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午後１時２８分 開会 

○藤島座長 それでは、卸売市場流通の再構築に関する検討会の第６回会合を開催させていただき

ます。 

 本日は、川野委員さん、矢野委員さん、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。 

 なお、お亡くなりになった宮本委員さんの代理として、全国青果卸売協同組合連合会副会長の斎

藤様のご出席をいただいております。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、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 農林水産省食料産業局卸売市場室長の遠山でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 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、資料といたしまして「卸売市場流通の再構築

に関する検討会」報告（骨子案）及び参考資料１、参考資料２となっております。 

 資料の不足などございましたら、おっしゃっていただければと存じますが、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。よろしくお願いい

たします。 

○藤島座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、早速ですけれども、議事次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

 本日の議事は、「卸売市場流通の再構築に関する検討会」報告（骨子案）であります。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 食品製造卸売課長の矢花でございます。資料に従いまして説明をさせて

いただきたいと思います。 

 お手元の資料「卸売市場流通の再構築に関する検討会」報告（骨子案）というＡ４の資料でござ

います。１枚おめくりいただきますと、目次にこの構成を書いてございます。本日ご議論いただく

のは、骨子という形になりますので、極めて文章は短めになっております。本日ご意見をいただき

まして、もう少し文章化したものを次回お示しさせていただきたいと思っております。 

 目次を見ていただきますと、「Ⅰはじめに」の後、Ⅱとして卸売市場流通の現状について、取り

巻く環境ですとか関係事業者の現状、取組状況等を書かせていただいております。 

 Ⅲで、再構築に向けた主要な課題を整理いたしまして、大きく２つに分けて市場としてのあり方

や運営方法にかかる課題、それから市場関係業者や開設者の取組に関する課題としています。 

 Ⅳに卸売市場流通の再構築に向けた取組に関する課題への対応を整理させていただいております。

課題に対応いたしまして、こちらの対応も大きく２つに分けまして、市場としてのあり方や運営方

法等に係る課題への対応、それから市場関係業者や開設者の取組に関する課題への対応という整理

をさせていただいております。 

 それでは、１ページからになりますが時間の関係もありますので前段の現状のところは少しかい

つまんだ形で説明をさせていただきたいと思います。 

 「Ⅰはじめに」のところでございますけれども、さまざまな環境変化がある中で、中ほど「ま

た」以下ですけれども、農林水産大臣は５年ごとに卸売市場整備基本方針を定めております。平成
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22年10月に策定された現行基本方針が今年秋に５年を迎えますので、こうした状況を踏まえまして

第10次基本方針の策定を来年度、27年度に進めていくわけでございますが、それに先立ちまして、

この検討会でご議論をお願いしているところでございます。 

 Ⅱのところ、卸売市場流通の現状ということで、こちらにつきましてはご案内のとおりでござい

ますが、人口減少や高齢化により食料消費の変化が進んできている、また、単独世帯が増えたり女

性の労働力上昇というような社会構造も変化しています。それから国内の農林水産物の生産・流通

構造も大きく変化をしてきているというような現状にあります。また、社会的な要請としては、環

境問題への対応やコンプライアンスの徹底等に対する強い要請が出てきております。 

 次の２ページでございますけれども、バリューチェーンの構築に向けた新しい動きといたしまし

て、輸出や６次産業化の取組が展開されております。 

２の卸売市場及び卸売市場関係業者の現状といたしましては、卸売市場経由率、これは青果、水産

で６割、国内産青果物に限れば９割とかなり高い数字を保っておりますけれども、経由率は低下方

向で推移しています。取扱数量、金額についても総じて減少傾向にあり、経営状況につきましては、

事業者数が減少し、１業者当たりの取扱金額は横ばいで推移している厳しい状況にあります。 

 それから、第９次基本方針に基づきます取組状況ということで、中央拠点市場でございますが、

こちらは青果21、水産11市場が位置付けられております。ただ、ネットワークを構築しているのは

２市場のみということで、また、中央拠点市場への位置付け前後で取扱数量の変化についてはそれ

ぞれであるとなっています。 

 また中央卸売市場の再編につきましては、第９次基本方針策定以降、15の中央卸売市場が再編、

うち13市場が地方市場に転換をしているということでございます。 

 地方卸売市場につきましても、地域拠点市場というのが位置付けられているところでございます

が、統合等を進めた市場があるのは３都道府県にとどまっているという現状にあります。 

 市場の立地、施設の種類、規模、配置等々に関しましては、施設整備、管理におけますＰＦＩ、

指定管理者制度、これも例は少ないんですけれども、導入しているところがあります。 

３ページですが、コールドチェーンシステムの整備も着実に進んでおりますし、実需者ニーズへ

の対応ということで配送、加工処理施設等の整備が進められ、また環境負荷の低減、物流効率化に

ついてのいろいろな取組もされているところでございます。 

 品質管理の高度化というところでは、さまざまな検証等を行って売買取引の合理化を進めたり、

卸売市場間の連携を図る、あるいは事務手続の簡素化ですとか、物品の品質管理の高度化について

も取組がされておりますけれども、品質管理高度化規範の策定やＩＳＯ認証等の取得というところ

では、まだまだ途上にあるということでございます。 

 経営の近代化につきましては、一部で営業譲渡、合併、ホールディングス化、経営統合が実施を

されております。増資等による財務体質強化に取り組む業者はまだ少ないという状況です。 

 そして、４ページでございますけれども、仲卸業者につきましては、経営強化のための合併、営

業権の譲受け等は全体の１割にとどまっているところでございます。 

 経営の近代化に向けた卸売業者と仲卸業者に共通する取組としては、付加機能の強化、生産者と

の連携、地場産品集荷等々の取組が各地区で、各市場で進められていますが、仲卸業者の取組はや

や低くなっています。 

 それから、経営展望、行動計画の策定につきましては、全体の２割が策定をしていないというこ

とでございます。情報化の推進に取り組んでいる市場は約半数、それから災害時への対応では、Ｂ
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ＣＰの策定等も２、３割といった水準にとどまっております。市民との交流は、各市場が特色ある

形で進めているところでございます。 

 こういった現状を踏まえまして、５ページ、再構築に向けた主要な課題ということで１枚整理を

しております。 

 各市場における経営戦略の確立、経営展望に基づく取組を、着実に遂行することが必要であろう

ということや、機能、立地、それぞれの市場の役割に応じた役割分担、連携の強化、卸売市場にお

きます公正かつ効率的な売買取引の確保といった基本的な事項も必要な課題として整理をしており

ます。 

 市場関係業者、開設者の取組といたしましては、多様化するニーズへの的確な対応、これは重要

な課題でありますし、また経営体質の強化が求められているわけでございます。市場の活性化に向

けては輸出、６次化の取組も課題となりますし、さまざまな社会的要請への対応ということも求め

られており、適切に対応することが必要となっています。 

 ６ページに移らせていただきますけれども、こうした現状、それから課題の整理を踏まえまして、

Ⅳで卸売市場流通の再構築に向けた取組ということで整理をさせていただいております。 

 国内流通の基幹的なインフラとして、特に生鮮食料品に係るフードバリューチェーンにおける基

幹的な流通ルートとして、市場が市民、国民の期待に応えて発展していくことが必要であります。 

 ただ、さまざまな環境変化の中で市場に期待される役割も一層多様化をしております。その中で

一部対応できている部分、あるいは対応できていない部分が明らかになってきておりますので、そ

うしたことに対しまして卸売市場が求められる機能、役割を発揮、強化をし、市場の再構築を進め

ていく上で以下のような対応が必要であろうというまとめにさせていただいております。 

 １は、市場としてのあり方や運営方法に関する課題への対応でございますが、１）のところで、

経営戦略の確立を挙げております。経営展望を策定し、具体的な行動計画も含めて経営戦略的視点

に立った取組を一層市場として強化していくことが必要としています。 

 また２）ですが、市場関係者が一体となって市場経営を行っていくということ。経営展望の策定、

あるいはそのレビュー見直しという取組を含めて、市場全体としての 適を図っていくという考え、

継続的な協議が必要であろうということでございます。 

 ３）ですが、市場経営におきましても、効率性、機動性の向上というのが求められるわけでござ

いますので、指定管理者、ＰＦＩ等の活用も引き続き推進することが必要であろうとしています。 

 （２）でございますけれども、立地、機能に応じたビジネスモデルの確立ということで、各卸売

市場それぞれで立地条件、あるいは強み、弱みというものが違ってまいります。これを踏まえて経

営展望の中で目指すべきビジネスモデルというものを定め、戦略的、計画的に機能強化等を進める

ことが必要ではなかろうか。その際、生鮮食料品の安定的な供給というのが基本ではあるんですけ

れども、大消費地に近いところでは大規模な集荷・分荷機能の発揮をされるということもあります

し、産地を抱えているようなところでは産地連携による魅力ある生産物の集荷販売、あるいはニー

ズの高いところでは加工・業務用の商品開発あるいは国際港、国際空港を通じた輸出を進めていく、

こういったさまざまなビジネスモデルが考えられるところでございます。 

 ７ページにまいりまして、（２）の２）は各市場の役割に応じた市場間連携の構築でございます

が、卸売市場間において集荷の共同化、双方向や相互融通での荷揃え、相互に共存共栄の関係を築

くということで重要であろうとしています。 

 ３）は中央卸売市場の再編措置のあり方でございます。引き続き中央市場としての機能が十分に
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発揮されていないという市場については、再編を進める必要があろうかと思っています。その再編

を進める場合に、その当該市場は経営展望の策定、見直しを行って目標を定めて、どういう再編後

のあり方を目指すのか、それを明確にしていく必要があろうと考えています。 

 また、地方卸売市場に転換する場合も、これは各都道府県の整備計画の中で位置付けられていく

わけですが、やはり中核として位置付けて役割を発揮していただくということが求められるであろ

うということで整理をしております。 

 ４）の中央拠点市場のあり方につきましては、現行の中央拠点市場制度について、たくさんのご

議論がございましたが、各市場の経営展望や目指すビジネスモデルとは無関係に、その市場の取扱

数量をもとに国が指定するというのが現行の仕組みでございますが、このあり方については、市場

ごとのビジネスモデルの確立を促すという方向性と合わせまして見直しを検討することが必要であ

ろうというまとめにしております。 

 ５）は、地方市場の再編のあり方でございます。 

 地方市場は、都道府県の管轄の範囲になってくるのですけれども、地域内において市場流通全体

を活性化する必要がございます。他市場との統合や連携の拠点、あるいは高機能化を進めて地域内

の核となる市場として、都道府県の整備計画の中でもきちんと位置付けをして必要な取組を進めて

いただく必要があろうかと思っております。その際、地方市場の経営強化という点でも、市場の統

合、それから卸売業者に対する各県の財務基準の設定をしっかり進めていただいて、取り組んでい

ただく必要があろうかと思っております。 

 ８ページに移らせていただきますけれども、（３）として卸売市場における公正かつ効率的な売

買取引の確保という点でございます。 

 中央市場は、せり・入札対象物品に係る設定、特に２号物品のせり・入札割合について、市場の

経営展望、取扱物品の需給動向も踏まえて柔軟かつ戦略的に設定することが必要であろうかと思っ

ております。また、価格の情報提供という意味では、価格形成に係る情報についてデータ提供、イ

ンターネットによる検索の利便性向上、保存期間の延長など、利用者のニーズに配慮をした提供に

努める必要があろうと考えております。 

 ２）は公正かつ効率的な取引の確保ということで、第三者販売・直荷引きの原則禁止に係る特例

の活用ですが、この例外規定に関します関係者の十分な理解をまだまだ得られていない部分がある

のかなという反省がございまして、改めて周知を徹底する。それから連携を促進する観点からは、

他の卸売市場の卸売業者との業務連携契約に基づく第三者販売・直荷引きの市場取引委員会の手続

の迅速、簡易な運用ということも検討する必要があると思っております。また、輸出の際にも海外

業者への第三者販売などの柔軟な運用について検討することが必要と整理をしております。 

 商物一致の原則に係る特例でございますけれども、こちらについても電子商取引など例外規定に

該当する取引が認められているわけでございますけれども、この具体的内容あるいは満たすべき要

件について必ずしも十分な、あるいは正確なご理解を各関係業者の方に周知できていないのではな

いかという点も反省がありますので、改めて周知徹底することが必要であろうと整理をしておりま

す。電子商取引に基づく商物分離取引につきましては、出荷者・実需者のニーズに迅速かつ的確に

対応可能とする必要がありますので、市場取引委員会等の手続きについてもより迅速化、簡易化と

いうことを検討することが必要ということでまとめております。 

 市場取引委員会についても、これを活性化していくということで機動的、効率的な市場運営と公

正な取引の確保、これを両立する観点から運営方法の検証、運用改善が必要と考えております。 
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 あわせまして事務手続の簡素化についても、法令に規定されていないいくつかの手続というのが

指摘されておりますので、この簡素化を進めていく必要があろうと考えております。 

 また、適切な取引環境の維持という点では、独禁法等により規制される優越的地位の濫用の内容、

あるいは公的な相談窓口について、市場取引110番、こういう相談体制も既に整備されているんで

すけれども、これまたきちんと周知を進めて継続的に相談体制をとっていくということが必要であ

ろうと整理しております。 

 ９ページでございます。 

 大きな柱の２つ目で、市場関係業者及び開設者の取組に関する課題への対応でございますが、多

様化するニーズへの対応というところで、品質管理の高度化が基本的な課題としてあります。これ

につきましては、生産現場から店頭、食卓までのコールドチェーンシステムの確保に向けて、各市

場の立地条件、取扱物品の構成等に応じて計画的に施設整備等を進めていくことが必要であろうと

考えます。 

 また組織的、体系的に品質管理の高度化を進めていただくということで、品質管理高度化規範の

策定はもとより、社内遵守体制の強化ですとか、あるいは不断の検証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ことが必要であろうとしています。 

 加工・調製、保管・配送といった付加機能についても一層の充実が必要でありまして、その際の

施設整備は市場の経営戦略、費用対効果、長期的な需要予測等々を踏まえて計画的に進めていく必

要があるということでございます。 

 産地との連携も通じた品揃えの充実ということも一層強化が必要であろうというまとめでござい

ますし、また、積極的な情報の受発信、流通コストの削減という点では、卸売業者の中間者として

のコーディネート機能を発揮することが必要でありますし、流通コスト削減に向けたＩＣＴ技術活

用や通い容器の導入等が必要ということでございます。 

 市民交流につきましては、衛生管理、安全確保に十分配慮しながら、食に関する情報発信、交流

が引き続き積極的に進められていく必要があろうということでございます。 

 １枚おめくりいただきまして10ページでございます。 

 （２）では、卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化ということで、さまざまな付加機能の強化、

業務の効率化もあわせまして人材の育成・活用など生産性の向上に向けた取組を推進する必要があ

ろうと。合併などによる統合大型化ですとか、資本関係の構築による連携強化ということも取り組

むべき課題になってくると思います。 

 経営改善指導につきましては、市場流通の信用力を確保するために経営改善指導について、例え

ば中央卸売市場卸売業者に対しては、オフサイトモニタリングを通じて財務内容の監視、指導をす

る、経営改善が図られない場合には達成状況のフォローを濃密にしていく、あるいは計画の見直し

をするなど状況に応じた指導強化というのが必要と考えております。 

 仲卸業者につきましては、開設者があらかじめ指導監督指針を定めまして、これに基づくきめ細

やかな指導が必要ではないかということです。 

 地方市場につきましても、各都道府県で財務基準の設定を進めて、都道府県間におきます情報共

有等で底上げというのをしていく必要があろうかと思います。 

 代金決済に係るリスク管理でございますけれども、このリスク負担を軽減するための方策につい

ては、実態をよく踏まえた上でさらに検討を進める必要があるという整理でございます。 

 （３）になりますが、市場の活性化に向けた新たな取組につきましては、大きく２つ、輸出と６
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次化のパートナーという項目を挙げてございます。 

 輸出につきましては、市場関係者と関連機関との連携強化、海外事業者との直接取引の円滑・効

率化ということで、輸出に取り組むことによって市場流通全体を活性化していくことが求められま

す。 

 ６次化につきましては、国内農林水産業の活性化と消費拡大を図るという点で、産地情報と実需

者・消費者ニーズ双方を通じて多様な販路に係る知見を持っているという市場の強みを活かして６

次産業化に積極的に参画していくことが必要であるということでございます。 

 11ページにまいりまして、社会的要請への適切な対応ということでは、外部監査を伴う品質管理

認証、トレーサビリティーシステムの導入等やコンプライアンスなど規範の策定・徹底など重点的、

積極的に推進する必要があろうかと思います。 

 環境負荷の軽減につきましても、数値目標、方針を策定した上で、それぞれ計画的に取り組んで

いくことが必要です。 

 それから災害時等、緊急事態に対応するために事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を進めていくとか、

市場間あるいは自治体との協定締結、災害に備えた施設整備など、平時から災害発生を見据えた取

組を進めることが必要であろうということでございます。 

 後の「Ⅴおわりに」では、現行の卸売市場整備基本方針は平成27年度、この４月から始まる新

しい年度でございますが、その年度中に次期基本方針を策定する予定でございます。農林水産省に

おきましては、今回この報告書が取りまとめられましたら、この報告を真摯に受けとめ、この基本

方針の策定を初めとする施策の見直しに当たっては、卸売市場が安全な生鮮食料品等を円滑かつ安

定的に供給するという使命を十分果たすことができるように、的確に対応することを期待すると記

載いたしました。 

 開設者、卸売業者、仲卸業者、市場関係者、都道府県においては、この報告に掲げられた課題、

対応方向に即して、主体的、積極的に対応していくことが期待されるという結びにしております。 

 長くなりましたが、以上、説明でございます。 

○藤島座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました資料につきまして、ご質問、ご意見を伺ってまいりた

いと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

 まずは「Ⅰはじめに」と、「Ⅱ卸売市場流通の現状」、ページで言いますと１ページから４ペー

ジについて、ご質問、ご意見等をお願いしたいと思います。濱田委員さん、よろしくお願いいたし

ます。 

○濱田委員 １ページの（３）のところでございます。私は水産分野の専門なので、そちらの視点

からお話しさせていただきます。 

 この（３）２行目の「その一方、農協・漁協の合併等により産地の大型化が進展。」というふう

に書かれております。確かに漁協合併は進みました。ただ、流通構造との関係で言ったら、あまり

漁協の合併自体は大きくかかわっていないということをお話ししたいと思います。 

 基本的に水産物流通は、生産者から産地市場と消費地市場を通して消費者に供給されています。

地方、中央という分け方もございますけれども、水産物の流通機構を説明する場合は、産地市場と

消費地市場という言い方で分けております。 

 それで、漁協合併が進んで産地市場統合というのはあり、ある意味、集約化されましたけれども、

全ての漁協合併で産地市場統合が進んだわけではございません。流通構造上で影響を及ぼしている
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のは、そういった産地市場統合というよりかは、産地市場で買い付けている仲買人と言われる出荷

業者とか加工業者と言われる人たちが、かつてはたくさんいたんですけれども零細な人たちが廃業

していって力のある人が大きくなった結果、寡占化が進んでいったということだと思うんです。資

金力のあるそういう人たちが各地にあらわれて加工物や冷凍品といった付加価値の高いものをつく

っていって、どちらかといえば直接販売するようなチャネルも開発して、卸売市場流通の経由率を

下げてきたという構造変化だと分析しています。 

 農業の場合は出荷団体ですから農協合併によって集荷力を拡大して、産地大型化ということは当

てはまると思いますけれども、水産物の場合は漁協合併が進んで、販売取扱高は１組合当たり増え

たという言い方は、確かにデータでは見られますけれども、流通の中身をちゃんと見れば、そうい

う漁協合併そのものが直接影響しているのではなくて、むしろ産地での買い付けをしている業者の

寡占化と、そういう人たちが力をつけて卸売市場に頼らずに自分で直販ルートを持ち始めたという

ところに今の現状があるというところでございます。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 確かにおっしゃられるように、農協さんと漁協さんは役割が違う点があろうかと思います。そう

しますと、ここのところの文章は「その一方、農協合併等による産地の大型化、あるいは水産産地

業者の寡占化等による流通構造の変化」というような書き方のほうがよろしいですか。 

○濱田委員 そうですね。漁協合併そのものはあんまり関係ないので、産地の出荷業者なり流通業

界の再編の中でという形で書かれると良いかと思います。概ね今のような言葉でいいと思います。 

○藤島座長 わかりました。 

 では、そのような形でここのところは修正させていただきたいと思いますので、委員の皆様、よ

ろしいでしょうか。では、そのような形で整理したいと思います。他にいかがでしょうか。伊藤裕

康委員さん、お願いします。 

○伊藤（裕）委員 水産の卸の伊藤と申します。 

 ２つほど申し上げたいことがあるんですが、１つはこの今の１ページのところで卸売市場流通の

現状ということですが、ここに今、我々水産の場合は、国際化といいますか、国際的な全体の流れ、

片や資源管理、資源をどういうふうに管理していくかと、これは国際的な管理、それから国内でも

そういうことをやっていかなきゃいけない、そういう点の変化があります。 

 それからもう一つは、やはり輸入品が特に多い。今、輸出もやろうということですけれども、現

実には輸入品が非常に多いということは、これはやっぱり国際環境、買い負けとかいろんな話が出

てくるわけですけれども、そういう国際環境の中での国内の市場というもの、特に例えば為替レー

トとか、そういうこともあるし、今であれば円安によってかなりそういう点で価格が高騰するとい

うようなこともございます。そういう国際化というか、国際的な環境の変化としてそういう資源に

対する見方、あるいは資源への規制の仕方、そういうことは我々もいろいろな形で影響を及ぼされ

ているということがあると思います。こういう点は、国内だけにこれは偏っているような表現のよ

うに見えますので、それだけじゃないということを申し上げておきたいと思います。 

 それからもう一つは、この２ページですか、卸売市場の適切な配置という書き方をなさっている

んですが、現在、ここで取り上げられていますのは、中央拠点市場、それ以外の中央卸売市場、地

方卸売市場と、この３つがあるわけですけれども、これらがそれぞれどういう機能を求められ、ど

ういうことが機能として発揮されていかないといけないんだということが重要であると思います。 

 ただ法律などでこういうふうになっているから、ただやっているという感じがしますが、現実に
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は、今、何か取扱数量であるとか、取扱高であるとか、そういうことが一つの基準のようになって

いて、例えば中央拠点市場はこれ以上とか、あるいは中央卸売市場はこれを下回った場合にはいろ

いろ勧告をして、現実にはここにも書いてございますけれども、地方卸売市場に変わるということ

がほとんどだと指摘をされています。果たしてそれだけでいいんだろうかと。今、骨子の方では中

央拠点市場に関してはもう一度あり方の見直しを検討するとありますけれども、それは中央拠点市

場だけに限った問題ではなくて、そうではない中央卸売市場の再編でも同じなんですよね。中央卸

売市場で再編基準を下回ったら勧告が出る。そして結果として多くが地方卸売市場になるというよ

うなことですけれども、それじゃ、それを上回った場合の地方卸売市場というのはどうなるんです

か。上回ったら、今度は中央卸売市場に行くんですか。それがないでしょう。一方通行だけですよ

ね。 

 こういう考え方というか、割り切り方というのは、私はおかしいと思うんですよね。本当に本来

の求められる機能、役割、それはどうなんだと。それからそこに何か付与する、何かこういう特典

を与えるとか、あるいはこういう機能を持つように奨励するとかいうような国としてのはっきりし

た姿勢というか、それが見えないんですよ。ただ単に数量だけでこの３つに分類されているという

こと、それ自身、全く私はおかしいと思うんです。ですから、その辺のことを改めてきっちり考え

る必要がある。５年に１回こういうことはやるわけですから、それは一番大事なことだと思うんで

す。 

 今日では、市場流通そのものがどんどん中身が変わってきている。そしてその中で日々、まさに

ビビッドに生き生きとして今市場活動が行われているわけですけれども、こういうふうな大くくり

だけでいいんだろうかと。それは私、違うと思うんですよね。ですから、その辺をどういうふうに

言っていいのかわかりませんけれども、改めてこれは一番大きな問題として考えていただきたい。

いわゆるこの基準の見直しは中央拠点市場だけの問題ではなく、それ以外の中央卸売市場、それか

ら地方卸売市場の問題でもあるんだということを申し上げたいと思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。非常に重要なご指摘だと思います。 

 確かに中央拠点とか、それ以外の中央市場、あるいは地方市場、そういったものだけではなくて、

さまざまな卸売市場のあり方が必要だというのは、そのとおりだと思います。そのため骨子の方で

多様なビジネスモデルを今後は考えていかなければならないのではないかと、まとめさせていただ

ければと思っています。そのような中で中央拠点市場、そして地域拠点市場もそうですが、そうい

ったところが特にネットワーク化、他の市場との連携性を重視する方向で、市場毎の違いを戦略と

して出せるような形でまとめさせていただければと考えております。 

 それと初めのほうの１ページ目のⅡの卸売市場流通の現状のところで、流通の国際化の視点が欠

けているとおっしゃられたご指摘も確かにそのとおりだと思いますので、そのあたりについては、

文言としては、例えば流通の国際化、国際環境の変化とか、そのような形でまとめてよろしいでし

ょうか。 

 そのような形でこれについては、一項目付け加える形でよろしいですか。（５）までありますけ

れども、（６）までにするという形にして、国際化や国際環境の変化がこういう形で進んでいます

よというような趣旨で、また、そこのところに資源管理の問題なども含めて言及させていただくと

いう形でまとめさせていただきたいと思います。 

 そのような形で伊藤裕康委員さん、いかがでしょうか。よろしいですか。 

○伊藤（裕）委員 私はアイデアを申し上げたので、あとはどう取り扱おうとお任せします。 
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○藤島座長 そういう形でこの 初のⅡの卸売市場流通の現状の１のところに、環境の変化として

１つ項目を付け加えさせていただくような形でまとめていきたいと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

 よろしければ、次のⅢ以降になりますけれども、「Ⅲ卸売市場流通の再構築に向けた主要な課

題」、そして「Ⅳ卸売市場流通の再構築に向けた取組」について。ページで言いますと、５ページ

から11ページ前半になりますが、こちらについてのご質問、ご意見をお願いしたいと思います。ま

た、それとあわせて11ページ後半の「Ⅴおわりに」につきましてもご質問、ご意見をお願いしたい

と思います。野﨑委員さん、よろしくお願いいたします。 

○野﨑委員 先ほどの話の続きになるかもしれませんけれども、中央拠点やそれ以外の中央、それ

から地方という分類の中で、さらに各市場におけるビジネスモデルの構築というところが打出され

ていますが、産地においても広域合併がどんどん進んでいるという現状の中で、大型化が進んでい

ますけれども、高齢者生産者から大規模生産者まで多様なニーズというものが産地にもあるわけで、

従来の市場流通モデルだけで産地が、または生産者が満足するものではないと思います。 

 そういう中で、産地としても営農モデル、大規模生産者モデルの構築を進めているところで、市

場のビジネスモデルを明確にすることは、産地と市場のモデルをマッチングさせることで、産地の

生産振興、またはお客様に対する新たな販売の提案、そういった形でうまく結びつきができるので

はないかと思いますので、ここのところは産地としては期待をするところでございます。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 これから産地が変わっていったときに、卸売市場がその産地とどういうふうに連携できるか、こ

れは非常に重要なところだと思っております。それに関する具体的なビジネスモデルは何なんだと

いうことについては、今後卸売市場と産地とが協力しながら、ある意味での新しいビジネスモデル

といいますか、そういうものを各市場の事情に応じてつくっていっていただけるとよろしいのでは

ないかなと感じております。 

 他にいかがでしょうか。近藤一海委員さん、お願いします。 

○近藤（一）委員 今、野﨑委員さんがおっしゃったことに関連して申し上げます。全国で農業法

人というのが１万2,600ございまして、そのうち、私が副会長をさせていただいている法人協会に

加盟しているのは1,800ございますが、独自販売をやっていたり６次化に取り組んだりしていると

ころの大半は経営が安定していると感じています。 

 それと市場との関係で言うと、そういう農業法人の人たちは契約で価格をちゃんと決めて取引し

ないと生産の継続性がおぼつかないということで、委託販売はほとんどしていないんですね。しか

も国はこれを10年以内に５万法人にして農地の８割をそこに集約するという方針を出しているわけ

で、生産構造は当然、その政策にのっとってその方向に進んでいくのだろうというふうに思います。

そういった中で、市場の役割が農業の生産の構造の変化に対応できているのかどうかが重要になっ

ています。もちろん、企画部会を中心に食料・農業・農村計画の方もちょうど同じ期間、スパンで

動いていますから、それとは無関係にこの議論はできないとは思いますが。 

 それと、バリューチェーンの構築というところで輸出の問題が出ております。産地ではこれまで、

生産規範、それにギャップに準ずるような仕組みなどがいろんな形でつくられてきているわけです

けれども、農場から食卓までの安全衛生管理という点では、流通規範が市場の場合はすぽっと抜け

落ちているのではないかと思います。輸出するといった場合にこれで対応できるのかなと思います

し、現状はとんでもないレベルにあるのではないかという気がします。 
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 経営の話はそれぞれの経営で仲卸さん、卸さん努力をされていますけれども、ただ時代変化に十

分対応できているのかなと。５年後、10年後を見たときに、見ている方向性が少しずつずれていっ

て、経営展開がうまくいかないのではないかという気がします。ここにも書かれていますけれども、

社会的要請への対応というところでは、やはり外部資本を積極的に取り入れて、これは卸さんも仲

卸さんもそうですけれども、運営している規模から言うと資本がものすごく小さいということは共

通しているんですよね。こういう点では、経営の近代化を図るためにも外部資本をもう少し入れる

とか、あるいは一定規模以上の会社はちゃんと上場して社会的信用力を高めて、資本も同時に確保

するぐらいの覚悟がちょっと要るのではないかなという気がしますし、またそれに応じた政策はど

うあるべきかみたいな議論が十分ではないのではないかなという気がします。 

 それと、中央拠点市場を前回の基本方針以降打ち出されているわけですけれども、これの成果と

社会的な評価はどうなったのかがちょっと見えないので、その辺がわかれば教えていただきたいな

というふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○藤島座長 まず、 後のほうの中央拠点市場の成果といいますか、評価といいますか、そちらで

すけれども、例えば中央拠点市場としたことによって神戸等の２カ所の中央卸売市場でネットワー

クが進んだというのは、ある意味では成果あったと言えるところかなと思うんですけれども、事務

局としては何かございますでしょうか。 

○遠山卸売市場室長 これまでの検討会の資料でもご説明はいたしたところでございますが、中央

拠点市場になった後の取扱量の変化なりを比べたグラフを見ても、基本的に増えているもの、減っ

ているもの、いろいろなものもある中で、中央拠点市場への位置付けの前後でそれを要因とした大

きな変動は数値上は見られないというのが現状かなというふうに思っております。 

 また、中央拠点市場か否かは出荷側なり買受側の市場選定において重要な判断材料とはなってい

ないとの指摘もあり、それよりも各市場の中の入場卸さんの経営努力等に因る部分が大きくて、そ

れが取扱数量なりの推移というものにあらわれてきている面が強いんじゃないかなというふうに考

えております。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 それから、近藤委員さんのご指摘のように、農業生産法人数が非常に増えてきているというよう

な変化でありますとか、あるいは輸出との絡みでの安全性の強化といいますか、流通規範の必要性

についてご指摘もございましたけれども、そういった重要性が高まってきているという、卸売市場

にとっては大きな意味で環境の変化だと思いますが、これも非常に重要なところだと思っておりま

す。市場毎の状況を踏まえ、そういったことにどうやって対応していくかによって卸売市場の多様

なビジネスモデルができ上がるというふうに考えておりまして、そのような理解でよろしいでしょ

うか。 

 それと、先ほどの資本の上場等、ご指摘もありましたけれども、これはなかなかこの報告書の中

で資本の上場をしなさいというのも一概に言えることではないだろうと思いますので、これはそれ

ぞれの卸さん、仲卸さん等のそれこそ経営戦略といいますか、経営方法といいますか、その中で決

めていただくということになることだろうと思いますので、その重要性は確かにご指摘のところの

ようであろうかとは思いますけれども、そのような形でご理解をいただければと思います。 

 他にいかがでしょうか。永井委員さん、お願いします。 

○永井委員 この４ページ４）に「市民との交流」、そして９ページの５）に「市民との交流と卸

売市場に対する理解の醸成」ということが書いてありますが、この点については私もこの委員会で
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何度か発言をさせていただきました。そして、もう、今日と、この次でこの検討会は終わりますの

で、改めて発言させていただきます。 

 卸売市場によって異なるわけでございますが、近年、地域住民等に対して卸売市場の役割につい

て理解を深めるために、あるいは市民へのサービスの提供等を図る観点から、卸売市場へ一般消費

者が訪れる機会が多くなっていると感じます。卸売市場は公共施設でありますが、我々の業者同士

が売買する場所であることから、衛生面や施設運営の面から、また我々の小売販売の面から、一般

消費者が自由に出入りしないよう、今後も規制すべきだと思っております。 

 ２つ目に、卸売市場によっては施設が古くなっている市場もあることや、近年の物流の合理化の

面や生鮮食品の安全・安心の観点から、今後も卸売市場の施設整備を図る必要があるので、引き続

き卸売市場の施設整備について、国及び地方団体の財源で行っていただきたいと思います。 

 ３つ目なんですけれども、卸売市場の取扱数量が減少傾向をたどっております。生鮮食品の中で

も、特に水産品の取扱数量が減少をしてきております。我々小売販売の立場からは、品揃えや価格

評価の面から、卸売市場の取扱数量が増えるよう、魅力ある市場を構築するために関係者が一体と

なって取り組む必要があると考えております。産地が合併等で大型化し大型量販店と直接取引を行

っている状況から、これに対応する対策を考える必要があると思います。そうしないと、市場の空

洞化が起こりかねない気がいたします。その結果、我々の商売が成り立たなくなるおそれがあるの

ではないかなと危惧しているところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 今のご意見、もっともなところもあるとは思います。ただ、市民との交流につきましては、卸売

市場ごとに決めていただいてもよろしいのかなと思っております。それこそ一つのビジネスモデル

として、市民との交流を深める市場もあれば、それよりは市民との交流というのはある程度のとこ

ろにとどめて置いておいて、従来の機能を強めるところもあってもいいだろうと思います。 

○永井委員 交流の深め方にはいろいろあると思います。市場、市場によって違いますから、それ

で結構だと思います。 

○藤島座長 もう一つ重要なことは、やはり卸売市場の場合も、より多くの国民の方にご理解いた

だかないと成り立たないというところもあるものですから、そのあたりもやっぱり考慮しておかな

いといけないのかなというふうに感じております。 

 それと安全・安心のことは確かにそのとおりでございますし、施設整備の重要性も確かにそのと

おりだと思います。ただ、これはもちろん国あるいは地方自治体等でその辺の支援をできる場合に

はどんどんしていただければよろしいかと思いますけれども、財政的に非常に厳しいというのもこ

れまた現実としてあるものですから、それぞれの卸売市場においてビジネスモデルをつくり上げる

といいますか、それぞれの経営戦略あるいは経営展望をつくる中で、施設整備の優先順位をはっき

りとさせながら進めていくということが必要であろうと思います。その中で足りない部分等につい

ては、前々回あたりにもお示ししたように、多様な支援の方法がありますので、そういうものをど

のように使われるかというのをご検討いただければと考えております。 

 また、それと確かに取扱高が減少している中で、その市場の魅力を高める、これは非常に重要な

ことだと思っております。これはそれぞれの卸売市場でご努力いただくということにならざるを得

ないだろうと思います。国が規制して、全部市場を通さなければいけませんよというのは、もうで

きない時代ですから、各卸売市場でそのあたりのところを頑張っていただくようにするために、経



 12

営戦略、経営展望が必要になるのではないかと考えております。 

○永井委員 先ほど流通構造で濱田さんが言われました。また、国際的な環境ということで伊藤さ

んが言われました。また地方の卸売市場の変化ということで野﨑さん、ビジネスモデルの現状とか、

いろいろ言われたように、そのとおりだと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

○藤島座長 どうもありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。近藤栄一郎委員さん、お願いします。 

○近藤（栄）委員 まず８ページの価格形成の部分と、それから同じく８ページの市場取引委員会、

それから10ページの代金決済リスク及び11ページの災害時の対応ということについて意見を述べさ

せていただきたいと思います。 

 まず、価格形成につきましては、地方では地場野菜があるというようなことで、直接的な競売に

よりまして価格形成がなされておりますけれども、東京の場合にはほとんどの場合が予約相対とな

っておりまして、流通の大半が予約相対により価格形成されるという現状にある中で、今後市場が

単なる集配センターになるのか、それとも活気がある市場になるのかという、その転換期ではない

かなと思っております。その中で、公設市場の原点に帰って公設たる意義を確認するとともに、社

会性優先の変革に先導されつつ、いかに社会性と経済性を調和させるかというのが今問われている

のではないかなと思っています。 

 特に価格形成に関しては、透明性を確保するための担保措置が必要であると考えており、取引の

監視の観点からも、市場取引委員会の強化というものが図られることが必要ではないかなと感じて

おります。取引の公正性や情報の透明性というものが失われれば、やはり公設市場の存在意義とい

うものが失われていくのではないかなと思っております。 

 また、代金決済リスクにつきましては、私ども青果の場合ですけれども、 終的には小売組合が

全てのリスクを負うということになります。その中で、代払い制度というものを行うことによって

卸売会社は財政基盤が強化され、また、産地は迅速に代金回収ができるというようなことになって

おります。 

 しかしながら、現在、取引も非常に大型化され、また小さいところと大型化されたところで非常

に金額の幅が大きくなったということで、より一層組合としてのリスクはあるわけですね。その辺

のところで、全てが組合の責任だよということではなくて、何かの措置を講じていただけないかと

いうようなことでございます。経済状況が厳しい中で、非常に大きな金額の損失が発生することも

多々ありますので、その辺のところを十分ご理解をいただけないかなと思います。 

 また、災害時の対応ということなんですが、これは市場間の連携ということも必要でございます

けれども、やはり身近な市場内のそれぞれの業者、それと区とのタイアップによって緊急時に対応

するというようなことも必要ではないかなと思います。たまたま私たちの市場におきましては、区

と開設者と、そして市場協会が三位一体の中で、災害時の対応ではないんですけれども、ベジタル

ライフというような野菜摂取の拡大を図った協議会として取り組んでおります。それを災害時に当

てはめて対応していければ、かなり小回りのきいた対応ができるんではないかなと思います。是非

その辺のところもご意見として取り入れていただければと思っております。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 価格形成あるいは市場取引委員会というのは、ある意味では両方かなり重なるといいますか、関

連する部分多いかと思うんですけれども、その価格形成のあり方、あるいは市場取引委員会のあり

方というのは、この会議を通じておわかりいただけますように、非常に意見が分かれるといいます
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か、割れるところでもあるものですから、その辺をどのようにするのかというのは非常に難しいと

ころがございます。また、取引方法にしましても、市場取引委員会にしましても、今後のそれぞれ

の市場のあり方とも深くかかわってくると思います。 

 そうしますと、そういったそれぞれの卸売市場がどのように発展していくか、どのような展開を

試みるかというところで、ある程度そこにかかわる業者の方々が納得する形でおさめていくしかな

いのかなと思っています。ですから、今回のこの報告書の中で、それをこういうふうにしなさい、

ああいうふうにしなさいよというのは、なかなか難しいかなと思っております。 

 また、代金決済のリスクは、ご指摘のように非常に重要なところでございますし、小売さん等に

非常にご努力いただいているというのも私もよくわかっております。ただ、ご存じのように、この

代金決済リスクということになりますと、これは産地にとっても結構重要なところでございまして、

農協さん、あるいは一般の生産者の方々にとっても急に卸さんがいなくなるという事態もあるもの

ですから、それぞれの取引段階で非常に大事な問題であるわけです。このあたりについてはそうい

った代金リスク問題が起きないよう各段階で今後とも十分注意して進めていただかざるを得ないだ

ろうと考えております。 

 また、そのあたりについても、こういうふうにした方がいいのではないか、ああいうふうにした

方がいいのではないかというようなご提案等があるのであれば、各関係者も非常に参考になるんじ

ゃないかと思っております。 

 また、災害時の対応というのは東日本大震災があったときもよく言われたことですけれども、卸

売市場は非常に重要な役割を果たしたということで、今後とも非常に重要な役割を果たすだろうと

思っております。そういう役割を果たすために、そういうときに備えた訓練などもしておくことも

非常に重要かなというふうに思っております。 

 いずれにしても、一般の方たちも震災に備えた準備はしておりますけれども、やはり食料の供給

ということになると、卸売市場が重要だというのは、間違いないことだろうと思いますので、その

辺のところもご指摘のようにしっかりとやっていっていただくべきと思っております。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 ８ページにあります効率的な売買取引の確保のところなんですけれども、非常に大事

な点だろうと思っておりまして、２番の①のところで、「より柔軟な運用とする」と、それを「検

討することが必要」と書いておりまして、これは大変評価できる言葉だろうと思っております。こ

の①も②も③もですが、これからはこの骨子にもあるように開設者の経営戦略方針に基づいて市場

を運営していくという方向性もあるわけでありますから、是非より柔軟な運用ということを②の商

物分離のところにも是非入れていただいて、かつ、柔軟な運用を管理する人は先ほど申し上げたよ

うな開設者であるべきと思います。国の方で全国一律に卸売市場をがちがちに固めるわけではなく

て、市場、市場の特性に応じて開設者が経営戦略に基づいて柔軟な運用を認める、あるいは柔軟な

運用を管理すると、こういう形を進めていただくと、より効率的な売買が進むだろうと思います。 

 このまま画一的なルールで東京の市場も大阪も九州も北海道も同じやり方にするのかというと違

うと思うんです。③の取引委員会の話もそうなんですけれども、画一的にしてしまうと市場ごとの

特性が出ないんだろうと思いますので、是非この「柔軟な運用」、そしてそれを市場毎の経営戦略

を踏まえ開設者が管理するという考え方を①だけでなく②の商物分離にも広げ、③の取引委員会の

運用改善にもつなげるようにしていただければ大変ありがたいと思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。 
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 第三者販売・直荷引き、あるいは商物分離の問題、そして市場取引委員会の問題は、それぞれの

卸売市場で経営戦略を踏まえできるだけ柔軟な運用や運用改善をしていただくという形で今後は進

めていくという方向でよろしいでしょうか。 

○川田委員 はい。 

○藤島座長 では、今ご指摘のような形で文言の変更をさせていただきたいと思います。 

 他にいかがでしょうか。近藤一海委員さん、お願いします。 

○近藤（一）委員 せりで価格が決まらなくなっているという実態を踏まえて、特に価格決定の透

明化をどう図っていくかというのは、先ほども近藤栄一郎委員さんがおっしゃったように、市場の

信頼の確保という点から、やっぱり欠かせない部分だろうと思います。その点から、市場の取引委

員会なり、あるいは市場取引110番がきちっと機能しているのかが重要だと思います。 

 それと、取引委員会の中に、例えば公益委員とか、公募委員とか、学識経験者とか、利害関係を

持たない立場の方がいて客観的に評価がなされているのかどうかですね。この辺はやっぱりきちっ

とする必要があるのではないかと思います。それはもちろんそれぞれの経営の自由度を侵さない範

囲で、ちゃんとルールに基づいて運営がなされて、かつ客観的なのかどうかをきちんと評価とする

必要は、今後も市場が存続していく上で欠かせないことではないかなというふうに思います。 

 もう１点は、市場行政は国と自治体と２つに大きく分かれるんでしょうけれども、行政運営の上

で例えば今言ったような価格決定の問題ですとか、衛生管理の問題などの点で、国と自治体の関与

というか、調整機能というか、そういうものが大事だと思います。自治体については自治体で法律

に基づいてそれぞれやっていますと言って終わりにしていいかというとそうではなく、自治体を見

ると、担当者が一応肩書だけは１人いたりするレベルで、果たしてそういったところが十分に機能

しているとは、どう見ても思えないんですね。その辺はもうちょっと経営の自由度を侵さない範囲

で指導監督の権限とか機能をきちんと発揮できるよう、再確認をいただきたいと思います。 

○藤島座長 国と自治体の関係ということになりますとなかなか難しいんですけれども、いかがで

すか。 

○遠山卸売市場室長 何点かご質問なりご意見をいただいたところでございますけれども、まず市

場取引110番につきましては、年に幾つかいろいろ相談もあるところですけれども、現状ちょっと

周知がまだ不十分なところもありますので、こういうものがあるということについてもっと周知を

強化していく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。 

 あと市場取引委員会の委員構成のほうは、おっしゃるとおり市場ごとの運営のあり方にかかわり

ますので、各市場ごとに法の定めの中で委員構成等を考えていただいているところですけれども、

利害関係を持たない委員さんも含めて客観性も維持しながら市場内業者さんの意見の調整を円滑に

行う、そういった難しいバランスをとりながら活性化していくための運用改善にも取り組んでいく

必要があると思っております。 

 あと、国と自治体の関係についてでございますけれども、法律に基づいてこの権限はあっちの権

限なので、どうぞご自由にという形には、国としてもしておけない部分は多々あると思っておりま

す。国といたしましては、例えば都道府県の権限なり、開設者の権限なりになっている部分の矩を

こえることはできないわけですけれども、事例的に優良なものの横展開なり、あるいは自治体のノ

ウハウの向上なり、そういった面では国としてまだまだやるべきことはあろうかと思っております

ので、そういった中で全体的な国以外の自治体なり開設者なりの指導監督の底上げが図られるよう

取り組むことが必要じゃないかなというふうに考えております。 
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○藤島座長 ありがとうございます。伊藤淳一委員さん、お願いします。 

○伊藤（淳）委員 第三者販売や取引委員会のところですが、私は柔軟に対応するということの意

味もあるんだと思いますが、取引の秩序が維持されることが大原則であり、その上でどうするかと

いう話だと思っています。 

 それから、例えば市場ごとといいましても、本当に市場ごとにさまざまでございまして、市場に

よっては力関係のバランスが相当程度偏っているところもあります。その中で市場ごとというと、

それはまた全然違う方向性に走る可能性がありますので、そういう場合には、まずその市場をどう

するんだということや、どういう市場で行くんだというところの議論をしてから市場ごとの対応を

図るということにしておかないと、それぞれがいろんな力関係の中で、段々ばらばらになってしま

うおそれもあります。またそこでいろんな形で市場の業務に従事されている方も、将来どうなるん

だろうということについて、大変大きな不安を抱くことになりますので、市場としての経営戦略の

ようなものを皆できちっと整理してからやられたほうがいいのではないかと思います。 

○藤島座長 ありがとうございます。 

 確かに市場の中の力関係等、いろいろ難しい問題があることはよくわかります。そのような中で、

それぞれの卸売市場が今後どうあるべきかということを、やはりそれぞれで決めるというのがどう

しても必要になってくるだろうと思います。もちろん、全体としての位置付けの中で、こういう役

割を果たしてほしいという要望は出てくるかとは思うんですけれども、そういった場合に、あまり

国の方から、あるいは地方自治体の方から、絶対ここの卸売市場はこうでなければならないという

ふうに決めつけてしまうことはできないでしょうから、それぞれの卸売市場の判断で決めていただ

くところ、あるいは国、地方自治体と協力しながら決めていただくところなど、いろいろ状況に応

じて考えていくということになると思われます。 

 また先ほどの価格の透明性のことですけれども、どのくらいのところまでいけば価格の透明性が

あるかというと、これはなかなか難しいところだと思います。業者の方にしても、ある意味では、

それぞれの企業上の問題が出てくるでしょうから。では、どうするべきかということになってくる

と、一概にここまでやれば価格は透明で、やらなかったら価格は透明でないよということにもなら

ないのだろうなと思っております。佐藤委員さん、お願いします。 

○佐藤委員 今、話されていることなんですけれども、市場法という法律がございますね。その中

で、我々はずっと当たり前だと皆さんお思いだと思いますけれども、まず集・分荷機能、価格形成、

代金の決済機能、これが一応柱になっていると。そういう中で、今、 近非常に相対取引が増えて

きています。相対取引の価格はどのような形で取引されているのかということを私もいろいろ聞い

ていますけれども、やはりせり価格が基本になってくるというふうに食肉の場合は伺っています。

あくまで公開の場で、競争原理というせりによって価格形成がされ、それがベースになって、相対

取引の価格が決まってくるというわけです。 

 市場のせり価格が全く無視されて取引されるという形態が青果、水産とか、花にはあるんでしょ

うか。それをちょっとお伺いしたいと思います。 

○川田委員 当然ながら我々も卸売市場法に基づいてやっておりまして、我々は市場でありますか

ら、需要者と供給者が出会ってマッチングしたところに価格はできる。その決め方が価格形成の仕

方がせりか相対か、この差は当然あるんですけれども、相対だから不明朗だ、外から見えないとい

う話は、我々としては全く理解ができないんですね。相対も公表しておりますし、ニーズがあると

ころに商品を提供すればそこに価格が生まれると。 
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 ですから、卸売会社の恣意的な思惑で、価格をつけ続けることは不可能であります。高い、安い

となっても、おのずと価格というのは１カ所に収れんをしてまいります。これは市場原理でありま

す。これは需要者がいて、供給者がいて、その出会いの場が市場である以上、市場原理が働くのは

当然でありまして。これを見えないという議論とか、価格決定のメカニズムがわからないというこ

とを言われることが、実は我々はよく理解できないところであります。 

○磯村委員 花の場合には、切り花、鉢物とも、大田市場が、せりで全国相場をまずつくっていま

す。それから、例えば私が社長をしております大田花きでは、相対もインターネットで買い手と売

り手、両方ともリアルタイムで絶えず見ることができます。もちろんせりもリアルタイムでインタ

ーネットで24時間、今、誰がどのように買っているかがわかります。また、インターネットを通じ

た相対取引もそれはそれで相場として走りますので、そこを基準にいろいろな同業者などが高いと

か安いとかというふうに判断します。ですから、必然的に価格が収れんしていきます。 

 じゃ、その値段は誰が決めているのかというふうになりますと、産地情報を有します農協の担当

者、そこから委託を受けた私どもの担当者と買う側のマッチングです。その日の相対も、その前日

の相対もそのような形で決めて、結果としての価格がネットで配信をされている。ネットで配信さ

れなくても、取引結果はわかるのでそれを見れば、当然買う側は１社だけで買うわけではないです

から、一定の相対価格として収れんをしていくと、こういうことなんだろうと思います。 

 いずれにしてもせりに準じたところで、見えざる手が現実に働き、過去の取引結果からも判断を

して、翌日の相対価格について、買い手がこれだったら買っていい、買って悪い、大体こんなもん

だろうとどう思うか、産地と一緒にやりながら対応していくわけです。例えば明日はどうもこの辺

が雪のようだというふうにしますと、大体出荷量はこういうふうになるはずなので、このぐらいの

価格でどうだというような形で農協のご担当と一緒に話し合いながらやっている。これは青果も多

分一緒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。 

 価格の問題については、それこそ一番重要なところですから、なかなか議論をおさめるというこ

とは難しいかとは思いますが、いずれにしましても、価格は今の磯村委員さんのお話のように、一

定のところに収れんしていくというのは間違いないことでございますし、そういった点ではそれな

りの妥当な価格はできているんだというふうに理解してもよろしいのかなと思っています。その透

明性の問題等については、また、いろいろな機会の中でお互いに議論をしながら深めていくという

こと以外にないのかなと思っておりまして、今回は価格問題は一応このあたりのところでおさめて

おきたいとは思います。遠藤委員さん、お願いします。 

○遠藤委員 地方卸売市場の再編のあり方の中に、でき得れば使用料のあり方ですね。使用料は売

上割と、面積割と、大筋こうなっていると思うんですが、実にうまく考えられたなと思うんですけ

れども、売上げが上がれば上がるほど、売上割が高くなるんですね。売上げが上がらないところは

そんなに払わなくていいと。そういうことはおかしいんじゃないかと思うので、是非この地方卸売

市場の経営強化に向けた再編の中で、極端な言い方になりますが、売上割は排除しろとか、そうい

う文言を入れていただくと大変ありがたい。これは築地の伊藤裕康委員もうなずいておられますが、

築地さんも大変だろうと思うんですね。 

○藤島座長 お気持ちはよくわかるんですけれども、市場ごとに事情が異なるでしょうし、これは

非常に難しい問題だと思います。多分面積割だけになったら、今よりも単位面積当たり金額は大き

くならざるをえないと思います。景気のいいときも悪いときも固定ですから、逆に卸さんはすごく
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大変だろうと。やはりある程度景気がよくて売り上げが多いときには、少しぐらい余分に払っても

いいよぐらいのところでおさめておかないといけないんじゃないかなと思うんです。また、市場ご

との経営戦略とも関連し一律にどうこうという話でもないと思います。お気持ちは理解しますが、

そういうようなところでご理解いただければと思います。 

 他にいかがでしょうか。野﨑委員さん、お願いします。 

○野﨑委員 地方卸売市場の経営強化の関係であります。現在、私ども35の県本部の債権管理をや

っていますが、300社強の卸売会社との契約がある中で１割強の会社が債権管理強化取引先になっ

ているという現状があります。 

 やはり、地方市場に多いわけですけれども、今後トラック不足とかドライバー不足など物流問題

がさらに悪化してまいりますと、産地は出荷市場の集約という動きを一層強めていくということに

なってまいります。そこで、取扱いの少ない地方市場から集約していくということになってきます

と、経営の問題がさらに悪化することにもなりますので、各都道府県の指導の強化ということを文

言としてしっかり書いていただければありがたいという要望がございます。 

 それからもう一つですね、９ページの２の３）ですが、産地との連携のところに少し補強して書

いていただきたいなと思っておりますのは、食の外部化の進展が今叫ばれているわけですけれども、

そういう中で加工業務用の対応という部分につきましては、定時、定量、定価というニーズに対応

する契約栽培とか契約販売とか、そういった対応が必要になると考えております。そのために、そ

ういう加工業務実需者のニーズをいち早く把握できる市場さんと連携しながら、市場の産地と消費

地を結ぶコーディネート機能というものを、加工業務用のところでより強化していただきたいと考

えております。そこのところを少し補強して書いていただければありがたいなと考えております。

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。 

 産地との連携では加工業務用需要への対応という観点のもこの中に入れさせていただくようにし

たいと思います。 

 特にそういったことは、先ほどから申し上げているビジネスモデルの話じゃないですけれども、

それぞれの卸売市場のあり方として、そういう加工業務対応を強化する卸売市場というのがあって

もいいかなと思っております。それぞれ卸売市場の置かれた環境といいますか、立地といいますか、

それによって決めていただければよろしいかとは思うんですけれども、いずれにしても今後はそう

いったところを強める卸売市場というのは絶対必要だろうと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

 それでは、大体この骨子案につきましてのご意見あるいはご質問等承ったということでよろしい

ですか。もし、他にございましたらお願いしたいと思いますけれども。 

 よろしければ、 後の議事の「２その他」として、事務局から事務連絡等ございますでしょうか。 

○遠山卸売市場室長 

 次回の第７回検討会につきましては、３月上旬に開催を予定しております。次回第７回では 終

取りまとめ案についてを議題といたしまして、本日のご議論あるいはこれまでのご議論を踏まえま

して本検討会としての報告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ます。 

 具体的な日にちにつきましては、既に内々事務的にお伝えしてありますとおり、３月５日木曜日

の夕刻とする方向で今現在考えております。具体的な日時、場所の詳細につきまして、決まりまし

たら別途改めて正式にご連絡させていただきます。 
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 なお、これまでの検討会と同様に、本日の配付資料は農水省のホームページに掲載いたします。

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、ととのい次第、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。 

 後になりますが、本日の資料はお持ち帰りいただいて結構ですが、各委員の席上にあります青

色のファイルのほうはお持ち帰りにならずに置いたままにしていただく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。 

 以上をもちまして卸売市場流通の再構築に関する検討会の第６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。 

午後２時５６分 閉会 

 

 


