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第２回高知県卸売市場審議会 議事録 

 

日 時：平成 23年９月９日（金）13:32〜 15:29 

場 所：高知共済会館３階「桜」 

出席者：高知県卸売市場審議会 

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、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、桜谷畜産振興監、 

石本地域農業推進課長、篠崎地域農業推進課課長補佐、 

【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） 

ただ今から「第２回高知県卸売市場審議会」を開会いたします。私、高知県農業振興部

地域農業推進課課長補佐の篠崎と申します。よろしくお願いいたします。議事に入ります

まで進行役を務めさせていただきます。 

皆様には、引き続き、委員就任をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございま

す。本年９月７日から平成 25年９月６日までの辞令を机の上に置かせていただいておりま

す。公私にわたりご多用中のこととは存じますが、引き続き、本県の卸売市場行政の円滑

な推進のためにご指導とご協力をいただきますようどうぞ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、委員の過

半数のご出席により成立いたします。本日は委員 15名のうち 12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ご報告させていただきます。 

 

２ 配布資料の確認          略 

 

３ 会長・副会長の選任 

 （事務局） 

委員の任期が改まりましたので本来ですと「会長・副会長の選任」ということになるん

ですけれども、新しい任期につきましても、会長に田村安興様、そして副会長に寺尾敦子

様に引き続きお願いしてはどうかと事務局では考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

（事務局） 

 特にご意見がございませんでしたら、皆様方の拍手をもってご承認いただきたいと存じ

ます。 
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≪ 拍手 ≫ 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。それでは、会長、田村安興様、そして副会長、寺尾敦子様に決

定をいたしました。 

  

４ 高知県卸売市場整備計画（第８次計画）について（諮問）     略 

 

５ 議事 

（１）高知県卸売市場整備計画（第８次計画）（案）について  

（田村会長） 

 「高知県卸売市場整備計画（第８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。 

 

 

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監）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。「高知県卸売市場整備計画（第８次計画）」につきまして、

ご意見、ご質問等はございませんか。 

  それでは私から。市場取扱量の推計について、前回の計画でも大幅な相違があって、

よく分からないとご質問があったわけです。今回、推計値が出されておりますけれども、

野菜・果実は過去 13年間の市場取扱量で出されており、切り花・鉢物は過去 12年間で

す。水産になると 10年間になっている。基準年をどこに取るかで計算が変わってくると

思います。特に野菜・果実は回帰曲線を見ると二次関数になっていて、切り花・鉢物は

一次関数になっている。魚類は二次関数のＲ、相関係数の計算になっている。どうもバ

ラバラで、しかも下降局面だけの延長にすれば、平成 40年ぐらいになると確実にゼロに

なるわけです。県がこういう推計値を出して、どういう意味があるのか甚だ疑問ですけ

ども、恐らくエクセルでプロットして出されたかと思うけど、どんな計算式をされてい

るかお聞きしたいです。 

 

（地域農業推進課長） 

  いくつか試算した中で一番信頼度の高いものを取りますと、野菜が「対数」でその他

の３つのものは「指数曲線」になります。年数につきましては、私どもで把握できてい

る数字をできるだけ長く取った方がいいだろうと、野菜・果実については８年度から 20

年度までの 13年間で、切り花・鉢物については９年度から 20年度までの 12年間です。

それ以前のはっきりしない部分は外しましたので、始まりの年度が一律ではありません。 
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（合併・流通支援課長） 

  水産につきましては、基本的には「近似曲線」で高知市中央卸売市場、幡多公設市場

の取扱い予測を機械的に行いました。ただ、産地の地方卸売市場につきましては相関関

係がちょっと認められなかったので、要はほぼ年変動はありますが、最近、横ばいにな

っておるという状況で平均値を取ったと、こういうことでございます。 

 

（西川委員） 

  今回いただいた資料は大分整理されていますね。先ほど、会長が仰ったようにデータ

はきちんと分かりやすいように取っていただきたいです。今度の整備計画は要するに卸

売市場を経てないものがだんだん増えてきて、卸売市場の位置付けというか働きという

か、そういうものを明確に出していこうというのが主眼だと思うんです。それをはっき

りと打ち出していくのだとすれば、何が問題なのかというと卸売市場以外に流通してい

るものの全体像、ここに入っている以外のものがどれだけか、大雑把でいいですから掴

んでおかないといけないことが一つ。もう一つは、水産が中央卸売市場から地方卸売市

場に転換すると、弘化台の中に、一つは中央卸売市場が残り、水産は地方卸売市場にと

いうことですので、その中で卸売市場がきちんと機能するかどうかということです。例

えば、コンプライアンスとかハサップとか出ていましたが、そうすると、セシウムなん

かが出てきて検査してもらいたいということが出てきたときに、中央だとスムースにい

くけれども地方だと県が管轄ということになるわけで、その機能はどうなるのか、明確

にする必要があるのではないでしょうか。それから、「指定管理制度の活用」が出ていま

したけれども、それは部分的なものか全体的なものか、お伺いしたいです。 

 

（田村会長） 

  西川委員から大きく３点ほどご質問なりご意見があったと存じますが、いかがでござ

いましょうか。 

 

（地域農業推進課長） 

  まず、指定管理者制度につきましては、公設市場に関することでございますので、民

営のところについては当然該当しないという中で、現在、幡多公設については指定管理

者制度を導入していますので、青果については、今後考えられる可能性があるのは高知

市中央卸売市場が対象としてはありますが、それは開設者のお考えによりますので、私

どもがこうでなければならないと言うことではないことでございます。 

  ハサップを含めてコンプライアンス等々の話については、どちらかというと高知市中

央卸売市場のお話ですので、そこについては誠に申しわけないですが、竹下委員がお答

えできるのであればお願いできればと思います。 

 

（西川委員） 

 是非、お伺いしたいです。２つの機能を持ちながら、消費者はこれから卸売市場に対

して安心・安全を確保してほしい。流通してないところで、例えば農家の方が良心市に
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出していますよね。それが安心かどうかは、はっきり言って分からないです。農家の方

が出しているから安心とは思えない部分がありますよね。そういうことを考えると、卸

売市場というのはそこを通った商品はすごい安心、安全だというのを打ち出していかな

いと、これからはいけないと思うので、その機能に対して市場はどうお考えなのか、お

伺いしておきたい。 

 

（地域農業推進課長） 

  流通の把握については、今のところは単純に過去の推移に基づいてみています。当初、

直線回帰を引きましたところ、青果は相当程度減少する形になり、30年、40年しないう

ちにゼロというような推計は現実的ではないだろうと、一番適切と思われる近似曲線を

引くことで対応しています。 

市場には「産地市場」という、荷物を集めておいて県外へ持っていくという機能の市

場と「消費市場」という機能の市場がございますし、なおかつ、県内の農産物の生産量

のデータは 18年を最後に国としての公表がなくなっております。それに加えて、農産物

の流通の複雑さもあってなかなか困難です。大雑把に押さえるならば、国の市場の流通

の状況、割合と、卸売市場の経由率を使う形か、あとは、県内の市場の皆様にお伺いし

たもので県全体の部分を推計するかで、信頼性については悩ましいところもあり「やれ

ます」とは、なかなか言えないのが実際のところです。 

 

（合併・流通支援課長） 

  水産の流通についてご説明申し上げます。産地市場と消費市場に分けまして、いわゆ

る市場外流通がどれほどあるのかということになろうと思います。 

まず、産地市場からご説明しますと、要は、産地市場に水揚げされない魚がどのぐら

いあるのかということになるわけですが、基本的にいわゆる沿岸沖合漁業につきまして

は養殖業を除いて、ほとんど産地市場で取扱いされております。ただ、養殖業がどれだ

けあるのかということを申し上げますと、例えば平成 21年でございますと養殖業を除く

沿岸漁業は３万 9,000ｔ、これに対しまして養殖業が２万ｔ、こういう比率でございま

す。ですから、本県に水揚げされます魚のうち、トータルで市場流通が約５万ｔ、市場

外の養殖が２万ｔ、ざっくり言うとこういうレベルでございます。 

  消費地市場で申し上げますと、逆に弘化台等を通らない魚はどうなのかというと、結

局、最終的には県民の皆さんが食べるわけでございますので、要は１世帯当たりの魚の

消費量をざっくり人口で掛けまして、そこから弘化台を引いたもの、公設市場の分を引

いたものがざっくり言いましたら市場外の流通分になるわけですが、手元に資料がござ

いませんので具体的なデータを今は申し上げられません。 

 

（西川委員） 

  弘化台から引けばざっくり出ると思います。水産だけでも何となく分かりました。随

分出ているということですね。ありがとうございました。 

 

（竹下委員） 
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  指定管理者の件ですが、国が関与する中央卸売市場は、開設者は行政でなくてはなら

ないと決められております。ただ、現在一部事業については、例えば管理業務について

は指定管理者に任せてもかまいませんよと、だんだん緩和が進んでおりまして、大阪府

の中央卸売市場が指定管理者制度の導入を目指しているとの話は聞いております。しか

し、高知市中央卸売市場につきましては、今のところ指定管理者制度を導入する予定は

ありません。 

  放射能等の検査の問題については、基本的には川上、いわゆる出荷団体の段階で検査

をしており、それについて、農林水産省が各卸売業者や開設者等に指示を出しておりま

す。現在、我々の市場が抜き打ちに検品して放射能を調べられるかというと、なかなか

そういう体制にはありませんので、基本的には出荷元の情報によっております。高知県

として関わっているのは、高知県の沖で獲れるカツオとかキンメダイについては月に１

回放射能等の検査を行っていると聞いております。 

 

（田村会長） 

 安全性の問題について個人的な意見を申し上げれば、今やっている検査自体が非常に

少ないと思います。もっと抜本的に増やして、消費市場も一番責任を担っている構えで

検査をもっと増やすべきだ。消費者団体がやっている検査はたくさんありますので、そ

れにはいろいろ出てるやに聞いております。消費者の意識がどんどん変わってきていま

して、出荷業者から言えば風評被害ですけども、消費者の側から言えば汚染されている

ものを販売していること自体が犯罪ですので、市場で取り扱っているものは、絶対、安

全なものという構えで、もっと検査を拡大してほしいと思います。 

 

（西川委員） 

  以前は、消費者が検査ができなくて非常に困ったことがあります。県も市も検査に対

しては県外へ持っていかないと分からないみたいなところがあったんですね。今は、野

菜とかに関してはＪＡも検査機能が充実していまして安心かなということはありますけ

ど、突発的に起こったときの安心というものがないと。いくら生産者側で安心ですよと

言われても、安全と安心というのは違うので、やっぱり信頼するにはどっかで信頼して

いるという確保の部分がないと、確固たるものがないと不安は広がるわけですね。そう

なったときに卸売市場というきちんとした、きちんとしたという言い方は失礼ですけれ

ど、全然、チェックを通らなくて流通しているところよりは、はるかに安心感があるわ

けです。そこで、ここでも打ち出しているように、ハサップとか、ハサップも完全に管

理してないと許可がおりませんので、ハサップの体制をするとかいうことになってくる

と、検査能力を高めないといけない。セシウムの検査を受けるには、非常にお金かかり

ますよね。国に要求して、今までできたものが地方になるとできない場合もあるでしょ

うから、それをお伺いしたいです。一つの機能の中に国の直轄と県の直轄に分かれると、

予算を要求するときに国からだともらいやすいですが、県からだと逼迫しているともら

いにくいということはないですか。それをお伺いしたいです。 

 

（竹下委員） 
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  地方と中央の卸売市場の違いは、許可権限が国・県と異なっているいうことで、卸売

市場としては同じ機能であり、高知市中央卸売市場の運営については、開設者である高

知市が責任を持ってやっております。西川委員のおっしゃるように、確かに卸売市場と

して責任を持って、全品検査をして安心ですよという証明を付けて出すことが出来れば

一番良いですが、膨大な費用が掛かりますのでまだそういうところまではいっておりま

せん。ただ、基本的に流通ですので、それぞれのところに関与している手が沢山入って

おりますので、そこのところでは十分に検査したものが入ってきていると認識しており

ます。 

国の関与ということで重要な面は整備計画ですが、市場運営については開設者の責任

になります。現在のところ、財政的にも苦しい中で、開設者として全品検査等の体制作

りまでには至っていない状況です。そういった面についても話し合いはしておりますが、

なかなか手が届かない状況です。 

 

（大山委員） 

取扱量の予測は、こうした一定の要件をもとにしないと難しいと思いますし、また、

農産物全体の生産量を掴むのも難しさがあります。ただ、一定の要件で予測するのでや

むを得ないと思いますが、例えば人口が 20年度から 27年度に推定で約４％減っていま

す。これに対して野菜は約 11％減、果実は 29％減、花きは 18％減と予測されています

が、単純に見ると 15年度から 20年度の動きに比べ、更に加速して経由率が落ち込んで

いる感じですが、そのあたりはどのように見れば良いのでしょうか。数値の良い悪いは

別にして、これだけ下がると生産基盤への影響は、もちろん、１人当たりの供給量も消

費量も更に落ち込みながら市場の経由量も減っていくだろうというイメージですが。 

  

（地域農業推進課長） 

  前回との比較はできてないですけども、15年度から 20年度の実数は野菜で 18ポイン

トぐらい落ちていることが実態としてあって、果実は６ポイントぐらいで、切り花は 15

ポイントぐらいですので、それを踏まえて、今回はどうなのかというのはなかなか申し

上げづらいところです。農産物の生産振興をやっているセクションでもありますので、

生産者の皆さんが努力をされて生産量を維持していこうという動きがあるのも承知をし

ております。そのうえで、その数字をどう表すかというとなかなか難しく、青果・花き

についてはこれで表すしかご説明ができないのかなと、機械的な作業で整理をさせてい

ただいたのが実態でございます。 

  ２ページ「（３）卸売市場を経由しない流通等の現状と見通し」の③に、地産地消等々

の話を出してございます。ここは前回と比べると、若干、表現が変わっていまして、直

販所については、前回は増加傾向にあると。それがここ数年、現在 140店舗ですけれど

も、平成 22年７月末の調査では年間売上高が 78億円ぐらいでございます。一方で、最

近、量販店の中に「インショップ」が増えてきておりまして、平成 21 年度で 26 が 23

年度には 48まで増えてきております。特に「インショップ」とは、基本的に、直接、農

家が量販店の中のコーナーに出荷することで、店舗数の把握はできておりますが、そこ

で流通している量については直販店も含めて把握ができていない。「インショップ」の場
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合は、その把握はなかなか難しいのかなと。それから、直販所の年間売上高の 78億円に

は加工品がかなり入っていますので、そういう市場外流通の部分を相当程度把握したう

えで市場経由率を見るとすると、これまで以上に複雑になってきているのかなと思いま

す。 

 

（西川委員） 

  そういう具体的なことを言っていただくと、すごく分かりやすいです。48店舗という

のはかなりの数だと分かりますので、きちんとした数字でなくても、そういう情報を入

れてください。例えば平成 20 年にはインショップが 20 店舗ぐらいだったのが去年 48

店舗になった。それぞれの野菜とか、お魚はあまりないですかね。でも、お肉は、サニ

ーマートは直通が多い。そういうのが分かると、だいたい分かってくる。消費者に分か

りやすい情報発信をしていただきたいです。専門的な数字ではなくても、何か参考資料

でもいいですから。サンシャインさんが復活したのはインショップって言われています

し。最初にインショップを野菜でして、それがヒットして広がって、今は、サンシャイ

ンさんは全てのお店でしているのではないですか。サニーマートさんも多いですよね。

直販所も風良里を始め、今や本当に卸売市場を経由するものがゼロになるがやないろう

かと思うぐらいですから。そうやってもらうと分かりやすいですね。 

 

（澳本委員） 

  県内の人口が推計で 74万 2,000人と分かっておるわけですけれども、できれば、この

中で農業、水産業に携わる人口がどういう数字なのか、その中で年齢構成がどういう形

なのか。例えば、５年先、10年先になったら恐らく少子高齢化で減ってくると思うわけ

ですけれども、もし分かれば、次の段階で数字的なものを教えてもらいたいと思います。 

  今、各委員さんから資料に基づいての質問があるわけですけれども、それはそれでい

いと思いますが、私はやはり平成 27年度に中央卸売市場という基盤整備が掲げられてい

ることについては、どうして目標に向かっていくかということが大事じゃないかと思う

わけです。例えば、施設をどのくらいの規模にしていくものなのか。維持管理を何で運

営していくのか。そのあたり、中においての経済効果がどうなっていくのか。今後の新

しい施設をしていくについては、やはり観光も取り入れていかなければ、ただ、市場に

物を集めて売るだけでは考えられんと思うわけです。観光も取り入れて、県外も含めて

ですけれども、あそこへ行ったら新鮮なおいしい魚が食べられる、農産物が食べられる

というようなイメージを出すべきじゃないかと思うわけです。そのあたり、県の考え方

をお聞きしたいと思います。 

 

（合併・流通支援課長） 

  漁業の関係を先にご説明しますと、まずその就業者の関係でございますけど、漁業就

業者数は平成 20年で 4,900人でございます。このうち、男子就業者が大半を占めておる

わけでございますが、その半数が 60歳以上という状況でございます。それから、市場施

設の関係で申し上げますと、特に産地市場のことでご説明しますと、現在７つの拠点市

場を県内に設置してございまして、そういった７つの拠点市場に魚を集めていこうとい
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う発想でございまして、ハード整備も７つの拠点市場に重点投資をしていこうという中

で、老朽化が進んでおります清水の市場を、今、整備をしております。併せまして、今

後、老朽化が出てくる須崎であるとか室戸であるとか、そういった所も計画的に将来的

には整備が必要になってくると、こういう状況でございます。産地市場につきましては

衛生管理面での問題が多々ございますので、衛生管理面で機能アップできるように、具

体的には国の認証を取得できるようになるまで高めていきたいと、現在取り組んでおる

ところでございます。市場の活性化につきましては、現在、弘化台では市場開放デーで

あるとか、いろんな取組をなされておると承知しております。 

 

（地域農業推進課長） 

  農業の就業人口ですけれども、今、22年のセンサスの数値を持ってございませんので、

17年度の数字ですと農業が約４万人。27年度の推計値は、現在のところ、そういう数字

を算出したものはないかと思います。現在の状況でいきますと、やはり、それなりの減

少傾向が基本的に見て取れると考えております。必要でございましたら、年齢構成はセ

ンサスの数字が出ておりますのでお示しをしたいと思います。場の整備等の考え方につ

きましては「高知市中央卸売市場あり方検討委員会」でご検討をされており、そちらに

私どもも入らせていただいていますので、その中の検討の状況を見ながらと考えており

ます。 

 

（竹下委員） 

  澳本委員には「高知市中央卸売市場開設運営協議会」の委員をお願いしておりますが、

会を開く機会が少なく、高知市中央卸売市場の現状がお伝え出来ていないことを申し訳

なく思っております。委員がおっしゃるように、高知市中央卸売市場の水産物部は，国

が定める再編基準に該当したことから，平成 27年度末までに地方卸売市場への転換を含

む再編に取り組むこととされました。現在、「高知市中央卸売市場あり方検討委員会」で

は、中央卸売市場であれ地方卸売市場であれ、高知市中央卸売市場がなすべきことにつ

いてはどんなことがあるのかということで、全ての市場内業者と田村会長にも入ってい

ただいて話をしております。また、具体的に地方卸売市場への転換につきましては、業

者さんだけの運営委員会の中でも話をしております。その中で、再編基準に該当した水

産物部につきましては、地方卸売市場への転換の方向で協議が進んでおり、委員がおっ

しゃった観光化や一般開放については、卸売市場としてこれから先、生鮮食料品流通の

インフラとしての基本的な機能の面と、市民に支持されるような、誰もが気軽に入って

来られるような市場を目指すという２つの課題に取り組んでいくことが必要であると考

えており、市民に近い市場という観点で、観光化も含めて１歩踏み込んでの論議が必要

ではないだろうかということで話をしております。ただ、それはあくまでも卸売市場法

の制約とか、元々、卸売市場に一般消費者への販売という考え方がありませんので、今

後十分な協議が必要であると考えております。 

  地産地消や観光という視点から考えると、地場産の魚がものすごく大事になります。

この部分で産地市場と高知市中央卸売市場との連携強化が必要になってくると思います

ので、出荷団体と卸売業者、そして県の仲介もいただきながら、そういった方面の話し
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合いを積極的に行っていきたいと考えております。魚は高知を代表する産物ですし、去

年も「龍馬伝」でたくさんの人においでていただきましたが、やはりカツオのタタキは

大変な人気商品ですので、そういった意味でも、今後出荷と消費について、もっと膝を

交えて話す機会が必要であると考えております。 

 

（西川委員） 

  実は、８月１日の衛生週間で高知市中央卸売市場に何年か行っていてその話をしたん

ですね。活性化のためにも是非してくれという話をしたら、卸売市場法に引っかかると

いうか、できないというのが何年か続いたんです。２、３年ぐらい前から活性化せない

かんということで開いて、随分活発になっています。城西館もツアーとかいろいろやっ

ていますね。卸売をやっている中の方の意見は、８月１日に、こうやって見て回るより

かはもっと人が来てくれるようにしてくれと、皆さんから言われていました。卸売市場

に関わっている人は本当に元気がなくなっていたんですよ。最近は、大分、元気が出て

きて、やはり活性化はしていかないといかんなとつくづく思います。それから、食べる

ということになったら地産地消ですよね。そうすると、生産地と結びついていかないと

新しいものは食べられないので、結びつきの組織を作り上げることが大切ではないでし

ょうか。場長がすごく良い考えを言っていただいたので、是非、頑張っていただきたい

なと思います。 

 

（大山委員） 

  いろいろお話しを伺っていますが、計画（案）の１ページのように、卸売市場は流通

の基幹的な役割を果たしていることと、その中でご意見のように、消費者との接点にな

り得るという点との兼ね合いが非常に難しいと思います。私ども生産出荷者の立場から

すると、インショップや産直は、それぞれの役割を果たしているわけですが、そうした

流通が活発になればなるほど市場の経由量が減って、例えば価格形成に影響してくる。

そのことは、生産者側で見ると、個々の競争や取組によって強くなったり弱くなる生産

者が出てくるわけですし、消費者の皆さんにとっては価格が不安定になったり、先ほど

のご意見のように安全かどうかといったことも関わってきます。こうした点も考え合わ

せた流通の拠点としての卸売市場なのか、消費者と生産者を結ぶプラザ・広場としての

機能なのか。その組合せになると考えますが、そのことが難しくなってきていると思い

ます。この資料にある流通の拠点として商流と物流の拠点であるという方向付けは、非

常に大切だと思います。ただ、流通の方法を組合せるうえでは、様々な難しさがあるの

が実態じゃないかと思います。 

 

（澳本委員） 

弘化台の市場の施設は、建てられてから何年くらい経っていますか。 

 

（竹下委員） 

  昭和 42年に弘化台へ移転しましたが、その後段階的に建て替え等の整備を行っており

ます。最も古い建物が昭和 54年に建設された立体駐車場で、耐震性に不安があり耐震診
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断の必要がありますが、それ以外の建物設備については、平成 18年２月までに行った第

７次整備事業をもって、一通り整備が終了しております。ただし、コールドチェーン等

の食の安心・安全に係る整備については、これからの課題であると考えております。 

 

（澳本委員） 

  27年という目標が立てられておりますよね。竹下委員が仰ったように、施設は今のと

ころ耐震についての問題はないようですけれども、やはり、経営的な施設の維持管理を

考えたときにそこらあたりもまた見直しが必要になってくると私は思うわけです。そこ

らあたりの財政的なものも出てくると思います。 

もう一点、水産関係についてはここ 10年前から衛生法に基づいて、市場での魚類をせ

りするについては地面に置くことはできんというような、そういう１つの例があるわけ

ですけど、そのあたりも今後考えていかないと。衛生法に関わってくると思うんですけ

れども、そのあたりを竹下さんにお聞きしたい。 

 

（竹下委員） 

  コールドチェーンも含めまして、食の安全・安心への対応については遅れている部分

が多くありますので、現在あり方検討委員会において案を提示させていただいておりま

す。低温で流通するものを低温でというコールドチェーン化は、今後取り組んでいかな

ければいけない重要な課題であり、青果部においては、平成 20年に低温卸売場を設置し

ました。その際には卸売業者に整備費の一部を出資していただいて、残りの部分につい

て交付金をいただくという形を取りましたが、取扱高の減少が続く中、水産物部の卸売

業者に対して整備費の一部負担をお願いするのは厳しい状況にあると考えております。

整備事業につきましては、地方卸売市場へ転換してから５年間は中央卸売市場並みの補

助率で交付金を得ることが出来ますので、それを踏まえながら計画を立てていきたいと

思っております。 

 

（今城委員） 

  基本的なところをお聞きしますが、この整備計画は、建物も全部新しくなるという意

味の整備なのでしょうか。 

 

（地域農業推進課長） 

  ご質問については、整備計画（案）の中の高知市中央卸売市場の「存置整備」のこと

でしょうか。それとも、この「高知県卸売市場整備計画」そのものについてでしょうか。 

中央卸売市場につきましては、竹下委員からお話しがございましたように、今後の整

備計画については、市場あり方検討委員会も含めながら検討を進めていくということで

す。整備計画そのものは、必ずしも全ての市場が新たな施設整備をしますよということ

を前提にして策定するものではございません。 

 

（今城委員） 

  弘化台には衛生管理のときに、初めて伺いました。今年、「市場開放デイ」に一度行き
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ましたが、朝早く行けず、大分遅れて行ったものですから、ほとんど終わっていました。

そのときの印象も衛生管理のときの印象も、確かに暗くてあまりきれいな感じはしなか

ったんですよね。これから観光とか目的もありますので衛生管理を。きれいに見えるこ

とは本当に最低限必要なことだと思います。その他いろいろお聞きしていると納得する

ようなお答えをされておりましたのでよろしいんですけども、普通の人を入れるのだっ

たら衛生的に見えることはすごく大事です。今年、同じ生協の方で衛生管理に行った方

が、マグロの中落ちを集めているのを見て「あんなので売っているのは問題じゃないか

と思った」という発言をされたんですね。普通の人が行くと、普通に市場の方がやって

いることが初めて行った方からすると、あんなんで売って本当に大丈夫だろうかという

ような意識を持つんですね。そこらあたり、やっぱり、消費者の意見は十分聞いてして

いただきたいと思います。 

 

（竹下委員） 

  高知市中央卸売市場の仲卸業者は、一般消費者への販売を行っておりますが、今城委

員がおっしゃるように消費者の目線から離れている部分が見受けられますので、そのよ

うな部分につきましては順次指導していかなければいけないと考えております。月に１

回、「市場開放デイ」という一般消費者向けのイベントを行っており、それに対してご意

見をいただいた場合は、逐一業者に伝えるようにしております。 

 

（今城委員） 

最近、地産地消ということで生協もそうですけど、いろんなスーパーで野菜の安全な

ものをお店で売っているということがありますので、普通の良心市とかたくさんありま

すけど、そういうところで買われる方がたくさん増えていますよね。そうすると、市場

の役割というのは県外に持って行って売ることが大きな役割がもっと強くなると思うん

です。それには農業を引き継いでやってくださる若い方が出ないと高知のためにはなら

ないと思うんですけども、市場のこれからの役割というのはそういう高知での消費では

なくて、そちらの方に力を入れていく方がいいんではないかなという感じがします。 

 

（竹下委員） 

 例えば、今の時代は夏でも大根や白菜がないといけない時代ですので、今城委員がお

っしゃるように基本的な食糧のインフラとしての卸売市場の役割が変わってきているよ

うに感じております。それ以外にも、正しく季節感を伝えていくという役割もあるでし

ょうし、色々な意味で、世の中の変化の中で卸売市場がどうあっていくべきかを関係業

者と協議していきたいと考えております。 

 

（澳本委員） 

  高知市中央卸売市場の水産の卸売業者や仲卸売業者の今の状況は全然分からないわけ

です。数字の説明を受けたわけですけれども、実際、前の水産物の揚がっている品物と、

今の揚がっている品物は変わってきていると思うわけです。そのあたりを教えてくれな

いでしょうか。 
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（竹下委員） 

現在高知県産のカツオは、高知市中央卸売市場にはあまり揚がってきません。ほとん

どが鹿児島や宮崎、そして三陸ですが、今年は三陸が震災の影響で芳しくない状態と聞

いております。集荷につきましては、地元の産地仲買人さんを通じて高知市中央卸売市

場に揚がってくるという従来の形は減り、長崎や鹿児島、千葉等の県外から集荷するこ

とが増えてきております。現在地場の魚は、県外へ出ていく方が多いのではないでしょ

うか。消費や物流が変化してきており、従来のように高知のものが高知へ揚がってそこ

で売られていくという簡単な図式ではなくなってきておりますので、高知市中央卸売市

場においては取扱高も減少しており、仲卸業者の経営は非常に苦しい状態です。本日は

高知県漁協のトップがおられますが、高知市中央卸売市場における地場の魚の活用等を

含めた今後の方向性について、また色々とお知恵を貸していただきたいと思っておりま

す。 

 

（合併・流通支援課長） 

  少し補足をさせていただきます。以前は、弘化台にもカツオ船とか水揚げしておりま

した。産地市場としての機能もあったわけですが、残念ながら、今、そういうことが減

ってきております。本来、生産者にとって弘化台で魚が一定価格以上に売れれば一番近

くてコストも少なくて済むわけで一番良いわけですけど、県外へ出さざるを得んという

状況の中では、結局、出口がないと。弘化台へ出しても売れんというのが一番問題かと

思っておりまして、そうなりますと、結局、消費を拡大していくことが何より重要にな

ってくると。そういう認識で、今、弘化台の方々と連携して生産者の方も、県産水産物

の消費を伸ばしていこうという活動を進めておる、そういう状況でございます。 

 

（西川委員） 

 皆さんのご意見を伺っていると、要するに、多角的な多様的な流れの中で卸売市場を

どう位置付けていくかということが一番大事なことですよね。流通や消費をどういうふ

うにしていくかというのがこの計画の眼目であるわけです。それには、もちろん、ハー

ド面の整備も大事ですがソフト面で言えば、やっている人が元気でないといけませんね。

弘化台とか、地方の市場に関わっている人もそうでしょうけど、現場の人が元気でない

と消費も何も元気じゃないですよ。弘化台に行って、皆さんに元気が全然なかったら食

べる物も生き生きしていませんし、まず、元気にしていくことが大事だと思います。 

もう一つは、量販店のお魚は本当に種類が少ないです。要するに大漁のものが出回っ

ていて、行っても種類がほとんどない。昔、食べていた品物はほとんどなくて、若い人

はこれくらいしかないのかみたいな、野菜にしても何にしても。だから、そういうもの

が流通外で出ていっているので、それと卸売市場がどう関わっていくかという、なかな

か難しい問題でしょうけど。地産地消にしても少数の種類ですわね。高知県はお魚とか

野菜とかすごくおいしいにもかかわらず、卸売市場を流通するものは限られていて、そ

こをどうしていくかというのは非常に大事と思います。それがないと、例えばピーマン

だったらピーマンばかり出てきて地産地消には繋がらないし、生産の人にしてもおじい
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ちゃんおばあちゃんが農業をしている人は、流通に回っていかない。そういう問題も非

常に大事ではないでしょうか。 

 

（寺尾副会長） 

  水産は分かりませんけれども、もう何十年も前のことですが、園芸品目を作っている

生産者が市場へ出すわけですけど、何人かの仲買人を通じて市場へ出された場合に何倍

もの値段になっていて、生産者の方から「仲買人ばかりが儲けゆう。本当に生産者はい

くらも利益が上がらない。」という声がよく出ておりました。計画（案）に「卸売市場を

経由しない流通等の現状と見通し」が出ておりますけども、私の地域でも、今、生産者

が直販所へ出しています。自分が値段を付けて出すわけですから、売れ残ったものは自

分が取って帰る、同じ様な品物があれば値段を見て自分の品物の値段を決めたりして、

とても活況があります。それで、生産者も潤うし、消費者も卸売市場を通したものより

安く買えるわけです。やはり、時代が大分変わってきたのではないでしょうか。それか

ら、お魚屋さんでも個人商店が地元で直接仕入れて販売するのですから、とても新鮮で

安いです。卸売市場も、ある程度、活性化しないといけませんが、消費者が賢くなって、

新鮮で安いものを求めておりますし、それに対して生産者自身も工夫して流通経路がだ

んだん変わってきたと思います。 

  「自分たちが一生懸命作ったものを安く買い叩かれて、それを高く売って仲買人ばか

り儲けゆう。」と言う声があったので。 

 

（竹下委員） 

現在高知市中央卸売市場においては、量販店の影響力が非常に強くなってきておりま

すので、その日の入荷状況に基づいた従来の流通形態から、安定した量や品揃えの物を

計画的に販売するという流通形態が主流となってきております。しかし、卸売市場は全

ての出荷品を受けなければならないうえ、季節や天候にも大きく影響を受けるため、い

つでも同じ様な量や品揃えを維持するのは至難の業であり、それが卸売市場の経営を難

しくしております。先ほど仲買人が儲けるような値段で売られているというお話があり

ましたが、逆に安く売らなければならない状況も当然あり、卸売市場が流通の調整役と

して機能しておりました。しかし、先ほど申し上げたような計画的な流通形態が主流と

なった現在、卸売市場内の業者は大変ご苦労されていると思います。 

 

（大山委員） 

  消費者の皆さんのご意見やご要望も多く、卸売市場を経由する、しないといういろん

な流通チャネル、販売チャネルがありますけれども、やはり、卸売市場がきちんと機能

しているから多様な品目や数量が組み合わされて流通している。その機能がなくなり、

例えば個々に宅配便で扱うとか、農家に買いに行ったり、農家の方が持ってきて売るな

どになると大変なことになると思います。今回の震災でも、卸売市場の果たした役割が

報道されていますけれども、そういった点も併せてご理解いただきたい。 

それから、生産出荷者の方もだんだん高齢化して担い手も少なくなってきますので、

そうした生産者の経営を何とか安定化するように、農家の方々や高知県全体で、更に、
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国としてやっていただくことなど、それぞれの立場で取り組んでいますが、それでも高

知県の農業産出額は、20年ぐらい前に比べますと 30％ぐらい減っています。高知で作っ

ても、県内だけでは消費購買力がない品目や時期などもありますし、いろんな販売チャ

ネルも係わって生産原価に見合う価格が取れず、それに輸入品も入るわけです。そうい

う中でどのようにして農業を維持し、農家を守っていくかということで、県の施策もそ

うですし、私どもも消費者の方への安定供給とか安全は当然として対策を進め、また、

頭を痛めているところです。農産物の販売結果は、農家の経営に直結しているわけです

から、その価格の安定、決して高く売ることだけではなしに安定した生産や経営ができ

る価格形成の場所、機会が非常に大事であって、計画（案）にありますとおり、これか

らも卸売市場にその役割を担ってもらうことが消費者の方々にとっても、また生産者に

とっても良いのではないかと思い、考え方として申し上げます。 

 

（西川委員） 

  その通りだと思います。最初に言ったように、卸売市場があるから信頼の根幹がある

というふうにやっていかないと、それこそなくなってしまったら安全かどうかも分から

ないみたいなことになると、消費者としては変ですよね。卸売市場があって、いろんな

多角的な経営ができるわけですので、そこに回っていくことが大事ですので卸売市場が

なくなったらいいとは私も思いません。それが１つ大きくあるから、みんなが自由に経

営もできるだろうし、安心安全も保っていかれるでしょうから、しっかりと経営をして

いって、私たちに安心を与えていただきたいと思います。 

 

（田村会長） 

 いろんな角度からご意見をいただきまして、突っ込んだ議論がされていると思います

が、何かご意見ございませんでしょうか。 

 

（田村早智委員） 

  「消費者」の代表で座らせてもらっていますが、実は生産者でもあって、酪農もして

います。衛生面の話も出ていましたが、乳質についてすごく厳しくなっていて、うちの

牛もちょっと年がいくと体細胞の数値が上がってきたりします。例え酪農でも、お肉と

して出荷せんといかん事態もあって、去年も何頭もお世話になり、お肉でも野菜でもお

世話になっています。ニラを生産していますが、家が佐川なので直販市だったらＪＡコ

スモスのはちきん市さんがあって、たまに、まるごと高知さんから「出荷してください。」

と依頼があるけど、出したって所詮 10 束、20 束です。それでは生活はやっていけませ

ん。日に 2,000束とか 3,000束で出していきたい。そうなったときに、市場はすごく機

能してくると思います。若い後継者が安定して数を出していきたい、面積増やして作っ

ても出していけないというような、多分、地産地消だけでは高知県の人口は減ってきて

いるし、野菜の消費もそれほど消費するとは思えないので、やっぱり、そういう面でも

市場は元気でやっていってほしいと思います。 

 

（田村会長） 
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  確かにそうです。生産者のロットは非常に大きいので１農協だけでも全国相手に商売

できるような量でございますので。その他、何かご意見等がありましたら。 

 

（小川委員） 

  消費者や生産者の代表の方とは、いつも、こういう会で歯車が合わんわけですが、私

は中央卸売市場で青果関係の卸売会社をやっています。私ども中央卸売市場は、高知市

民、高知県民に、年間を通じて生鮮食料品を安定供給するという、大きな使命があるわ

けです。言われるように安心・安全の問題は分かりますし、農薬なり、加えて別の問題

が出てきたということで、これは気を付けていかないといかんわけです。 

ただ、考えていただきたいのは地産地消もいいですけど、高知県で白菜、タマネギ、

馬鈴薯、キャベツなど、夏場はないわけです。若干、ホウレンソウとか水菜とか小松菜

は、近郊の農家が作ってくれてあるわけですが、高知県産品では高知の消費を賄えない

わけです。これだけ人口が減って、消費も減ることは当然かも分かりませんが、やはり、

高知県産にも方向付けを。知事が地産地消を積極的に打ち出して、直販もどんどん増え

てきた。その影響が、中央卸売市場なり地方卸売市場にかなりあるわけです。例えば、

市場は安い、仲買が儲かっていると言うけど、今はこういう天候で少ないものがあるわ

けです。今日、水菜は 20把２万円したんです。恐らく、直販にも少ないと。ところが、

仲卸さんは量販店とかいろいろ納入先を、今日は安いから買うてやではなしに１週間前

とかに、全部、計画販売です。とにかく納めないといかん。20把２万円ですから、１把

1,000 円ですから、売れるわけがないですよね。けれど、そのときは通常の価格。量販

店も予約していますから、急に上げれんと。要は、直販もいいしインショップもいいわ

けですが、余ったら市場で、高く売れるときは直販で売るというようなことを繰り返し

で流通の自由化と言いますか、それがあるからいろいろ競争しながらいくかも分かりま

せんけれども、非常に複雑になってきておることは言えると思います。農家の方につい

ても、割に合わんというのも本当にそう思います。いろいろ瞬間的に見る場合は、経費

もそのまま高止まりになっていますから。一方では、量販店が安売り合戦で、毎日チラ

シを出す。チラシを見るといっても、値段しか見ない。産地も見ると思いますが、ほと

んどが値段を見る。それへ対応せざるを得ないということになってくると、一番いいの

は、やっぱり消費者ではないかと思います。安く買えるということですよね。そういう

競争があってこそ、今、成り立っている部分もありますが、成り立たない人もいるわけ

で。市場は需給のバランスですから。頼まれているからどうしても要る。注文がないと

言って要らん言うたらタダでも売る。この前のキャベツも 50円、100円ですよ。ところ

が、産地は群馬県ですから、運賃かけて農家は最低 500円で売りなさいという指令がく

るわけです。そのくらいのことはフォローしないといかんと思って、企業努力でやるこ

とも。そういうやりくりをしながら、やっとやりゆうがです。ですから理解してくれと

は言いませんが、実態としては非常に複雑になっています。 

 

（田村会長） 

  食の問題については消費者と生産者と流通業者、それぞれ言い分があって、なかなか

落としどころが難しいわけです。適正価格で、皆さんが納得する取引をいかにしていく
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かということが大きな課題ではないかと思います。世界 50カ国ぐらいの市場を見てきま

した。今もあちこち行っていますけど、日本のような市場は世界にありません。世界の

中でも特筆すべき市場になっていると思います。先進国の中では最も遅く市場制度がで

きました。しかも、国も県もこれだけ関与している。その適否は別にして、きっちり管

理をする点におきましては世界にない特色があると思います。今、右肩上がりでない時

代において、多様な流通。大手スーパーが非常に大きな役割を果たしてきていて、様々

な問題点と言いますか、流通業者さんのところに集約的に表れているように思います。

そういう中で、卸売市場整備計画をどのように作っていくかということは県の担当者の

方も非常に悩ましいところだと思います。 

第８次計画について様々な角度からご意見もいただきましたが、本日、意見をお出し

されなかった方も含めましてご意見がある場合はいかがしたらよろしいでしょうか。 

 

（地域農業推進課長） 

  大変貴重なご意見をありがとうございました。後日、第８次計画（案）に関してご意

見がございます場合には、「高知県卸売市場整備計画（第８次計画）（案）について」と

いう１枚ペーパーにご記入いただき、事務局までご提出いただければと考えております。

なお、この第８次計画（案）のパブリックコメントにつきましては、来月から１カ月間、

県民の皆様からのご意見をお聞きすることを予定しております。委員の皆様から今後ご

提出いただきますご意見、また、県民の皆様からいただきましたご意見につきましては、

私どもで整理したうえで、田村会長とお話しをさせていただいた後、委員の皆様にお繋

ぎしたいと考えていますが、いかがでしょうか。 

 

（田村会長） 

  石本課長からご提案がございました。よろしいでしょうか。 

それでは、以上をもちまして、本日の議事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。 

  

 ６ 閉 会  

（事務局） 

 ありがとうございました。以上をもちまして、第２回高知県卸売市場審議会を閉会させ

ていただきます。第３回の審議会につきましては、12月頃を予定しております。皆様のご

都合をお伺いして、改めてご案内をさせていただきたいと考えております。よろしくお願

いいたします。 


