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平成１７年度 高知県卸売市場審議会議事録 

１ 日時 平成１７年１２月５日（金）１４：００～１５：３０ 

２ 場所 高知グリーン会館 「森林ホール」 

３ 出席委員 

田村安興  野町亜理  寺尾敦子  西川富恵  西川美砂 

大山 端  小川南海男 西原博明  小川明彦  水田幸子 

徳久靖住子 山﨑雅三  角 和幸  森田善隆 

 

【開会】 

○（横山園芸流通課課長補佐） 

定刻になりましたので、ただ今から平成１７年度の「高知県卸売市場審議会」を開会いた

します。 

本日の会議は、新しい委員の皆様によります最初の会議ですので、会長が選任されますま

での間、事務局が進行役を務めさせていただきます。私、高知県園芸流通課課長補佐の横山

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、当審議会は、「高知県卸売市場審議会条例」第６条第２項の規定によりまして委員の

過半数のご出席により成立いたしますが、本日は、委員１５名のうち１４名のご出席をいた

だいておりますので、審議会が成立いたしますことを、まずはご報告させていただきます。 

それでは、開会に当たりまして、高知県農林水産部長の川上からご挨拶申し上げます。 

 

【農林水産部長挨拶】 

○（川上農林水産部長） 

皆様方には、高知県卸売市場審議会の委員をお引き受けいただき、また、本日は、年末を

控えお忙しい中、本審議会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。また日頃か

ら本県の卸売市場行政に対しまして御協力をいただいておりますことに、この場をお借りし

まして厚くお礼を申し上げます。 

本日、皆様にお集まりいただきましたのは、県の第７次卸売市場整備計画をご審議いただ

くためでございます。 

昨年６月に「卸売市場法」が改正されまして、県の卸売市場整備計画の中に、新たに「市

場内におけます物品の品質管理の高度化に関する事項」を定めることとされました。このた

め、平成８年度に策定されております現行の第６次計画を改定するものでございます。 

国におきましては、卸売市場法改正の後、昨年１０月に「卸売市場整備基本方針」、本年３

月に「中央卸売市場整備計画」をそれぞれ公表しておりまして、卸売市場制度の見直しを行
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っております。その趣旨は、市場の再編・合理化を促進し、流通の広域化に対応できる卸売

市場の構築と、生産者と消費者双方の要請に応えられる卸売市場の流通機能の強化でござい

ます。 

具体につきましては、後ほどご説明させていただきますが、流通構造の変化に対応できる

よう様々な規制緩和を行うことで、卸売会社や仲卸会社の業務の自由度を高め、経営体質の

強化を図ることや、市場内における物品の品質管理を徹底させることによりまして、消費者

の「食の安全・安心への意識の高まり」に対応するといったような内容になっております。 

本県におきましても、国の制度の見直しを受けまして、卸売市場条例、条例施行規則の改

正に続き、市場の業務規程例の改正を行っております。 

県内の卸売市場は、中央卸売市場が１市場、公設の地方卸売市場が１市場で、ほかは民設

の市場となっています。近年、県内でも、大手スーパーチェーンの進出などによる大型量販

店の増加や、直販の増加などによりまして、流通を取り巻く環境の変化が見られますが、卸

売市場は、地域の生鮮食料品や花きの流通の基幹を担う重要な機能を有しています。 

委員の皆様には、県内の卸売市場が果たしています役割とその重要性をご理解いただき、

今後の卸売市場の整備計画や重要事項を調査・審議するために、それぞれのお立場で活発な

ご意見をいただきますようお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

【委員の紹介・審議会の概要説明・】 

○（横山園芸流通課課長補佐） 

本日の審議会は、お手元にお配りしています次第に沿いまして進めさせていただきますが、

ここで配布資料の確認をさせていただきます。お配りしていますのは、「次第」「委員名簿」

「配席表」「資料１から６」。ご確認をお願いいたします。 

それでは、私の方から委員名簿の順に、委員の皆様をご紹介させていただきます。 

学識経験者としまして、高知大学教授の田村安興 様です。 

消費者委員としまして、高知県農村女性リーダーネットワーク会長の野町亜理様です。 

高知県連合婦人会 副会長の寺尾敦子様です。 

一宮消費者グループ代表の西川富恵様です。 

こうち生活協同組合 理事の西川美砂様です。 

生産者委員としまして、高知県園芸農業協同組合連合会 会長の大山端様です。 

高知県漁業協同組合連合会 会長の小川南海男様です。 

ＪＡとさし高石支所 花き部会長の西原博明様です。 

流通関係者委員としまして、株式会社高知青果市場 代表取締役の小川明彦様です。 

高知県青果卸売市場連合会 会長の水田幸子様です。 
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株式会社土佐花き園芸市場 代表取締役社長の徳久靖住子様です。 

中村魚市株式会社 代表取締役社長の山﨑雅三様です。 

株式会社サニーマート執行役員の角和幸様です。 

行政関係者委員としまして、高知市中央卸売市場 市場長の森田善隆様です。 

大熊水産株式会社の泉代表取締役社長はご欠席です。 

それでは、初めての委員の方もいらっしゃいますので、当審議会の概要につきまして、ご

説明させていただきます。資料１「高知県卸売市場審議会条例」をご覧下さい。 

当審議会は、条例第１条にありますように、卸売市場法に基づき設置されております。 

任務は、第２条にありますように「知事の諮問に応じ、高知県卸売市場整備計画に関する

事項その他卸売市場の整備に関する重要事項を調査審議する。」となっています。 

第３条、第４条につきましては、委員に関することです。当審議会は１５名の委員にお願

いしておりまして、皆様の任期は、平成１７年９月７日から２年間となります。 

第５条につきましては、後ほど会長・副会長を選任していただきます。 

第６条につきましては、審議会の会議についてです。 

第７条につきましては、現在、当審議会に部会は設置しておりません。 

以上、当審議会の概要説明とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

 

【正副会長・会議録署名委員の選任】 

それでは、議事に入らせていただきます。「会長の選任」をお願いしたいと存じます。卸売

市場審議会条例第５条第１項の規定によりまして、会長は委員の互選により決定していただ

くことになっております。どなたかご推薦いただければと存じますが、いかがでしょうか。 

○（大山委員） 

委員のメンバーを拝見しますと高知大学の田村先生がおいでます、前任期でも会長をおつ

とめいただいたお立場もありますので田村委員にお願いしてはいかがでしょうか。 

○（横山園芸流通課課長補佐） 

大山委員から「田村委員に会長をお願いしては」とのご推薦がありました。他にございま

せんか。 

無いようでしたら、大山委員のご提案に基づきまして、田村委員を会長にということで、

皆様方の拍手で決定をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。田村委員が会長に決定いたしました。田村委員に会長席へお移

りいただきたいと思います。 

なお、審議会条例第６条第３項に基づきまして、会議の議長は、会長が務めることとなっ

ておりますので、田村会長にお願いいたします。 

○（田村会長） 
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それでははなはだ僭越ながら進行係を務めさせていただきます。 

卸売市場審議会も昭和４６年に定められた卸売市場法によりまして県の市場整備の方針を

定めるため過去６回答申をしてきました。 

今回は、昨年の卸売市場法の改正の説明もありましたが、県内の卸売市場を巡る情勢は非

常におおきく変化している中での県計画の策定ということとなります。 

大変短時間ではございますが審議をお願いします。 

それでは、次に、副会長の選任を行います。 

審議会条例第５条第１項の規定によりまして、副会長も委員の互選で決定することとなっ

ておりますが、初めて委員になられた方もいらっしゃいますので、差し支えなければ私のほ

うからご提案させていただいてよろしいでしょうか。 

〈意見無し〉 

ありがとうございます。それでは、副会長に高知県連合婦人会副会長の寺尾委員をご推薦

したいと存じますが、いかがでしょうか。 

ご異論がないようですので、寺尾委員が副会長に決定いたしました。では、寺尾委員、副

会長席へご移動願います。よろしくお願いいたします。 

それでは、次に、「会議録の署名委員の選任」を行います。会議録署名委員につきましては、

本審議会の運営上の規定はございませんので、差し支えなければ、私から指名させていただ

いてよろしいでしょうか。 

〈意見無し〉 

ご異議がないようですので、会議録の署名委員は、大山委員と森田委員にお願いしたいと

存じます。よろしくお願いいたします。 

 

【卸売市場法の改正をめぐる動き】 

それでは、議事を進めて参りたいと存じます。 

「卸売市場法の改正をめぐる動き」について、事務局から説明をお願いします。 

○（西尾園芸流通課長） 

「卸売市場法の改正をめぐる動き」につきまして、ご説明させていただきます。資料２の

１ページをご覧ください。 

この表は、卸売市場法改正に始まります国の動き、それを受けた本県の動きをまとめたも

のです。 

昨年、平成１６年６月に卸売市場法を始めとする関係規程が、平成２１年４月の施行の一

部を除き、改正・施行されております。その後、８月に「中央卸売市場業務規程例」が改訂

されまして、１０月に「第８次卸売市場整備基本方針」、本年３月末に「第８次中央卸売市場

整備計画」が公表されております。 
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資料３「中央卸売市場整備計画」の６ページをご覧いただきたいですが、 

この「中央卸売市場整備計画」の中に、“施設の改善を図ることが必要と認められる中央卸

売市場”として「高知市中央卸売市場」が位置づけられております。これによりまして高知

市中央卸売市場は今後、必要な整備を進めることができます。 

これらを受けまして、県では、本年３月２９日に「高知県卸売市場条例」と、関係する規

則を改正しまして、県内地方卸売市場を対象とします「業務規程例」を改訂いたしました。

業務規程といいますのは、市場の業務を適切に運営するために、関係事業者に関することや、

取引の方法などについて規定したもので、市場の開設者が定めて、関係する事業者すべてが

守るべき規程でございます。 

今回の卸売市場制度の見直しについてご説明する前に、制度の体系について若干ご説明さ

せていただきます。 

卸売市場法が、取引に関することや卸売会社などの財務状況に関する細かなことまで規定

していますのは、地方公共団体が、農林水産大臣の許可を受けて開設します中央卸売市場に

ついてのみです。 

都道府県知事が開設の許可をします地方卸売市場に関しましては、取引に関する規制など

は法律にはございません。都道府県がそれぞれの実情に合わせまして条例や規則などで規定

をもうけることとされております。 

ですが、本県の地方卸売市場は、部長の挨拶にもありましたように、公設の市場が１市場、

それ以外は、民設ですので、経営はそれぞれの株式会社であったり有限会社であったり、ま

た、漁協などが行っていますため、条例や規則には、取引の規制となるような規定は置いて

おりません。 

取引に関する規定は、業務規程のモデル的な位置づけとなります「業務規程例」に、中央

卸売市場に準じる内容でお示しておりまして、どのような業務規程とするかは、開設者の判

断にゆだねる形としております。 

従いまして、今回の卸売市場制度の見直しにつきまして、県内の地方卸売市場に関しまし

ては、業務規程に反映されております。 

それでは、国の今回の見直しの内容につきまして、ご説明させていただきます。 

資料２の２ページをお願いいたします。「卸売市場制度の見直し」の表でございます。この

表は、左側から、“対応すべき課題”、“法改正前”、“法改正後”の状況を示しています。 

これまでの卸売市場制度が直面しています課題としまして、 

まず、表の左端一番上にあります「安全・安心への対応」ということがございます。それ

までは、卸売市場内で取り扱う生鮮食料品の品質管理に関しましては、規程がなく、市場ご

とに取り組みに差がありました。この状況を改善するために、「業務規程」に新たに「卸売の

業務に係る物品の品質管理の方法」を規定することとされました。品質管理の方法としまし
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ては、“施設の温度管理”や“品質管理の責任者の設置”、“その他必要な事項”とされていま

すが、具体的には、例えば、「荷受け段階での車のアイドリングの禁止」や、「物品の床への

直置きの禁止」、「市場内の禁煙」、といったようなことが想定されます。 

次に、左側課題の二つ目「旧態依然とした規制の弾力化」についてです。 

卸売市場における取引につきましては、改正前は“産地から販売の委託を受けた荷物が市

場に集められ、市場内でそれらの卸売をし、仲卸業者や買い受け人に分荷されていく”とい

う伝統的な流れが基本とされていました。このため、物流構造の変化や食のスタイルの変化、

また、情報化の進展といった生鮮食料品等を取り巻く環境の変化が反映されにくく、従いま

して、コスト低減策や卸売会社等の経営戦略などが立てにくい実情がありました。 

これらに対応しますため、「商物一致規制の緩和」として、インターネット上での取引など

市場内に現物を搬入せずに卸売りができるようにしたり、委託集荷だけでなく買付集荷もで

きるようにしたり、卸売会社から仲卸会社そして買い受け人という流れだけでなく、「第三者

販売」や「直荷引き」というような、卸売会社が仲卸以外に販売できたり、仲卸会社が産地

から直接買うことができるというような規制緩和措置がとられました。 

次に、課題の３つ目「市場機能の強化」です。 

これまで、卸売市場は、それぞれの市場の開設区域や市場内で、様々な規制のもとに業務

を行い、地域の生鮮食料品や花きの流通を担ってきましたが、一方で大型量販店ですとか外

食産業等の広域チェーン展開などによりまして、生鮮食料品等の流通は、広域化しておりま

すし、また、大型量販店や外食・中食・食品加工業者の増加は、大口取引であることを背景

にした、バイイングパワーや決済期間の長期化、販売形態の複雑化などとなって、卸売会社

や仲卸会社の経営に影響していく場合があります。 

「市場経由率」の推移を資料の３ページにお付けしております。これを見ますと、平成１

４年では、食肉では１割強にとどまってはいますが、全国の青果物の約７割、水産物の約６

割、花きでは約８割が卸売市場を経由して取り扱われていまして、卸売市場は日本の生鮮食

料品や花きの流通の根幹を成していると言えます。ですが、どの品目も市場経由率は減少し

ています。 

このような状況から、国はそれまでの施設の整備主体から中央卸売市場の再編、合理化の

方向を「卸売市場基本方針」の中に定めました。 

また、委託手数料が主な収入となっています卸売会社や、その取引先である仲卸会社の経

営体質を強化するため、これまで全国一律であった委託手数料を平成２１年４月の施行でご

ざいますが自由化したり、卸売会社の兼業を認めたり、市場外での販売活動に関する規制を

緩和するといったような措置がとられました。 

以上が、今回の制度の見直しの主な内容でございます。 

また、これらの見直しに対しまして、高知県の対応は、資料の４ページをご覧いただきた
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いと思います。 

左端が中央卸売市場の改正項目ですが、１番目の「品質管理の徹底」、５番目の「卸売手数

料の弾力化」６番目の「取引情報公開の充実」につきましては、条例や規則、業務規程例に

必要事項を規定いたしました。 

２番目の「商物一致規制の緩和」、３番目の「買付集荷の自由化」、４番目の「第三者販売・

直荷引きの弾力化」は、取引に関することですので、業務規程例に盛り込んでおります。 

以上で「卸売市場法の改正をめぐる動きについて」のご説明を終わらせていただきます。 

○（田村会長） 

ありがとうございました。これについて、ご質問等はありませんか。 

特にご意見等無いようでしたら、次に移らせていただきます。 

 

【「高知県卸売市場整備計画」の第６次計画の状況について】 

それでは、次に、平成９年２月に策定されております「高知県卸売市場整備計画」の第６

次計画の状況について、事務局から報告してください。 

○（西尾園芸流通課長） 

「高知県卸売市場整備計画」第六次計画の状況につきましてご報告させていただきます。

資料５をお願いいたします。 

第６次計画は、平成１７年度を目標年度としまして、平成９年２月に策定しております。 

まず、高知市中央卸売市場の大規模増改築の計画がございました。 

高知市中央卸売市場は、「国の卸売市場基本方針及び中央卸売市場整備計画に基づき、老朽

化・過密化・狭隘化に対応して整備を進め、地域の中核的な流通拠点として、その機能を十

分に発揮する。」こととしていました。 

平成８年度から整備を進めておりまして、青果仲卸倉庫棟の増築、青果・水産棟の増改築

などの工事を順次施行して参りまして、現在、施工中の管理棟の改築工事が平成１７年度内、

来年の２月の見込みとのことでございますが、この完了をもちまして、大規模増改築事業が

終了いたします。 

次に、卸売市場の配置についてでございますが、 

卸売市場の配置につきましては、第６次計画策定時は７６市場でございましたが、平成１

７年１１月現在では、７８市場となっております。内訳等は資料の表のとおりでございます。 

地方卸売市場等は、「地方都市における生鮮食料品等の円滑かつ効率的な流通を確保する観

点から、実情に応じて統合を進める」こととしていたところ、青果物市場については、経営

不振による廃止等により３市場の減となっております。 

花き市場につきましては、３市場と変わりございません。 

水産物につきましては、「市場開設者が全て漁業協同組合であるので、漁協合併との整合性
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を図りつつ市場統合を進める」こととしていましたが、漁協合併と市場統合に伴います拠点

市場等の新設がありましたが、一方で、市場の廃止については、まだほとんど進んでいない

状況でございます。 

食肉市場につきましては、県内に４カ所存在します食肉処理加工施設が、２カ所の食肉流

通センターに統合されまして、そのうちの１市場におきまして小規模卸売市場としての開設

届が出されております。 

第６次計画の状況につきましては、以上のとおりでございます。 

○（田村会長）  

ありがとうございました。これについてのご質問等は、後ほど、第７次計画の審議の際に

合わせてお願いしたいと存じます。 

 

【「高知県卸売市場整備計画」の第７次計画について（諮問）】 

○（田村会長）  

では、｢高知県卸売市場整備計画｣第７次計画の諮問に移りたいと存じます。知事からの諮

問をお願いいたします。 

○（川上農林水産部長） 

それでは、高知県知事から当審議会への諮問を私の方から行わせていただきます。お手元

に諮問書の写しをお配りいたします。 

〈諮問書配布〉 

それでは、諮問文を朗読させていただきます。 

諮問１７高園芸第２９１号、第７次高知県卸売市場整備計画の策定について高知県卸売市

場審議会条例第２条の規定に基づき諮問します。平成１７年１２月５日、高知県知事 橋本

大二郎 

よろしくお願いいたします。 

 

【「高知県卸売市場整備計画」の第７次計画（案）について】 

○（田村会長） 

ただ今、当審議会へ知事から「高知県卸売市場整備計画」第７次計画の策定について諮問

がありましたので、審議に移りたいと存じます。 

まず、事務局から内容について説明してください。 

○（西尾園芸流通課長） 

それでは、第７次高知県卸売市場整備計画のご説明をさせていただきます。 

資料６の「第７次高知県卸売市場整備計画案」をおねがいいたします。 

始めに、この計画策定の根拠でございますが、卸売市場法第６条に基づき、国が定めた第８
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次卸売市場整備基本方針等に基づきまして、本県における生鮮食料品等の円滑かつ効率的

な流通を確保するために策定するものであります。 

次に、計画の内容を説明いたします。 

 計画案の１ページ目をお開き願います。 

 第１の目標年度でございますが、統計データとして最新のものがある平成１５年度を基準

年度とし法令に基づきまして、基本方針で定められました平成２２年度を目標として策定す

るものです。 

次に第２の「卸売市場の適正な配置の方針」につきましてご説明します。 

計画案に記載しております通り、本県の基準年度の人口は、８０６，６７３人で、目標年

度の本県の推計人口は、７９万９千人と推計されます。 

（１）「卸売市場流通の現状と見通し」でございますが、 

市場の数と、流通環境の変化、卸売市場の役割と機能について記載しております。 

本県には、青果物、花き、水産物、食肉の市場があり１５年度の卸売市場の現状は、中央

卸売市場１，地方卸売市場３１、小規模卸売市場４６の、合計７８の市場が設置されていま

す。 

大規模小売店や外食・中食産業等の増加、また、直販の増加などによりまして、県内の生

鮮食料品等の流通を取り巻く環境は変化しており、卸売市場の取扱高は減少傾向となってお

ります。卸売市場は依然として、地域における生鮮食料品等の流通の基幹的な役割を果たし

ておりますし、品揃え機能、集荷・分荷機能、価格形成機能、決済機能といった安定的なシ

ステムを有していますことから、今後も、地域の生鮮食料品等の流通の拠点として重要な役

割を果たしていくものと考えております。 

次に（２）の「品目別市場流通量の現状と見通し」でございます。 

品目ごとに、流通に影響を与えます生産量等の見込みと市場流通量につきまして、基準年

度の量と目標年度の見込みを記載しております。 

まず、ア 野菜につきましては、 

本県は、冬期の温暖多照な気象条件を生かしまして、なす、きゅうり、ピーマンを中心と

した計画的な生産・出荷に加え中山間地域での産地づくりがなされておりますが、生産者の

高齢化や後継者不足また施設面積の減少等から、生産量の減少が見込まれます。 

市場流通量は、平成１５年度の実績は１０１，５９９トンであり、過去のすう勢による推計

では平成２２年度は７４，０６７トン２７．１％減少程度になるものと予想されます。 

次に、イ 果実でございます。 

うんしゅうみかんは減少傾向が続いていおりますが、土佐文旦、ゆずの生産量が伸びてお

り増加が見込まれます。 

市場流通量は、平成１５年度の実績は４０，０１３トンであり、過去のすう勢による推計
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では平成２２年度は４５，１８４トン１２．９％増加程度になるものと予想されます。 

次に、ウ 花きのうちの切り花でございますが、 

本県はユリ類やグロリオサを中心とする球根切り花類、トルコギキョウ等施設切り花類が

主要品目として生産されておりますが、近年の景気低迷の影響とともに他産地との競争の激

化等による生産者の減少及び生産者の高齢化や後継者不足等から、生産量の減少が見込まれ

ます。 

平成１５年度の切り花の市場流通量の実績は、３３，７８０千本切花換算であり、過去の

すう勢による推計では平成２２年度は２７，６６１千本１８．１％減少程度になるものと予

想されます。 

次に花きのうち鉢物でございますが、２ページ目をお開き願います。小鉢化の進展やガー

デニングブームも定着し家庭向け需要を中心に増加傾向で推移するものと見込まれます。 

平成１５年度の鉢物の市場流通量の実績は６，１２４千鉢であり、過去のすう勢による推計

では平成２２年度は７，０７７千鉢１５．６％増加程度になるものと予想されます。 

次にエ 水産物につきましては、本県における沿岸・沖合漁業の漁獲量養殖業を除くは、

昭和５９年をピークとして長期減少傾向にあり、一方で漁業就業者の減少と高齢化も進行し

つつあります。 

このような漁獲量の減少傾向に加え、直販事業などによる市場外流通の増加にともない、

水産物の市場流通量は低下すると予想されます。 

平成１５年度の水産物の市場流通量の実績は、６２，６９１トンであり、過去のすう勢に

よる推計では平成２２年度は５６，２３３トン１０．３％減程度になるものと予想されます。 

オ 食肉につきましては、本県の食肉の卸売市場は、小規模卸売市場であり、主たる取引

品目は、牛枝肉です。 

平成１５年度における牛枝肉取扱量の実績は、５２７トンとなっており、近年の取扱量は

横ばいで推移しております。 

今後の肉用牛生産は、後継者の確保されている中規模経営を中心とした規模拡大による増

頭が見込まれ、目標年度における牛枝肉取扱量は、過去のすう勢による推計では５７１トン

８．４％増程度になるものと予想されます。 

次に、（３）は、卸売市場を経由しない流通等の現状と見通しについてでございますが、 

近年、情報化の進展に加え、流通技術の発達により、消費者、実需者のニーズや商品特性に

応じて、多元的な流通経路が展開されており今後も量的にも増大する可能性があると考えら

れます。 

この主な要因としましては、 

①大手量販店、外食・中食産業及び花きの流通業者においては、量的・品質的な安定供給

の確保のため生産地との直接取引及びインターネットを活用したネット調達など新たな
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仕入れシステムを構築した取引きが拡大の傾向にある。 

②生産者においては、直売やインターネットを活用した販売が拡大している。 

③地産地消が積極的に推進され、生産者等自らが販売活動に取り組む直売所の設置が増加

傾向にある。 

ことをあげております。 

次に３ページ目をお開き願います。 

２ 「品目別流通圏の設定」でございますが、近年の高速道路網等の整備、輸送技術の

向上や情報網の整備とあいまって流通の広域化が進展している現状と、県内における流通

の実態から各品目とも高知県全域を１流通圏として設定しました。 

次に４ページ目をお開き願います。 

３の「卸売市場配置計画」でございますが、青果物、花きにつきましては、各地方卸売

市場及び小規模卸売市場からの意向調査や県内市場の実態等を勘案し作成しました。 

また、地方卸売市場等は、地方都市における生鮮食料品等の円滑かつ効率的な流通を確

保する観点から、実情に応じて市場の統廃合の検討を進めることとします。 

なお、青果物を取り扱っております小規模卸売市場のうち２市場が廃止を予定しており

ます。 

一方、中央卸売市場は、老朽化・過密化・狭隘化に対応する大規模増改築事業を平成１

７年度に完了いたしますが、今後も国の卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計画

に基づき地域の中核的な流通拠点としての機能を十分発揮するため、必要な整備を計画的

に進めることとしております。 

７ページ目をお開き願います。 

水産物産地市場の整備計画については、平成 15 及び 16 年度に策定した高知県水産物産

地市場拠点化計画に基づきまして、県下７地域でそれぞれ拠点市場等を整備する方針でご

ざいます。 

続きまして１１ページから１９ページにかけましては、第３の「近代的な卸売市場の立地

並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する基本的指標」、第４の「卸売市場における取

引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の品質管理の高度化に関する基

本的な事項」、第５の「卸売業者及び仲卸業者の経営の近代化の目標」について記述しており

ます。これら各項目につきましては冒頭申し上げましたように、国が定めました「卸売市場

整備基本方針」や農林水産省総合食料局長から「卸売市場の施設規模の算定基準について」

の通知を基に構成しております。 

第６次高知県卸売市場整備計画から、今回新たに追加した主な事項につきましてご説明し

ます。 

１１ページをお開き願います。 
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第３の「近代的な卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する基本的

指標」の「４ 施設の配置、運営及び構造に関する事項」におきまして 

・市場流通コストの低減に努めるため、施設整備についてはＰＦＩ事業の活用、施設管理

については民間委託の推進等を図ること。 

・（５）におきまして卸売市場の運営、物流業務の効率化を図るため、取引における生鮮Ｅ

ＤＩ標準の活用、無線ＩＣタグなど新しい技術の活用に積極的に取り組むこと 

を追加しております。 

次に１３ページをお開き願います。 

「第４ 卸売市場における取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品

の品質管理の高度化に関する基本的な事項」の「１ 取引の合理化に関する事項」の（６）

におきまして、産地側が進めているトレーサビリティの取り組みについて、卸売市場におい

て、その生産履歴情報がとぎれることなく、小売店まで物品を流通できるようシステムの確

立に努めるべきことを追加しております。 

次に、同じ事項の（７）におきまして、卸売市場における価格形成に際して、量販店等の

優越的な地位の濫用の影響を受けることのないよう適正な取引環境の形成に努めるべきこと

を追加しております。 

次に１５ページでございます。 

同じく第４に３としまして、「物品の品質管理の高度化に関する事項」を新たに追加して

おります。 

今回県計画を策定する目的のメインの項目でございます。 

昨年度の卸売市場法改正、また高知県卸売市場条例改正を受け、開設者、卸売業者、仲

卸業者その他の市場関係者が取り組むべき物品の品質管理の高度化に関する事項を記載し

ております。 

具体的には、卸売市場における物品の流れに応じて、荷受け段階、卸売段階、仲卸段階、

配送段階、その他と各段階に応じて、それぞれの関係者が品質管理の高度化に取り組むに

当たり、留意する事項を記載しております。 

次に１６ページの中段「第５ 卸売業者及び仲卸業者の経営の近代化の目標」 

「１ 卸売業者」の中のページ１７の（６）でございますが、卸売市場法の改正によりま

して、中央卸売市場では卸売業者が徴収する卸売手数料が平成２１年度から弾力化され、機

能・サービスに見合った手数料を徴収できるようになります。 

これにより、集荷に当たって、市場間、卸売業者間の競争が激しくなることが予想されま

すので、サービスの充実や経営体質の強化に努めるべきことを追加しております。 

以上、計画案の内容につきまして、今回新たに追加したものについてかいつまんでご説

明いたしましたがよろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 
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なお、あらかじめ委員の方からご質問をいただいております事項について先に、お手元の

資料「高知県第７次卸売市場整備計画案に対する審議会委員に対する答え」でご説明させて

いただきます。 

 まず一点目でございますが、 

１ 量販店等市場外流通によりコストを下げている現状に於いて、しばしば合理化が叫ばれ

てきた卸売業者、仲卸業者の位置づけとその役割はというご質問に対するお答えは、 

 卸売市場は、品揃え機能、集荷・分荷機能、価格形成機能、決済機能といった安定的なシ

ステムを有しており、その中で卸売業者は、出荷者から販売委託された物品を仲卸業者また

は売買参加者に需給を反映した迅速かつ公正な評価による価格で卸売を行い、集荷・分荷機

能と決済機能という重要な役割を担っています。 

 一方、仲卸業者は、卸売業者が直接、短時間に小売商や飲食業者に販売することは事実上

不可能なため、卸売業者からせりや相対等により買い受けた品物を、多様な需要に合わせて

仕分けや調整等を行い販売するという重要な役割を担っています。 

続きまして 

２ 統合、再編を目指すとありますが現在行われているのでしょうか、行われていればお聞

かせ下さい。 

 現在統合や再編を考えている市場はないと認識しています。 

続きまして 

３ 第４の１の（７）において卸売市場における適正な取引環境に努めるということの意味

は、量販店等への措置ということですか、というご質問に対するお答えは、 

 量販店等の大規模小売業者がバイイングパワーを利用した不適切な取引を、市場関係者が

強要されることのないよう、取引をする際に条件を書面等で明確にし卸売市場における適正

な取引環境を構築しようとするものです。 

 なお、量販店等からそのような不適切な取引を強要された場合は、国及び本県の園芸流通

課と水産振興課が設置しております、卸売市場の仲卸業者等から量販店等との取引に関する

相談窓口で対応することとなります。 

続きまして 

４ 食の安全・安心に対して様々な配慮がされていて嬉しいのですが、消費者からの苦情・

意見等を受ける卸売市場全体としての窓口はありますか。 

 中央卸売市場では、開設者（高知市）及び国 

 地方卸売市場では、各市場の開設者及び高知県となります。 

続きまして 

５ ＨＡＣＣＰを取得している市場はいくつあるのでしょうか。 

 現在本県内に開設しているの卸売市場の中では、ＨＡＣＣＰを実施している市場はないと
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認識しています。 

続きまして 

６ 市場取引委員会の組織構成はどのようなものですか 

 ①中央卸売市場の場合は、 

  卸売市場法第１３条で、委員は卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他利害関係者及び

学識経験のあるもののうちから委員会を設置する開設者が委嘱する。 

 ②地方卸売市場の場合 

  県条例第２１条 委員会の委員は、卸売業者、買受人その他利害関係者及び学識経験の

ある者のうちから、委員会を設置する開設者が委嘱する。 となっております。 

続きまして 

７ 第５の１の（２）第三者による第三者とはどのような組織ですか。 

 公認会計士等外部の専門家を想定しています。 

 以上、事前にいただいておりました質問に対するお答えをさせていただきました。 

 以上でございますのでご審議をお願いします。 

○（田村会長） 

 多くの資料に基づきまして説明をいただきました。 

 第６次計画以降の状況及び第７次計画の県計画の案、委員の皆様からのご質問に対する答

え等がございました。 

 大変多くの内容にわたっていますが、一括してご質問をお伺いします。 

○（西川富恵委員） 

 この質問をしたのは私なのですが、その質問の中で第４の７適正な取引慣行に努めるとい

うことの意味の質問に対するお答えがのっておりますが、その中で量販店等からそのような

不適切な取引を強要された場合と書いていますが、県内においてそのような状況が今現在ご

ざいますか。 

○（西尾園芸流通課長） 

量販店等からの不適正な取引というのは、一般的に取り扱いが多いことを理由に価格を強

要するとか、量販店が新規に店舗を開店する場合に一定の特売をしたいので、その値段に合

うようなものの仕入れに対応してほしいとか、あるいは開店に際して人を動員してほしいと

か、量販店で売っているものを売らされるとか、全国的にはあったようですが、県内ではあ

ると認識はしておりません。 

○（田村会長） 

 その他質問等ございませんか。 

○（西原委員） 

私は、産地側の立場から参加させていただいております。 
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市場法等の改正によって色々なことが起こってきたが、市場法等の改正による対応等につ

いて産地の方への周知がなされていないと思います。これはどういう機関から産地のほうへ

周知するのでしょうか。 

産地自らが商物分離や品質管理等については産地自らが当然やらないといけないものと思

っているが、末端まで周知できているかはまだ疑問があります。 

当然知っている産地は品質管理、栽培履歴、商物分離、商物分離は流通運送も含めて実施

していますが、これをやらないと平成２１年の４月の手数料の自由化に対しては、産地から

卸売業者にものが言えなくなる。 

そういうことが産地に周知ができてないのが現状ではないか。 

これがどこでどういう風にやっていくのかがこの審議会の問題だけではないと思います。 

○（田村会長） 

産地市場というのは、生産者ということですね。 

○（西原委員） 

 そうです。 

○（田村会長） 

生産者段階の品質管理というのはこれまでも行われていたと思います。 

ここでは市場内における品質管理なので若干ニュアンスが違うと思われます。 

近年流通が自由化されて市場の中で全てを取引するというよりも先ほど西原委員も言われ

ていました商物分離で市場を抜けてしまう。市場も市場の中でコールドチェーン等への対応

を行うなど新しい流通の状況への対応を行わないと市場から逃げて行くということを含めて

の法改正と認識しています。 

この他に課長ございませんか。 

○（西尾園芸流通課長） 

 会長の言われたとおりだと思います。 

今回の市場法改正につきましては、根幹にありますのは今の市場機能の強化や経営改善です

とかが根底にあり改正がされました。 

先ほどご説明さていただきました「市場法改正をめぐる動き」の資料２の２ページで説明

させていただいたとおりでございまして、市場法の改正については今の市場の機能強化でご

ざいます。 

市場法改正の内容の周知につきましては、まず第一義的には卸売市場の関係機関に連絡さ

せていただくこととなります。 

市場法の改正については今の市場の機能強化でございますが、改正に伴いまして当然産地

のほうへも影響が出るかと思われますが、産地の方で直接影響が出ると考えられますものは

平成２１年４月から施行される卸売市場手数料の自由化による影響が想定されます。 
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それ以外の例えば商物分離でありますとか、直荷引き等につきましては、あっさり申し上

げますと現状の追認的なものとなっておりこれは産地にとってマイナス要素ではない。 

また市場の手数料につきましても下がったとしてもそれだけとれば産地にとってマイナス

といったこととはならないと思います。 

それに伴います今行われています産地に対しては出荷奨励金であるとか、或いはお客さん

であれば完納奨励金であるとかそういったものがセットで手数料への影響が出ると考えてい

ます。 

この影響や手数料の議論の内容等を把握でき次第、各出荷団体へ主に系統を通じて情報を

提供させていただきたいと考えておりますが、現状手数料につきましては大きな動きはござ

いませんので様子見となっております。 

 産地につきましても品質管理は農薬取締法など法規制もございますのでもともと実施する

べきものでございます。 

 また市場との販売につきましてはそれぞれ実需に応じた販売を行って行くということは変

わりません。一方で市場がこの改正によって評価をされていくということが産地にとっては

プラスになると考えています。 

 ちょっとまとまりませんがこういったこととなると思われます。 

○（西川富恵委員） 

西川でございます。 

１５ページの物品の品質管理というものがあるのですが、これから卸売市場というのは本

当に食の安心安全ということで、消費者が望むことが大きくなると思います。 

ここにもトレーサビリティーとかハサップがでてきますが、だだお伺いしたハサップはま

だ県内では取得されていない現状の中で、目標は目標として実現が可能かどうかということ

を、計画案を見ますとなんとなく理想的に書いてある様な、具体的なところが欠けているよ

うな印象を全体に受けましたので、そのあたりの目標とか対応について、トレーサビリティ

ーといってもなかなか大変なので、具体的な方法をお聞かせいただきたい。 

○（西尾園芸流通課長） 

ハサップにつきましてでございますが、対象が食品加工業の関係でございますので県内の

一部の食品加工業が取得しておりますが、卸売市場は直接にハサップということは今のとこ

ろなっていないのが現状でございます。 

また、この高知県卸売市場整備計画案でございますが、ご指摘のとおり総論的なものとな

っております。 

と申しますのは、県の整備計画が国の基本方針に従って計画しておりませんと、今後市場

が施設の整備を行う際に、民設が施設の整備を行う場合は融資で、中央卸売市場弘化台は国

の補助といった制度を受けられなくなるということとなります。また中央卸売市場にも適応
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できるような形での計画にしておりますので全国レベル的な表現がございますが、こういっ

た融資や補助の制度を受けられるような全体を包括できる基本的な方向を示した計画となっ

ており、具体的な表現を記載するにいたっておりませんのでご了承いただきただきますよう

よろしくお願いします。 

○（角委員） 

流通のほうからの要望です。 

品質管理の高度化に関する事項についてでございますが、 

品質管理につきましては、最近お客様の要望も強くなっていますので、流通段階において

の仕入れから販売にいたるまではかなり注意してやっています。 

その中で市場における品質管理、特に鮮度管理における温度管理や場内での床への地下置

き引きづりなどちょっとしたことで非常に大きな問題になるので、特に市場内での品質管理

プラス衛生管理、具体的な基準ルール作り等をきちんとされることが重要ではないかと思い

ます。 

最近私どもの事例としてちょっとしたことで大きな問題に発生するということを身をもっ

て知りましたので、全体、産地から販売までのきちんとしたコールドチェーンの仕組み、衛

生管理の仕組みを今後きちんと作って行く必要があるのではないのかなと思い最近私どもの

事例として申し上げさせていただきました。 

○（田村会長） 

具体的にこの計画案に盛り込みたいとかということではございませんか。 

○（角委員） 

特に動向調査の中で意外に思いましたのが予冷、保冷、冷蔵庫など特に設備が不足してい

るよう、この中でもかなりありますので温度管理は本当に大丈夫なのかと思いましたのでこ

の整備が必要と思いました。 

○（西尾園芸流通課長） 

物品の品質管理の高度化につきましては、県の計画案では総合的な位置づけということで

こういった表現になっておりますが、具体的な物品の品質管理の高度化につきましては、各

市場の開設者が、市場の運営方法など定めています業務規程において具体的に定めることと

なっております。 

詳しく申し上げますと、先ほど「市場法改正をめぐる動きについて」のところでご説明さ

ていただきました資料２にあります県の動向として１７年３月３１日に地方卸売市場業務規

程例改定とございますが、これを参考に各市場の開設者が、市場の運営方法など定めていま

す業務規程を改定し市場の運営をすることとなります。今回は物品の品質管理の高度化に関

する事項についての具体的な方法をこの業務規程に定め、高度化を進めていくこととなって

おります。 



  18/23 

○（田村会長） 

県の計画は上位の規程ということで、具体的な内容については各市場が持つ業務規程の中

で明記されればいいということではないかというご説明をいただきました。 

それでは、さきほど挙手をされておりました大山委員さんからお話をいただきます。 

○（大山委員） 

品質管理のお話が出ておりますが、生産出荷団体としましてもかなりそういった面には近

年力を入れておりますが、安心安全、品質、衛生に気を配っておりますので、ぜひこういっ

た計画の中に方針を入れていただければ市場の機能としてさらに充実してよいと思います。 

それと話が元に戻りますが、計画についてはあらかじめ資料をいただき拝見させていただ

きました、高知県の実態からしてこの計画原案としては異議はございません。掘り下げれば

掘り下げるほど難しさがありますので、計画としてはよいと思います。ただ卸売市場を取り

巻く環境が生産者出荷者側もそうでしょうし、流通消費者側のほうもすごく変化していって

おりますので我々もとまどいもあますが、ぜひ卸売市場がこれからも流通の要として、価格

形成の要として機能していただくように期待をしています。 

このことはいろいろな流通チャンネル取引が発生するにつれて価格の形成がどこでされる

のか、このことは生産者にとってもプラスにならないし消費者にとってもプラスにならない

と思いますので、そういった面でこういった計画を出されて卸売市場が機能していただくよ

うぜひお願いをしたいと思います。 

それともう一点、原案に意義ございませんが、こういった計画が策定された場合の管理指

導というか運用はどのようになるのでしょうかお教えいただけますでしょうか。 

○（田村会長） 

県の計画が出された後のフォローアップはどうなるのかというご質問でございましたが 

毎年業務報告はさていますが、その他にどのようなものがありますか 

○（西尾園芸流通課長） 

計画が策定されたあとでございますが、各市場が定めました業務規程の内容が同じ考え方

でつくられておりますので、業務規程の中に当然今議論いただいております品質管理の部分

がございますので、業務規程どおり適正に市場が運営されるよう働きかけをしてまいりたい

と考えています。 

一方、根幹的な市場の統合につきましては、これまでお話しさせていただきましたとおり

県内市場のほとんどが民設民営でございますので、それぞれの経営でございます。つまり経

営判断になりますので、市場統合につきましては経営判断というものを第一義的に考えまし

て必要に応じて支援をしてまいりたいと思っております。 

○（田村会長） 

その他なにかございませんか 
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○（野町委員） 

消費者を代表ということですが、実はナスの生産者でもあります。 

卸売市場を通して県内だけではなく県外へも生産物が流通して行くことを考えると、高知

県は国の下請けの答申をするだけでなく、高知県はこういう風な違うやり方もあるのだよと

いう味付けをしたらどうかと思います。それはナスもそうですが海産物だとかそういう物も

全国に流通しているという特色を生かしてだと思うのです。 

例えば私がいつも生産して思うのは第一次産業で生産されるものほとんど生産した日を書

きません、消費者の方は生産物を見てこれはいかん、これはまだ新しいから買えるというよ

うなレベルで買われているのではないのかなといつも思います。 

私たちは生産して今日もナスを採ってきたのですが、ナスなど生産物は木から離れると腐

る一方です。 

自分たちが採った日を書きたいような気持ちが生産者の中でも盛り上がっています、そう

いう特色を出した約束事をすると高知県は違うんだよ自分たちの県でも消費するんだけど県

外のお客さんにもこれだけの信用を得るような保証を与えるような市場を作り出すんだよと

いうことが、ひとつの生産現場とか流通現場の人に力を与えて行くんではないかと思います

ので、そういったものを盛り込んでいただけたらと思いますが皆さんいかがでしょうか 

○（田村会長） 

野町委員からお話がありました。 

第４の６あたりに出ているとおもいますが、かなり具体的積極的にやりましょうというこ

とでしょうか。 

○（西尾園芸流通課長） 

 野町委員のそういった視点も大事かと思います。 

市場そのものがすでに県外からも荷物が入ってきておりますし当然県外へも仲卸等を通じ

て送るといった県内外含めての流通ということとなっています。 

例えば青果でいいますと、平成１５年の実績で申しますと青果ですから野菜と果実を含ん

でおりますが、県外から１０％程度入ってきております。 

もちろん市場に入ってきたものが仲卸や買受人を通して県外へ運ばれている実態は今まで

もありますし今後も変わらないと思います。 

具体的にどういった項目を入れたらというお考えがございましたらここでご議論いただけ

ればと思いますが。 

○（野町委員） 

 こんなこといっておかしいですが、ある県外の市場で出荷した日を書いている県がありま

す。 

 女性たちの生産者がその県に視察に行ったとときに、私たちも生産のプロなのだからしっ
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かり自分たちが生産したものに責任を持とうではないか、トレーサビリティーのことも大切

だけど、それをすることによって逆に流通の人にいい刺激を与えるし、与えてもくれるので

はないかという話をしましたのでこういったお話をさせていただきました。 

 これをしたいからこれを盛り込んでほしいというのではありませんが、高知県は入ってく

るより出て行くものが多い、外貨をいただくことが多いと思っていますので、特色のあるど

この県でもあるようなあるような計画でなく、高知県はこういうものを盛り込んでいるんだ

よということも県のアピールになると思います。私のこの話を聞いて考えられる担当者の方

のご苦労も重々承知で申し上げています。 

 私も自分で作る野菜以外は自分も買いますので、自分も消費者の目が必要と考えています

が、逆に自分の作っている野菜をどのように買っていただいているかということに関心があ

るということでこういった突拍子もない大変なお話をさせていただきました。 

○（川上部長） 

 今回の計画の品質管理の部分でございますが、資料の２の２ページ目の安全安心への対応

とございますがその説明の中に地方卸売市場における低温卸場の施設整備の割合を示してお

りますが、その中で青果の卸売市場では６．４％、水産が４．７％しか全国で低温施設の整

備が進んでいないので、国としても消費者の安全安心に対応するためには、このような施設

整備をしっかり進めていかなければならないということ考えております。 

また、安全安心に対応するために品質管理に掛かる様々な内容があり荷受け段階、卸売段

階、仲卸段階、配送段階あるいはその他の段階がある中で、消費者の嗜好にきっちり対応し

ていこうと考え方が卸売市場法の改正の背景にあって国の計画の中に盛り込まれており、県

としてもこの国の考え方を盛り込み市場関係者も含めて全体に周知を行い品質管理を進めて

いただきたいという願いをこめてということで計画に盛り込まさせていただいております。 

また品質管理について県の計画に盛り込むことにより中央卸売市場であれば補助制度、地

方卸売市場であれば融資制度という形で国の施策が活用できるということになります。 

それと国の施策が活用できるということと併せて、高知県の計画を高知県の生産者なり消

費者、県民の方々にお示しして認識をいただくということを目的としております。 

○（西尾園芸流通課長） 

資料１４ページの（６）をご覧いただきたいと思います。 

先ほどおっしゃられた出荷日でございますが、県の計画の中身としましては方向付けをす

るものでございますので、具体的な方向を盛り込むことは出荷者の判断を阻害することとな

りますので適当でないかと思われます。 

全国レベルの表現で申し訳ありませんが、資料１４ページの（６）のトレーサビリティー

の確立に努めるという表現の中に野町委員がおっしゃられた意味が含まれているということ

でご理解をいただきたいと考えています。いかがでしょうか 
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○（田村会長） 

高知県は産地市場ですので、その代表として水田委員何かございませんか。 

○（水田委員） 

私の市場は地方卸売市場でございます。 

先ほど野町委員からのご指摘がありました品質管理については、生産者から出荷していた

だいたものは時期的なものもございますが予冷庫に保管して予冷庫の中でセリをして販売し

ております。 

高知県から送ったものが県外で品質が低下していたといわれますと販売の価格に影響しま

すので、それを考えた場合に生産者の方に喜んでいただけるような販売をしなければならな

いしまた県外でもそういった販売をしなければならないということで、予冷庫の中でセリを

して販売しております 

そういったこともありまして私の市場では、年々予冷庫が増えてきて現在７箇所あり延べ

面積が８００平方メートルとなっています。 

これは資金的な負担もありますが責任を持った販売の仕方をするということとなりますと

それもやむを得ないのかなと考えており施設の充実に努めております。 

高知県の農産物について昔は県外の方が高知県の農産物が一番だったと言っていただいて

おりましたが、今はどこに行っても影の薄い寂しい感じがしますがこれからは県内だけでは

なく県外に目を向けていかないとと思っています。 

当市場が予冷庫の中でセリをして販売をし始めたのは昭和６０年ごろからで、県内で最初

でございました。現在は県外のどこでも予冷庫の中でセリは一般的に実施されています、荷

受もそのようにしておりますが、このようにもっともっと私どもも高知県物については、考

えて前向きにいき喜ばれるような県にならなければならないと痛感をしておるわけです。県

の方ともお話をしていきながら一緒に進めていきたいと思います。 

○（田村会長） 

私も先だって高知の地方市場に行ってきましたが急速に市場が変化しているように見受け

られました。 

どんどん現状が変化しておりますので、これに対応するような法改正、今回は品質管理が

キーワードになっておりますが、ホントの意味は品質管理といっても多様です 

ここでは市場の物的な設備を整備するということに限定して改定していると思っておりま

す。 

そういった意味から第７次の整備計画案につきまして、ただ今ご議論いただきましたがこ

の市場法の改正を受けて、高知県の産地としての特質に対応した新しい地域の活性化などに

ついてのご意見がでましたけれども、特に第７次の整備計画案につきましては大きなご反対

はなかったと受けとめております。 
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本日は、生産者の代表の方、卸売業者の代表の方、消費者の代表の方、量販店の代表の方々

が一堂にお集まりいただき貴重なご意見をいただくことのできました大変貴重な会議となり

ました。 

それでは、本日この計画案に対しての諮問書をいただいておりますので、本日ご意見をい

ただいたものを受けましてどのように進めていくかを事務局と協議したいと思いますので、

数分休会をさせていただきたいと思います。 

 

【会議再開】 

○（田村会長） 

それでは審議会を再開します。 

第７次整備計画につきましてご審議をいただきましたが、これまでの討議の内容では第７

次高知県卸売市場整備計画そのものにつきましては修正する必要がないのではと存じますの

で、当審議会では原案通り承認しその旨答申することでよろしいかと存じますが、各委員の

皆様いかがでしょうか。 

〈異議なしの声〉 

それでは、各委員の皆様は異議なしということでございますので、第７次高知県卸売市場

整備計画につきましては、本日ご審議いただきました原案を承認し答申することとします。 

それでは答申の文案をお配りいただきます。 

この答申文案で議事終了後答申したいと考えていますが、この文案でご異議ございません

か。 

〈異議なしの声〉 

ご異議ないようでございますので、この文案によりまして答申をするということにいたし

ます。 

以上で審議会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

【答申】 

○（横山園芸流通課課長補佐） 

会長、副会長、委員の皆様どうもありがとうございました。 

それでは引き続き会長から答申をお願いします。 

恐れ入りますけれども会長、農林水産部川上部長前の方へお進み下さい。 

○（田村会長） 

高知県知事橋本大二郎様 第７次高知県卸売市場整備計画について答申平成１７年１２月

５日付け１７高園芸第２９１号で諮問のありましたこのことにつきましては、審議の結果適

当と認めこの旨答申します。 
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○（川上農林水産部長） 

ただ今、会長から答申をいただきました。 

委員の皆様方には、熱心なご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。 

県内の卸売市場は、これからも、産地市場として、また、消費地市場として、青果物、花

き、水産物、食肉それぞれの安定供給のため、流通の基幹的な役割を担っていかなければな

りません。 

卸売市場流通をめぐっては引き続き厳しい状況が予想されますが、この整備計画に沿いま

して、消費者、生産者双方に受け入れられる卸売市場を構築するため、県も関係者とともに

務めて参りたいと考えております。 

委員の皆様方のご協力をお願い申し上げまして、お礼のご挨拶とさせていただきます。 

本日は、ありがとうございました。 

○（横山園芸流通課課長補佐） 

以上を持ちまして高知県卸売市場審議会を閉会させていいただきます。 

ご協力ありがとうございました。 
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