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第１回高知県卸売市場審議会 議事録 

 

日 時：平成 23年８月 26日（金）13:28 〜 15:05 

場 所：高知城ホール２階 「くすのき」 

出席者：高知県卸売市場審議会委員 

田村安興会長、寺尾副会長、田村早智委員、西川委員、今城委員、大山委員 

澳本委員、西原委員、泉委員、小川委員、村山委員、徳久委員、竹下委員 

    高知県 

    【農業振興部】杉本部長、石本地域農業推進課長、篠崎地域農業推進課課長補佐 

日浦畜産振興課課長補佐 

【水産振興部】竹内合併・流通支援課長、松村合併・流通支援課課長補佐 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１ 開会 

（事務局） 

定刻より少し早いですけれども、ご予定いただいています委員の皆様がお揃いになりま

したので、ただ今から平成 23 年度の第１回高知県卸売市場審議会を始めさせていただき

ます。本日の会議は、現在の委員の皆様によります最初の会議でございますので、会長が

選任されますまでの間、事務局の方で進行役を務めさせていただきます。私、高知県農業

振興部地域農業推進課の篠崎と申します。よろしくお願いいたします。 

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

皆さまの過半数のご出席により成立をいたしますが、本日、委員 15名のうち 13名の委員

の皆様のご出席をいただいておりますので審議会が成立しておりますことを、まず、ご報

告をさせていただきます。 

それでは、開会に当たりまして、高知県農業振興部長の杉本からご挨拶を申し上げます。 

 

２ 部長あいさつ 

皆さん、こんにちは。県の農業振興部長の杉本でございます。本日、初めての会合とい

うことで、委員の皆さまにおかれましては、当委員を引き受けていただきまして、誠にあ

りがとうございます。また、ご多用のところ、このようにたくさんの方がご出席いただき

まして、誠にありがとうございます。 

 さて、市場を巡る情勢といいますか、これは皆さんご承知のとおりでございます。市場

の重要性を私が今更申し上げるまでもないのですが、当然ながら集約と分配、これの大き

な役割を担ってきたものでございます。ただ、昨今の状況を見てみますと、少子高齢化、

単身世帯の増大、そして量販店をはじめとする大型店、こういうところの価格形成力とい

いますか、そういうものが大きくなってきておるところでございます。 

今、その市場をとりまく情勢が非常に変わってきております。そういう状況を踏まえて

国の方でも昨年の 10 月、そしてこの春先の３月、それぞれ基本方針、また整備計画を打
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ち出して今後の社会情勢に見合った市場をどう形成すべきか、というような方針を示した

ところでございます。それを受けまして、本県におきましてもこの審議会条例に基づく審

議会を開催させていただきまして、本年度、今のところ３回を予定しておりますが、皆さ

まのご意見をいただきながら、本県の市場をどう整備していくのか、このようなことを審

議していただきたいと考えておるところでございます。 

 冒頭申しましたように、市場を取り巻く状況、非常に変わってきております。というこ

とで、今日、皆さんの前でいろんな資料も出てまいりますが、是非とも活発なご意見を賜

って審議会の最後の答申に向けていただきたい、このように切に願うところでございます。 

 甚だ簡単でございますが、冒頭のご挨拶とさせていただきまして、今日の審議会、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 

３ 配布資料の確認・委員の紹介     略 

 

４ 審議会の概要説明 

（事務局） 

 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、ご説明をさ

せていただきます。資料２の「高知県卸売市場審議会条例」をご覧ください。 

 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をされているもので

す。任務は、第２条にありますように「知事の諮問に応じまして、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」ということにな

っています。第３条、第４条につきましては、委員に関することになっています。当審議

会は１５名の委員にお願いしておりまして、任期は２年でございます。皆様方におかれま

しては、本年９月６日までの任期になっておりますが、先日、お願いをさせていただいて

おりますが、９月７日からの任期につきましても、よろしくお願いしたいと思っておりま

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。以上で、審議会の概要説明とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 

５ 議事 

（１）会長の選任 

（事務局） 

 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、会長は委員の互選によって決定して

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） 

 高知大学の田村先生がお見えでございますが、前回のこの会は田村先生が会長でした
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ので、引き続き、会長をやっていただくのが良いと思います。推薦をいたします。 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。大山委員さんから「高知大学の田村委員に会長をお願いして

は」ということでご推薦をいただきました。その他にご推薦ございますでしょうか。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

（事務局） 

 その他、ご推薦ないようでございますので、大山委員のご推薦によりまして、田村安

興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。 

 

≪ 拍手 ≫ 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。それでは、田村安興委員が会長に決定いたしました。 

 田村委員、会長席の方にお移りいただけますでしょうか。 

 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になってお

りますので、これから先を田村会長にお願いしたいと存じます。 

 

（田村会長） 

 会長にご選任いただきました田村と申します。前回も、大山委員からご推薦をいただ

きまして会長をさせていただきました。再び、会長という重責を務めさせていただきま

す。言うまでもございませんが、卸売市場、流通を巡る情勢は非常に大きな曲がり角に

なっているかと思います。この審議会は昭和 46年の卸売市場法制定以降、５年ごとに国

の整備方針に基づいて県の整備計画を決めるということで５年ごとに大きな変更といい

ますか、県の整備計画を決めるための審議会が開かれておるわけでございます。 

明治の初めから、既に独自の、国とは別に高知県は独自の市場計画、市場規則を制定

したという歴史があります。ですから、今日に至るも独自の視点で議論をする必要があ

るのではないかと思います。長々となりますので、以上で挨拶に代えたいと思います。 

 

（２）副会長の選任 

（田村会長） 

 「副会長の選任」を行いたいと思います。審議会条例第５条第１項の規定により、副

会長も委員の互選で決定することになっておりますが、差し支えなければ、私からご提

案させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

≪ 異議なし ≫ 
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（田村会長） 

 それでは、副会長に寺尾委員をご推薦したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

（田村会長） 

 ご異論ないようですので、寺尾委員を副会長に決定いたしました。寺尾委員、副会長

席へお願いいたします。 

 それでは、議事を進めて参りたいと存じます。「卸売市場制度の概要」について、まず、

事務局からご説明いただきたいと思います。 

 

（３）卸売市場制度の概要について 

  事務局（地域農業推進課長）から、資料に基づき説明 

  

（田村会長） 

 ありがとうございました。「卸売市場制度の概要」につきまして非常に分かりやすくご

説明をいただきました。何かご質問等、ございませんでしょうか。 

 

（西川委員）  

 ちょっと質問させていただきたいですけど、今、課長からずっとデータを示していた

だきました。それは、最初、部長からも言われたとおり、今の状況というのは非常に変

わってきていて、卸売市場を通過しないでいくものがすごく増えてきているということ

でしたね。このデータを見ましたら、その関連性というのがあまりよく分からない。85％

であるとか 95％であるとかというのは、何を基本にしたパーセントか。青果とか水産物

等の全体を見たパーセントなのか、あるいは通過しないものも含めた全体のデータなの

か、示していただきたい。 

 

（田村会長） 

 非常に重要な、核心を突いたご質問かと思いますが、何か把握をされておりますでし

ょうか。 

 

（地域農業推進課長） 

 ４ページ「表３」の下に注釈がございますが、その１行目にございますように「国内

で流通した加工品を含む国産及び輸入青果物、水産物、食肉、花きのうち、卸売市場を

経由したものの数量」で割合を計算していると、ご理解いただければと思います。 

 

（西川委員） 

 分かりません。全体でなくて、全体というよりも、その経過の中での割合ということ

ですか。中央卸売市場を通さずにきたものは、考えないでということでしょうか。その
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あたりがちゃんとしてないと卸売市場のこれからの役割が明確になりません。 

 

（合併・流通支援課長） 

 水産物がそういう部分で非常に分かりやすいと思いますので、水産物の例でお話しし

ますと、先ほど中央卸売市場の数値がございまして、消費地市場、産地市場と分かれて

おったわけでございますが、水産物の場合は産地市場という特殊な形態がございまして、

それも卸売市場の一つでございます。産地市場というのはあくまで漁業生産で水揚げさ

れた魚がすぐにその市場に揚がりますので、基本的にこの市場経由には関係ございませ

ん。カウントには入っておりません。一番問題なのは、いわゆる消費地市場、もっと分

かりやすく言えば弘化台の扱いが落ち込んでおると、経由しておらんと、そういうふう

にご理解していただくと一番分かりやすいかと思います。 

 

（西川委員） 

 分かりました。 

 

（大山委員） 

 私からお話しすることでないかもしれませんが、これは分母が国内で流通したすべて、

通常にできている生鮮品も入っていますが、もちろん加工品、もう一つは輸入品も含ま

れていますね。これらを合わせた分母で、卸売市場を経由した数量を割っています。で

すから単純に見れば、輸入がどんどんどんどん増えたら経由率が下がっていきます。輸

入量が増えれば、また加工品が増えれば、市場経由率が減るといったことがあります。

ただ、全体的には、最初、県からお話しがあったように、基調として経由率が減ってい

ることはあると思いますし、なお、そのことは全体への影響がかなり大きく表れている

と考えております。 

 ちなみに最近、農林水産省で示されている数字では、国産品だけを分母にした青果物・

野菜の経由率を見ると 80％以上になっていると思います。 

 

（畜産振興課課長補佐） 

 食肉についても簡単に説明します。食肉は市場経由率がかなり低いということは、こ

れで見えると思います。食肉の場合は大手メーカー、つまり日本ハムや伊藤ハムなどは

生産から流通まで行っており、市場を通さないところがほとんどですので、かなり低い

ということ。先ほど、大山委員からありましたように牛肉の輸入自由化がありましたの

で、かなり率が減ってきているということがございます。食肉の場合はこういう状況で

ございます。 

 

（西川委員） 

 分母と分子は分かりましたが、高知県における中央卸売市場を通さないものの全体像

というのがやっぱり必要かなという感じがします。 
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（田村会長） 

 これは非常に計測するのが難しい側面があります。 

 

（西川委員） 

 そうですね。 

 

（田村会長） 

 なかなか、これは正確な数字は掴めない、掴みにくい、そういう面がございます。特

に輸入品などにつきましてはね。 

 

（西川委員） 

 分母と分子は分かりましたので。一応、理解しました。 

 

（田村会長） 

 あるいは、加工品になりましたら、より表に出てこない数字が多うございます。 

 

（西川委員） 

 でも、最もそこが重要なところだと思いますが。 

 

（田村会長） 

 その他、何かご質問等、ございませんでしょうか。では、私から。３ページの「表２ 

卸売市場の取扱金額の推移」の単位は「億円」ですか。 

 

（地域農業推進課長） 

はい。恐れ入ります、単位は「億円」です。 

 

（田村会長） 

 日本全体の、中央、地方を合わせたら７兆円しかないということですね。 

高知県をみると、地方卸売市場は約 300億円ですか。 

 

（地域農業推進課長） 

 280億円です。 

 

（田村会長） 

 表４の資料と合わせて考えますと、約 1,200億円ですよね、高知県が。結構、これは

全国比２％以上、人口が 0.7％ですから、かなり多いと。全国比これだけみたら、全国

比で比べたら３倍ほど多いと。単純に人口で割ったらという理解でよろしいでしょうか。 

 

（地域農業推進課長） 
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 そうではございません。県内の卸売市場での取扱金額につきましては、高知市中央卸

売市場で、これが 23 年４月１日現在での整理ですので、21 年度実績になるようですけ

れども 270数億円、地方卸売市場 29市場で 280億円、小規模で 60数億円ですので、ト

ータルをしましても 600億円ぐらいになります。 

 

（田村会長） 

 青果・水産を合わせて 600億円しかないですか。青果・水産を合わせて。 

 

（地域農業推進課長） 

 そうでございます。 

 

（田村会長）  

 ５ページの表では、青果だけで 610億円になっているのでは。 

 

（農業振興部長） 

 下段は、トンです。 

 

（田村会長） 

 トンか、失礼。下段はトンですね。 

 

（地域農業推進課長） 

 上段が取扱高で、下段が取扱量になっています。 

 

（田村会長） 

 分かりました。ちょっと間違っていました。そうすると、今、600 億円と仰いました

ね。700億円ですか。 

 

（地域農業推進課長） 

 恐れ入ります。５ページの表は地方卸売市場だけが載っておりますので、若干集計上

の違いがありますけれども、中央・地方・小規模をトータルは、表には表示してごさい

ませんけれども、合わせますと 600億円程度になります。 

 

（田村会長） 

 それでも、人口比よりは多いと理解してよろしいですかね。約１％近いわけですから。 

 

（地域農業推進課長） 

 産地市場という関係もございまして、県内で集めたものを県外へ持っていく場合もこ

の中に入っておるということはございます。 
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（田村会長） 

その他、何かご質問等ございますか。 

 それでは、続きまして、農林水産省策定の「第９次卸売市場整備基本方針」及び「第

９次中央卸売市場整備計画」につきまして、事務局からご説明いただきたいと思います。 

 

     （４）農林水産省策定の「第９次卸売市場整備基本方針」及び「第９次中央卸売市場整備計

画」について 

  事務局（地域農業推進課長）から、資料に基づき説明 

 

（田村会長） 

 ありがとうございました。「卸売市場整備基本方針」及び「中央卸売市場整備計画」に

つきまして、ご質問、ご意見等、ございましたらお出しいただきたいと思います。 

 

（西川委員） 

 今回は、特に大事な会ですよね。中央卸売市場から地方卸売市場に移行するという、

一番重要なところですから。必要に応じてというところに高知市があるわけですが、そ

れが明瞭じゃないですよね。この必要に応じてというのは、具体的に言えばどういうこ

とですか。売上が下がったとかそういうことも含めて、高知市が国から一応移行しなさ

いよというふうに、候補に挙がっているということですか。必要に応じるというのはど

ういうことだと、県は把握されていますか。 

 

（地域農業推進課長） 

 今お話しをいただいている市場については、高知市中央卸売市場の関連ということで

よろしいでしょうか。 

 

（西川委員）  

 そうですね。 

 

（地域農業推進課長） 

 移ってくる先が地方ということで、現在、高知市の方でご議論をいただいております

ので、今日、高知市の市場長に来ていただいておりますので、そちらの方からお話をし

ていただければと思います。 

 

（西川委員） 

 そうですね、聞きたいです。状況をお願いします。 

 

（竹下委員） 

  それでは、高知市中央卸売市場の現状につきまして、少し説明させていただきます。 
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資料６の「第９次卸売市場整備計画」につきましては、平成 23年３月 31日に農林水

産省が公表したものでございまして、卸売市場の部門毎の取扱量やその減少率等の指標

への該当状況を調査した結果、高知市中央卸売市場におきましては、水産物部が地方卸

売市場への転換を含む市場再編への取組みが必要とされました。再編の内容や時期につ

きましては、平成 24年３月末までに農林水産省に報告する必要がありますので、高知市

中央卸売市場の水産物部運営委員会におきまして、地方転換という方向性で協議を進め

ております。 

一方、青果部につきましては引き続き中央卸売市場での運営が続けられる状況にあり

ますが、今後同じ敷地内におきまして中央卸売市場と地方卸売市場が並存するという可

能性もありますので、そのような状態も想定しながら、現在青果部運営委員会におきま

して協議を進めております。 

また、第９次中央卸売市場整備計画にあります「必要に応じ施設の改善を図ることが

できる中央卸売市場」という表現ですが、農林水産省が５年に一度整備計画を策定する

にあたりまして、全国の中央卸売市場に対して施設整備の予定を調査し、該当する中央

卸売市場がその内容を報告した結果、整備が必要と認められたものが６ページの表に記

載されている「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」です。 

高知市中央卸売市場におきましては、第６次及び第７次卸売市場整備計画時に約 10

年間かけて一定の施設整備が完了しており、第９次卸売市場整備計画における施設整備

の予定はないと報告したことから、「必要に応じ施設の改善を図ることができる中央卸売

市場」という位置付けになっております。 

 

（西川委員） 

 国の中に、直接、国の、中央卸売市場と、それから県の管轄する地方卸売市場とが同

居するかもしれないということですね。今はそれを検討している段階で、そうなった場

合にどうなるかは、またその時にということですね。 

 

（田村会長） 

 その他、ご意見等ございますか。それでは、あとでも結構ですのでお出しいただきた

いと思います。議事に進みたいと思います。 

 次に、「高知県卸売市場整備計画（第７次計画）の状況」についてお願いします。 

 

（５）高知県卸売市場整備計画（第７次計画）の状況について 

事務局（地域農業推進課長、合併・流通支援課長及び畜産振興課課長補佐）から、資

料に基づき説明 
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（田村会長）  

 ありがとうございました。「第７次高知県卸売市場整備計画の状況」をご報告いただき

ました。何かご質問等、ございませんでしょうか。 

  

（大山委員） 

 この資料の見方としては、例えば、この計画では人口が 22年度は当初の計画よりも減

少したが、それに対して市場取扱量は人口の減少割合を上回った。こうした中で、高知

県内の市場の機能はしっかり役割を果たしていますという読み方でいいということでし

ょうか。もちろん増えたり減ったりはありますけれども。 

 

（田村会長） 

 どの部分でございますか。 

 

（大山委員） 

 例えば青果物でいいましても、青果物全体で見れば、いわゆる流通圏が高知県域の計

画では人口が 95.7、多分、青果物でもこの 95.7 よりは多くなるんじゃないかなと思い

ます。切り花も水産も多いし、食肉の場合は、今、ご説明があった内容があるんだと思

いますが、これはこれで良いのでしょうか。 

 

（田村会長） 

 そうですね。この分子と分母が、目標に対してですから、この目標がどうであったの

かということも含めて、かなり果実などは強気の目標であったのが、大幅というか、マ

イナスになっておるので約 10％減ですよね、基準年度からすれば。野菜の場合は基準年

度からしたらもっと減っていますので、そのあたりの見通しといいますか、７次計画の

時の議論を覚えてないですけど。この目標の立て方というのがどうか、小川委員さん、

どういうふうに見たらよろしいですかね、青果の場合。突然、振って申しわけございま

せんが、どうですか。課長さん何か。 

 

（地域農業推進課長） 

 ７次計画の策定時の経過は私も十分把握はしておりませんけれども、通常であれば、

恐らく 15 年度の時点までのトレンドを見ながら目標年度の生産量なりというのを設定

をしておるであろうというところはございますが、それに対しまして、その時にどれだ

けの要素をトレンドとして入れたケースとして考えておったかということはちょっと定

かではないですけれども、例えば野菜ですと、施設面積の減とか生産者の高齢化などで

の生産量の減少が見込まれると。現在、私が見ておりますのは７次計画の１ページ目で

ございますけれども、そういうことでのトレンドを見ると 22年度は 74,000何某、３割

程度になるものと予想されるというようなことで、例えば、今回ですと現状までの数年

間、一定の期間の年度のトレンドを見ながら 27年度を見越していくというような形で整
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理を行う予定をしておりますし、７次計画の時にもそういうような形でやっておったも

のと思われます。 

 

（合併・流通支援課長） 

 水産について申し上げますと、先ほど申し上げましたが、基準年度の平成 15年度が約

62,000ｔでございますが、ざっくり言いましたら、半分が高知市中央卸売市場、いわゆ

る県民、市民に水産物を供給する市場の取扱量でございます。あとの半分がいわゆる産

地の漁協が開設しております市場でございまして、これにつきましては相当量が県外へ

出ていきますので、流通圏人口との対比で見ても、あまり意味がございません。ですか

ら、ポイントは高知市中央卸売市場、他にも幡多公設がございますが、これは量的に少

いので、基本的には弘化台の数量で判断したらどうかというのが一つのポイントでござ

いまして、先ほど申し上げましたとおり、弘化台が約 30,000ｔ、20年度の段階で 22,000

ｔまで落ち込んでいますので、要するに人口の減少率を大幅に上回って減っているとい

うことが非常に市場関係者の方々は危機感を持っていると、こういう状況でございます。 

 

（西川委員） 

 データの出し方ですけど、これでは意味が分からない。これは要するに野菜でも見込

みが非常に少ない。少なかったものに対して、若干多くなったので 112％になっている

ということですよね。だから、見通しによってパーセントが落ち込む場合もある。見通

しによってこのパーセントが変わってくるのでパーセントだけを見て現状把握というの

はなかなかできにくいのではありませんか。我々が見て、はっきり何を意図にしてデー

タを出しているのかということが分からないと、大山さんが質問したみたいに人口なの

か、例えば中央卸売市場との比較なのか、どういう比較なのかが、これを見てあまりよ

く分からない。意図がよく分かりません。 

 

（地域農業推進課長）  

 なかなか悩ましいところでして、この計画自体は国の計画に即した形で策定して、項

立ても同じ形でやっている中の流通圏の設定についてという項目ですけども、これはど

ちらかといいますといわゆる消費地の市場ですね、産地というよりは消費地の市場で、

ものが消費者の皆さんにどういうふうに届けていくのかというところでの整備が基本的

なスタンスなので、本県の場合はどうかといいますと、産地市場という言葉をよく使い

ますけども、市場の機能として荷物を集めたものを県外に送っていくという機能が相当

程度ございますので、そういう意味で申しますと、この表で何かを表現したいという部

分についてはなかなか難しい部分がございます。ただそうなった時に、純粋に圏内でど

ういうふうにものの量が流れてというようなところになってくると、なかなかおさえ辛

い部分もありまして、我々としてもそこらあたりを分析したものに基づいたこの表に代

わるものを設定するというところがちょっとできづらいなということで、確かに仰って

おられるように、見ても何なのというイメージがあるかなとは思います。 
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（大山委員） 

 国の決めた様式でしょうから、それはそれで良いと思います。 

 

（西川委員） 

 これは例えば、この目標、平成 20年度の数字と基本の平成 15年の数字と比べてパー

セントを出せば、ある一定分かりますよね。ところが目標年度のところの見込みという

のが入っているので、それに対するパーセントになっているんですよ。そこで分からな

くなるんです。基準年度の 10万ｔ、それに対する 20年度はこれくらいでしたよという

ことであれば、パーセントが基準年度に対してこれくらい上がったかな、下がったかな

というのが分かるんですけど、目標年度に対してパーセントを出しているので、112％に

なって何を言わんとしているのかが分からないということです。 

 

（地域農業推進課長） 

 大変申しわけございません。今ご指摘のように、15 年度に対する 20 年度の割合で、

口頭で紹介させていただきますと、野菜については 81％。 

 

（西川委員） 

 それだったら分かるんですよ。それについて、それだけしかできてなかったなと。目

標年度は説明だけでよくって、データというのは何に対して何年度がどれくらいいって

いるのかというのが分からないと現状が分かりませんので、ちょっとデータの出し方が

まずいですね。 

 

（地域農業推進課長） 

 計画の状況の部分もありますので、進捗状況という面でいきますと目標に対しても必

要であるとすると、両方載せておいた方がよろしいかなということで、そういう形の整

理をすることとします。ちなみに全部お示しさせていただきますと、果実については

93％、切り花については 85％、鉢物が 88、水産物が 95、食肉については 102という数

字になっております。 

 

（西川委員） 

 それで分かりますよね。そうすると、あっそうか、これは基準年度に対してこれだけ

減っているのか増えているのかということが分かるので、そういう分かりやすいように

説明をいただきたいです。 

 

（田村会長） 

 その程度でよろしいでしょうか。第７次計画の高知県卸売市場整備計画の状況につい

て、活発に議論していただきました。 

続きまして、「高知県卸売市場整備計画（第８次計画）の策定」について、事務局から

ご説明をお願いします。 
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（６）高知県卸売市場整備計画（第８次計画）の策定について 

  事務局（地域農業推進課長）から、資料に基づき説明 

 

（田村会長） 

 ただ今、資料９に基づきまして高知県卸売市場整備計画の策定についてご説明いただ

きましたが、何かご質問等ございますか。 

 特にご異議ないようでしたら、事務局のご提案のような形で今後２回にわたりまして、

この審議会を開催するというふうにさせていただきたいと思います。 

 以上で、私の司会によりますところの審議会を終わらせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

 

６ 閉会 

（事務局） 

 会長、副会長、どうもありがとうございました。委員の皆さま、ありがとうございま

した。閉会にあたりまして農業振興部長の方から一言ご挨拶をさせていただきます。 

 

（農業振興部長） 

 あと２回でございます。本日は、概要だけ説明させていただきました。実質的な審議

は次回からとなります。是非とも、どうぞよろしくお願い申し上げまして、閉会のご挨

拶とさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。 

 

（事務局） 

 次回、第２回の審議会につきましては、ご案内をさせていただいているかと思います

が、９月９日（金）13 時 30 分から、高知共済会館で開催させていただきます。お忙し

いところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 


