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「第１回高知県卸売市場審議会」議事録 

 

日 時：平成 28 年７月 28 日（木）13:57 〜 15:35 

場 所：高知共済会館３階 「藤」 

出席者：高知県卸売市場審議会 

田村安興会長、佐々木副会長、田村早智委員、西川委員、弘田委員、栗山委員、

泉委員、田中委員、堤委員、森田委員、楠本委員 

    高知県 

    【農業振興部】味元部長、有馬地域農業推進課長、濱田地域農業推進課課長補佐 

影山畜産振興課課長補佐 

【水産振興部】宮本合併・流通支援課長 

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

１ 開会 

（事務局） 

それでは、定刻より若干早うございますが、ご出席予定の委員の皆様、全員お揃いにな

りましたので、ただ今から平成 28 年度第 1 回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ございますので、会長が選任

されますのでの間、事務局が進行役を務めさせていただきます。  

 私、高知県農業振興部地域農業推進課課長補佐の濱田と申します。司会進行役を務めさ

せていただきます。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、委員の過半数の

出席により成立いたします。  

 本日は、委員 15 名のうち 11 名の委員の皆様のご出席をいただいておりますので、当審

議会が成立しておりますことを、まずはご報告させていただきます。  

 それでは、開会にあたりまして、高知県農業振興部長の味元の方からご挨拶を申し上げ

ます。 

 

２ 部長あいさつ 

（農業振興部長） 

高知県農業振興部長の味元でございます。第 1 回高知県卸売市場審議会の開催にあたり

まして、ひと言ご挨拶を申し上げます。  

 委員の皆様方におかれましては、本審議会の委員をお引き受けいただきまして、また本

日は大変お暑い中、ご出席をいただきまして心から御礼を申し上げます。また、併せまし

て、日頃から本県の卸売市場行政につきまして、ご協力を賜っておりますこと、この場を

お借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。  

 皆様もご承知のとおり、卸売市場は県民の生活に欠かすことのできない生鮮食料品や花
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きの出荷と供給を行う拠点として、大きな役割を担っております。近年の卸売市場を見ま

しては、農業従事者、漁業従事者の減少や高齢化などによる産地の縮小。また、小売り形

態の変化や消費者ニーズの多様化、さらには食の安全や環境問題をはじめとする社会的要

請の高まりなどの情勢の変化が見られております。このような変化を背景に卸売市場では、

市場の経由率の低下や取扱量の減少などの影響によりまして、その経営は非常に厳しいも

のとなっております。  

 こうした卸売市場を取り巻く状況の変化や時代の要請に対応いたしますため、国におき

ましては、今年 1 月に全国の卸売市場の整備運営の基本的な方向性を示す新たな卸売市場

整備基本計画が、またこの 4 月には中央卸売市場の具体的な整備計画でございます、第 10

次中央卸売市場整備計画がそれぞれ策定をされたところでございます。県といたしまして

も、これらを踏まえながら新たな高知県卸売市場整備計画を策定をいたしますため審議会

を開催し、委員の皆様方にご審議をいただきたいと考えているところでございます。  

 さて、この 4 月から官民協働で取り組んでおります産業振興計画の取り組みがスタート

をいたしております。第３期の計画では、農業分野では、引き続き地域で暮らし、稼げる

農業を目指し、生産、流通販売、そしてそれを支える担い手の確保･育成、この三つの取り

組みをさらに強化をすることで、産地の縮小傾向に歯止めをかけ、生産の増から所得の向

上、そして担い手の増という好循環を実現をいたしまして、農業の拡大再生産につなげて

いきたいということで取り組みを進めているところでございます。  

 また水産分野におきましても、生産・加工・流通、そし担い手の確保・育成、この取り

組みを強化をいたしまして、漁業の拡大再生産につなげますとともに、活力ある漁村づく

りの取り組みを進めることで、若者が住んで稼げる元気な漁村の実現を目指しているとこ

ろでございます。  

 これらの取り組みを着実に実行し、生産拡大を図りますことで卸売市場での取り扱い量

は増加につながり、市場が活性化をしていくものというふうに考えているところでござい

ます。 

 最後になりますが、委員の皆様方にはそれぞれのお立場から活発なご意見をいただきま

すようにお願いを申し上げます。大変簡単ではございますけれども、開催にあたりまして

のご挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろしくお願いいたします。  

 

３ 委員の紹介       略 

 

４ 審議会の概要説明 

（事務局） 

 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、

私の方から説明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されております。  

 また、第２条にございますように、高知県卸売市場整備計画に関する事項やその他卸売
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市場の整備に関する重要事項を調査審議することが任務となっています。  

 第 3 条、第４条につきましては、組織や任期に関することでございますが、当審議会は

現在、15 名の委員で組織されておりまして、任期は２年間となっております。 

 第５条は、会長・副会長について、また、第６条は、審議会の会議についてでございま

す。なお、第７条に規定しております部会は現在、設置してございません、 

 簡単ですが、以上でございます。  

 

５ 議事 

（１）会長・副会長の選任 

（事務局） 

 それでは、議事に入らせていただきたいと思いますが、まず最初に会長・副会長の選任

を行いたいと思います。会長・副会長につきましては、卸売市場審議会条例第５条第１項

の規定によりまして、委員の互選によって決定していただくこととなっておりますが、特

に皆様方のご意見がないようでしたら、事務局案を述べさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。  

 

（「はい」の声あり）≪ 異議なし ≫ 

 

（事務局） 

ありがとうございます。事務局案としましては、本審議会は、高知県卸売市場整備計画

を審議する機関でありますことから、会長には、卸売市場に精通しておられ、高知大学名

誉教授でいらっしゃいます田村委員。また、副会長には、消費者を代表して、高知県連合

婦人会会長でいらっしゃいます佐々木委員にお願いしたいと思っております。いかがでご

ざいましょうか。  

 

≪ 異議なし ≫ 

 

（事務局） 

特にご意見がないようでしたら、恐れ入りますが、拍手をもってご承認いただきたいと

思います。 

 

≪ 承認の拍手 ≫ 

 

（事務局） 

ありがとうございました。  

 ご承認いただきましたので、会長を高知大学名誉教授の田村委員に、副会長を、高知県

連合婦人会会長の佐々木委員にお願いしたいと思います。  

 田村委員と佐々木委員には、恐れ入りますが会長、副会長のお席まで移動をお願いした
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いと思います。  

 

（２）高知県卸売市場整備計画（第９次計画）について（諮問） 

（事務局） 

 それでは、ここで第９次になりますが、「高知県卸売市場整備計画」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。  

 

（農業振興部長） 

 高知県卸売市場審議会様  

 「第９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

の規定により諮問します。  

 平成 28 年 7 月 28 日   高知県知事 尾﨑正直  

 よろしくお願いします。  

 

≪ 諮問書 手交 ≫ 

 

（事務局） 

 それでは、審議会条例第６条第３項によりまして、会議の議長は会長が務めることとな

っておりますので、ここからの進行は田村会長にお願いいたします。  

 田村会長、よろしくお願いいたします。  

 

＜会長あいさつ＞ 

（田村会長） 

 僭越でございますが、進行係を務めさせていただきます。  

 先ほど、卸売市場の流通に詳しいという過分なご紹介をいただきましたが、皆様方はご

専門の、各部門のご専門の方々ばかりでございまして、教えを受けることばかりでござい

ます。私、昔、市場の歴史を若干研究したことがございまして、その関係で全国の市場、

あるいは世界の市場を随分見てまいりました。そうした経過で会長という重責をさせられ

ると言いますか、させていただく経過になっておりますのでよろしくお願いいたします。

不手際もあろうかと思います。  

 先ほど、事務局の方からご紹介がありましたように、卸売市場法の制定は 1971（昭和

46）年でした。5 年ごとに国の整備の仕方とかが決められることになりました。第 10 次

中央卸売市場整備計画は中央卸売市場法制定以降、約 100 年になるわけです。  

 こういうように国全体で法律によって、全国の市場流通を管理するという、そういう国

は世界で（他に）ございません。日本だけですね。農水省も今回、後でご紹介があると思

いますが、基幹的インフラという表現をしております。今の市場制度は基幹的インフラで

あるということで、これを大事に発展させなければいけないというふうに言っておるとこ

ろでございます。  
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 都合 2 回、これまでに高知県卸売市場整備計画の策定について、ネットで県民に呼びか

けてご意見を募るというようなこともやってこられております。県も努力されております

ので、ぜひ委員の皆様方も活発なご意見をお願いいたします。  

 それでは、ちょっと挨拶が長くなりましたが、議事に従いまして平成 24 年 3 月に策定

されております「第８次の高知県卸売市場整備計画」の状況について、事務局からご説明

いただきたいと思います。  

 

 

（３）高知県卸売市場整備計画（第８次計画）の状況について  

 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。ただ今の第８次高知県卸売市場整備計画の状況、第８次計画

以降の取り組み、これについて何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。  

 

（西川委員） 

 1 ページの、環境対策のところで段ボールとか発泡スチロールとか、あるいはその他の

残さですね、再利用すると書かれてありますけれど、これは前回でもお聞きしましたので、

再利用していることは分かっていましたけど。再利用したものをどんなふうに活用してい

るのかが分かりましたら、教えてください。  

 

（地域農業推進課長） 

 まず段ボール等のリサイクルの活用ですが、一番上に通いコンテナと書いてますが、こ

れは卸売市場側がプラスチックのコンテナを用意して、生産者にお渡しして、そのコンテ

ナを利用することによって、多分段ボールとかそういったところの活用をなくしていくと

いったことがあります。 

 ご質問がありましたように、段ボールとか発泡スチロールのリサイクルですね。どうリ

サイクルするかといったところですが、青果物で言いますと、段ボールとかのリサイクル

については、県内の 11 市場で取り組みがされているということで、包装容器の先ほどの

段ボールの量を減らすといったことで焼却となるゴミの量を減らしていると。段ボールの

量自体を減らすといったこと等の取り組みをされているといったことをお聞きしておりま

す。 

 

（西川委員） 

 そしたら、出来上がったものを利用しているということよりも、量を減らしていくこと

に重点を置いているということですね。後は加工残さですけれども、これ今すごく問題に

なっています。廃棄物を減らしていこうということで。ここの卸売市場もたくさんの加工

品があり、残さも多い。そうすると、その残さをどういうふうに利用していくかというこ
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とがないと、廃棄物は増えるばかりです。そこのところを明確にしていって欲しいと思い

ます。どんなふうな計画があるんでしょうか。 

 

（合併・流通支援課長） 

 水産振興部の合併・流通支援課の宮本でございます。加工残さの再利用についてご質問

がございました。当課の方では水産系の残さということになりますけれども、消費地市場、

産地市場等で発生する加工残さ、魚系の残さにつきましては収集業者等が回収して、それ

ぞれ処理業者が処分をしておるということでございます。  

 我々の承知している範囲では、業者さんによって処理方法が異なりますが、いわゆる品

質がいいと言いますか、一定品質をクリアできたものはエサ・飼料として処理しています。  

 

（西川委員） 

 エサですか。  

 

（合併・流通支援課長） 

 そうです。エサです。クリアできないものは農業系の肥料等に加工されて販売されてお

るというふうにお聞きをしております。  

 

（西川委員） 

 有機肥料ですか。  

 

（地域農業推進課長） 

 ちょっと補足させていただきたいですが、例えば魚粉を先ほど肥料に使うということで、

例えば土佐清水市で、あしずり黒潮米と言った特色ある地域ブランド（米）の肥料に、こ

ういった魚粉を使った肥料を活用したりしております。 

 

（西川委員） 

 分かりました。  

 

（田村会長） 

 この間、かなりですね、過去 20 年ぐらいの間にリサイクルの業者さんとのお付き合い

がたくさんできておりまして、例えば発泡スチロールにつきましても壊して、肥料の原料

（にする）とかされていると思います。 

 その他、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

 

（４）高知県卸売市場整備計画（第９次計画）（案）について 

（田村会長） 
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 それでは、続きまして次の議題に入りたいと思います。「高知県卸売市場整備計画（第９

次計画）（案）」について、事務局からご説明いただきたいと思います。これは三つの課に

それぞれ連続してご説明いただきたいと思います。 

 

地域農業推進課長、合併・流通支援課長、畜産振興課課長補佐から、資料に基づき説明  

 

（田村会長） 

 ありがとうございました。以上で三つの課からのご報告をしていただきまして、ここで

若干休憩を、10 分程度休憩をさせていただきます。  

 

（事務局） 

 この時計で、（午後）３時５分まで休憩したいと思います。  

 

≪ 休憩 ≫ 

 

（事務局） 

 それでは、時間となりましたので審議会を再開したいと思います。田村会長よろしくお

願いします。  

 

（田村会長） 

 それでは、先ほどご説明がありました第９次高知県卸売市場整備計画（案）のご説明に

ついて、何かご意見、ご質問等ございませんでしょうか。  

 

（西川委員） 

 二つお尋ねしたいと思います。これは、卸売市場の整備計画ということですので、計画

をこれからどういうふうに持っていくかということですけれど、まず、これを見てまして、

卸売市場の位置づけですね。高知卸売市場としての、高知県の位置づけというのはなく、

そのまま配置の方針とかになっています。まずそれが大事で、今現在卸売市場が果たして

いる役割というのはものすごく大事になってきていると思うんです。消費者としても、卸

売市場のものは安心・安全だというイメージがあるわけですから、安心・安全を確保する

ための卸売市場の位置づけであるという、明確な何と言うかＰＲというか、そういう主体

性のあることをどんと打ち立てておかないと、だんだん減少してますよみたいなことでは、

これから打って出ていけないと思います。卸売市場が果たしている､本当に県民のために果

たしている役割はこうだということを明確に打ち出して、それから配置の方針であるとか、

そういうことではないかなと一つは思いました。  

 もう一つは HACCP というのは安全と安心につながっていく認証制度ですが、これ見て

おりましたら、HACCP を取得するのか、それとも HACCP の精神に基づいて取り組んで

いくのかというのは、ちょっと曖昧ですので。その二つについてお答えいただきたいと思
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います。 

 HACCP というのは、それこそ生産から流通まで、全部安心・安全の認証をもらうもの

ですので、それを取得するのか、それともその精神に基づいて取り組んでいくのかという

ことについてお尋ねします。  

 

（田村委員） 

  二つのご意見をいただきました。まず、卸売市場計画について、その前段に… 

（西川委員） 

 位置づけですね。卸売市場の位置づけですね。現代における位置づけというものをまず

しておかないと、前と全然違うと言ったらあれですけど、だんだん厳しくなっている経営

状態でもあるし、そういうことで、位置づけが今すごく必要なときじゃないかなと思うこ

とと、もう一つはその HACCP について（質問しました）。  

 

（田村会長） 

 いかがでございましょうか。  

 

（地域農業推進課長） 

 西川委員の方から２点ご質問がありました。まず１点目の卸売市場の位置づけをもうち

ょっと明確にと言ったお話だったと思います。  

 １ページの第２の（１）に、そういった旨の表現は書かせてもらいましたが、やはりお

っしゃるとおり市場が果たしている役割をもっと明確に書いた方がいいというご意見、や

はりそうだなと思いますので、ちょっとここの表現の仕方を次回工夫させていただきまし

て、もうちょっと明確に打ち出していきたいと思います。 

 それから２点目、HACCP につきましては、21 ページをご覧ください。３の物品の品質

管理の高度化に関する事項のところで、下の方に書かせてもらっています。やはり卸売市

場においても、HACCP の考え方を取り入れた品質管理、それからやはり外部監査を伴う

品質管理認証の取得、こういったところまでやはり今後求められるんじゃないだろうかと

いったことで、記載しております。  

 

（西川委員） 

 そうなると、（市場には規模が）大きいところもあるし、中央卸売市場もあるし、あるい

はすごく小さい小規模の市場もあるわけですので、それは高知県の中央卸売市場が

（HACCP を）取れば、それに従うということですか、その全てにあたって県が HACCP

として、責任を持っていくのかということですか、そこもはっきりしておかないと、大な

り小なり、全てが HACCP を取ったらすごい費用がかかりますので、その辺りはどういう

ふうにお考えですか。 
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（地域農業推進課長） 

 例えば青果の方で言いますと、当然生産から、例えば卸売市場に行く過程といった中で

は、例えば生産者の段階では、GAP という取り組みをしています。GAP（Good Agriculturel 

Practice）というのは、直訳しますと良い農業の実践と、これはヨーロッパの方の思想だ

と思いますが、その中で、本県では生産者の中で約８割の方が GAP というのに取り組ん

でおります。  

 それから次に生産者から出荷場に行くと、今高知県としても出荷場の GAP というのに

も取り組んでおりまして、11 のＪＡの方で出荷場でも取り組んでいます。また、卸売市場

におかれましても、大抵のところは当然衛生管理であったりとか、予冷庫とかそれを整備

することによって温度管理をするとか、常に荷を床に置かないように台の上に乗せて管理

をするとか、そういったことはどこの市場の方でも多分取り組まれていると思います。そ

ういったとこで、HACCP といった考え方は、一定浸透してきているのではないかと思っ

ております。 

 ただ今後は、例えば、オリンピックが日本で開催されます。もっと高いレベルの HACCP

というのは、今後求められるのではないかなと言ったところで、多分第三者機関による認

証取得といったところに求められる時代になってくるのかなとは思いますが、ただ、そこ

の段階になりますと、当然費用も要りますし、例えばグローバル GAP でありますと、２

年間に１回は審査があるとか、当然取得するにあたってはコストも要るといったところで、

またそういった課題というのはありますが、やはり高度な HACCP といったところは、徐々

に段階に応じて上げていかなければならないのではないかといったふうに考えております。 

 

（田村会長） 

 それについては全国的に、それから各県でも宣言をしています。高知県でも、今後、今

月に入りましてホームページで拝見しましたけど、まだまだいろんなレベルがあるようで

すが。今後の課題のひとつと思われます。 

 

（西川委員） 

 積極的に取り組んでください。  

 

（田村会長） 

 それから、西川委員のおっしゃいました卸売市場についての基本的な考え方、農林水産

省の資料８の１ページに農水省としての基本的な考え方が若干ですけど、述べられてはお

ります。今後は、高知県版としても、もう少し踏み込んでどのようにでるか、というよう

なご提案じゃないかと思います。西川委員さんの（ご意見は）。 

 ここでは輸出とかいうことも書かれてありまして、卸売市場が輸出にどのように取り組

むかということも大きな課題じゃないかと思います。しきりに政府が農水産物の輸出を言

っておりますけども。  

 ちょっと私が質問するのはおかしいかもしれませんが、資料８の 21 ページを見ており
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ましたら、全国的には市場流通の見通しが、花きは１割から２割上昇、その他の産品につ

いては横ばいというような見通しなんですけど、県のと国の見通しがこんな違うのかなと

いう、あるいは全国的にどう考えたって、あるいは２重カウントにはなっているような感

じがしますけどね。産地市場と消費地市場の。全国的にあるいは輸入品が入ってるとかい

うようなことがございますが、全国的な市場流通はさほど変わってない。高知県がこんな

に減っているというのはね、ちょっと気持ち悪いと思いました。 

 今回一環して傾向が続いておりますので、花きについては、過去上昇していた時期もご

ざいました。市場流通全体がずっと低迷している。先ほどご説明がありましたように、水

産産地市場については、変動が多いということでございますけど、どのように考えたらよ

ろしいでしょうかね。（県と）全国とのギャップと言いましょうか、市場流通の。司会がこ

んなことを聞いて申し訳ないですが、どのようにお考えでしょうか。  

 

（地域農業推進課長） 

 市場流通を量的に把握することは非常に難しいのですが、例えば、青果で言いますと、

県内の青果市場は、一部は産地市場がありますが、ほとんどが県内向けの消費地市場であ

るといったことが全国との違いであります。  

そのため、今後、人口減少や高齢化が進みますと、県内の消費量が減り、結果、消費地

市場の取扱量が減少していくのではないかと考えております。  

 ただし、以前、市場の実態調査をするにあたっていろいろご意見を伺った中で、やはり

今後県内の生産量が増えれば、当然取扱量もイコールではないですけど、増えてくるんで

はないだろうかといったご意見もいただいております。今､県では第３期の産業振興計画で、

先ほど部長の挨拶にもありましたように、要は農業者の人口が減ってはおるんですが、や

はり生産量をどうやって上げていくかといったところで、お耳にされた方もおられるかも

しれませんが、例えば、施設園芸では環境制御技術、オランダの技術を高知県に取り入れ

て生産量を上げていくといった取り組みを進めることによって、今生産量も上げていくと

いった取り組みをしようとしています。そういった産業振興計画で生産量を上げていくこ

とによって、当然県内の市場の取扱量も増えるのではないかといったふうに考えておりま

す。 

 

（合併・流通支援課長） 

 水産物の関係で申しますと、６ページにございましたように、産地市場の変動というの

は、大体漁獲量の変動とマッチングしております。ただ一方では、消費地市場の方は、右

肩下がりであまり産地市場の水揚げとは連動してないというようなことでございました。  

 ちょっと中身を詳しく言いますと、例えば、産地市場で平成 20 年とか 19 年、非常に量

が多くなっているんですが、これは中身を見ますと、宗田ガツオとかマイワシと言った魚

がどーんと捕れております。こうした魚は大半が加工に回される、またはえさとして冷凍

されるといったことで消費地市場にはなかなか出てこない、出てきにくいような魚でござ

います。 
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 水産物の場合は、いわゆる魚種組成によって、なかなか産地と消費地との取り扱いが連

動しにくいのかなというふうに考えております。  

 

（田村会長） 

 ありがとうございます。その他、委員さんの方からご意見、ご質問等ございませんでし

ょうか。 

 本日、委員さんも、市場自体からも水産も青果も、それから生産者、消費者側からもお

集まりいただいておりますので、幅広い方々にご出席いただいておりますが、５年に１度

の会でございますので、何かご意見をいただければありがたいのですが。泉委員さん、何

かありませんか。田中委員さん、何かありませんか。高知市の市場の場長さん（楠本委員）

もお見えでございますが、何か最近の状況を聞かせていただけましたらと思います。 

 

（楠本委員） 

 質問は特にございません。  

 

（西川委員） 

 私だけしか言っておりませんが、25 ページの市民のための卸売市場の役割というところ

はすごく重要ですね。年代的に言って消費者と卸売市場の密接な関係というのは、あまり

今までなかって、特定の業者の方だけでやっているようなイメージがあったんですけど、

今の卸売市場は、結構イベントもするし市民のための卸売市場という役割が大きくなって

きていますね。 

 私しょっちゅう、東京へ行ったら築地に行くんですけど、すごいですね。築地は。それ

でもってるんじゃないかというぐらいものすごい人で、外国からもどっさり来ています。

今は結構高知も大きな（客船が）、8,000 人ぐらい（乗っている客船）が来ますよね。それ

と連動したら面白いなとか、いろいろ考えたりするんですけど、条例とかがあって、そう

いうふうに（市場を）開放することができにくいというお話も聞いたりしてますが、でも

市民のための市場ということをどんなふうにして開拓していけるかということは、市民に

とっては嬉しいことなんです。いろんなイベントがあったり、それをもっと拡大する方法

とか、皆さんでこれだけ集まっていらっしゃるので、何か消費者にいい情報があったら聞

かせて欲しいなと思ってるんですけれど。市民のための卸売市場ということも、一つはこ

れからの役割として大事なことじゃないかなと思うし、今の法令の中でできることをもっ

ともっと開拓していっていただきたいなと思っています。計画とかがあれば教えてくださ

い。 

 

（楠本委員） 

 規模的には、高知市中央卸売市場と水産物の方で地方（卸売市場）ですが、その二つが

存在しています。規模的には一番大きいということでお話をさせていただきます。  

 西川委員さんがおっしゃられた市民へのＰＲ、県民へのＰＲということで、高知市の中
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央卸売市場の時代から、平成 19 年の 12 月からになるんですが、まずは市場開放デーとい

う表現をさせてもらっています。開放デーというのは、そもそも市場そのものが、一般の

方が入れるところではないのですよというのが大前提にございますので、そういう名前で

今も続けておりまして、先月 80 回を越しました。毎月第１土曜日を基準としまして、毎

月開くというのを基本的にやってございまして、今は来場者の統計人数とかも取ってます

けど、多いときは 500 人ぐらい来られたりとか、少ないときは 300 人前後かなというパタ

ーンもありますが、それによって卸売市場の大事さというのを一般の市民の方にも醸成し

ていただきたいし、こういうふうにきれいに食品を扱ってやってますよということのＰＲ

はさせていただいておるところでございます。  

 それと並行しまして、昨今では市場のお祭り的な部分もインパクトが強うございますの

で、昨年も 9 月ごろでしたか、今年も 9 月の 17 日を予定していますが、市場の秋まつり

ということで、これはもちろん（市場関係者の）皆さんの休市日、お休みのときじゃない

とできませんので、休市日になりますが、卸会社、仲卸、それから関連する店舗の皆様方

に協力いただきまして、お祭り形式でやっていくというところは、やはり市場のＰＲには

つながっていると思っております。 

 なかなか、他市場の方ではそういった規模でのというのは難しいのかもしれませんです

けど、市場はどんなものかということは、おいしいものを食べていただいて、よく分かっ

ていただいておるというふうには思っております。  

 

（西川委員） 

 他の卸売市場でも、そんなことやったらいいですのにね。土佐清水であるとか宿毛であ

るとか。小さくてもいいので、卸売市場を知ってもらうことですよ、市民にいかに大事か

ということを知ってもらって、やっぱり密接な関係を作りつつ、他でも連携しつつやって

いかないと、衰退していくのをじっと見てるだけではあれですので。 

 

（楠本委員） 

 そうです。それから高知市の場合、特に消費地市場ということで特徴がございますので、

やっぱり印象的には消費地の市場の方が一般市民の方へのＰＲというのが強まっていく傾

向があるように思います。  

 

（西川委員） 

 そうですね。大型船（客船）との連携は駄目ですか。大型船（客船）が入って来るでし

ょう。そこから市場に行くルートみたいな、そんなことは駄目ですよね。  

 

（楠本委員） 

 昨今、大型の船舶が、ホテルのような船（客船）が、この前も中国ですかね、来てまし

て、高さで言いますと高知城の高さと同じくらいあるというような、入ってました。ただ、

あの船が弘化台に入ってこれるというのは不可能でして。 
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（西川委員） 

 それはそうですね。  

 

（楠本委員） 

 高知新港からの誘導になるんですが、そしたら大型のバスなんかをチャーターして市場

に入ってくるというようなことも考えられるわけですが、ある一定の時間帯とか、一般の

市場業務に支障がない形ということならば、今後そういった受け入れもあるかもしれませ

んがですけど、まだボリュームが分からないというとこもあるし、観光振興の部分とリン

クさせていかないかんというとこもありますので、そこら辺はまず、卸売市場の業者様の

ご理解とか方向性というのを定めて考えていかなくてはというようには思っています。  

 

（田村会長） 

 消費者とのイベント等は第８次計画の総括でも載っておりますけれども、広がっておる

ようでございます。  

 国の第 10 次整備計画、卸売市場の整備計画では東京を中心にということになっており

まして、高知については、整備してもしなくてもいいような表現がありました。特段の国

の整備計画の中には載っておりません。全国的な中央卸売市場の整備計画も一段落したわ

けですよね。  

 

（楠本委員） 

 高知市としては一段落しております。 

 

（田村会長） 

 県内の魚の産地市場も非常に、これは江戸時代からの歴史がございまして、非常に多く

の市場があるけれども、なかなか出航しても帰ってこないといいますか、さまざまな市場

がありますが、市場の性格によって違うわけですけれども、港に水揚げしたりというよう

な市場もあるようですが、漁商人の数自体は減っておりませんか。産地市場への活魚を中

心とした。 

 

（合併・流通支援課長） 

 水産関係の産地での買受人というのは、やはり右肩下がりで減少は減少しているのが実

態でございます。  

 あと、産地市場の方で例えば、宿毛の市場とか清水なんかの市場では、毎年ということ

ではなかったと思いますけれども、市場のお祭り的なものを開催、開設者が漁協でござい

ますので、漁協等が主体になったそういうイベント的なものは単発的にはやられていると

いう状況はございます。 
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（田村会長） 

 第９次の卸売市場整備計画に関連して、関連しなくても結構でございますが、ご意見等

ございますか。 

 事務局の方にお聞きしますが、後日、委員の方からご意見がある場合はどのようにした

らよろしいでしょうか。 

 

（地域農業推進課長） 

 ご意見がもしあるようでしたら、お手元にお配りしております 1 枚になりますが、高知

県卸売市場整備計画第９次計画案についてという用紙にご記入していただきまして、返信

用の封筒、もしくはＦＡＸで事務局の方まで提出していただければと思います。  

 それから、この整備計画案ですが、今度パブリックコメントを来月から 1 カ月間行いま

して、県民の皆様からご意見をお聞きする予定としております。委員の皆様、県民の皆様

からいただきましたご意見につきましては、事務局で整理した上で、田村会長とお話しを

して、次回の審議会で委員の皆様にお示ししたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。  

 

（田村会長） 

 他にご意見がないようでしたら、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。お疲れ様でございました。  

 

６ 閉会 

（事務局） 

 事務局の方から最後にご挨拶をさせていただきます。  

 委員の皆様には、本日はお忙しい中、当審議会にご出席いただき、また熱心にご審議い

ただきまして誠にありがとうございました。本日は第 1 回の審議会ということで、第９次

計画の策定につきまして諮問させていただきました。今後は、本日皆様からいただきまし

たご意見や、今後行います県民の皆様からのご意見を踏まえた上で、先ほどお話ししまし

たが、10 月ごろに第 2 回の審議会を開催させていただきたいと考えております。  

 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ので、

どうぞよろしくお願いいたします。  

 本日は、どうもありがとうございました。  

 


