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午後１時２７分 開会 

○藤島座長 それでは、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５回会合を開催さ

せていただきます。 

 本日は、川野委員さん、濱田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、伊藤裕康委員さんにおかれましては遅れてご到着されるとのご連絡をいただいております。 

 なお、誠に残念なお知らせですが、宮本委員さんにおかれましては、11月27日にお亡くなりにな

られたというご連絡をいただいております。本検討会においても、青果仲卸団体の代表として今後

の卸売市場のあり方について、大所高所から貴重なご意見をいただいておりました。本検討会とい

たしましても、宮本委員さんのこれまでのご功績に深く敬意を表しますとともに、心よりご冥福を

お祈り申し上げたいと思います。 

 なお、宮本委員さんが会長を務めておられた全国青果卸売協同組合連合会からの代理出席につき

ましては、本日はあいにくご都合がつく方がいらっしゃらないということで欠席となっております。 

 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。 

 では、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いた

します。 

○遠山卸売市場室長 食料産業局食品製造卸売課におきまして卸売市場室長をしております遠山と

申します。本日は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４及び参考資料の１、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お声かけ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。 

 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、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ます。 

 本日は、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ご議論いただきたいと思いま

す。 

 議事の１番目の①各卸売市場における経営戦略の確立から順に議事を進めていきたいと思います

ので、事務局よりご説明をよろしくお願いいたします。 

○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から資料を説明させていただきたい

と思います。 

 資料の１ですが、縦書きになっております表紙をおめくりいただきまして、第３回検討会でお示

しをしました論点のうち、１の「市場関係業者及び開設者の取組に係る課題」につきましては、前

回の検討会でご議論いただきましたので、本日はその後半部分、卸売市場としてのあり方や運営方

法等に係る課題ということでご議論をお願いしたいと思っております。 

 大きなくくりでは（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、そして（３）は次のページになりますけれども、公正かつ効率的な売買

取引の確保ということで、この３つそれぞれについて資料のほうで説明をさせていただきたいと思

っております。 
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 なお、赤字で資料の関連部分をお示ししておりますので、適宜ご参照いただければと思います。 

 それでは、お手元の横書き資料２についてご説明を申し上げたいと思います。 

 資料の２、タイトルが各卸売市場における経営戦略の確立という資料でございます。表紙をめく

っていただきまして、中身としましては、経営戦略の確立と市場経営における効率性・機動性の向

上というテーマで整理をしてございます。 

 ３ページになります。経営展望の策定、遂行、この位置付けでございますが、第９次卸売市場整

備基本方針に基づきまして、中央卸売市場におきましては市場一体となった位置付け・役割、機能

強化の方向等につきまして、「経営展望」を策定するなど、卸売市場としての経営戦略を確立する

ことが求められるというふうに明記をいたしております。 

 この経営展望、下にありますように展望の意義でございますけれども、中央卸売市場におきまし

て、開設者、市場関係業者が一体となって経営戦略的な視点から、それぞれの市場の位置付け・役

割、機能強化の方向、市場施設の整備、コストも含めた市場運営のあり方を明確にするものとして

基本的考え方とその具体的な策定の手順、その中には行動計画の策定等を盛り込んだ形式になって

ございます。 

 １枚おめくりをいただきまして、４ページでございます。策定の現状でございますが、中央卸売

市場におきまして平成25年度現在、この展望を策定している市場は全体の８割、55市場ございます。

さらにその展望の中で誰がいつまでにどういう取組を行うかという行動計画を策定しているのは37

市場ということでございます。 

 策定していない理由といたしましては、下にもありますように、人的・時間的余裕がなかったこ

とですとか、意思統一ができなかったことなどが挙げられております。 

 この経営展望の中で位置付けている経営戦略に関する意見として、次の５ページでございますけ

れども、検討会委員の皆様からは、市場関係者間での利害調整が困難ではありますが、その実情に

応じて一体となって取り組む戦略構築の重要性というのが指摘をされております。また、この策定

遂行に当たって綿密な関係者間での協議が大変重要であるというような指摘がされております。 

 次の６ページで、この展望に係る取組事例として、金沢市中央卸売市場の例を挙げてございます。

経営展望、行動計画に係る取組として、市場内外の関係者、学識経験者からなる経営戦略策定協議

会のもとで、市場の外部環境、機会、脅威ですとか、市場内部の評価として強み、弱みという評価

を行った上で経営戦略、それに基づく具体的な行動計画を策定して、その進捗状況のフォローアッ

プをしているといった事例がございまして、積極的な取組を進めていくことが期待されているとこ

ろでございます。 

 ７ページでございますけれども、経営戦略の確立に関し本日ご議論いただきたい方向性と課題と

いうことでございますが、地方卸売市場を含めまして、各卸売市場においては「生鮮食料品等の安

定的な供給」という公共性を発揮しつつ、開設者、市場関係業者がその経済性を発揮するという観

点から、市場ごとの実情に応じて経営展望を策定し、具体的な行動計画に基づきそれを遂行してい

く。市場として目指すビジネスモデルを定めた経営戦略に基づきその経営を行う取組を強化、徹底

する必要があるというふうに考えられるところでございます。 

 この経営展望の実効性を高め、かつ市場を取り巻く情勢変化に的確に対応するため、経営展望に

基づく行動計画が着実に遂行されるということが求められるわけでございまして、開設者や市場関

係業者におきまして、経営展望及び行動計画の策定、レビュー、見直しの過程におきまして、市場

全体として最適を図るという考え方のもとで継続して協議をし、策定された行動計画に基づいて取
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組を着実に遂行していくことが重要であろうと。その際、現状において経営展望等を策定していな

い市場の実情等も踏まえ、特に解決していくべき課題は何かという点についてご意見を賜れればと

思っております。 

 次の８ページでございます。卸売市場経営におけます効率性・機動性の向上ということで、事業

会計の現状を簡単に整理をしてございます。24年度決算におきまして、地方公営企業法の適用会計、

公営企業会計でございますけれども、10会計中４会計が純損失を計上しているということで、厳し

い経営状態になっているということが見てとれます。 

 また、同法の非適用会計でございます官公庁会計という形になりますけれども、歳出が歳入を超

過した会計というのはないんですけれども、全会計の平均で見ますと、歳入の27％が一般会計繰入

金によっているということでございます。 

 また、次の９ページには地方公営企業法、地方自治法に基づく管理者制度、例は少ないんですけ

れども、こういったものを導入している事例がございますのでご紹介をいたしております。 

 市場運営に民間事業者等の運営ノウハウ、人材を活用する方法として地方公営企業法に基づく事

業管理者制度というもの、それから指定管理者制度、そのほかＰＦＩを用いた市場整備・運営とい

うことがございます。これは下に３つ並べておりますが、それぞれ中央卸売市場で導入している事

例は１事例にとどまっているというのが現状でございます。 

 次の10ページで事例を紹介させていただいておりますが、導入事例として管理者制度等を導入し

て、効率性、機動性の向上を通じて効果を上げている市場というのがございます。 

 左上、事業管理者制度の導入ということでは、岡山市の中央卸売市場、管理者の任期が１期４年

という形で、比較的公務員に比べて長い期間担当として長期的な判断による業務が行えるというよ

うなメリットが指摘をされています。 

 右側の指定管理者制度を導入した中央市場の例と、これも１点しかございませんけれども、大阪

府の中央卸売市場。取組の概要のところですけれども、指定管理者は、市場内の卸売業者・仲卸組

合が出資した市場管理センターという組織を設けて取り組んでいると。効果としましても、管理業

務についてその質を維持・向上しつつ経費削減が図られたり、開設者に納付金を納めるまで利益を

上げているといったコスト削減等のメリット、効果が出ているようでございます。 

 次の11ページ、ＰＦＩの導入事例、神戸市中央卸売市場の例をお示ししておりますけれども、こ

ちらも効果として導入前に比べてコストの維持管理コストの削減が達成できているというような事

例。あとは地方市場ですが、第３セクターによる経営というものがございまして、こちらもやはり

専門的知識、経験を有するプロパー職員の育成ですとか、特色ある取組がなされているところでご

ざいます。 

 こういったことも踏まえまして、次の12ページ、本日ご議論いただきたい論点でございますけれ

ども、公設の卸売市場におきまして、より効率的・機動的な市場経営を図るために、事業管理者制

度、指定管理者制度、ＰＦＩの活用、これは引き続き推進する必要があると。その際、現在導入が

進んでいない実情を踏まえまして、特に解決すべき課題は何か。また、導入に当たって配慮すべき

市場関係者の便益としてどのようなものが挙げられるかということでございます。 

 下のほうは、公設地方卸売市場におきまして、経費の削減を通じた効率的、機動的な市場運営の

確保のみならず、自治体の一定の関与による責任ある市場経営を確保する観点から、第３セクター

が開設者となっている事例がございますが、その運営を担うことも視野に入れた検討を進める必要

がある。その際、先行する事例を踏まえ、どのような課題に留意する必要があるかという点につい
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てご議論をいただきたいと思っております。 

 資料２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、ただいまご説明いただきました資料２につきまして、ご質問、ご意見をお願いしたい

と思います。 

 なお、資料２から資料４には、第３回検討会においてご議論いただきました今後の議論に当たっ

ての論点、案ではございましたけれども、それに沿って、事務局から取り組むべき課題や方向性の

提示として、各資料のアンダーラインが引いてある背景が青の箇所、この資料２の場合には、具体

的には７ページと12ページとなりますが、この箇所を中心に委員のご意見をいただきたいというふ

うに考えております。どなたからでもお願いしたいと思います。矢野委員さんお願いします。 

○矢野委員 資料のご説明のほうで、管理者制度のいろんなタイプの導入事例をご説明いただき、

効果のほうはこちらに大変わかりやすくまとめていただきましたが、幾つか課題があるということ

も聞いております。課題や問題点のほうでもし何かご紹介いただけるものがあれば、お聞かせいた

だければと思います。 

○藤島座長 日浦委員さん、お願いします。 

○日浦委員 開設者として、管理者制度、幾つか例があると思うんですけれども、指定管理者制度

は、１市場しか今取り組んでいないというようなところで、指定管理者制度についてちょっとお話

をさせていただければと思います。 

 この指定管理者制度でございますけれども、もともとは公の施設の管理というのが公共的団体に

限られていたというようなところが地方自治法の改正に伴いまして株式会社も含めた民間事業者ま

で拡大されたというものでございます。先ほどのご説明にもございましたように現在導入している

のは大阪府のみということでございます。 

 そもそも指定管理者制度がなぜ導入されたかということでございますけれども、やはりその民間

のノウハウを生かしたサービス向上という点と、それから経費の節減というものを目指して、現在

図書館ですとか文化施設、それから公園なんかで多く指定管理者制度が導入されているということ

でございます。 

 この指定管理者制度を中央卸売市場に導入するに当たっての課題というふうなことでお話しさせ

ていただきますと、まず市場を管理運営するノウハウを持つ事業者がいないというような点が挙げ

られるかと思います。大阪府の場合は組織化したということでございますけれども、そういった適

当な事業者がいないという問題があります。それから指定管理者に任せられる業務というのがまだ

ちょっと限られているということもございます。だんだん広げられてきているということはござい

ますけれども、限定的な業務しかできないとなりますと、その開設者が行わなければならない許認

可の部分と、それから指定管理者が行えるような維持管理を中心とした業務ということで、どうし

てもやっぱり二元化してしまうというところが課題としてはあるのかなというふうに感じておりま

す。 

 こうした課題も踏まえまして、開設者としてはより市場経営の効率性ですとか機動性の向上を目

指さなければならないということで、指定管理も含めてさまざまな手法ですとか制度についての検

討を進めるということは大変有益なことではないかというふうに思っております。 

 私からは以上です。 

○藤島座長 ありがとうございます。 
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 矢花課長、お願いします。 

○矢花食品製造卸売課長 先ほどの矢野委員のご質問なんですけれども、参考としては10ページの

ところに少し書かせていただいているところですが、効果の上のほうは長期的な判断で業務が行え

るということを書かせていただきましたけれども、その下にありますとおりコスト削減のため人員

が削減されて各職員の負担が増加するというような部分があるようです。岡山市の場合もやはり基

本的には市の職員から管理者を登用していくということになるものですから、そういった一定の責

任を長期間持たせてやるという点でメリットはある一方、やはり人員削減がなされているなかでマ

ンパワーがきちんと確保できるかといった課題があげられているところです。 

 ちょっと事例的にも少なくて、それ以上あまり具体的な課題というのは把握していないので、そ

のあたりはまたご意見をいただくなり、またこちらのほうで追加的に調べてい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。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 今の指定管理者、あるいは事業管理者のことも含めて、やはり経営展望といいますか経営戦略は

非常に重要だろうと思うんですが、産地側の野﨑委員さんはどのようにお考えですか。 

○野﨑委員 産地側としては、産地も自ら生産振興や販売戦略といったものをそれぞれ品目別とか

で構築をしているところであります。産地は大規模産地であったり、また小ロットの多品目産地で

あったり、施設型栽培の産地であったり、露地栽培型産地であったり、加工業務向けの契約産地で

あったり、さまざまな形態があって、それぞれの産地がそれぞれの背景で戦略を構築しております

ので、市場の目指す経営戦略やビジネスモデルが明確に示されて、その内容を産地が十分に把握し

ながらパートナー化をより具体的に進めていく。そういった青果物の販売の構築が必要であろうと

考えておりますので、こういった経営戦略の確立、構築という部分につきましては、ぜひ積極的に

進めていただいて、それを産地に開示をしていただければと思っているところです。 

○藤島座長 今まで経営展望をつくられている市場もあるんですけれども、そういったところの市

場の情報公開、あるいは経営展望を開示する上でこの辺のところを改善してほしいとか、そういっ

たご意見もございますか。 

○野﨑委員 そういった内容と産地の戦略がうまく結びつけられるようなコーディネート機能とい

う部分も少し発揮をしていただければありがたいと思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 渡辺委員さん、お願いいたします。 

○渡辺委員 専修大学の渡辺です。 

 経営展望についてですけれども、経営展望を策定していない理由として、４ページですけれども、

人的・時間的余裕がなかった、あるいは関係者の意思統一ができなかったというのが多いわけです

けれども、これを打開していく必要があると思うんです。例えば製造業であるとか商業であれば何

か新たな取組を行うに当たって計画を立てるといったときに、協同組合等の中小企業の組合組織が

人的な支援を行うようなコンサルタントのようなものを派遣して、一緒になって事業計画を立てる

であるとか、あるいは利害関係者の調整を行うだとかという、そういう仕組みがあるわけなんです

けれども、市場においてそういう支援の仕組みがあるのかないのか、あるいは活用できるのかどう

か、もし何らかの形で活用できるのであれば、人的・時間的余裕がないのであれば、そういう人た
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ちの知見で補う、あるいはそういう人が第三者的な立場で意思統一の調整を行うという、そんなこ

とも可能なのではないかなと思うんです。予算もかかることですので、そんな全てにできることで

はないと思いますが、モデル的にどこかでつくって、それを参考にしながらほかの市場が計画を立

てていくみたいな、そんなことができればいいのかなというふうに思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。卸さん、あるいは仲卸さんのお立場から、川田委員さん、い

かがですか。 

○川田委員 例えば、私たちが入っている大田市場の場合では、卸売会社は今３社あって、仲卸の

組合も４つあり、小売の団体は13組合あります。 

 経営戦略、もちろんつくっていただいていいんですけれども、全員が同じ方向に向けるかどうか

というのと、さっき全農さんのほうからお話がありましたけれども、産地によっても全部戦略が違

うと。買うほうも小売屋さんと中堅スーパーと大手スーパー、これ全く違う戦略を組んでいるわけ

ですね。市場全体で一つの方向を出すというのは非常に難しくて、かなりフレキシビリティーを持

っていないといけないだろうと。 

 実際、経営戦略は前回の第９次基本方針のときに出て、東京都の方ともお話をしたんですけれど

も、今大変厳しい会社が多いんですね、経営的に。例えば経営戦略を市場のほうが出して、それに

沿っていけと、こういうご指示が出ても、もしうまくいかなくなった場合は責任をとってもらえる

のかと、こういうことなんですよね。我々はある程度リスクをとって自分たちの会社の経営戦略を

つくってやっているわけですけれども、経営戦略が開設者からどんとおりてきて、この方向でみん

な行けとなっても、方向がちょっと間違っていて結果が非常に悪かった場合、開設者がその責任も

おとりいただけるのであれば、それは当然我々は従っていくんでしょうけれども、多分、多分とい

うか100％責任はとっていただけないというふうに思っておりますので、その辺の戦略の立て方と

いうのは非常に難しいだろうと私は思っております。 

○藤島座長 卸売市場において、一つの卸売、例えば大田市場において、確かにおっしゃられるよ

うにそれぞれの卸さん、仲卸さん、皆さん一緒になる、同じになるということはないだろうと思う

んですが、そういう違いを前提にしながら、そこから共通するものを見出すような形で、そういう

経営展望といいますか、それをつくり出すということもかなり難しいことになりますか。 

○川田委員 ですから、かなり総花的といいますか、大きい取引先についてはこうやる、小売さん

のやっている戦略についてもこうやっていく、じゃ何をメインにやっていくかというところが、実

はぼかさないと経営戦略とならないと思うんですね。 

 例えば、近藤さんがおられるのであれですけれども、じゃ小売の活性化をやろうと経営戦略を出

した場合、じゃその裏側にある大手との取引はどうするのかというところもちゃんと明示していた

だかないと、小売戦略で行けといって、コストもかかるしお金もかかる、時間的なロスも出るとい

うときに、いやそれをカバーして負担してやるからということがあれば行くんだけれども、それは

あなた方のリスクでやりなさいと言われても難しいし、足を縛られるのは非常に困ると私は考えて

いるんですけれども。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 磯村委員さん、いかがですか。 

○磯村委員 現在の築地市場だとか、それから大田市場のような市場の場合というのは一定の方向

性は何となくわかっていて、拠点化をしていくというような方向性で持っていっている。このぐら

いなんですね。 
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 それ以外の事例では、もう少しわかりやすい。開設者と、それから卸売会社、仲卸さんたち、そ

して対象とする消費人口エリア、これらが一定に限られるとなりましたら、これは開設者ともども

やはり戦略をきちっととっていくということはかなり必要だろうというふうに思います。一定の時

期に産地市場化をしていくとなったら、それなりの施設も必要でしょうし、それから加工だとか付

加価値流通までそれぞれやっていくとなったらそれなりのものが必要でしょうし、それぞれ立地に

よってはかなり中規模、地域中核、そのぐらいまでは明確に開設者と一緒に考えながらその立地条

件のもとでやっていく必要がある。 

 ただ、大田だとか、今申し上げしたとおり、大阪の本場だとか今度の豊洲の場合なんかはやっぱ

りちょっとまた違った戦略の形になり、卸売会社がどのような形で開設者と、それから産地ともど

も戦略をとっていくかというのは、卸売会社の特性によっても随分ときっと違うんだろうというふ

うに思っています。 

○藤島座長 ありがとうございます。最終的に経営展望をつくれるかどうかは別にしましても、や

はりいろいろと話し合う形の中で、一緒にやるところは一緒にやろうと。そうでないところは別々

にやるという形を進めるということが非常に重要だと。 

○磯村委員 今のところ何となく開設者もわかっていただきながら、それなりに各市場でもってや

っていると思いますけれども、正式に話し合って、ともども市場としてどうしていこうかというよ

うなところまでは全然突き詰められていません。多分どこの市場でもそういうふうになって、でも

それではやはりいけないと思いますね。経営状態からしましても、日本中同じような市場がざっと

揃っているのは、もう意味がありませんし、やっていけませんもんね。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 そうしたら、先ほど豊洲のお話も出ましたけれども、築地市場のほうで、伊藤淳一委員さん、い

かがですか。 

○伊藤（淳）委員 築地というよりは豊洲の話になるのでしょうが、ご承知のように開場まで２年

を切りましたが、市場そのものが今までいろんな経緯があって、私ども仲卸団体も移転を反対して

きたとか、あるいは土壌汚染の問題があったとか、かなり紆余曲折している間に、我々がイメージ

している市場というのは本当に今この状態でいいのかなと正直思っています。 

 一つは、やはり市場の中に千客万来施設ができますので、ここは別物として運営されますが、で

きればそうではなくて、本来一体的にやる方が良いのだろうとは思っています。 

 ですから、そこもまだ正直はっきりしたものではないので、そういったものがもっと明確になり、

あるいは我々が考えているような市場にならないと、いわゆる豊洲の経営展望というのは正直言っ

て描きにくいと思っています。 

 これはこれから千客万来を運営する方々と開設者と一緒になって協議していかなければいけない

なと思っています。今の状況としてはそのようなところです。 

○藤島座長 ありがとうございます。千客万来施設も非常に重要ですから、うまく市場として活用

していただきたいというふうに思います。 

 小売さん等の立場から、近藤栄一郎委員さん、いかがですか。 

○近藤（栄）委員 先ほど川田委員がおっしゃったように、非常に市場というのはバラエティーに

富んだところで、なかなかあちらを立てればこちらが立たずというのが正直なところだと思います。 

 しかし、今現在の市場自体が経済の合理性の中でどうも効率的な流れだけに行っているのではな

いかなと我々は思っています。市場という性格上、やはり流通の効率化だけではなくて、やっぱり
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効率化じゃない部分もある程度、光を当てるのがやっぱり市場の役割であります。 

 我々小売の立場から言いますと、卸売市場のそれぞれ半分近くを担っているのは我々小売だと思

います。もちろん市場によって違いますけれども、それぞれの半分ぐらいを小売組合が担っている

ということが言えると思います。そういうところにもやはり経営戦略的に光を当てるような戦略を

立てるということがやっぱり市場の意義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。 

 永井委員さん、いかがですか。 

○永井委員 我々小売販売の立場からは、やはり品揃え、価格、取扱数量等の面から、魅力ある市

場を構築するためには、関係者が一体となって取り組むことが必要と考えているところです。けれ

ども、とにかく今小売を大事にしないような傾向が大分出ていますので、最後のほうで要望を一つ

言わせてもらいたいと思います。今ここでは申し上げませんが最後にまたお願いします。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 いずれにしても、最終的に経営展望までまとまるかどうかは別にしても、やはりある程度の合意

というのは必要になってくるだろうと思いますので、そちらのほうで努力していただくということ

になるのかなというふうに思っております。 

 そのことに関しまして、ほかにご意見ございましたらお願いしたいんですが、倉﨑委員さん、お

願いします。 

○倉﨑委員 ここに実例として金沢の例が出ておりますけれども、大変いいことだなと思うのであ

りますが、しかし、もう少し各都道府県同士で、例えば金沢ならば隣の富山県と、それから福井県

とあわせて行政がみんなで相談して、これらのように近いところはお互い合わせた大きなシェアを

前提に大きな角度でもって今の卸売市場のあり方、あるいは今後どうしようかということを検討し

ていいんじゃないでしょうかね。ただ各県だけでやってみるとちょっと小さいと私は思います。そ

の中にいろんな卸売市場ありますから、これじゃいけないのかな、こうしなくちゃいけないのかと、

とすると財務の問題はどうだとか、もう少し広域的にいろんなことを考えなくちゃいけないんじゃ

ないかとか、いろんな問題が出てくると思うんですね。 

 そのためには、やっぱり私は行政がもうちょっと立ち入って、県は卸売市場なり仲卸さんたちが

今どういうことをやっているんだと、さっきお話あった小売屋さんに対してもどんな形でやってい

るんだということに対して突っ込まなくちゃいけないんじゃないでしょうかね。恐らく県で熱心に

こういうことをやっているところはないんじゃないでしょうか。 

 各市場が一番今厳しいのは経営的に大変な問題があるということでありますから、そういう経営

問題も含めて、いろんなことを考えて今後将来に向かっていかなければ、青果卸売市場として本当

に残れる市場が少なくなっていってしまうよということになっていくんじゃないでしょうかね。 

 だから、もうちょっと大きな角度で思い切って、末端まで切り込んでお話し合いをできるような

形にすれば、おのずと次のものが見えてくるんじゃないかと、こう思いますがいかがですか。 

○藤島座長 ありがとうございます。個別市場だけでなくて、今おっしゃられているのは、複数の

市場、あるいは県をまたぐ形での経営戦略、あるいは経営展望といいますか、そういったことも考

えていく必要が確かにあろうかと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

○日浦委員 経営展望に関して、開設者としてもかなり積極的に取り組んでいるということが資料

の４ページにもございましたけれども、全体の８割ということで経営展望を策定して、その市場の
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目指すべき方向性というものを確立することは意義深いということはどの開設者も認識していると

いったところでございます。 

 また、策定した市場開設者からは、市場内関係者と開設者が具体的な検討を繰り返すことで市場

の活性化に結びついているですとか、卸売業者、それから仲卸業者、開設者との３者で取り組むべ

き具体的な目標が明らかになった等と評価する声は聞かれているところでございます。 

 現況、生鮮食料品の需要の減ですとか、市場経由率の低下といった市場を取り巻く厳しい環境の

中で、市場関係業者と開設者が一体となって市場の活性化に戦略的に取り組むということは本当に

重要なことであるというふうに、みんな思っているところでございます。 

 ただし、本当に先ほどからのいろんな意見にもございましたとおり、策定に当たって、またその

策定した行動計画を実施するに当たって、その事業者間の利害の部分で調整に時間を要するといっ

た、非常に悩ましい声もあるのは事実でございます。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

 川田委員さん、お願いいたします。 

○川田委員 先ほど申し上げましたように、市場として生き残るにはどうしたらいいか、それがメ

インだと思うんですけれども、そうするとやっぱり合理化というのはどうしても前面に出ますよね。

我々の場合は中央卸売市場に入っているがゆえに安い家賃を適用していただいて、公的な資金も入

れていただいている。 

 ですから、我々の仕事というのは効率化を進めなきゃいけないんだけれども、一方で公共性とい

うところもカバーするものなんですね。公共性のカバーというのは必ずしも合理化とは一致しない

わけですよね。ですから、その市場のあり方を詰めていくときに、経済合理性だけでいくのか、あ

るいは、公共性をどこまで加味するか。当然公共性を加味すれば、ある程度コスト負担というのは

出てくるわけでありまして、それはその市場の中で果たして調整できるか非常に難しい。ですから、

それは開設者がそこまで覚悟を持ってつくっていただけるというのが前提であれば大いに賛成であ

ります。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 皆さん、大体経営戦略、経営展望について反対というご意見はなくて、ただ、どの程度のところ

まで詰められるかというところの問題があるというふうに理解させていただいたところですけれど

も、いずれにしましても経営展望について、今後いろいろな面でご努力をお願いしたいというふう

には思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。佐藤委員さん、お願いいたします。 

○佐藤委員 先ほど来皆さんおっしゃられているとおり、食肉もみんな市場は厳しいということな

んです。何で厳しいのかというと、とりあえず買いが減っているということですよ、要は。それは

少子高齢化で消費が増えない、みんなわかり切っていることを言っておられるんだと思うんです。 

 だとするならば、やはり今全国にある市場の再編整備だと思います。今回は再構築という名のも

とにこの会議を開いているわけですけれども、ここに触れないでこれからの戦略も何もないんだろ

うと思うんですね。すぐに少子高齢化が解決される、日本の人口が爆発的に増えるということは想

定しにくいと思いますが、減少方向にはある。そうすると消費が伸びない。経済のもとはやはり消

費だと言われていますので、一番先にこれに気づかなければならない。 

 日本列島の中で拠点市場をどうするか、前回基本方針の拠点市場化のときは我々も本当に考えま
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した。自分は東北で仙台ですけれども、県内、東北の市場が集まり、食肉だけでなく青果、水産も

みんな入っての会議がありましたが、そういう拠点市場化といいますか、そういうことを急いでや

らないと非常につらいことにますますなっていくという話がありました。 

 それで、もう１点は、今買い手市場になっていますね。要するに産地が大型化していて小口の出

荷者がどんどん減っている。また買参も大型化し、小口買参が本当にいなくなってきている。買う

側がどんどん大きくなってきているということは、競りが基本だったんですけれども、やはり先に

相対取引の価格を決めてしまってということが盛んに最近言われています。 

 大きな量販の仕入れの体制があってそこに販売しているのは我々の買参人であり問屋ですから、

そういう連携もこれからの市場の経営戦略の中で大きな研究課題だろうというふうに自分は思って

いますので、それの方向性の議論もされればなと思っています。以上です。 

○藤島座長 ありがとうございます。今おっしゃられたことなどもそれぞれ具体的にご検討いただ

かなければならない点だろうと思います。そういうことを含めて、経営展望、経営戦略の中で検討

して、具体的にこうじゃなければいけないんじゃないかというのをどんどん提案、提示していただ

くということが今後は必要になってくると思っております。 

 遠藤委員さん、お願いいたします。 

○遠藤委員 今、佐藤さんおっしゃられたので、私も全く同感なのでございますが、中央市場の中

でも特に福島県に限って言えば、この原発の問題を解決しないと、もう戦略も行動もとれないとい

うのが本当のところでございます。人口はますます減っていくでしょうし、福島県に入ってくる若

い人たちがいない。私も地元のホテルの役員なんかもやっているんですけれども、結婚式が激減し

ているんですよね。これはもう如実にとにかく女性が福島県に入ってきてくれない。これはもう笑

えない事実なんです。 

 また、肉の場合も魚の場合も同じだと思いますが、東電の賠償によって黒字が出ている、そうい

う仲卸さんが多いのも現実でございます。 

○藤島座長 ありがとうございます。確かにご指摘のように卸売市場を考えるときに、卸売市場の

範囲を超えるような大きな問題もあるというのは間違いないことだと思いますので、その辺もでき

るだけ検討しなければならないと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。近藤一海委員さん、お願いいたします。 

○近藤（一）委員 話を逆立ちさせて申しわけないんですが、今の議論は市場の経営の展望を開け

という話なんですが、その前に日本のそれぞれ青果なり食肉なり花なりいろいろありますが、一体

全体どういうモデルを目指して市場運営をなさろうとされているのか。ヨーロッパなんかと比べる

とアジアならではの市場という感じがして、昔はもう非常にそれが活気があってよかったというん

ですけれども、ヨーロッパなんか見ますと、人がいないですよね、無人搬送機があるからです。イ

メージとしては開店前の百貨店みたいに人がいない。でも、ちゃんとものは動いているわけですよ

ね。今何人かおっしゃいましたけれども、当然状況の変化があって産地は大型化、それから量販店

のウエイトがだんだん高まってきている。 

 それから、一番やっぱり大きいのは中食、外食、それと少子高齢化による消費構造がものすごく

変わっていますよね。食べる量が減っただけではなくて、食べる質が随分変わっている。そこに市

場がちゃんと対応できているのかという部分。どうしても欠かせない機能としては残っていくんで

すけれども、まだ先の社会を見据えた市場のあり方の合意ができていないのが今の議論だと思うん

です。 
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 だから、どこを目指すのかについて、これも一つじゃないと思うんですけれども、はっきりさせ

たほうが、やっぱりあっちに行くんだという方向が見えていないんですよね。その中で状況変化に

巻き込まれてしまっているということが一番大きな問題じゃないかなと思うので、国も含めて全世

界を見て、日本はもうちょっとこっちがいいなとか、あっちがいいなとかいうのをばんばん出して

いただいて、その中でこういう議論を詰めていったほうがいいのかなという気がします。 

 以上です。 

○藤島座長 川田委員さん、お願いします。 

○川田委員 海外イコール合理的だというのは私全く考えが逆だと思っておりまして、まず食文化

に立脚した品揃えの数が日本の場合は非常に多いですよね。この細かい数量、そして急速に動く産

地動向、これを合わせると、やっぱり市場という機能を今のような形で持たないといけない。です

から、単品で例えば５品目しかなければ、それは機械化して大手の物流業者みたいな流通のさせ方

はできるんですけれども、非常に細かい少量多品種の消費をするという食文化があっての流通だと

思うんですね。 

 ですから、ヨーロッパ型とかアメリカ型というのは日本には僕は全く適さないだろうと思ってお

りまして、そこの食文化をどうやってカバーしていくかというところに考えを置いて発展させない

と、なかなか市場の将来というのはないんだろうと思っております。 

○藤島座長 ありがとうございます。それぞれの市場が置かれている環境は違いますから、それぞ

れの市場ごとに考えていただくことが必要なんですが、全体として、方向性はどうあるべきかとい

うことも十分検討しておかなければいけないことだと思います。 

 特にそのほかにございますでしょうか。矢野委員さん、お願いします。 

○矢野委員 どういうモデルをというのは、多分資料の３でこの後議論されるところであると思っ

ていますが、各市場で議論されたものが例えば経営展望に反映される、個々の市場のモデルのあり

方というものに反映されるべきかと思うんですが、それを国全体として精査したり、あるいはその

経営展望がその市場の状況にきちっと沿うものであるのかどうかを評価する仕組みといいますか、

そういったものはつくらなくてよいのかなという疑問が若干あります。 

 といいますのは、今現在出されている経営展望もかなり議論された経営展望もあれば、この文章

はどこかよその経営展望でも見たなというような経営展望もあるのが実際かと思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。大変重要な点だと思いますので、検討させていただきたいと

思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしければ、議題の１の②でございますけれども、立地、機能に応じた市場間での役割分担と

連携強化について入らせていただきたいと思います。事務局より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、資料の３でございます。今ご議論いただいたビジネスモデル

等についてもこの中で触れてまいりたいと思っております。 

 ２ページ、目次をごらんいただきますと、立地、機能それぞれの市場の背景がございますので、

そういったものに応じた市場のあり方、役割、ビジネスモデル、そして各市場の役割に応じた市場

間連携の話、そして中央卸売市場の適正な配置に関しましては再編措置、あるいは中央拠点市場の

位置付け、加えて地方卸売市場の配置等の考え方についてもご議論をいただきたいと思っておりま

す。 

 ３ページ目、ビジネスモデルのところでございます。黄色の部分ですが、検討会委員の皆様から
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卸売市場全体を一括りで考えるのではなくて、後背人口や近隣における産地、実需者の拠点の有無、

物流インフラ整備状況等々、あるいは付加機能ですね、そういったものに応じてそれぞれのビジネ

スモデルを構築し、役割分担を明確にして、公共的役割を果たしていくことの重要性というのが指

摘をされているということでございます。川野委員からは自分たちが何屋になるのかというような

ことを考えていくべきというような指摘もございました。 

 それから、次の４ページで事例を掲げさせていただいております。特に後背人口が相対的に小さ

い地域に立地する卸売市場におきましては、集荷・分荷機能の強化、効率化を図るだけではなくて、

その地域の特色を生かして地域の農水産業と密接な連携を図って、また加工等の実需者への対応を

重点化していく、そういった組み合わせで取扱物品の価値を向上させ、経営発展させているという

ような事例が幾つかございます。地域農業と連携した集荷・販売の事例としてその下に掲げており

ますし、また、次の５ページにも地域水産業と密着して実需者ニーズに対応していく取組や、加

工・業務用ニーズに対応した加工処理施設等を整備しているというような取組がございます。 

 それから、次の６ページ、７ページでございますけれども、卸売市場のビジネスモデル、機能強

化の例ということで、今回、例示的にご提示させていただいております。黄色のところですけれど

も、地域内におきます生鮮食料品等の安定的な供給、これが卸売市場の基本的な役割という認識で

はございますけれども、取扱物品に適切な価値を見出して、その価値を高めていくことにも重点を

置いたビジネスモデルを構築していくというのが重要ではないかということで、例を挙げますと、

産地連携による魅力ある生産物の集荷・販売ですとか、加工・業務用ニーズに対応した機能強化と

商品開発、あるいは輸出等の新しい需要開拓、もちろんそういったものを複合的に取り組んでいく

ようなものというのが考えられるのではないかということです。 

 また、大消費地を後背に抱えております市場においては、大規模な集荷・分荷機能、これがやは

り基本中の基本ということになりますので、これに重点を置いたビジネスモデルというのも考えら

れると思います。 

 各ビジネスモデルを発展させる上で、各モデルにおいて求められます取組を経営戦略に基づいて

重点的に講じていくことが必要であって、その際、選択と集中を意識してソフト・ハード両面にわ

たる機能強化が必要なのではないかというふうに考えられます。 

 ８ページでございます。ご議論いただきたい点でございますが、卸売市場におきまして少子高齢

化を伴う人口減少の進展、環境変化に対応しながら、地域の生鮮食料品等の流通において重要な役

割を継続的に果たしていく必要があるということでございます。このため、中央卸売市場におきま

しても、地域内における生鮮食料品の安定的な供給を基本としながら、取扱物品に適切な価値を見

出し、その価値を高めていくことに重点を置いて、多様なビジネスモデルを確立していく必要があ

ると考えられます。 

 その際、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

を通じた新しい需要開拓のモデル、あるいはその複合型に取り組んでいくことが考えられますけれ

ども、そのほかどういったモデルというものが考えられるのかという点。 

 また、市場流通を活性化する観点から、各市場がそれぞれの立地条件、強み・弱みを踏まえて経

営展望の中で目指すべきビジネスモデルを定めて、戦略的・計画的に機能強化、他市場との連携・

役割分担を進めることが重要と考えられます。卸売市場それぞれのビジネスモデルを着実に発展さ

せていくために、産地との連携、実需者ニーズへの対応等に係る付加機能の充実、環境整備、必要

な機能強化・施設整備の方向性を市場関係者が一体となって選択して、集中的な取組を計画的に進
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めることが必要と考えられますが、そういった差別化というようなものを具体的にどう進め、個々

の卸売業者、仲卸業者等、企業としての戦略とどのように円滑に調整をし、相乗効果を高めていく

べきかといった点についてご意見を賜れればと思っております。 

 それから、次の９ページでございますけれども、市場間連携でございますが、中央卸売市場の卸

売業者、仲卸業者の一部では、共同集荷・仕入れ等で市場間連携を進めております。卸売業者で４

割、仲卸業者で２割程度ということで、例示としてはハブ拠点となる中核業者を決めまして、積載

効率を向上させる業者等が多くなっているわけでございます。 

 それから、次の10ページでございます。こういった市場間連携に関する意見といたしましては、

検討会の委員の皆様からは中央卸売市場、地方卸売市場間も含めて、地域の実情に応じて、それぞ

れ強みを生かしながら双方向に有効な関係を持った連携体制を構築することの重要性が指摘されて

おります。一方、輸送費の面から特定の市場に荷が集中する、販売面の競合が生じるといったよう

な課題も指摘されているところでございます。 

 11ページにその事例として、それぞれの市場がその役割、強みを生かして効率化、強化に向けて

連携を進めている事例ということで、地域拠点市場を中心とした連携を進めている群馬県の事例、

それから消費地と産地市場が連携をして相互にその特色を生かした物品を融通し合うというような

取組を掲げてございます。 

 この点について、12ページ、本日ご議論いただきたい点、青色で整理をしておりますが、各市場

が取引する生産者、実需者のニーズに的確に対応しながら、それぞれの地域内に生鮮食料品を安定

的に供給するために、双方向での集荷の共同化、販売の相互連携など効果的な市場間連携を推進す

る必要があります。その際、どういった課題・障害があって、またその解決に向けて資本関係の構

築等どういった取組手法というのが効果的であるのかということであります。 

 そして、もう一つは大都市の市場、地方の卸売市場の連携ということで、地方都市市場が大都市

から荷を受けるだけではなくて、特色ある地域産品や差別化が可能な商品の強みを生かして集荷・

販売をして、相互の共存共栄関係を築くことが重要ではありますが、その際、地方市場が講ずべき

取組としてどういったものがあるのかという点についてもご意見を賜りたいと思っております。 

 13ページにまいります。基本方針で市場の適正な配置の目標を定めるに当たりまして、生鮮食料

品流通の広域化、情報化の進展を考慮した再編について配慮することが規定をされております。 

 これを受けまして、第９次基本方針におきましては、開設区域内の需要を満たしているかですと

か、取扱数量が一定規模以上かといったような４つの指標を再編基準として定め、その３つに該当

した市場については、市場運営の広域化ですとか地方卸売市場への転換といった５つの再編措置を

選択していただくということになってございます。 

 これについて実際どうなっているか、14ページは参考地図でございます。全67中央市場、現在ご

ざいますけれども、15ページ、再編の状況でございます。 

 平成22年10月に第９次基本方針を策定して以降、15市場が再編措置を実施しておりまして、その

うち13市場が地方市場への転換、それから５市場が今後地方卸売市場に転換することを予定してい

るということでございます。 

 その他の措置を講じた市場は、２市場が集荷・販売面におきます他の卸売市場との連携に取り組

むということを選択しております。今後、３市場が他の市場統合・集約に取り組む予定ということ

で、多数が地方卸売市場への転換ということになっているところでございます。 

 これに関しまして、16ページに進ませていただきます。地方卸売市場への転換、多くの市場がこ
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ういう再編措置をとっておるわけでございますけれども、これらについて見てみますと、その市場

機能の強化により取扱金額が増加した市場もございます。一方で、引き続き取扱金額が減少傾向に

ある市場もあるということです。右側には地方市場に転換した事例をのせてございますが、事務的

負担が軽減されたとか、そういったメリットの点が挙げられております。 

 17ページ、この地方市場転換の効果ということで整理をさせていただいておりますが、この再編

基準に抵触をして、地方市場に転換した後、指定管理者制度の導入を進めたり、他市場の卸売業者

と連携の取組を積極的に進めるといった工夫をされて活性化を実現している事例があるとなってい

ます。 

 一方で、再編基準の中には卸売業者の財務状況の悪化によってこの基準に抵触してしまうという

ようなものもございまして、その業績が回復せず廃業となり、市場流通の活性化には必ずしもつな

がらなかったという事例もあるのは事実でございます。 

 次の18ページ、この再編に関しての検討会委員のご意見でございますが、川上、川下が大型化し

ているということを踏まえまして、やはり引き続き中央市場の再編を進める必要があるとご指摘が

ございました。再編に対する行政の積極的な関与、再編基準の見直しの必要性、あるいは再編に当

たって食料の安定供給という基本的な機能について考慮する必要性ということが指摘をされている

ところでございます。 

 こういった背景を踏まえまして、19ページの青い部分でございますけれども、一つは本日ご議論

いただきたいところでございます中央卸売市場の再編については一定程度進んできたということで

すが、中央市場として求められる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、引

き続きその再編を進めることが必要であろうと考えております。 

 それから、２つ目、再編基準に該当した中央市場は、広域化あるいは、地方市場転換などに取り

組みますが、各種の再編措置を通じて、取扱数量の増加、開設者の市場経営や主たる卸売業者の財

務状況の改善ということに着実につなげていく必要があると思われます。このため、当該市場が再

編措置を選択し決定するに当たりまして、経営展望や行動計画の策定・見直しを適切に行い、目標

を定めた上で再編措置を具体的にどのように進め、どのような市場のあり方を目指すのかをより明

確にする必要があるのではないか。その際、指定管理者制度等の導入、経営体質の強化・あり方の

検討を含めまして、今まで以上に踏み込んだ戦略とすべきではないかということでございます。 

 ３つ目ですが、特に地方市場への転換につきましては、卸売市場として一定規模以上の取扱数量、

施設規模を有しているということを踏まえまして、転換後も都道府県の卸売市場整備計画の中で地

域拠点市場として位置付けをしていただいて、核としての機能、役割を果たすように位置付けると

いうことが必要ではないだろうかと。また、その経営展望等に基づき、必要な機能高度化や他市場

の連携、統合、こういったものを計画的に進めることが必要ではないかという点についてもご意見

をいただきたいと思っております。 

 それから、次の20ページ、中央拠点市場でございます。中央拠点市場の位置付けということで、

黄色の部分ですが、効率的な流通ネットワークを構築するために、大産地からの荷を大量に受け、

周辺の中央卸売市場と連携した流通を担う市場として一定の取扱数量を満たす市場であり、現在、

青果21、水産物11市場が位置付けられているところでございます。 

 こういった市場において施設整備、他産地との情報処理に必要な施設の整備を推進するというふ

うにされているところでございます。 

 21ページですが、中央拠点市場における取扱数量の変化でございます。その取扱数量の推移を見
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てみますと、青果、水産ともに中央拠点市場以外の中央市場と比べて、取扱数量の減少程度は小さ

い傾向が見られたところでございます。ただ、これは中央拠点市場に位置付けられる前からそうい

った傾向があったという点もございます。 

 中央市場全体の取扱数量に占めるこの拠点市場の取扱数量の割合というものは、この位置付けの

前後で大きな変動は見られないというのが実態でございます。 

 次の22ページでございます。この中央拠点市場を中心とした市場間流通ネットワークの構築の事

例ということで、ここに掲げさせていただいています、ひょうご卸売市場協働ネットワーク推進協

議会というような事例でございます。この協議会を通じて県内の中央拠点市場と地方卸売市場が連

携をした集荷を行っており、全体の取扱量の中に占める数量というのは１％強ということで、まだ

まだわずかではありますけれども、その伸び自体は着実に棒グラフのように伸びているという事例

がございます。 

 23ページですが、ネットワークを構築している中央拠点市場開設者は２つにとどまっているとこ

ろでございます。検討会の委員からは当初想定した効果が発揮されていないというような指摘、想

定している特定の市場が一括集荷し、その荷を周辺市場に分荷していくというシステムは運送コス

トが増すだけでメリットが少ない、経営的に一層厳しくなるといったご指摘もいただいております。 

 こうした背景を踏まえまして、24ページ、青地の部分で本日ご議論いただきたい点でございます

けれども、中央拠点市場は中央拠点市場とネットワークを構築する市場や産地・実需者との間の連

携強化によって、卸売市場全体としての集荷力、流通コストの低減、これを目的としております。

中央卸売市場のあり方としては引き続き有力と考えられるところでございます。 

 他方、現状ではこのネットワーク構築というのが一部しか進んでおらず、この中央拠点市場への

位置付けというのが必ずしも出荷・買受先の選定における重要な判断材料とはなっていないという

意見もございます。取扱量の推移を踏まえれば、この中央拠点市場における集荷・販売力の強さは、

実態上は各市場内業者の経営努力によるものが大きいとも考えられるところでございます。 

 このため、各市場の経営展望、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を

もとに国が整備計画において定めるという現行の中央拠点市場のあり方について見直すべき点はな

いだろうかという点についてご意見を賜れればと思っております。 

 最後、地方市場でございます。地方市場も廃止、他市場との統合ということで減少傾向が進んで

おりまして、26ページはこちらも農協、漁協が大型化する中で取扱金額を５億円未満の卸売業者が

４割ということで、なかなか比較して大型化は進んでいない状況です。 

 27ページ、卸売市場法では都道府県が卸売市場整備計画を定めることができるとなっていますが、

40の都道府県が整備計画を策定、残り７県は策定していないというのが現状でございます。 

 28ページは、地方卸売市場におきましても地域拠点市場として中核的な市場を位置付けることが

できることになっていまして、30都道府県が定めているところでございます。 

 その地域拠点市場におきます取扱量、29ページでございますけれども、占める割合としては伸び

ている、相当程度あるということで、拠点化が進んでいるという現状でございます。 

 30ページ、この再編に関する意見につきましては、やはり地方市場も再編、連携強化ということ

が必要であるというご意見がございまして、ご意見いただきたいのは、31ページの青地の部分でご

ざいますが、少子高齢化を伴う人口減少が進む中で、集荷力維持・強化、これは地域内における食

料供給ということで大きな課題でありますので、都道府県の整備計画に基づきまして、再編を通じ

て卸売市場流通全体を活性化することが急務ではないかということです。 
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 特に、中央市場が設置されていない都道府県におきまして、この地域拠点市場というのを明確に

都道府県の整備計画の中で位置付けて、取組を積極的に進めることが必要ではないだろうかと。 

 それから、下の青地のところですが、産地、量販店が大型化する中で、地方市場の経営体質強化

というのが喫緊の課題でありまして、必要な経営改善指導を図るとともに、その統合・大型化を図

ることが必要ではないかということです。 

 そのためには、各都道府県において地方市場卸売業者に対する財務基準の設定、これがなかなか

まだ進んでいないというのがありますので、これを進めていただいて、地域拠点市場を核とする市

場の統廃合、再編を進めることが必要ではないかという点にもご意見を賜れればと思っております。 

 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、ただいまのご説明につきまして、資料３でございますけれども、ご質問、ご意見をよ

ろしくお願いしたいと思います。この資料につきましても、アンダーラインが引いてある背景が青

の箇所、具体的には８ページ、12、19、24、31ページとなりますが、取り組むべき課題や方向性へ

の事務局からの提示箇所を中心に委員の方々のご意見をいただきたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。先ほどの経営展望、経営戦略とも関連してくるところではございますけ

れども、ご意見、ご質問等お願いします。 

○野﨑委員 中央拠点市場のあり方でございますが、既にご承知のように、トラック不足、ドライ

バー不足が非常に深刻な状況になっております。青果物の産地は北海道、九州、関東というエリア

に大きく分かれるわけですけれども、そこから遠方への配送を従来は細かく１台の車で３カ所、５

カ所おろしということが実現できていたからこそ、産地と市場の連携が図れておったわけです。け

れども、現状では年々配送が難しくなってきておりまして、産地としては出荷市場数を維持すると

いうことが大変難しくなってきているというのが現状でありますので、物流拠点として使える中央

卸売市場、そういった考え方で市場整備を進めていく、それを拠点市場という考え方に持っていく

ほうがよろしいのではなかろうかと考えております。 

 市場間のネットワーク、それから市場間の連携というふうな形で、物流拠点の中央市場を中心と

した共同仕入れ、または転送、または第三者販売の取組、そういう考え方で中央と地方を相互にメ

リットのある方式で結びつけていくというような方向をぜひ進めていただきたいと産地側としては

考えているところです。 

○藤島座長 どうもありがとうございます。物流拠点という意味合いを強くした中央拠点市場、あ

るいは地域拠点というご提案でございますが、いかがでしょうか。伊藤淳一委員さん、お願いしま

す。 

○伊藤（淳）委員 資料４のところで触れようと思った話が先に出ましたので、ここで少しだけ話

します。 

 市場間の連携で今のご発言のようなやり方は一つのいい方法だとは思いますが、ただそれに沿っ

た使い方ではなくて、市場施設を使用する場合、ある意味では効率的かもしれませんが、ルールを

無視して使うような例が散見されます。その辺のところはきちっと整理をするべきであり、好立地

の市場を活用して、他の市場へ持っていくというのは良いのですが、その開設区域の中で当該市場

施設を当該市場以外扱いの荷を単なる置き場としてだけ施設を利用すると、実際当該市場にはほと

んどお金が落ちないことなります。取引そのものが当該市場では発生しないということになってし

まうことは一つ留意しておいたほうが良いと思います。 
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○藤島座長 ありがとうございます。取引する部分だけでも特定の大規模な市場に荷物が集まると

いいますか、大規模な市場のシェアが上昇する傾向は確かに強いんですが、取引以外のものがさら

に集まっているというご指摘になるかと思うんですけれども、その辺のところの通過荷物の件とか

確かに問題はあろうかと思います。 

 いかがでしょうか。矢野委員さん、お願いします。 

○矢野委員 現在、制度として中央卸売市場の中で中央拠点市場と通常の中央市場があり、地方市

場のほうでも地域拠点市場とそれ以外の地方市場というのがあるような４段階の類型になっていて、

外側から見るとかなりわかりにくいものになっています。 

 実際には、中央卸売市場のほうは２段階ではなくて、実質的に全国的な拠点市場として機能して

いる中央市場と、どちらかというと地域拠点的な役割を与えられている中央市場と、それ以外の中

央市場という実質があり、さらに地方市場の地域拠点市場を加えますと、これら実際の市場の主な

機能に基づく４つの線引きと制度上の名称がかならずしも整理されていないのではないでしょうか。

少なくとも制度としてもう少しわかりやすいほうがよいのではないかと思います。 

○藤島座長 それは連携する市場の違い、例えば中央拠点の場合ですと特定の全国的な中央市場が

中心になって、中央市場間の連携、あるいは地方市場を含めた連携ということになると思いますけ

れども、地域拠点というときにはそれ以外の中央卸売市場を中心にして、他の市場との連携という

ような意味合いで捉えるべきということでしょうか。 

○矢野委員 今はその基準というのが一定規模で拠点市場と決められておりますけれども、もし実

際の機能に即していくのであれば、資料３の最初のビジネスモデルでそれぞれの市場が位置付けた

役割に基づいて構築されたほうが、現実に即した形になるのかなと思います。 

 ただ、そのときに懸念しているのは、先ほども物流拠点的なあり方という話が出ましたけれども、

与えられたそれぞれの市場の役割とか機能が経営的に実際成り立つのかということでありまして、

機能は果たしているけれども、それだけじゃ企業の経営としては成り立たないというケースもある

かと思いますので、絵に描いた機能だけではなくて、ビジネスとして成り立つモデルであるかとい

うのとあわせて検討が必要かなというふうに思っております。 

○藤島座長 ありがとうございます。物流とか数量になると、ある意味では判断が非常に客観的に

しやすいんですが、機能そのものの判断というのは結構難しいところもあろうかなとは思いますけ

れども、重要なご意見だと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。あるいは、特にこの拠点市場の問題だけではなくて、立地等に応じた

その卸売市場のあり方、あるいは再編措置の点につきましてもご意見いただければと思いますが。 

 近藤栄一郎委員さん、お願いいたします。 

○近藤（栄）委員 小売組合の立場からいうと余り連携というのは必要ないのではないかなと思う

んですけれども、ただ、だんだん地方の卸売会社が我々の小売組合に入ってくる、加入するという

傾向がだんだん深くなってきていますね。背景には地方の卸売市場１者ではなかなか集荷・分荷が

できなくなってきているということがあります。また、ニーズも非常に多様化しているというよう

なことも背景にあると思うんですね。 

 そこで、中央の拠点市場から、東京からさほど遠くない卸売市場への転送というのがかなり増え

てきていますが、それを背景に地方の卸売会社が買参者として組合に加入するということにつなが

るわけなんですけれども、利便性だけではなくて、組合に加入することによって代払い制度という

決済の方もしっかりするという部分も確かにあると思います。そういう観点から、お互いがよくな
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るというためにはやはりものを動かし、お金を動かし、そして全てがよくならなければならないわ

けで、こういうやり方というのも一つありかなと思うわけですね。 

 それと、あと私先月の末にたまたま信州にいたんですけれども、二十何日かに大きい地震ありま

した。あの震源地からさほど遠くないところに泊まっていたんですけれども、そこでは余り被害が

なかった。しかし、テレビをつけてみるとあのような悲惨な状況になっているということでした。

やっぱり災害時の卸売市場の連携というのは、3.11の経験を踏まえて、ある程度強化をするという

ことも必要ではないかなと思います。3.11のときは市場の機敏な対応、特に我々小売が機敏に対応

したということで、初期の混乱期を乗り切ったわけなので、やはりこういうことも踏まえたことを

ある程度連携の中で明文化していくことが必要ではないかなと思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。拠点化、あるいは連携ということを考えたときに、今おっし

ゃられたように、例えば買参者になるといいますか、そういうことも非常に重要な点だなと思うん

ですね。いろいろなあり方があってよろしいかなとは思っています。その買参者になられるほかの

市場の方の割合というのは、どのくらいというのはおわかりになりますか。 

○近藤（栄）委員 そんなに多くないと思いますけれども、私のところはたまたま東京の北の玄関、

また大田があるところは南の玄関というふうに、なるだけ都心に入らないというような位置のとこ

ろがかなり候補に上がっているということが言えると思います。 

○藤島座長 そういうことですか。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょう、遠藤委員さん、お願いします。 

○遠藤委員 いろいろ地域によって、当然考え方ややり方が違うことは明白だと思うんですが、今

のいみじくもおっしゃられましたけれども、小売組合さんの中に卸も入る、これはあり得ると思う

んですよね、地方においてはなおさらですね。というのは、私どももジレンマがありまして、小売

屋さんに頑張ってもらいたいし、いろいろそれなりの援助を申し上げていることもあるんですけれ

ども、いかんせんやはり後継者の方がほとんどおられない。これはもう農家もそうですね。そうし

ますと、ますます量販店に対するアプローチが多くなってしまう。小売屋さんを決してないがしろ

にするわけではないんですが、先を見ますと非常に心細い。 

 そういう意味で私どもは市場開放と称しまして、月に１回消費者と接しておるんです。これは非

常に人気を博しておりまして、もともと私は市場開放は小売屋さんのためにやろうと思って、小売

行商さん、小売組合さんと話して、ぜひ入ってくださいよということで始まったんですが、やはり

小売屋さんの場合はご家族でやっていらっしゃるところが多いですから、やはり休みもなくそこま

でやっていられないということで、なかなか参加していただけない。 

 逆に私どもからすれば、やはり私どものほうが小売に近づいて、小売屋さんとともに卸売市場を

経営するような、そんなイメージを私自身は描いておるんですよ、実は。これはもう東京近辺、関

東近辺とは違って、東北の場合は非常にもう加速度をつけて行商さん、小売屋さんの数が減ってお

りまして、買参の数そのものは何百とあったとしても、実際に稼働しているのはその２割ぐらいし

かなくなっちゃっているということがあります。 

 それからもう一つは、私どもも築地への依存度というのは非常に大きいところがあるんですが、

商流はそうなっていても、物流の面からすると狭くて、豊洲に移っても恐らく狭くてしようがない

んじゃないでしょうかね。物流がもう市場外で行われちゃうんですね。運送会社そのものも場外に

そういう拠点を設けて、そこから魚が流れるような、そんなこともあります。 

○藤島座長 ありがとうございました。 
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 川田委員さん、お願いします。 

○川田委員 中央拠点市場構想については非常にすばらしいと思って我々も進めたんですけれども、

余りうまくいかないんですね。拠点市場の構想だと、例えば、大田市場が拠点市場になって、船橋

が拠点の下につくというと、実は商圏がバッティングしているんですね。市場というか、我々どう

やって荷を引くかというと、買う人がいるから、買いたいものを持ってきてとなる。ちょっとオー

バーサプライ気味ではあるけれども、基本的には買う側が買いたいというものを川上から持ってき

てもらうというのが基本なので、そういう思惑で持ってきたものをお客さんが競合するところに出

していけるかというと、これもまた価格の問題もあって難しいと。 

 今、拠点市場については、近藤栄一郎委員が言われたみたいに、実はかなり遠くの卸売会社が大

田市場に買参権を持っておられて、大田で買うわけですね。それはその地方のニーズを捉えてそこ

で売りたいと、こういうことなんです。ですから、地理的な条件だけで、輸送コストだけを考えて、

出し手の理論で仕組みをつくっちゃいますとなかなかうまくいかなくて、やっぱりニーズがどこに

あるかというところで、ニーズに合ったものを揃えると、これが基本になると思います。 

 今の構想では、地理的な条件だけでやってしまっていて、そうすると当然Ａというスーパーは何

カ所からも買ったりしていますので、近ければ近いほど商品と売り先が競合関係になってしまうこ

とになりますのでうまくいっていないというふうに感じております。 

○藤島座長 どうもありがとうございます。拠点市場にしてもいろいろと考えておかなければいけ

ないということで、よくわかりました。 

 福田委員さん、お願いします。 

○福田委員 食料マネジメントサポートの福田と申します。卸売市場のこの検討会の一番のテーマ

はバラついていて経営が悪化している卸売市場を何とかしようというテーマ立てで私は来ているつ

もりでずっとおるんですが、先ほどから言われているように、小売の構造変化で、例えば青果小売

の話なんかもちろんなんですが、コンビニですらコンビニの後継者すら今だんだん見つからなくな

ってきているというような状況が続いておりまして、また新しい小売の業態というのを発明してい

かないといけない。 

 だから、卸売市場についても、実際このままの業態でいいのかという議論をずっと再編の中でさ

れていると思うんですけれども、卸売市場も農業も生業ではもともとないはずですよね。生業であ

れば、そこにずっと同じ人が同じことを繰り返してやっていくわけですけれども、先ほども言われ

たように、小売も後継者はいないと、それは生業じゃないから。一種のビジネスとしてやっていく

のであれば、実際には交代をしていくルールというのが必ず必要だろうというふうに思います。 

 今日のこの議論でも、ビジネスモデルについて各市場がこれだったらいいんじゃないかというも

のを考えるべきという議論をしていますけれども、じゃそのモデルがだめだったときにどうするの

かというようなルールも含めて考えるべきで、経営の財務基準等の問題にもつながりますが、現実

にはそこが寛大なルールになってしまっていて、今いる市場のメンバーも全部シャッフルすること

があり得るような、今いる人たちがそのまま10年も20年もやっているんじゃないよというようなル

ールの中でやるしかないのかなと、そんなことを考えております。自分のふるさとを考えると、地

元の市場のやっぱりものすごい衰退ぶりというのを見たらどうなってしまったんだろうと考えてし

まいます。現実には先ほど言われたように、その市場の荷引きが結局近い大阪や神戸の市場からさ

れて、それで現実のスーパーさんの荷揃えというのにはきちんと対応されていると。これは今の地

方の拠点市場の普通のあり方のような気はしておりますが、現状にあわせてやっぱり再編せざるを
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得ないのかなと、その再編のルール等をやっぱり考えていく必要があるのかなと思います。 

 最初から中央からおりてくる計画風につくっていくのか、自由競争で最低限の何らかのルールに

従って交代していくのか、そのあたりだと思うんですが、促進されるべきと思うことが現実にはそ

う簡単に進まなくて、例えば市場法が改正されて委託口銭が自由化されているけれども、現実には

ほとんど自由化なんかされていない、どこでも一律というような状態がずっと続いていまして、例

えばディスカウント市場が出てきたというのは聞いたこともない。あそこの市場へ持っていったら、

委託口銭が１％安いらしいよという話なんか聞いたことがない。この辺がやはりまだみんなで橋を

渡ろうとしているのかなと、そんな問題がある気がしております。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 倉﨑委員さん、お願いします。 

○倉﨑委員 31ページの地方卸売市場の再編のあり方、これはこのとおりだと思うんです。ここに

線が引いてあります、一番最後のところに書いてありますように、市場の統廃合などの再編を進め

ることが必要ではないか、これはもう当たり前のことなんですが、実は現実的になかなか進んでい

かない。 

 さっきちょっと申し上げました都道府県の行政機関がもうちょっとやはりそれにメスを入れても

いいのではないかということです。 

 例えば、自分たちの仲間の中でも県の市場連合会等がありまして、仲間をやはり何とかあの地区

で救ってやらなくちゃいけないなという人が中にいるんですよ。だから、話をしてもやっぱりなか

なかうまくいかない。場合によっては、何だお前には面倒見てもらう必要ないとなります。だから

誰かがとにかく強力に進めるとか、そういうことにならないと、なかなか進んでいかないんじゃな

いかと思います。是非この点は行政には一歩も二歩も入ってもらってもいいのではないかと、そう

思いますのでお願いしたいと思います。 

 もう１点は、公取のことです。例えば、経営統合なんて問題もうまく国の行政の方でいろんなこ

とがあってもリカバリーしてもらわないと、最終的な局面で独禁法にひっかかってしまってダメで

すなんてこともあるんじゃないかとちょっと心配しているところです。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございます。それぞれ法律も絡んでくるものですから、その辺のところを

また十分検討させていただいてやっていきたいと思います。もちろん余りはかばかしくないところ

がそのまま残っていいのかというのは、確かにご指摘のとおりでございます。ただそれを具体的に

どうやっていくのかというところがすごく難しいところがあるということで、ご理解いただければ

と思います。 

 渡辺委員さん、お願いします。 

○渡辺委員 ２点あります。１点目は16ページあたりに関係するんですが、中央卸売市場から地方

卸売市場への転換で、比較的うまくいっている事例があるということで、効果ということで見ると

事務処理負担が軽減されたであるとか、開設区域や商物一致の規制がなくなって、柔軟な経営がで

きるようになったと、そういった事例が釧路と秋田で挙げられていますけれども、こういった事例

をより多くあれば発掘していただいて、こういう効果があるよというのはぜひ普及していただきた

い。そうすることによって、地方卸売市場の活性化というのも、転換だけではなくて、中央卸売市

場そのものの活性化にもつながっていくのではないかなというふうに思います。 



 21

 そういうことをやることによって、活性化というか荷の減少が止まる、取扱量の減少が止まり、

あるいは上昇するのであれば、そこで成功したものをモデルとして中央卸売市場の方にも持ってく

る、書類の削減というのは従来から事務負担の削減として議論になっているところでありますし、

開設区域とか商物一致の原則とかというところに踏み込むといろいろな議論はあるかもしれません

けれども、そういう地方卸売市場で成功しているものを中央卸売市場においてもどれだけ取り入れ

られるのかということも検討すべきなのではないかなと思います。 

 それから、もう１点は、若干関係していることではあるんですが、拠点市場の問題で、特にネッ

トワーク化の話なんですけれども、拠点市場を中心にしてネットワークを形成しようとしても、そ

れが絵に描いた餅で余りうまくいかないと、逆に物流コストを上げるだけになってしまうというこ

とがあると。それは現状の流通、物流を考えれば当然のことで、拠点を設けてそこを中心にしたネ

ットワークをつくるということは、荷物が集まって規模経済が働く、大量に輸送することによって

規模経済が働く、あるいは大量に集荷することによって１品当たりの仕分けコストが下がるという

効果が考えられます。それがネットワーク化して２段階にわたって物流費用がかかる部分よりも規

模経済、範囲の経済が生かされ、コスト削減が大きく、効果が高いのであれば、拠点化してネット

ワークを構築することは意味があると思うんです。しかしながら、現状の物の動き、取引の動きを

前提にした場合に、幾ら拠点を設けてネットワークをつくっても必ずしも効率化するわけではない

なというのは確かにそのとおりだなというふうに思います。 

工業品でいえば単純なことで、規格化が進んでいて商物分離が可能であればネットワーク化すれ

ば、取引だけがネットワーク化されて、モノは必要なところから必要なところにだけ移動するだけ

で非常に効率化されるんでしょうけれども、この卸売市場が扱う商品についてそう簡単にいかない

んだと思いますものの、どこまでそういうことが可能なのか検討すべきで、拠点市場ということを

考えるのであれば、そういうことを考察すべきではないかなと思います。 

 以上です。 

○藤島座長 ありがとうございます。市場の成功例を広報するという重要性は確かにそのとおりだ

と思います。あと、拠点市場化でやっぱり非常に難しいのは、転送等を行ったときに横持ち運賃、

従来ならば発生しない横持ち運賃が発生するというところが、特に卸売市場間の連携化では難しい

ところだろうなとは思っています。 

 磯村委員さん、お願いします。 

○磯村委員 物流上、確かに今後、拠点市場は他市場の分もお預かりするというようなことが必要

なんだろうというふうに思っているんですね。そのときに確実に、誰が業務を行うかどうかわかり

ませんが、例えばＡという荷受け会社なのか、特別の会社なのか、荷さばき、荷受け、共同荷受け

会社なのかわかりませんが、やはり確実に荷さばき料はいただかないといけないというふうに思い

ます。 

 花の場合には、東京の中央卸売市場化が遅かったものですから、大田の青果棟のすぐ向こうに共

同荷受所があります。それは東京花き共同荷受所、それから離島関係のものは永井荷扱所というの

が台場の青海にあります。そして、あと羽田日通というところで、これも共同荷受所です。 

 したがいまして、それぞれのところに荷物をとりに来ますので、ついでの形で大田市場の花き部

が地方の卸売業者、あるいは仲卸さんたちの荷揃えの場所になっていて、一応は拠点化をしている

というような形です。 

 できれば、その拠点化の市場のところで一括荷受けしてあげたほうが、これは当然今よりもよい
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というふうになると思いますので、きちっとお金がとれて合理化できるような形でもって、拠点市

場の場合には共同荷受けという施設、これは卸がやってもいいと思いますが、その分お金をいただ

くべきだろうというふうに思います。 

 それから、拠点化は公設市場、３セク市場の場合のことであって、まるっきり民営の地方卸売市

場が拠点化するということはやはり少ないと思うんですね。巨大スーパーとの取引の中においてそ

ういうような市場もあるかもわかりませんが、いわゆる卸売市場として多様な買参人をある意味で

平等に取り扱って販売をさせていただきながら、彼らの要望を聞いて拠点化していく、集散化して

いくというようなことは、中央市場だけでなく、それから地方市場の公設、そして３セクまで入れ

て考えるべきではないかと。いろんな市場がありますが、水戸の地方卸売市場なんてまさにそのよ

うな形ではないかと思います。これは公設の市場ですけれども大変力があるというふうに思ってお

りますので、それぞれの枠組みの視点のときにもう少し柔軟にお考えいただければというふうに思

う次第です。 

○藤島座長 ありがとうございます。重要な点だと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。日浦委員さん、お願いします。 

○日浦委員 中央拠点市場は、第９次の整備基本方針から導入されてきたというところなんですけ

れども、開設者といたしましても指定されている多くのところからは余りメリットを実感できない

というような声が出ているというのも正直なところです。制度ができて、まだまだ本当に日の浅い

ところだと思いますので、今後その位置付けですとか、その指定の効果、目指すべき方向性等々、

検証したり、整理したりする部分が必要なのではないかというふうに思っております。 

 また、再編に関しまして、資料にもございましたけれども、第９次基本方針以降、中央卸売市場

の十数市場が実施をしてきたというところでございますが、その多くが地方市場への転換といった

ところでございます。資料にもありますけれども、地方転換のほかにも市場運営の広域化ですとか、

統合による市場機能の集約、集荷・販売面における他市場との連携、廃止その他市場流通の効率化

といったメニューもございます。厳しい環境変化に対応していくために、再編措置に挙げられまし

たこうしたメニューを視野に入れた取組をすることによって、市場流通の活性化を図るということ

は必要なことだというふうに感じております。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 大変貴重なご指摘をいろいろいただきまして、それらをもとにさらにここのところも詰めていき

たいとは思っておりますが、特にほかにご意見ございますでしょうか。 

 野﨑委員さん、お願いいたします。 

○野﨑委員 先ほど倉﨑委員さんからお話ありました、同じような話になりますけれども、現在全

農では卸売市場の販売代金の債権管理を担っているところでございますけれども、既に販売代金が

遅延をしている市場も数多くございます。特に地方市場に多いわけでございます。 

 ですから、都道府県の財務管理も含めた指導を強化していただく、または監督機能を強化してい

ただくというところを産地としてはお願いしたい。 

 昨年も販売代金の延滞がなかったけれども、突然廃業というところも出た次第でございます。産

地としてやはり今後、地産地消を含めた生産振興を考えたときに、地元の地方市場との連携強化と

いうのも非常に重要だなと考えているところでございますので、さらに都道府県のお力で経営安定

化のための統廃合も含めて進めていただけるようなご指導をお願いしたいということでございます。 

 以上です。 
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○藤島座長 遅延されているところに余り出荷されないということもあるんだろうと思うんですが、

遅延される市場というのは全体の出荷先の何％ぐらいになり得るんですか。 

○野﨑委員 そうですね、２％ぐらいですかね。 

○藤島座長 ２％ぐらい。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。もしよろしければ、この議事の１番目の③でございますけれども、公

正かつ効率的な売買取引の確保について入っていきたいと思いますが、それでは事務局からご説明

をよろしくお願いいたします。 

○矢花食品製造卸売課長 それでは、資料の４、公正かつ効率的な売買取引の確保の資料でござい

ます。こちらにつきましては、いくつかの原則等を示してございます。 

 ３ページ、せり・入札取引と相対取引の流れでございます。これはご案内のところでございます

ので、ちょっと割愛をさせていただきます。絵で表示をしております。 

 こういった取引方法について４ページですけれども、やはり競り・入札、地域によって異なりま

すけれども、全体的には減少傾向ということなんですが、その下の段に価格を並べております、相

対と競り入札の価格の推移、これは大体連動して動いているというようなことで、大きく異なって

いるという傾向は見てとれないわけでございます。 

 ５ページ目、この売買取引の方法に関する規定でございますけれども、法律に基づいて１、２、

３号という３つに分けて、１号物品は特に価格変動が激しいですとか、商品評価、検品が頻繁に行

われる必要のあるものということで整理をされているところでございます。相対取引については、

安定的な取引関係の構築に資する等の長所がある一方、価格決定が不明瞭になるのではないかとい

った短所も指摘をされております。 

 次の６ページ、実際の各中央市場におきます設定の例でございます。１号物品につきましては、

やはり個体差が大きいですとか、水産ですと引き合いの盛んなものというようなことになってござ

います。 

 取引情報につきましては次の７ページでございまして、市場法に基づきまして卸売業者、開設者

に対しまして、予定数量等の掲示、それからその日の主要な品目の数量、価格等の卸売結果の公表

というのが義務付けられているところでございます。検討会委員からは企業情報の保護の観点を重

視しつつ情報公開を一層進めていく必要があろうというような意見も出ております。 

 次の８ページは、実際の公表の例を示してございます。卸売業者、開設業者、ほぼ同じタイプの

情報が公開されているところでございます。 

 ９ページ、ご議論いただきたい青い部分でございますけれども、安定的な取引機会を配慮しなが

ら、市場の活性化を図る観点から、特に２号物品、競り・入札の割合でございますけれども、経営

展望、取扱物品、需給動向等を踏まえて、柔軟かつ戦略的に設定することが必要ではないか、その

際の課題は何かということでございます。 

 それから、次の点は、透明性を持った価格形成を維持・向上するという観点で、情報公開は求め

られるニーズ、利便性を意識して可能な限り利用者に評価されていくことが重要と。その際の企業

情報の保護、事務手続増減の観点、どういった点を改善すべきかという点でございます。 

 それから、10ページでございますが、取引規制に関しましては、卸売市場法に基づいて各種取引

規制が設けられ、またその例外規定が設けられているところでございます。一覧でございます。 

 11ページ、取引規制に関しましては、検討会委員から既に十分な例外規定、規制緩和が進められ

ているという指摘がある一方で、効率的な取引を進める上で、さらなる規制緩和、自由度の高い取
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引環境をつくっていくことが必要ではないかという意見がございました。 

 具体的な中身として12ページでございます。まず差別的取扱いの禁止ということで基本原則が書

いてあるわけでございます。 

 13ページ、受託拒否の禁止ということで、こちらは卸売業者が販売の委託の申し込みについて正

当な理由がなければ引き受けを拒んではならないという規定があるわけでございます。 

 それから、14ページ、第三者販売・直荷引きの原則禁止ということで、こちらもご案内のとおり

でございますけれども、第三者販売の原則禁止、例外として残品を生ずるおそれがある場合等々の

例外措置が設けられているところでございます。 

 15ページは、直荷引きの原則禁止ということでございますけれども、こちらも当該市場卸売業者

から買い入れることが困難な場合、取引の秩序を乱すおそれがないというような場合には、例外的

に直荷引きが可能となっているわけでございます。 

 こういったものの活用状況ですが、16ページ、第三者販売の割合は青果、花きでは微増、水産で

は横ばいということで、下の折れ線グラフにあるとおりの利用、それから仲卸業者が自市場の卸売

業者以外から仕入れを行っている割合が全品目で２割程度の利用をされているという状況でござい

ます。 

 17ページ、第三者販売・直荷引きに対しましては、検討会委員よりさらなる規制緩和が必要とい

う一方で、必ずしもこれ以上緩和しても効果が出ないのではないかという指摘もございました。 

 この点について、18ページ、青地の部分でご議論いただきたいんですけれども、こういった第三

者販売・直荷引き禁止の原則に対する例外措置の内容について、国は関係者の十分な理解を得るた

めに、改めてその周知、徹底が必要ではないかと考えられます。 

 また、卸売市場が機能を高度化し取引を活性化するためには、連携が必要であって、その際、集

荷の共同化等の業務連携に関する契約、すなわち市場間連携に基づく第三者販売、直荷引きについ

て、市場取引委員会の手続をより迅速かつ簡易な運用とする必要はないだろうか。 

 それから、国産農産物の輸出の円滑化を図る観点で、第三者販売・直荷引きの原則禁止について

柔軟性を持ったものとする必要はないかといった点のご意見を賜りたいと思います。 

 19ページ、商物一致の原則でございます。こちらも市場内にある生鮮食料品等以外の卸売を原則

禁止ということですが、例外として場外の保管場所にある物品の卸売ですとか予約相対、それから

開設区域にかかわらない電子商取引の卸売については、商物分離取引が可能となっているところで

ございます。 

 この利用状況について20ページでございますけれども、開設区域内の場外保管場所における商物

分離取引は青果、水産では多くの業者が行っている一方、花きでは実施業者が少なくなっています。 

 予約相対についてでございますが、開設区域内の場所における商物分離取引、これは平成20年度

に比べて減少している状況です。 

 それから、電子商取引につきましても、20年度に比べて青果で取扱金額が３倍程度に増加してい

ますが、水産、花きでは大きく減少しているという実態でございます。 

 21ページは、電子商取引の概要ということで、施行規則上の規定と各市場の事例としてどういっ

たものを規定しているのかということで掲げさせていただいております。 

 22ページ、この電子商取引の取引事例でございます。実際の卸売業者からの聞き取りによります

と、デメリットとして市場取引委員会による審議手続の不便さ、メリットとしては物流経費、人件

費の削減、開設区域に関係なく商物分離取引が可能になる点が挙げられております。 
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 23ページでございます。この電子商取引導入に当たっての主な課題として幾つか指摘をされてお

りますが、これを踏まえて平成24年２月に食品製造卸売課長通知におきまして、この携帯電話端末

を利用した取引も対象になるですとか、画像が取引の必須要件ではない等、電子商取引導入に当た

っての課題に対する方策をお示ししているところでございます。 

 24ページは、この商物一致の原則に関しまして、検討会委員からは規制緩和について消費者の利

益への貢献という観点に基づく市場流通のあり方を前提に置く必要があるということ。また、ＩＴ

技術の発達によって商物分離を進めることで市場流通の効率化が進むのではないかといった点、こ

のＩＴ、物流コストの増大に対応して、効率化・強化を図ることの重要性が指摘をされているとこ

ろでございます。 

 25ページ、青地の議論いただきたいところですが、国は商物一致の原則に対する例外規定、特に

電子商取引の内容について関係者の十分な理解を得るために、該当する取引の具体的内容、クリア

しなければならない要件をわかりやすく整理し、改めてその周知徹底することが必要ではないかと

考えられます。 

 また、社会全体の電子化が進展する中で、市場におきましても一層これを推進していくというこ

とで、電子商取引に基づく商物分離取引について、市場取引委員会の手続等を迅速かつ簡易に運用

できるようにする必要はないだろうかと。また、この運用について特に改善が必要な事項はないか

ということでご意見をいただきたいと思っております。 

 次の26ページは市場取引委員会でございます。これは公正・公開・効率の原則のもとで適正な取

引を確保するということで、関係者の意見を聞く場として、任意に置くことができることになって

おりまして、それぞれ委員構成等の例を掲げさせてもらっていますが、27ページ、この市場運営委

員会について機能していないのではないか、機動的ではないのではないか、あるいはほとんど開催

されていないというような指摘もあります。一方で、この役割というのは重要でありますので、同

委員会の運営方法について不断の検証を行いながら、その活性化を図るべきではないか。その場合、

公正な取引の確保、機動的、効率的な市場運営、この両立の観点から議事運営のあり方等運用上さ

らにどういう改善が必要かという、この青地の部分についてご意見をいただきたいと思っておりま

す。 

 あと28ページは事務手続の簡素化ということで、いろいろな提出書類等、法令による規定がない

書類も市場ごとに必要としたり不要としているところがありますので、このあたりも整理をしてい

く必要があろうかと思っています。 

 29ページ、青地の部分ですけれども、開設者におかれましては、引き続き、法令に規定されてい

ない事務手続を廃止していく、電子化へ移行していくといった簡素化に取り組むべきと。その際、

早急な改善が求められる取組として、どういうものがあるかという点でございます。 

 最後30ページは、適切な取引環境の維持ということで、こちらも独占禁止法等により規制されて

おります優越的地位の濫用ということにつきまして、具体的な内容、公的な相談窓口について、国、

自治体が市場関係業者への周知を進めるとともに、相談体制を引き続き維持することが必要と考え

られるということで、この点についてもご意見があればお伺いしたいと思っております。 

 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、ただいまご説明のありました資料４につきまして、ご質問、ご意見をお願いしたいと

思います。この資料につきましても、アンダーラインが引いてある背景が青の箇所、具体的には９
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ページ、そして18、25、27、29、30ページとなりますが、取り組むべき課題や方向性への事務局か

らの提示箇所を中心に各委員のご意見をいただければと思っております。いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○伊藤（淳）委員 まず、２つありまして、先ほどの経営展望のところにもかかわることですが、

市場に入ってくる荷物がどういう荷物なのかということです。それが転送であるとか通過物である

とかを含んでの話ですが、私は基本的に卸売市場というのは、比較的好立地に当然存在しています

ので、いろんな意味で卸売市場であればコストが安く使えるというのは、先ほどどなたかご指摘し

たとおりだと思います。 

 そこに対しまして、市場業者としては卸売業者と仲卸業者、それから関連業者があるわけですが、

基本的には市場は取引する場所ですから、どちらかの取引にかかわるものであろうというのが原則

だと思います。 

 ところが、近年は通過物であったり、あるいはよくわからない取引、それは取引とは言わないの

でしょうけれども、そういうものが市場の施設を使われて行われているということになりますと、

市場運営コストというのは一体どこから出るのですかということになります。これはやっぱり面積

と売上高に対して、その価値を見出して、それに対して市場運営コストを、我々は支払わせていた

だいているし、それが原則だと思うのですが、どうも施設だけを利用して、例えばそれが荷さばき

なのか保管なのかわかりませんが、結果的には市場業者を通さない取引に利用されているというこ

とです。 

 ここは市場の根幹にかかわるところですから、このところはきちっと整理した上で、次にどうし

たら良いのかを議論だけではなくて、最終的なルールを決めた方が良いのではないかなと思ってい

ます。私は基本的には卸売業者か仲卸業者を通すべきものと思っています。 

 それから、先ほど余り規制してしまうと市場の外や周辺で行うことになってしまうというお話も

ありましたけれども、しかしながら、そんなに市場の敷地がもう狭くてしょうがないということで

はなくて、もしもあまりにも余ってどうしようもないんだというのであれば、物流基地としてどう

なのかという議論もあっていいと思いますが、今のところ余って余って困るという話ではないと思

いますので、そこは私は今余り考える必要はないと思っています。 

 もう１点は第三者販売のことですが、要は例外的に第三者販売といいましても、これ初回のとき

にお話しさせていただいたかもしれませんが、例えば20％を超えますともう例外的な話じゃないと

思われるかもしれません。しかし、例外じゃなくて多くなったから、それはそれで一つのあり方と

して認めようじゃないかとなって、新たな枠組みをつくろうということではなくて、やはりあくま

でも例外的な措置ですから、それは例えば買参業者になっていただくとか、あるいは仲卸業者にな

っていただくようにすればいいわけです。その方が市場の取引としてのデータも含めて明確になる

と思いますので、是非、あくまでも第三者販売というものは例外的な措置としての取引であるとい

うことを考えていただきたいと思います。 

 また、直荷引きの話もありますが、いろんなケースがあって、一概にこうだと言いにくいでしょ

うけれども、ただ現実的に直荷引きと第三者販売のボリュームが相当違いますので、これらを並列

的に議論するのはちょっと違和感があると思いますので、その辺もちょっと整理をしていただけた

らと思います。 

○藤島座長 現在の大きな問題だとは思いますけれども、すみません、最後のほうでお話しになっ

た第三者販売と直荷引きとかなり違うというお話ですけれども、どのくらい違うんですか。 
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○伊藤（淳）委員 築地市場しかわかりませんが、第三者販売というのは大体20から21％ぐらいで

す。例えば全体の取扱額を1,000億円とすれば200億円となります。他方、仲卸の直荷引きの割合は

多分２％ぐらいと思います。 

○藤島座長 1,000億に対してですか。 

○伊藤（淳）委員 1,000億円に対して２％ぐらいと思います。築地は大体全体で四千何百億です

から、額については掛け算していただければわかると思いますが、割合そのものが全然違いますの

で、それを並列的に扱うことはどうかなと思います。 

 開設者の日浦さんもいらっしゃいますので、日浦さんのほうがデータとしてはお持ちだと思いま

すけれども、私が今申し上げた数字が余りにもかけ離れているのであればご訂正をいただきたいと

思いますが、実感としてはそのように思っています。 

○藤島座長 ありがとうございます。日浦委員さん、いかがですか。 

○日浦委員 ちょっとすみません、数字については一旦持ち帰ります。 

○藤島座長 非常にいずれにしても重要な問題でございますし、実際卸さん、仲卸さんとも直接大

きな問題になるだろうと思うんですが、ご意見よろしくお願いいたします。 

 近藤一海委員さん、お願いいたします。 

○近藤（一）委員 例がいくつか示されておりますけれども、条件委託と無条件委託の割合ってそ

れぞれ品目によって違うと思うんですが、実態はどうなんでしょうか。 

 それからもう１点は、価格決定のときの条件委託の場合の指し値の割合がどれぐらいあるのか。

それから逆指し値ですね、買い手の方が、先ほどどなたか買い手市場になってしまっているという

ご意見がありましたが、その場合のルールはどうなっているのかお知らせいただければありがたい

です。 

○藤島座長 このあたりは川田委員さん、いかがでしょうか。 

○川田委員 条件委託という言葉が一般にはないだろうと我々は考えているんですけれども、もち

ろん農水省の検査で条件委託なんて出したらえらく怒られますが、産地からの希望価格というもの

はあるということです。希望価格に沿わない場合はどうなるかというと、次の日の荷が産地から来

なくなると、こういうことなんですね。 

 ですから、形としては委託取引なんですが、どうしても差額が出てきてしまって、そういう実態

の処理に困るということはかなり多いということはありますね。 

○藤島座長 大まかなところどのぐらいになるんですか。 

○川田委員 市場によって品目も違いますし、市場によって大分違うと思うんですけれども、産地

からの要望は今非常に強くなっていまして、Ａという市場で100円であればＢという市場でも100円

ということなんですね。ですから、数量の調整はもちろんされるんでしょうけれども、売りが弱い

ところは実際の引きが70円とか80円でも100円で仕切る、こういう取引がかなりあることは間違い

ないですね。 

○藤島座長 東京青果さんはそういうのはあまりないわけでしょうか。 

○川田委員 非常に産地の希望が強くて大田市場でいくらだから他の市場でも同じ値段という販売

のルールが、ルールというか販売のやり方が産地のほうには若干ありまして、だから何とか100円

で、値を決めたいと、こういう要望はあるんです。 

 買付け取引にすればいいじゃないかということなんですけれども、そうすると出荷奨励金が出な

くなるものですから、産地としては出荷奨励金も欲しい、再生産価格も欲しいと、こういうことで、
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依頼が来ることはかなりの件数ありますね。 

○藤島座長 逆指し値というのは。 

○川田委員 逆指し値というのはほとんど青果の場合はないと思うんですけれども。ただ、1,000

円で買うからもっと数をくれと、こういう交渉の仕方はありますけれども、1,000円じゃなきゃ受

けないとかいう話ではないと思います。今は産地の方が力関係は強い、上にあるということで、産

地からの要請の方が圧倒的に多いというふうに思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 倉﨑委員さん、お願いします。 

○倉﨑委員 補足で申し上げます。大田市場の場合は、これは日本ナンバーワンですから、本当に

川田さんのところ、その足し割りというのはあまりないと思うんですが、現実論といたしまして今

の卸売市場で赤字経営の多くの市場の中には産地からかなり厳しい売値価格の希望があるわけです

ね。売れないものもいっぱいあるんですよ。だからそれをとにかく1,000円のものを700円で売れば

300円ずつになりますが、これは8.5％もらってもそれよりもうんと多いんです。だから現状として

は大変厳しいんじゃないでしょうかね。 

 そういう中で我々が見ておりましても、例えば今年の夏の長い雨で、とにかく野菜が少なかった

と新聞に書かれました。今年の産地はきっと恐らく久しぶりにいい手取りになるのかなというとき

に、逆にまだそういう希望価格があると、やはり専門家の荷受けとしては随分異論を唱えています

が、大変難しいところなんですよね。だから経営を圧迫しているということはあります。これらの

ところについてはやっぱり公取さんがもうちょっと見てもらっていいのではないかなという部分も

あると思いますが、どうなんでしょうかね。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 伊藤裕康委員さん、水産ではいかがですか。 

出荷側から希望価格といいますか、指し値といいますか、そういうのがかなりついてくるのかどう

かということなんですけれども。 

○伊藤（裕）委員 水産の卸の場合、ほとんどそれは買付けで処理しております。今、川田さんが

おっしゃったのを伺っていると、出荷奨励金との関係があって、それでこれを委託扱いにされるん

だという今ご説明を伺ったんですけれども、水産の場合にはそういう出荷奨励金のために委託を維

持しなければならないということはほとんどございません。ですから、実質的に買付け処理で、そ

して卸が損をする、あるいはもうけるということで処理しております。 

○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 私ども地方の水産市場も今、伊藤会長がおっしゃられたようにほとんどもう買付けで

処理しておりますので、青果さんとは若干違うのかなと思いますね。ただ、この一番最後の30ペー

ジの適切な取引環境の維持、この優越的な地位の濫用ですが、これ正直言って、まだまだあります。

そうしますと、私どもも産地に泣いていただくか、私どもも一緒に泣くか、私どもだけで泣くか、

こういうことなんですね。大手にそういうことを協力しますと、中堅スーパーさんなんかも全部右

へ倣えしますから。それがやはり卸や仲卸の経営を圧迫している一つではないかとは思っておりま

す。 

○藤島座長 伊藤淳一委員さんいかがですか、先ほどのスーパー側からの逆指し値といいますか。 

○伊藤（淳）委員 私たちの仲卸の中から聞く声は、それは個々の取引ですから、力関係が圧倒的
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に変わってしまえば、あとは取引するかしないかという話だと思います。むしろそれより、影響を

受けるのは、やはり量販店の方が先ほどの第三者販売も入るかもしれませんが、買付けの数量をバ

イイングパワーで確保してしまうので、仲卸業者の人とか他の買参業者の人が買うものがないとか、

あるいは自分のところのお客さんから、うちにはないけれども、何であそこの量販店では売ってい

るのかというような話があります。それは取引する時間の問題なのか量の問題かよくわかりません

が、その辺で優越的地位かどうかわかりませんが、ちょっと不公平感があるという話は聞きます。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 磯村委員さん、花はどうですか。 

○磯村委員 花は委託物品が大変多いですが、それは多分多品種だからではないかというふうに思

います。アイテム数まで入れますと、大体一般的な卸売会社で１万アイテムぐらい。今、大田花き

では１万5,000アイテムぐらい毎日やっていますので、区分が細かくてなかなか大変。それを変な

話ですけれども、この値段で売ってほしいという希望はありますけれども、売れるときと売れない

ときがあり、それから嗜好性が強いですから、例えば週末は結婚式がありますが月曜日に出荷され

たものはそこまで持ちませんから、それは安くて水曜日以降じゃないと相場が立たないと、こうい

うようなのが繰り返されております。そういうような中で必要なものについては、要すれば買付け

だとか注文でお願いをすると、こういうふうになっております。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 野﨑委員さん、お願いします。 

○野﨑委員 産地の希望価格の話ですけれども、産地では再生産価格を維持したいと考えているわ

けなんですね。年々生産コストが増えております。肥料、農薬、それから燃料コスト、生産者の手

取りがどんどん減少しているのが実態という形で、再生産もままならないという状況でございます。

その生産コストを販売価格にいかに反映をしていただくかということについては、卸売市場の皆さ

んと連携をしながら取り組んでいきたいということでございますので、そういったところをご配慮

いただきたいということでございます。 

○藤島座長 量販店さんも消費者に売るために値段の要望を出しているので、その辺はよくわかり

ます。 

 近藤栄一郎委員さん、お願いします。 

○近藤（栄）委員 産地と市場の関係なんですけれども、街に出れば我々小売も価格で勝負しなく

ちゃならないわけですが、そうするとやっぱり相対取引による価格の不透明性というのは否めない

わけですね。実際に平成11年の市場法の改正の措置として、相対取引が認められたわけですね。そ

れを担保するため市場取引委員会が設定されたわけですけれども、やっぱりそういうところが全て

機能していないから優越的の地位の濫用だか、バイイングパワーだかわかりませんけれども、そう

いうところで価格差が出るのではないかなと思うんですね。 

 私も組合の立場上、いろいろなところの価格を見て回りますけれども、市場の価格から我々が

何％か利益を出して販売するのに、大手の流通業者や量販店で売っている価格というのは我々の市

場の価格と同じなんですよ。この辺のところも非常に価格形成のところが不透明だと思うんですね。 

 それで本来、相対取引の透明性を増すということは、数量もやはり少ないときも多いときも同じ

く分配するということにつながらなければ、透明性を増したということにはつながらないと思いま

す。 

 先ほど伊藤淳一委員もおっしゃっておりましたけれども、ものが非常に少ないときは量販店が数
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量を確保してしまっており買うものがなくなる、今みたいに多くて安くなれば我々小売まで均一に

いくというような状況になっているわけなので、その辺のところをもう一度透明性を増すという言

葉の中で均一にしていかなければ、なかなか難しいのではないかなと思います。 

○藤島座長 確かにおっしゃられるように公正な取引といいますか、その辺問題がないとは言い切

れないかなとは思ってはいるんですけれども。 

 磯村委員さん、お願いいたします。 

○磯村委員 それに関係して、５ページの法令第35条なんですけれども、１号物品、２号物品、３

号物品というふうにあって、規定をそれぞれしていますけれども、現在はもう既にこの意味はなく

なっているんじゃないかというふうに思います。現実の取引の中では、あるいは予約相対だとか、

あるいはＩＴの発達などまで含めますと、なかなか競りが少なくなってきているんじゃないか。 

 例えば、私どもですけれども、それぞれの鉢物なんかを販売するときに、必ず写メールでもって

先方に今日の品物はこういうようなものですよというふうにやって送る。前に買って中身をチェッ

クをして、これだったらいいというようなものも、今日の現場ではこういうふうにして相対に臨む、

これは今普通に行われていることなんですよね。 

○藤島座長 確かにご指摘のように、それぞれの卸売市場で現在はほとんどもう競りはされていな

いというのがある意味では常識化していますので、確かにそういうご指摘は的を得ているかとは思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○近藤（一）委員 今おっしゃったような状況の中で、公正性は何によって保たれるのかというの

が私の一番質問したいことなんです。私、九州ですけれども、例えば関東にものを出したら終わり

ですよね、価格決定参加できないわけですから。もう信用するしかないという世界。 

 ところが、今おっしゃったように、量販店の小売価格を見ると、市場の卸売価格より安いときが

いっぱいあって、それは価格ミックスとかいろんな操作されますから、自己判断でやられている場

合もありますけれども、青果物を大体押しなべてみると、再生産価格に乗っている品目って少ない

んですよね。 

 だから当然いろんな施策を農水省は打たれていますけれども、後継者が育たないという悪循環に

陥っていて、今の話を伺っていると公平性は取引の透明度によってしか担保されていないのかどう

かですね、その辺をもうちょっとちゃんとしていただかないと、市場にモノが集まらないのではな

くて、産地で物をつくる人がだんだんいなくなるんじゃないでしょうかね。 

○藤島座長 川田委員さん、お願いします。 

○川田委員 今、青果物ですと、供給が細っていることは間違いないんですが、それ以上に需要の

方が細っていまして、今12カ月のうち10カ月は売り悩んでいると。２カ月だけ需要が多いと、こう

いうことなんです。 

 その10カ月をどうやって乗り切るかというと、やっぱりたくさん買っていただくところにどうし

ても比重を置かざるを得ないと。２カ月のときは買う側から非常に文句が出るんですけれども、じ

ゃそれ以外の月に余ったものが全部はけるかどうかなんですね。価格決定のメカニズムが少しずれ

ていることは間違いなくて、よく申し上げるのが需要と供給の需要曲線と供給曲線が交わるところ

で決まれば問題ないんですが、スーパーの理論はたくさん買うから安くしろという、需要曲線の逆

を行くわけですね、価格が。ですから、そこら辺、考え方自身が、要はメーカー品、工業製品を買

うときは当然たくさん買えば安くなると、これは理論なんですけれども、青果物もその市場原理を

無視して、たくさん買うから安くしろと、こういう今強い要望があるものですから、少なくとも10
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カ月はそれ以下で売る、２カ月間は小売さんのほうから文句が出るということは現実としてあると、

こういうことであります。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 近藤栄一郎委員さん、お願いします。 

○近藤（栄）委員 今、川田委員がおっしゃったとおりなんですけれども、農産物ですから全て均

一なものが市場にあるとは限らないんです。小さくて売りづらいものとか、余り大き過ぎて売りづ

らいものというのも入ってくるわけですね。当然予約相対の中では、当然真ん中ら辺の一番売りや

すい部分というのを量販店は欲しがると思うんですけれども、そのほかのところは誰がさばくかと

いうと、やっぱり小売になっちゃうわけですね。それは昔からの商売のやり方というか、そういう

術を、商売の術を知っているというようなところで、売りづらいところもお客様に買っていただく

というような努力をしているわけですね。 

 だから、そういう意味でやっぱり市場そのものには均一的なものが入るんじゃないんだと、つま

り、ちっちゃいものから大きいものが全て入るようなところが市場だという認識が必要ではないか

なと思いますね。 

○藤島座長 ありがとうございます。川田委員さん、お願いします。 

○川田委員 先ほど価格決定のメカニズムと申し上げたんですけれども、要は競り取引というのは

その場で全て終わるんですね。一番高いビットをした人が買うと。相対取引の場合はある意味継続

性があるわけですね。例えば競り値よりも高く買ったケースがあれば、その後の取引でそれを調整

していくと。ですから、価格、１日だけ見ると高いとか安いとかあるんですけれども、長い目で見

ると、先ほど数字にあったように、大体収れんしてくると。だけど、片や瞬時で取引が終わる、片

やある程度の継続性を持った取引と、この差があって、それが不透明といえば不透明に見られるの

かもしれません。 

○藤島座長 ありがとうございます。価格が上がらない時代になっているものですから、これ価格

がよければ小売さんももちろんそうですし、卸さん、仲卸さん、そして出荷者の方というか生産者

の方も何ら問題ないだろうと思うんですけれども、価格が上がらない中でそういった点では公正さ

といいますか、そういったこともご指摘を受けるんだろうかなというふうには思っています。 

 近藤一海委員さん、お願いします。 

○近藤（一）委員 その公正取引委員会だけで、その公正な取引が十分だというふうに国は考えて

いるのかどうかですね。新しい制度改正、新しい方向性を出すときに、そこをどうするのかという

ふうに踏み込まないと、この議論は議論で終わり。次に生まれるものは何もないということになっ

てしまう。 

○藤島座長 そのあたりも検討させていただきたいと思います。いずれにしろ、こういう時代です

から、競りよりは相対取引になってこざるを得ないだろうと思うんですね。そうなってくると、や

はり相対取引の価格を公表するというところで、その公正さというのを保っていくということにな

らざるを得ないのかなとも思っているんですけれども、さらにそのあたりのところは検討させてい

ただきたいとは思っております。 

 ほかにご意見いかがでしょうか。 

 もしよろしければ、もう時間がかなり過ぎているということもございますので、大きい議事の２

のほうに移らせていただきたいと思います。 

 その他でございますけれども、事務局から連絡事項等はございますでしょうか。 
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○遠山卸売市場室長 卸売市場室長の遠山でございます。事務局からご連絡をさせていただきます。 

 次回の第６回検討会につきましては、来年１月下旬に開催を予定としております。次回第６回で

は最終取りまとめ骨子案についてを議題といたしまして、これまでの議論等を踏まえまして、第７

回に予定しております最終取りまとめに向けました骨子の案を事務局からお示しし、委員各位にご

議論をお願いしたいと存じております。 

 具体的な日にちにつきましては、既に事務的にはお伝えしておりますが、来年の１月29日木曜日

の午後とする方向で考えております。具体的な日時、場所の詳細につきましては、別途改めて正式

にご連絡をさせていただきます。 

 なお、これまでの検討会と同様に、本日の配付資料は農林水産省のホームページにて掲載いたし

ます。また、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、調い次第、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、各委員の席上に置

かせていただいている青色のファイルのほうはお持ち帰りにならないよう、そのままにしておいて

いただければ幸いでございます。 

 事務局からは以上です。 

○藤島座長 ありがとうございました。 

○永井委員 すみません、先ほど途中で言っておいたのですが、最後に要望を一つ。今卸売市場で

すね、多少の違いはありますけれども、近年市場の周りの住民に対しまして、市場をよく知っても

らおうと、市場はどんなものかということで理解を得ようというようなことで、それからまた市民

の方々にサービスを提供しようというようなことで、卸売市場におきまして一般消費者が足を運ん

でくるという、そういう機会が非常に多くなってきております。 

 ただ、卸売市場というのはもうご承知のように公共の施設でございます。ですけれども、卸売市

場というのは業者間がこれ売買する大変大事な場所でもあるわけでございます。そして、また衛生

面、あるいは施設運営の面からおきましても、あるいはまた我々小売の取引の面からおきましても

非常に大事なところなので、一般消費者の方の出入りを禁止というようなことで要望したいと思っ

てきました。これ先ほど遠藤委員さんからも福島において小売の皆さんも一緒にやらないかという

ような、そういうふうにだんだんと状況が変わってきているんですね。ですから、実際にはその一

般の方を禁止というのは非常に難しいんですね。 

 ですから、一つ申し上げますが、一般消費者を見学等で市場内に招き入れる場合は、朝の９時以

降にお願いしたい。その時間帯以前は、我々プロの仕事場ですので。そのことは第２回でも言わせ

てもらったつもりですけど。狭い市場内を一般の方々が往来すると、我々の商売に支障をきたすお

それがありますので、受入れ時間を配慮して頂くことについて、ご理解を頂きたいと思います。 

○藤島座長 わかりました。いや、今の点非常に重要だとは思いますけれども、またいろいろなご

意見もございますので、その辺も十分に検討させていただきたいと思います。 

 それでは、長時間にわたりましてご熱心にご議論いただきまして、まことにありがとうございま

した。 

 これにて卸売市場流通の再構築に関する検討会の第５回会合を閉会とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午後３時５６分 閉会 


