとっ

て進めていくという形が望まれると思っております。是非ご検討いただければと思います。 

○藤島座長 重要なご意見ありがとうございます。ただ、ご指摘のように、卸売市場もなかなか経

営面で厳しいところもありますから、すぐ応じられるかどうかという問題はありますが、重要なご

指摘だと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いいたします。 

○近藤（栄）委員 品揃えの強化ということなんですけれども、以前、卸売会社が経営体質を強化

するというようなことで複数社から１社体制になっている。今、ほとんどの卸売市場が１社体制で

運営していると思います。それもある程度品揃えのところに影響があるんではないかなと私は思い

ます。 

 というのは、それぞれ卸売会社は指定産地をお持ちでございます。それが統合することによって、

当初、最初のうちは指定産地が複数社あった頃と同じでそれなりの数があるわけですけれども、だ

んだん年数が経つことによって、産地がやはり大きいところに集約されるというようなことで、非

常に産地が少なくなってくる。今、消費者はたくさんある中で１つを選ぶという傾向にあります。
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卸売市場としてもやはりいろいろな産地の選択肢があっていいわけで、その選択肢がないというこ

とが品揃えが悪い、品物がないという結果につながります。やはり卸売会社が複数社で競争原理を

働かせるということが、品揃えをある程度充実させていくことにつながっていくんではないかなと

私は思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。その点も非常に重要なところだと思っておりますが、ただ、

単数、複数というのは、ご存じのように経営体質の強化云々の問題ともかかわってくるものですか

ら、その辺も踏まえて、今のご指摘については検討させていただきたいと考えております。 

○磯村委員 10ページの品質管理ですけれども、品質管理の取組では、花の場合、ケニアやらエチ

オピアが産地化して、そこからオランダの市場に送りますときに、流通過程でどのぐらい温度変化

があるか、これをチェックする「フラワーチェック」という調査機関というようなものが今随分と

繁盛しておりまして、理由は、一度25℃以上の温度帯に当てると、中身、すなわち花の余命、切り

花した余命が25％損なわれるというようなデータが出ておりまして、どのぐらい温度変化をしない

で送れるかが求められます。飛行機にしましても船にしましても、温度管理によって、海外のその

農園がブランド化していくかが決まってくる。こういうような「フラワーチェック」というような

形で、そこまで温度に対して、鮮度に対してかなり敏感になっているということであります。 

 ですから、我々日本の花市場としましても、常温で飾っていきますけれども、中身が寒いまま、

冷たいままにしてあれば外観はよく保てますけれども、外に出しましたときに、常温で飾るときに

年老いてしまって浦島太郎みたいになってしまっては何もならないので、その間の流通過程でのチ

ェックシステムというものが非常に大切になっています。きっと野菜も魚もそうだろうと思います

けれども、温度帯別に平均値としてどういうような品目が最も好ましいかどうかを考え、荷受け・

保管場所として温度帯別の管理を考えることがまず必要だろうというふうには思っています。 

 それから、そのヒートショックを少なくして売っていく上では、どうしてもせり場に持ってまい

りますと、これは一般的な温度帯にならざるを得ない。そうすると、15℃にするのか20℃にするの

か、あるいは25℃にするのかわかりませんけれども、少なくとも適切な温度帯ではなくて最大公約

数的な温度になってしまう。そこに荷受けした商品を置いておくわけですが、次に画像をどうする

かという問題になるのです。すなわち、オランダの場合には前から画像ぜりをしていますが、私ど

も大田花きでも今、画像ぜりを始めたところであります。せり場に現品の一部を持ってきましてそ

れをサンプルで見せるとなると、これが一番鮮度が悪い形になりますので、やはり買いたがらない。

こういうふうになってしまいますから、画像でもってどういうふうに、その場の取引の対象を上手

に見せていくかが大事になるわけです。あるいは、下見もきちんとできるようにしなければならな

い。そして、品種だとか品目の写真、それから、その産地のロゴですね、それによってブランド化

がきっと図れるでしょうから、この辺の写真の使い方まで今大きな問題になってきます。これらの

画像を誰が所有をしているのかどうかという問題が出てきます。私ども、今はいちいち産地にお願

いをしたり、種苗協会にお願いして写真を使わせていただくようになっていますけれども、場内、

商物分離せり、これを温度管理のために適切にしていくとなると、これらの画像の措置というよう

なものを今後一体全体どういうふうにしていけばいいのか、これは所有権の問題ですが、そういう

ようなことも必要になってくると思います。つまり、温度帯別に市場をきちんと管理・監督する。

そうじゃないと、今後とも中身の品質について問題になってくる。それから、取引をしていくとき

に、サンプルの形で全部現品を見せなくては本当にいけないのか。そうではなくてむしろ適切な温

度下に置いておいた方が、買った人にとっての鮮度管理というのがスムーズにいくのではないかと
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いうことです。そうなると、当然画像だとか、それからブランドのイメージするロゴだとか、そん

なようなものが必要になってきて、それはみんなＩＴを通して当然やるような形になるだろうとい

うふうに思いますので、そこでの措置というようなものがともども重要になってくるということで

あります。 

 それから、最後にもう一つ、産地、あるいは産地でのハブとして農協の集出荷所、あるいは県経

済連さんの集出荷所があると思います。そして消費地のハブとしまして卸売市場がある。そこの間

をつなぎますトラックの鮮度保持、輸送体系の鮮度保持、これをどういうふうにやっていくのか。

今、花の場合には、私の会社の大田花きですけれども、15％程度しか保冷トラックを使って輸送し

ておりません。私どもも鮮度保持をしますし、産地も鮮度保持をやっています。でも、途中のヒー

トショックというのがあるわけですよね。この輸送業者の鮮度保持対策というのも一緒に考えてい

かないと難しい。かえって中身を悪くしてしまうというふうなことになるので、何らかの措置をと

もどもやっぱりしていく必要があるというふうに思います。 

 以上です。 

○藤島座長 品質管理は非常に重要な問題だと思います。 

 確認させていただきたいのですが、お話しの中のチェックシステムは民間企業が行っているんで

しょうか。 

○磯村委員 はい。オランダの場合は民間企業が行っています。ＭＰＳに準じていまして、かつて

のオランダ花き園芸協会─オランダは、ご存じのとおり農林水産省と経産省が２年前に合併し

ましたので、その結果、オランダ花き園芸協会そのものは実はなくなってしまい、まるっきりの民

間の組織になってしまいました。そこから出たのが「フラワーウオッチ」というところでして、オ

ランダの場合には、海外からのものをバルクで送ってきて、国内に着いたら小分けしてバケツで水

揚げして取引をするわけですよね。水揚げしてしまうとなると、外観からは何日経ったかどうかわ

からないわけですね。中身は年寄りかもしれないんですよね。ですから、品質には外観と中身があ

りますが、中身を保証するのは、やっぱりコールドチェーンで適切な温度帯できちんと運んだかど

うかでありまして、日数よりもむしろそちらの方が大切になっているので、そこをチェックしてい

るわけです。 

○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。お願いいたします。 

○野﨑委員 コールドチェーンの話ですけれども、青果物におきましても最近、カット工場などで

は、作業場の管理温度がアメリカのように４℃設定というところが出てまいりました。そうします

と、産地で真空予冷をかけて品温を４℃まで下げて、冷蔵トラックでそのまま運ぶ。市場において

は４℃という管理はなかなか難しいということでございますから、カット工場に直送して品温を維

持する形をとることによって、賞味期限、消費期限が延びるというメリットも出てくるわけです。

それを踏まえますと、私どもとしては商物分離の取引のような取組をより一層強化していくといい

ますか、拡大していくことになるんじゃないかなと考えています。 

 以前の第１回目のお話では、卸売市場はスルーポイントだというお話もいただきました。そうい

うことを考えますと、今申し上げたような現状につきましても踏まえていくことが必要かなと思い

ます。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

○磯村委員 先生、１つ言うのを忘れていました。今、大田市場では、いろいろ保冷したいんです
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けれども電気の容量が足りないんです。市場って昔は何もなしに、がらんどうで何もなしでよかっ

た、それの方がいいみたいな時代がちょっとこの前までありましたから、鮮度保持というのは余り

考えなかったんですよね。ストックポイントなんていうのはもちろん考えていなかったし、いろい

ろな付帯設備も考えていなかったので、容量が足りなくなることはなかったんですよね。ですから、

全体の容量を今後一体全体どういうふうにしていくのかというのは、それぞれの中央市場にとって

大きな問題じゃないかというふうに思いますね。是非ともそれをご検討いただきたいと思います。 

○川田委員 コールドチェーンのところからいきますと、初回も申し上げたんですけれども、卸売

場はストックポイントではない。だから、市場の中にどこかに設けるというのはいいんですけれど

も、先ほど言われた温度帯の問題もあって、どこに設けるかということになる。ここに一律という

か、設定目標が必要であるという話もあるんですけれども、実際エリアによって、また取扱いの商

品によって全然ニーズが変わってくるわけですね。 

 先ほど近藤栄一郎委員から品揃えの問題の話もあったんですけれども、どこに一番大きな原因が

あるかというと、今、青果の場合、中央卸売市場で80社ぐらいの会社があるんですけれども、大き

いところは1,000億を超える会社がいくつかあって、小さいところは100億円以下の会社がまだまだ

20％ぐらいある。これは全部一律のルールのもとに同時並行に走っておりまして、かつ、小さい会

社も全て品揃えをしようと各産地を回っているわけですね。そうすると、近藤栄一郎委員のご指摘

にもあるように、やはりコスト的な問題でそうたくさん集められない。ただ、市場としてはニーズ

に応えようとすると非常に小さいところでもウイングを広げなければいけない。そうしますと、

個々の会社によってニーズが違うんですけれども、ある意味、じゃ、設定しようと言われても、な

かなかそこを解き明かせないといいますか、なかなか設定までいかないんだろうと思います。ただ、

コールドチェーンは、市場によってはストックポイント化した方がいい市場、またあるいはフロー

の分だけで勝負というか、それがメインの仕事の市場と、こういう色分けをしないと、なかなか一

括でコールドチェーンのために施設をつくればいいというだけではないと思っています。 

 先ほど近藤栄一郎委員の言われたような、複数だから荷が集まる、単数だから集まらないという

ことではなくて、各市場がそれぞれの特性を持った展開をしていくことが大事だと思っています。

全部１番から80番の人まで同じルールで同じ仕事をやれと、こういうことではなく、それにフレキ

シビリティーというか、地方の市場は地方に合った動きと、こういうことをもうちょっと容認する

ようなことにしないといけないと考えております。 

○藤島座長 その点も非常に重要なことだと思っております。コールドチェーンというのも、一般

論としては確かにこれは必要だというのは、皆さん、反対される方はいらっしゃらないと思うんで

すが、各市場がそれぞれの事情に応じてどういうような形でそれを進めていくかというのは検討し

なければいけないことだというふうに思っております。 

○伊藤（裕）委員 先ほどからコールドチェーンのお話が出ているんですが、私、この６ページで、

コールドチェーンのお話が出てきましたけれども、コールドチェーンのコールドって一体何度なん

だということが引っかかっております。先ほど磯村さんからいろいろな温度のお話、それから今、

青果の方からは４℃というお話も出たんですが、今、豊洲で新しい市場をつくるのに、温度を何度

にするかということについて、閉鎖型でコールドチェーンだという謳い文句なんですが、ところが、

東京都の考えておられる温度帯は25℃なんですよね。それで、いろいろお話ししたんですが、どう

してもこれ以下、せいぜい23℃ぐらいにしか冷えることができないということでありました。 

 私ども、いろいろ調べまして、水産に関してはやはりかなり低温でないと鮮度維持が無理だと思
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うんです。今、ストックポイントだとかいろいろなお話が出ておりますけれども、我々としては、

やはりせり場自身、それ自身で必要な温度に保たないと、これはだめだというふうな意見が圧倒的

に強くて、それで東京都さんにいろいろお願いしたんですけれども、どうしても不可能だというこ

とで、そんなに言うならおまえたちで、民間で勝手にやれと、こういうお話でございまして、それ

で私ども、卸だけなんですが、７社の意見を全部取りまとめましたら、やはりそれでも必要だとい

うことになり、今、10.5℃の温度にするということになりました。これは私どもが資金も用意して、

そしてその過重なランニングコストについても私どもで負担してやらざるを得ないというのが現状

なんですが、大変これは悲しいことなんですよね。 

 もちろん水産であっても、例えば活魚なんかは冷やす必要はないので、これは常温でいいんです

が、ほかの部分、すなわち冷凍魚、あるいは加工品だけじゃなくて鮮魚自身も温度も低くないとだ

めだと思うのです。既に今、欧米では、各国見ておりますとどんどん低温化が進んでいるというの

が事実でございまして、しかも市場以外のいろいろな流通を見ましても非常に低温化が進んでいる。

むしろそれが当たり前になっている。それぐらいの低温度でないと、もう市場が相手にされないと

いうふうな見方までございまして、私どもはそういう措置をとったんでございますけれども、この

辺、いわゆるコールドといってもコールドの温度は一体何度なんだと、25℃はコールドなのかと、

そういうことも含めてお考えいただきたいと思います。 

 以上です。 

○倉﨑委員 卸売市場、このⅢの２、現状に対する意見等の中の21ページですが、私たちの仕事の

大きな役割の中には、ここにも書いてありますとおり、情報をとにかく早く生産者に伝えて、生産

者の今悩んでいる農家の手取りをどうやって増やすか、こういうことも非常に大きな役割の一つで

あるということだと思うんであります。そんな中で流通経費の削減と農家所得の向上の観点からコ

ンテナ問題に現在取り組んでおるわけでございますが、この問題についてちょっと触れさせていた

だきたいと思います。前回も申し上げたところでございますが、船橋の市場で仲卸組合と農家と一

緒になって、何とか手取りを改善できないのかなというようなことを話し合いまして、段ボールで

出荷しておるものをコンテナでやったらどうかという話になりました。当然資材会社の協力も得ま

して、順次段ボール出荷からコンテナに切りかえております。コンテナには２次元バーコードが貼

ってありますが、これを使って必ず返還してもらうということが重要になります。業者にとっては

非常に難しい点があるわけでございますが、船橋では現在必ず返還をしてもらうことにしてもらっ

ています。コンテナが返らない場合はどうするかということでありますが、それは金銭で買っても

らうという制度を設けました。現在、まだ１年足らずでございますが、10万ケースほどの回転しか

できていないんですが、ただ、農家の皆さん方は非常に喜んでおりまして、「１ケースで50円か60

円、もうちょっとかな。それだけ助かるよ」ということを言っています。こういうことが一番重要

だと思うんであります。ですから、非常に量が増えてまいりまして、段ボールからどんどんコンテ

ナに切りかえております。ただ、まだ私どもは小松菜だとか、あるいはほうれん草だとか、枝豆だ

とかというようなことだけしかやっておりませんが、これらをみんなで普及すれば、全国あちこち

で作っておりますから、もっともっといい農家所得の関係が出てくるのかなと思います。 

 この前も申し上げましたが、仮にキャベツだけでも年間140万トンあるわけですね。そういたし

ますと、10キロコンテナに換算すると１億4,000個ですから、例えば50円違うと70億円になるわけ

ですよ。半分コンテナを使って半分段ボールを買ってというふうにした場合でも大きな金額になる。

これはキャベツだけでですよ。これを全部いろいろな作物まで使うとすると、非常に農家所得の向
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上につながっていくんじゃないかなと思うんでございます。 

 ですから、まず、このことについても、行政としてもかつてもいろいろご研究いただいたわけで

ございますが、もう少し研究して、ＴＰＰでいろいろな問題が出ている中でこういうことに真正面

から取り組んでいっていただいたらどうかなというふうに考えております。これが１点です。 

 もう一点、ことしの夏は、もう本当に異常な長雨続きでございました。長雨続きで野菜が高かっ

た、これはもう皆さんご案内のとおりでございますが、そのときに、ある一部の産地は大変恵まれ

たと思うんであります。全部とは言いませんが、ある一部の産地は非常に条件によって高い価格で

売れましたから、非常にいいことがあったかなと私は思うんであります。ところが、それにもかか

わらず、依然として卸売市場の場合は指し値価格等があって大変苦しんでいる。だから、卸売市場

内、仲卸の体質云々という問題がこの後出てくるわけでございますが、そういうことはやっぱり自

らの力ではなかなか解決できない。野菜が高くて産地がいいにもかかわらず、我々市場はそういう

悩みを依然として抱えていくということなんです。これは自らの体質が悪いからだと思うんです。

自らの体質を強化するにはどうすればよいのかということになりますと、もう合併とか、提携とか、

こういうものまで踏み込んで自分たちを大きくしていかないと、このことは解決できないんじゃな

いかと思っているところです。 

 ですので、何かやっぱり産地の要望にも応えていくためには、そういう自らの体質を強化してい

かなければならない。したがって、こういう点も、行政からも是非いろいろなご指導があればいい

なと思うところであります。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

○川田委員 通い箱の関係で、これを導入してどんどん増やしたいという希望があって取り組んで

はおるんですけれども、一番のネックは、通い箱自身が汎用にならない。ですから、出荷者と末端

のニーズを全くぴったりに合わせて取引をしないと、例えば100ケース余ったから八百屋さんにコ

ンテナで持って帰ってくれと言っても、これは持って帰ってくれないわけです。ですから、これは

契約取引を進めなければいけない。 

 そうすると１つのネックは、今、商物分離取引は電子商取引や開設区域内という縛りがあります

ので、それ以外の取引ですと、市場へ持ってきて、また積み込んでという作業をせざるを得ない。

そうするとなかなか契約も進まず、通い箱容器の拡大の障害にもなっている面があると考えられま

す。 

○藤島座長 ありがとうございます。大変貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。 

 またさらにご意見もあろうかと思いますが、時間の関係もございますので次の方に進めさせてい

ただきたいと思います。 

 議事の（１）②の卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化について、こちらのご説明をお願いい

たします。 

○矢花食品製造卸売課長 それでは、すみません。資料の３をご覧いただきたいと思います。卸、

仲卸業者の経営体質の強化等についてでございます。 

 こちらもちょっと駆け足になりますけれども、３ページ、中央卸売市場卸売業者の取扱金額とい

うことで、やはり傾向としては、最近やや減少傾向で推移をしているということでございます。 

 次の４ページ、事業収益性ということで、中央卸売市場卸売業者の営業利益率、これも各品目に

よって違いはあるんですけれども、いずれも１％未満という数字で推移をしているところでござい
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ます。 

 下の５ページ目の業者数につきましても、青果、水産の方で減少傾向が続いているという傾向が

見られるわけでございます。 

 それから６ページ、地方市場の卸売業者でございます。こちらも少し似たような傾向でございま

す。総取扱金額は20年以降横ばいで推移をしているということでございますし、事業収益性、下の

方にまいりますけれども、若干産地の水産物市場だけ当期純利益が１から３％程度になっているん

ですが、ほかはゼロから0.5％未満に集中をしていると、こういう傾向になっております。 

 次、まためくっていただきまして８ページでございます。地方卸売市場の業者数につきましても、

これは微減傾向で推移をしてきているところでございます。 

 次の９ページは、中央市場仲卸業者さんの取扱金額ということで、これはちょっと業種ごとに少

しばらつきがあるんですけれども、食肉が若干減少して、ほかは横ばいの傾向で推移をしているで

すとか、経常損失、右側ですけれども、食肉なり水産では半数近くが経常損失を計上されていると、

こういった状況になってございます。 

 10ページ、事業収益性のところ、１人当たりの取扱金額の推移ですが。これも青果は横ばい、水

産は若干下がっているということで、11ページの業者数のところもいずれも減少という傾向になっ

ております。 

 12ページですが、この検討会でも経営安定を強化する重要性というのが強く指摘をされてきたと

ころでございまして、13ページ、具体的な取組といたしまして、卸売業者の営業譲渡・合併等によ

る統合大型化というのが進んで、中にはホールディングス化をして経営統合しているような事例も

出てきているところでございます。 

 次、めくっていただきまして14ページ、経営体質強化に向けた取組の事例といたしましては、倉

敷地方卸売市場における加工業務への取組、付加価値を高めるような取組があります。また、品質

管理を高度化する、そして15ページへ行きますと、加工・配送業務を外部に委託をしたり経営管理

システムを導入していくといったような地道な取組が進められているところでございます。 

 １枚またおめくりいただきまして、17ページですが、きょうご議論いただきたいところでござい

ます。卸、仲卸業者の経営体質強化に向けた取組の方向性と課題ということで、経営体質の強化に

向けて、合併等による統合大型化、異なる市場間を含む業者間の資本関係構築、連携強化に取り組

むべきと考えられますけれども、どういった課題、どのように取り組んでいく必要があるか。 

 それから、卸売業者、仲卸業者におきましては、現状の課題や強み等を分析の上、機能強化、業

務効率化、人材育成、経営資源の強化といった生産性向上、経営体質の強化に向けた取組を推進す

る必要があるわけですけれども、その際、従業員の資質向上にどういった取組が有効であるかとい

う点についてご議論をいただきたいと思っております。 

 それから、次の18ページは卸売業者、仲卸業者の財務基準についてでございます。ここは、中央

卸売市場につきましては国が財務基準を定めて、この基準を満たさない方に対しては改善措置等を

お願いをしているところで、19ページ下のところですが、青地のところ、きょうご議論いただきた

いところですけれども、長期にわたって経営改善が図られない事業者に対しまして、ヒアリング回

数を増やすなど、経営改善達成状況を頻繁に確認して、必要に応じて計画を見直す等の指導強化が

必要と考えられているというところでございます。 

 それから、20ページ目、中央卸売市場の仲卸業者、こちらについては、経営指導等、開設者が業

務規程を定めて対応しているところでございますけれども、これについて青地の部分になりますが、
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あらかじめ経営改善に係る運用方針を定めて、これに即した指導を行う。よりきめ細やかな指導を

開設者において行う必要があるのではないか。 

 それから、21ページ目、地方市場の卸売業者でございます。こちらは市場間で卸売業者、経営状

況、規模の差がかなり大きくございます。青地の部分ですが、各都道府県において、卸売業者に係

る財務基準、こういった事例を共有するなどによって全体的な底上げを図ることが重要ではないか

ということでございます。 

 １枚おめくりいただきまして代金決済等の関係でございますが、23ページの下の方でございます。

代金決済のリスク管理ということで、下にも平均決済期間等を提示をさせていただいておりますけ

れども、市場流通におきます迅速・確実な代金決済は評価が高いわけでございますが、回収サイト

の問題など、市場関係者に負担感がある。こういう中で、リスク管理のあり方を、今後とも確実な

代金決済機能を維持する観点から考えていくことが重要であろう。その際、こういう特約の締結で

すとか取引信用保険への加入、そういった点でどのような対応がポイントとなるかということにつ

いてご議論をいただければと思っております。 

 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、ただいまのご説明に関しまして、資料３、特に資料３の17ページ、19、20、21、23ペ

ージのアンダーラインの引いてある背景が青色の部分でございますけれども、こちらを中心にご意

見等をいただければと思います。いかがでしょうか。 

○磯村委員 ３セクはなかなか難しいところがあるのかと思いますが、中央卸売市場、公設市場に

おいては、それぞれの開設者は卸が赤字になりましたら、一定の要件を見て退場がきちんとできる

ようにしておかなければならないというふうに思います。それから、仲卸もそれぞれ品物を流通業

者として預かるわけですので、ここは開設者が退場を促せるような形で、仕事をやめなさいという

ような権利を有するというような形にしていかないといけないというふうに思います。 

 現在、それぞれ基準を規定していただいていますけれども、現に我々、花の関係の中では、生産

者から委託をされた代金を支払うことができずに倒産するという事例が、地方卸売市場ですけれど

もあります。中央市場の場合には、その前にそれぞれの組合なり、あるいは開設者のところに申し

開きをして、具合が悪ければ自ら廃業するというような形にして開設者は勧告をしていますけれど

も、勧告というよりも、やはり廃業をさせるべきだろうと思います。荷主さんからお預かりしてい

るお金はきちんとお支払いして退場をする。中央卸売市場、それから公設、できれば３セクも公設

と近いので必要だろうと思いますけれども、開設者が退場させることをしていただきたい。そして、

仲卸については、開設者が退場を促して営業の取り消しをすることができるようにしていただきた

い。 

 それから、地方卸売市場ですけれども、財務がなかなか同業者間でもわからないことがあります。

ですから、これは届出義務といたしまして、向こう３年間の納税証明でも、あるいは経営指標でも、

もし子会社がありましたら飛ばしがありますから、そういうことがないような形で、それぞれ認可

をした地方自治体、これがきちんとお預かりをして、それぞれ商関係があるところが見られるよう

な形にしていただく必要がある。現に私どもも貸倒引当金を積まなければならないようなことが起

きていまして、今後少子化の中で、やっぱりそれは現実に起きる可能性が非常にあります。ですか

ら、是非とも普通の民間の商業施設で売上高別家賃をやっているところと同じように再度契約をし

直していただいて、一定の条件で赤字だったら基本的には営業の停止をさせる、そういうような権
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限を行っていただきたいというふうに思います。 

○藤島座長 重要なご提案ありがとうございます。 

○川田委員 19ページにありますが、改善措置命令で経営を指導いただくわけですけれども、実は

これを受けますと、産地の方は代金の回収に懸念があるということで出荷をほとんどとめてしまう

んですね。そのためにどうするかというと、前渡金といいますか、保証金を積んで集荷をすると、

こういうことでありますので、実際はもう死に体になってしまう。ですから、この段階で業務改善

しろと言われてもなかなか実際はできない。ですから、今、磯村さんが言われたように、退場命令

とか強い処理をしないと、結局傷口を広げたままつぶれていくと、こういう事例が多いんですね。 

 実際、開設者の方も、我々、実は一つの子会社の市場を閉めようと思っているんですけれども、

これは買参人の都合ですとか、あるいは仲卸さんのその後の対応を考えて、なかなかそれが許可し

ていただけない。ほとんど収益性が上がらないのが見えていて改善できないという状態でも、今の

段階ですとなかなか退場できなくて赤字が増えていくと、こういうのが実態でありますので、その

辺は、ある意味、会社の意思で早く閉めるなり対応しないとますます深みにはまると、こういう事

態が今起こっていると思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。非常に重要なご提案をいただきました。 

○伊藤（裕）委員 私は申し上げることは一貫して申し上げているんですが、今現在の一番の問題

は、市場が多過ぎる。水産の場合です。そして業者の数も多過ぎる。それによる過当競争が激しく

て、その中で経営を圧迫しているというのが現状でございまして、したがって、この前の意見書で

も申し上げたように、国がどんどん市場をつくれ、つくれと言って奨励して、一時の倍以上の数の

中央卸売市場にまでしたわけですよね。それを今減速して、そして合併も奨励、それから、中央市

場をこの基準に達しなければ地方市場に落とすと言っては失礼ですけれども、そういうふうにする

とか、あるいは中央拠点市場という名前だけつけて、それをまた別扱いにするとか、いろいろなこ

とをおやりですけれども、やはりこれは国として、はっきり今の市場の状態を的確につかんでいた

だいて、それに対してどういう措置を講ずるのか考えていただきたい。つくるとき、増やすときは

簡単にできるんですが、減らすとき、なくすとき、これは大変な労力とお金が要ります。血も出ま

す。それらのことを、国としてはやっぱりつくるときだけつくれ、つくれと言うだけでなく、現実

に今、こういうふうな極めて厳しい状態にあるわけですから、それに対しての国としての考え方、

それははっきり出していただきたいというふうに思います。 

 それから、もう一つは、ここにございますように、例えば17ページで合併による統合大型化だと

か業者間の資本提携、こういうものを奨励するというようなふうにとれますけれども、現実に、こ

れはただ農水省さんがこういうことをおっしゃるだけで、現実にこれをやろうとすると、役所間の

いろいろな問題があったり、あるいは公取の問題があったりして、いざやるとなってもなかなか簡

単にいかないんですよ。そういうことに対するお手助けも余りないし、こういうことを奨励されて

も現実には非常に障壁が多いということが現実でございます。 

 それから、もう一つは、先ほど磯村さんからも出ましたけれども、仲卸さんの問題でございます

が、今、お隣に理事長がおられてちょっと言いにくいんですけれども、ここに書いてございますよ

うに、開設者が仲卸さんに対してどういう管理をするのかという問題なんでございますが、特に私

ども水産の場合には、ほとんどが青果と違って代払いでなくて、全部卸が仲卸さんに対し、あるい

は買参人さんに対して直接請求をして代金決済をしてもらうということでございます。現実にはか

なりの倒産もあり、廃業もあり、そういう中でかなりそれをかぶらざるを得ないという現状がずっ
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と続いております。これらについて、実際に管理をしているのは開設者なんですけれども、そこか

らはもちろん情報開示はないので卸は全く手探りで、そして、この辺ならこうなんじゃないかとい

う想定だけで動いている。もちろん貸倒引当も積むんですけれども、それでもまだ被害といいます

か、そういう問題が出ると。一方では、やはり出荷者に対してはきちんと決済しなければいけない

という課題がございまして、この辺がずっと代払いでない水産として卸の悩みでございます。そう

いう点がございますことを今の現状として申し上げておきたいと思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 遠藤委員さん、お願いします。 

○遠藤委員 今の伊藤会長の話とも大分ダブるところが多いんですけれども、市場の卸、仲卸の経

営について、要は末端から、やはり一般消費者は問題ないんですけれども、量販店でありますとか、

それから業務筋ですね、そういうところに仲卸さんが納めますと、非常に支払いサイトが長いんで

すね。それがために大卸までにそういう問題が来まして、私どもも代払い制度ではなくて、直接卸

が介入して決済をしておる市場でございますが、そういう仲卸さんに対して、行政としてはほとん

どノータッチであります。ですから、荷受けの方がどこでジャッジメントを下すか、そういうこと

が大きな現実的な問題なんですよね。 

 以前は、やはり魚屋さんの体質というのは、非常に長い付き合いだから何とか面倒見てくれよと

か、そういったことでごまかしていた部分もありましたけれども、昨今ではそういうことは言って

おられません。マグロなどでは、荷が着くより前に金を送るとか、築地さんなんかはなおさらそう

だと思うんですけれども、やはりいいものを引こう、いいものをとろうとすれば前渡金のようなの

も出さなければならない。それから、完納奨励金の反対の、前渡金の部類に入るんでしょうけれど

も、そういった出荷奨励金といったものを荷主さんにも出さなければならない。そうした中で、非

常にやはり末端からの支払いサイトが長くなってきてしまって、どんなに優良なところであっても

大なり小なりそういう問題を抱えておるのが実情だろうと思いますね。 

それから、地方の場合、地方市場であっても中央市場であっても、盛岡さんは中央市場としてス

タートしたんですが、水産も青果も１社になっちゃいましたね。水産の売場もコールドチェーンと

いうことで低温化、常時15℃ぐらいの設定でやっていたんですが、どうしてもコストが高くなっち

ゃう。しかも、リフトやターレで出たり入ったりしますので、温度管理が非常に難しいんですね。

そうした中で、夏場以外は低温化を止めちゃったんですよね。ただ東北の場合は、むしろ冬場は外

の方が冷たいぐらいですから問題ないんでしょうが。 

 また、物流の面におきましても、3,000万円近い冷凍冷蔵車を買って運ぶのには、青果さんのコ

スト、単価、それから水産のコストではとても流通業者の方がまいってしまうんですね。私どもの

地元においても、特に青果さんを扱う運送会社がもう３社ぐらいつぶれているんですね。非常にや

はり卸としてもそれだけの料金を払えないというふうな現実があります。 

 それから行政のことですが、これは私ども地元の郡山の話なんですけれども、すぐ隣に流通業務

団地というものをつくりまして、そこにある大手量販の物流センターができました。そこまではい

いんですけれども、それに付随して、すぐそばに青果のピッキングセンター、パッキングセンター

もつくられた。そこには市場、卸を通さないでまっすぐに荷が入っていってしまうんですね。です

から、郡山市の市場というのは青果が３社でやっているんですが、非常に売り上げが伸びなくて、

外堀はじゃんじゃんそういうふうにして埋められていってしまうものですから、正直言ってよくや

っているなと思うほど感心するんです。これに対して、さかのぼって行政が、果たして３社でなん
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かやっていけるはずがないのにそういったものを認めた経緯もありますし、それから、水産の売場

の平米当たりの単価と青果の売場の単価が全然かけ離れているんですね。これは増床があったり補

助金が出なかったりといったことと話は聞いておりますけれども、他の市場はどうなっているのか

よくわかりませんけれども、現実であります。ですから、開設者そのものは、つくるときからやは

り無理があってはならないということの介入するぐらいな権限を持って、時にはやはり至らなけれ

ばすっぱり退場というふうな権限を使うことも大事だろうと思います。 

 もう一つは、仲卸さんもやはり支払い能力、支払いが苦しくなってきますと市場外からも荷をと

るんですね。築地の仲卸さんも地方まで買いに来るんですね。そうすると「ああ、これはもう資金

が苦しいんだな」とすぐわかるんですけれども、結構いらっしゃいます。それから物流面では、現

在の築地市場内では物流の問題もあります。いろいろ申し上げましたけれども、要はもっと開設者

が相当突っ込んだ見方をしてくれと言いたいです。市場行政というものをもっと真剣に考えていた

だきたい、そういうことでございます。 

○藤島座長 ありがとうございました。非常に重要なご指摘をいただきましたので、十分にまた検

討させていただいて進めていきたいと思っております。 

 では、続きまして③の市場の活性化の方に移らせていただきたいと思いますけれども、まず事務

局からご説明をお願いいたします。 

○矢花食品製造卸売課長 お手元、資料の４になります。市場活性化に向けた新たな取組というこ

とで、ご提示しています柱、３つあります。 

 おめくりいただいて３ページ目、卸売市場流通における付加価値の創出ということで青地で囲っ

ております。きょうご議論いただきたい部分として、卸売市場関係者におきましては、産地と連携

した特産品の集荷、実需者への企画・提案、さらには加工・調製など取扱商品に価値を付加し、そ

の販売力を強化するための取組が進められてきております。 

 国では、この新たな価値を創出、付加し、農山漁村を活性化するための取組として、輸出や６次

産業化を推進しておりますが、これら以外の取組も含めて、生鮮食料品の流通過程の中間に位置す

る卸売市場がそれら取組の起点、パートナー等となることで、取扱物品に新たな価値を付加し、販

売力の強化、新規需要の創出につながる可能性があると考えております。その際、輸出、６次化、

そのほかまた新たな取組としてどういうことが考えられるのかという点についてご議論をいただけ

ればと思っております。 

 次のページに進みまして、４ページは、これは海外輸出全体の取組でございます。2020年まで１

兆円というのが政府の目標として、今その半分ぐらいになっているところです。 

 ５ページ、輸出の現状でございますが、実際に青果は約5,000トン、水産ですと約２万トンの輸

出というのが今既に始まっているというところでございます。 

 ６ページ目、右側、参考のところで、生産者側等から、この輸出について是非取り組んでほしい

というような指摘もございます。 

 ７ページ目、卸売市場を活用した国産農水産物の輸出に向けた取組の方向性と課題ということで、

ご議論いただきたいところは青色のところですが、卸売市場を活用して国産農水産物を輸出する取

組が一部で進められておりますが、市場の機能を活用して、安定した品質・量の商品を輸出する。

このことで国内の農水産業のみならず卸売市場流通の活性化にも期待できるということで、これを

積極的に推進する必要があるのではないかと考えています。 

 これを進めるに当たりまして、輸送方法の確立など輸出に当たっての課題を丁寧に洗い出して、
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市場関係者が関係機関と連携して解決を進めていくことが重要と考えておりますが、海外事業者と

の直接取引における卸売市場におけます輸出手続のワンストップ化など、こういったことが課題と

なるのではないかという点についてご議論をいただきたいと思っております。 

 また、めくっていただきまして、８ページ目をちょっと飛ばしまして、９ページ目のところ、６

次産業化の起点・パートナーとしての機能発揮ということでございまして、卸売市場が産地、実需

者の間でつなぎ役となるので、６次産業化についても起点・パートナーとして期待をされていると

ころでございます。 

 10ページですが、現状に対する意見としましては、まだまだ６次産業化についての市場の役割は

不明確ではないかとか、そういった慎重論もあるところですけれども、パートナー、つなぎ役とし

ての期待も表明されているところでございます。 

 ご議論いただきたいのは11ページ、青色の背景の部分でございますけれども、市場関係者が６次

産業化に参画するに当たっての取組の方向性、課題ということで、ご議論いただきたいのは青のと

ころ、卸売業者、仲卸業者の新たなビジネス機会の創出、市場流通の活性化につながるだけではな

くて、国内農水産物の消費拡大や国内農水産業の活性化に資することも期待されるということで、

市場が６次産業化の起点・パートナーとして役割を発揮することは重要であります。その際、どう

いった課題があり、それをいかに解決をして市場活性化につなげていくべきかという点について意

見をいただければと思います。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、特に３ページ、７ページ、11ページの青い背景の部

分を中心にしながらご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○野﨑委員 私の方からは輸出の関係でお話をさせていただきたいと思います。 

 現在、ＪＡグループの輸出の関係ですけれども、26年度につきましては全体で62億円の計画で現

在進行中でございます。そのうち青果物につきましては30億という数字でございまして、まだまだ

少ない形でございます。現状、輸出業者と産地の取組という形で個別契約によって行われているわ

けですけれども、契約管理とか債権管理、こういった観点から取引拡大が課題になっているという

状況でございます。 

 そういう中で卸売市場経由での輸出ということになれば、輸出ノウハウに乏しい産地にとっては

大変心強いと考えておりますし、また、代金決済の確保ということにつきましても安心感があると

いうことで、輸出について弾みがつくと期待をするところでございます。また、輸出に意欲を持つ

卸や仲卸の活性化、活発化と、産地の生産振興、農家の所得の向上につながるとも考えておりまし

て、非常に期待をするところでございます。是非よろしくお願いしたいと思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

○川田委員 野﨑さんからそういうご意見が出てありがたいんですけれども、国策で輸出を増やそ

うというのですから、それに盾突くつもりは全くないんですが、青果物の輸出額を年80億から250

億にするということで、金額的にもそんなにめちゃくちゃな数字ではないんですが、この一番国策

の上でも欠けていると思うのが、食文化の差というのを全く無視して数字だけが歩いているという

ことです。 

 毎回申し上げているんですけれども、果物は、日本人は水菓子からスタートしておりまして、ど

っちかというと嗜好品ですよね。これは昔から国内生産者の方も、嗜好品がゆえに非常にいいもの

をつくって、高品質のものをつくっておられる。一方海外はどうかというと、これは水のかわりか
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らスタートしておりますから、水のかわりに高いものを買うかというところに大きなギャップがあ

る。 

 もう一つ、輸出国が限られております。それは植物検疫の問題があって、ここに出ているように

香港、マレーシア、シンガポール、これは基本的に農業を、マレーシアはやっていますが、香港も

シンガポールも農業がないから何でも持っていらっしゃいと、こういうことであります。例えばこ

れをヨーロッパに向けるとかアメリカ向けとなると、植防上の問題があって、ほとんどの品目はブ

ロックされちゃうということであります。 

 野菜も、今、日本食ブームで大丈夫だと、こういうお話で、実はシンガポールとか香港に持って

いくんですけれども、スーパーでのデモでは無料だから持っていきます。でも、料理の仕方が専門

家じゃないとわからなくてできないんですね、日本食というのは。そうしますとスーパーで幾ら売

っても売れない。ですから、本当の限られたデパートしか売れない。 

 後ろ向きなことを言っているわけではないんですけれども、なかなかそういう意味でマーケット

を開くのは難しい。食文化がまず違うと、そこを頭に入れないといけないし、かつ、輸出量は今

5,000トンですけれども、これを例えば３倍にしたところで、日本の野菜の総生産量が1,200万トン

でありますから、輸出によって単価が上がるとかいうようなことは妄想であるというところを国か

ら是非言っていただかないと、どうも理想だけが走って、コンテナを二、三本輸出すると何か所得

が上がるような、そういう誤解があるように思うので、その辺だけは是非正していただきたいと思

っています。 

○藤島座長 厳しいご意見をいただきましてありがとうございます。 

○磯村委員 花の場合には、切り花の輸出というのは可能ですし、かなりやっていくことによって

生産者の栽培技術、あるいは生産性が上がっていくんではないかというふうに思っています。 

 オランダを除きますと、ほとんどの輸出国、例えばアフリカではケニア、エチオピアだとか、あ

るいはコロンビア、エクアドル、あるいはアジアだったらタイ、マレーシア、こういうような国々

は消費が余りありません。したがって、生産するということは輸出というのが当たり前なのです。

そこでは、日本の花のように、例えば灰かび病があるだとか、白さび病があるだとかのリスクも少

ない。日本はいろいろなところに市場があって人口もいっぱいいますから、農家の皆さん方、市場

があるためにみんな農産物をお金にかえることができているんですよね。でも、他の国は国内でお

金にかえることができませんので輸出するのですが、植物検疫にひっかかったら大変ですのできち

んとしますし、昨今はカーボンフットマイルなんかがありますので、それもきちんと計算をして、

そして油をたく具合だとか、いろいろなことをやっているわけですね。花だけのことで他のことは

わかりませんけれども、少量のよいものはつくれるが、輸出向けとしてコンスタントに一定量のい

い品質のものをつくっていくという技術は、日本は随分遅れてしまっているんです。私どもも、向

こうのホールセラーや大田市場の仲卸と一緒に輸出しようとどんどんといろいろなことをやってい

るんですが、輸出検疫の段階で半分ぐらい落っこちちゃうんですね。相手国側の輸入検疫だとさら

に落ちる。ですから、これ、やっぱり虫だとか病気なんですよね。 

 その意味では、これを推進をして勉強をさせていただくことによって農業生産も本当に上がって

きますし、日本とオランダが、種苗商の方々の例を見てもおわかりのとおり、世界でも花の新しい

流行をつくり出していますので、我々、積極的に輸出ができると思っておりますけれども、これを

やることによって農業生産をどういうふうにレベルを上げていくのか、ここにちょっとポイントが

あると思います。だから、農家の方々も、食べるものとは違っても真剣になって考えていただかな
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いと、ちょっと今のところ損ばかりしている状況ですね。 

○藤島座長 ありがとうございます。非常に重要なご意見をいただいていますので、そういったこ

とをもとにしながらここのところも進めさせていただきたいと思います。 

 この（１）のところの最後の④の卸売市場に対する社会的要請への適切な対応でございますが、

申しわけないですけれども、こちらの方に移らせていただきたいと思いますが、ご説明をよろしく

お願いします。 

○矢花食品製造卸売課長 それでは、資料の５、社会的要請への適切な対応の資料でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、３ページの部分になります。取扱物品の安全・消費者の信頼確保

に向けた対応ということで、下のグラフにありますように、生鮮食品を選択する際の基準は、新鮮

さ、安全性、こういったものがやはり１位、２位とくるわけでございます。委員からもこういった

ことについてしっかり市場が下支えをしていく、信頼に応えていくことが大事だというような意見

をいただいております。 

 ４ページにまいりまして、こういった信頼確保に向けた取組事例というのをいくつか挙げさせて

いただいておりますけれども、きょうご議論いただきたいのは青い背景の部分になりますが、こう

いったいくつかの事例もございますけれども、安全と信頼を確保するために当該市場にとって最も

喫緊の課題を見きわめて、その解決に向けて必要な取組を重点的かつ積極的に推進をしていく必要

がある。その際、開設者、市場関係業者は、その効果を消費者に対していかに発信をしていくかと

いう点でございます。 

 それから、１枚めくっていただきまして、環境負荷の低減ということで、ＣＯ２、あるいは廃棄

物の排出を減らしていく、消費電力の削減に努めていくといったようなこと、それから、７ページ

目になりますけれども、環境負荷低減に向けていろいろなターレ、フォークリフトの電動化ですと

かＬＥＤ照明の導入、数々のものが進んでおります。右の環境負荷低減に関する目標、方針につい

ても、市場半数ぐらいが策定ないしは策定する予定であるというふうな積極的な取組をしていただ

いているところでございます。 

 １枚おめくりいただきまして８ページ目でございますが、こうした点につきましてご議論いただ

きたい点でございます。青地のところですが、このような中で、環境負荷の低減に係る具体的な数

値目標、基本方針、行動計画の策定等によって、開設者、市場関係業者、それぞれ適切な役割を果

たして、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があると考えております。その際、

関連施設の整備、運用が市場経営に及ぼす影響のほか、どういった点に留意をしていったらよいで

しょうかという点でございます。 

 それから、またページをめくっていただきまして11ページですが、災害時等緊急事態に対する対

応機能の強化ということでございます。緊急事態に備えた取組として、下の円グラフにありますよ

うに何らかの取組、75％ぐらいの開設者はハード面、あるいはソフト面で実施をしている。例えば

耐震性能の向上、予備電源の設置等をやられているところでございます。 

 それから、12ページ、緊急事態下で事業が継続的に行えるような計画（ＢＣＰ）の策定でござい

ますけれども、こちらも全開設者の３割程度はＢＣＰ策定済み。卸売事業者の方でももう既に定着

させる段階であるとか、あるいはＢＣＰ策定済みということで、合計すると、やはり３割ぐらいは

もう既に策定をされているということでございます。 

 これに関しまして、13ページ、検討会でもこういった災害時の対応について卸売市場としての対

応を明確化すべきというようなご意見が出ておりますし、また実需者の方からも、震災の際に市場



 19

で非常に頑張って商品を集めていただいたというような評価もいただいております。 

 こういったことについて、１枚めくりまして14ページですが、市場内の卸売業者、開設者が連携

してＢＣＰを策定しているような事例がございます。東日本大震災でも被害を受けた仙台市中央市

場等の事例でございます。 

 それから、15、16ページは、災害発生時に備えた取組として市場間で協定を締結しているという

ような事例をご紹介をさせていただいております。 

 １枚おめくりいただきまして、最後の17ページの方にまいります。災害時等緊急事態に対する対

応機能強化に向けた取組の方向性、課題ということで、卸売市場の開設者、市場内業者におかれま

しては、既にＢＣＰも進めている事例も参考にして、緊急事態が生じた場合であっても可能な限り

業務を維持・継続できる体制の確立に向けて、ＢＣＰの策定・運用を進める必要があると考えられ

ます。 

 卸売市場について、その立地等も踏まえながら、平時から災害発生を見据えたハード・ソフトの

両面での取組を進める必要があると考えられます。この場合、どのような課題、それをいかに解決

すべきかについてご意見を賜りたいと思います。 

 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、ただいまご説明いただきました資料５につきまして、特に４ページ、８ページ、17ペ

ージの青い背景になっている部分でございますけれども、ご意見等よろしくお願いいたします。 

○日浦委員 それでは、私の方からは、環境負荷低減へ向けた取組ということと、それから災害時

等への対応強化に関しましてちょっとお話をさせていただければと思います。 

 中央卸売市場、公が開設者となっているわけで、公としては、環境に対しても民間を先導してい

かなければいけないと認識しておりまして、環境負荷低減に向けた取組ということを行うというの

は非常に重要なことであるというふうに思っております。卸売市場の性格上、夜間での作業が多い

ですとか、それからまた、多くの冷蔵設備ですとか、自動車が行き交うですとか、かなり環境への

負荷というのが大きくなりがちということでございます。 

 そこで、各中央卸売市場ではターレやフォークリフトの電動化を進めていたり、ＬＥＤ照明など

省エネタイプの設備への更新ですとか、太陽光パネルなどの設置のほかに、業界の市場業者の皆様

方と協力しながら各種廃棄物のリサイクルを進めているといったところでございます。こうした取

組に関しましては、直接取扱量の増加という市場業務本来の活性化に結びつくということでないの

ですが、やっぱり引き続き積極的に取り組むべきというふうに考えております。 

 それから、災害に関して、災害時の対応についてでございますけれども、卸売市場は生鮮食料品

の流通を担う社会インフラとして、災害時においてもその機能維持ですとか早期回復が求められて

いるわけでございます。そこで、ＢＣＰを策定して緊急時でも業務を継続できる体制を確立すると

いうことが重要となるわけですが、各中央卸売市場の開設者としても、それぞれは取り組んでいる

んですけれども、先ほど資料のご紹介にございましたように、策定済みがまだ13市場、約３割とい

うような状況になってございます。引き続きこれも取組を強化すべきというふうに考えております。 

 その他、ハード対策、それからソフト対策として、耐震性能の向上ですとか自家発電設備の設置

などのハード対策のほかに、他市場との連携ということで、全中協といたしましても、被災した都

市の開設者と被害を受けなかった都市の開設者との間で、生鮮食料品の提供ですとか、その搬送に

関しまして協定を締結しているということでございまして、こうした協定ですとか、日々の日常的
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な取組としての避難訓練ですとか、そういうようなハード、ソフトから取組を進めているというと

ころでございます。引き続き、その市場施設の防災力の強化に努めますとともに、災害時の生鮮食

料品の緊急調達ですとか供給に関する取組を強化すべきというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○藤島座長 ありがとうございます。ここの点につきましては、開設者の方が非常に重要な役割を

果たすかと思いますけれども、卸さん、仲卸さんも非常に重要な役割を果たしていただけると思い

ますので、卸さん、仲卸さんの方からご意見はいかがでしょうか。 

○磯村委員 花の場合には、輸出先でアメリカの東海岸、カナダも含めてですけれども、国際認証

のＭＰＳの花を送ってくれと、こういうふうに言ってきます。オランダが大体ＭＰＳを批准してお

りまして、これはご案内のことだと思いますけれども、ユーレップギャップを批准しているのと同

じ形でチェックをしておりますので、そういうようなものを輸出してくれ、欲しいと、それが一番

でして、その次に日本独特のものだとかという順番になっています。ですから、多分青果物もいろ

いろなものも、食品など輸出をしていくとなったら、何か国際認証された、オーソライズされたも

のって必要になるんじゃないでしょうかね。 

○藤島座長 安全面、品質、両方含めてですね。 

○磯村委員 はい。要するに、市場の全体の環境と、それから取扱品目と。やっぱり食べるもので

すから、生産者がどういうふうにやってつくったか。水際のチェックももちろん必要かもしれませ

んけれども、大もとでチェックを絶えずしているものじゃないと危ないですよね。今のところ、日

本の生産者の方はすばらしいので、また市場ではきちんとチェックしていますから、原発問題があ

りましたときも市場は本当に信用を得ましたのがそのおかげでもありましたけれども、しかし、国

際的には必要だろうと思いますね。 

○川田委員 私は全く違う意見なんですけれども、実際、市場に置いてあるものを直接輸出するケ

ースというのはほとんどないんですね。例えばさっき言われたアメリカに輸出するとなると、検査

官を呼んできて、畑で全てフライフリーをチェックして、その段階でシールをしまして、検査官が

検査証明書をつけて、それを輸出する。ですから、逆に言うと、市場に来てしまうと管理ができな

いです。それから畑で全てシールをして、一切それ以後虫も入らないようにして、薬品の検査が終

わって証明書をつけて送る。その検査官は日本ではなくてアメリカから来てもらうんです。ですか

ら、逆に日本も向こうから輸入をする場合は、例えばさくらんぼの場合は日本の農水省から検査官

に行ってもらって、その費用は先方が持って、向こうで検査をして持ってくると、こういうことで

ありますから、市場の中で何かさくらんぼを集めて送るとかいうことはできないんですね。 

○磯村委員 花の場合はそれをやっているわけです。植物検疫官に青海か羽田から来てもらって、

そして、その植物検疫官が輸出検疫をして出している。花の場合は仲卸さんの仕事として、国内流

通しているものの中からとって、そして植物検疫官に大田市場の中に来ていただいて一定の部屋で

輸出検疫をしているんですね。多分ここにあります成田の市場というのは、そういうふうに国内流

通しているものを成田の市場でとって海外のバイヤーが輸出をするんじゃないかと思いますけれど

も。 

○伊藤（淳）委員 オリンピックの話に端を発して、いろいろなことを今勉強させていただいてい

るのですが、2020年のオリンピック・パラリンピックに商品の調達基準というのがあって、水産物

の場合は非常にハードルが高いということで、今のところはＭＳＣ認証という話が出ているんです。

私たち、これは卸さんと共同でやっていかなければいけないのですが、豊洲新市場の隣に選手村が
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できます。そこへ豊洲新市場からどの程度食材が入るのかなという懸念を非常に持っています。も

とをたどっていくと、やはり資源の問題で持続可能な資源の供給ということと、ご承知のように養

殖業についても基準があって、餌とか、それから環境の配慮、そういうものをクリアしないといけ

ない。なおかつ流通業者においては、さらに認証をとるということで非常に高いハードルがあって、

これをどうしていくのかという話があります。たまたま先ほど輸出のところではちょっと触れませ

んでしたが、私ども、築地国際化研究会というのを立ち上げて、国の支援もいただいて輸出の取組

をやっているのですが、そんな中からやはり資源のことやいろいろなことも課題として出てきまし

た。 

 今後、豊洲に隣接した選手村に供給できないということでは非常に困りますので、そこは何とか

卸の伊藤会長とも連携して課題を解決していきたいと思っていますが、一番手前で問題になるのが

環境の中でも資源の問題ですね。ここはやはり国にもリーダーシップをとっていただいて、何らか

の方策を見出していただきたいと思っています。これは我々の力だけではどうしようもございませ

んので、切にお願いしたいと思っています。 

○磯村委員 その認証は何というんですか。 

○伊藤（淳）委員 ＭＳＣ認証。ＡＳＣやＣｏＣとかですね。 

○藤島座長 ありがとうございます。いずれにしましても、先ほどの輸出もそうですけれども、や

っぱり品目に応じて結構いろいろ違いがあるということは十分考慮しないといけないかなというふ

うに、ただいまのご意見を伺っていて思いました。  

○永井委員 一番最初にコールドチェーンのシステムの整備、確保の現状ということで皆さんのご

意見がございました。この件につきまして、もちろん各市場を通じましてコールドチェーン化、低

温化を図ってきているところでございます。横浜の市場でも35億とか40億をかけて来年から始める

計画ではおります。 

 ところが、お客様のもとに届けるまでの低温化ですが、商品の鮮度保持ですから、やはりスーパ

ー、大型店は保冷車を持っています。保冷車で低温から低温のところまで運ぶことができます。と

ころが我々小売商は、その保冷車がないんです。国の方でも安心・安全のようなことを考えるなら

ば、やはり我々小売商のことも考えていただいて、保冷車の確保ということについて、保冷車を買

った場合には何％かの補助ということが必要ではないかなと、そんなふうに思っていますけれども、

よろしくお願いします。 

○藤島座長 ご意見ありがとうございます。 

議題の（１）の市場関係業者及び開設者の取組に係る課題つきましては以上ということにさせて

いただきたいと思います。本日は大変重要な貴重なご意見をいただきましたので、これを取りまと

めのでは活かさせていただきたいというふうに考えております。 

 それでは、以上でもって（１）の議題につきましては終了させていただきまして、（２）のその

他でございますけれども、事務局からご連絡はございますでしょうか。 

○遠山卸売市場室長 事務局からご案内いたします。 

 次回の第５回検討会につきましては12月中旬の開催を予定しております。冒頭にご説明いたしま

したとおり、次回、第５回では卸売市場としてのあり方や運営方法等に係る課題について、事務局

からデータや事例などを示して、引き続き各委員にご議論をお願いしたいと存じます。 

 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12月12日金曜日の午後とする方

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、団体代表でない委
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員には直接に、具体的な日時、場所の詳細について正式にご連絡させていただきたいと存じます。 

 なお、本検討会開催要領第４の２に基づきまして、本日の配付資料は農林水産省のホームページ

に掲載いたします。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ございますが、各委員の

席上に置かせていただいております青色のファイルにつきましては、お持ち帰りにならないようお

願いいたします。 

 事務局から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、これにて卸売市場流通の再構築に関する検討会の第４回会合を閉会とさせていただき

ます。 

 長時間にわたりましてまことにありがとうございました。 

午前１１時４３分 閉会 

 


