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平成 29年 1月 31日校正 

「第２回高知県卸売市場審議会」議事録 

 

日 時：平成 28年 11月 15日（火）14:00 〜 16:00 

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、宮本委員、西川委員、栗山委員、

徳久委員、田中委員、堤委員、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、定刻となりましたので、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。 

 本日はお忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

 私、高知県農業振興部地域農業推進課の濱田と申します。よろしくお願いいたします。

議事に入りますまでの間、進行役を務めさせていただきます。 

 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ご出席

により成立をいたします。本日は委員 15名のうち 10名の委員の皆さまのご出席をいただ

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はご報告させていただきます。 

 

委員の紹介・配布資料確認   略 

 

 それでは、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、議事の進行を田村会長にお願いしたいと思います。田村会長よろし

くお願いいたします。 

 

２ 議 事 

（１）高知県卸売市場整備計画（第９次計画）（案）について 

・計画（案）に寄せられた意見・質問 

（田村会長） 

それでは、会議次第に沿って進めさせていただきます。 
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 はじめに、第９次高知県卸売市場整備計画に対する第１回審議会でのご意見やご質問に

ついてと、またそれを踏まえた計画案の変更などについて、事務局からご説明をお願いい

たします。 

 

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。ただ今、第９次卸売市場整備計画案の資料に伴いまして、そ

の概要・エッセンスを資料３でご説明いただきました。資料１については前回出されまし

たご意見、これについては詳しいご説明はございませんでしたが、これをご覧になってい

ただきたいと思います。 

 ただ今の有馬課長からのご説明につきまして、何かご意見・ご質問等ございませんでし

ょうか。 

 第１回の審議会へのご意見も踏まえた文言の修正等もあったかと思いますが、西川委員

いかがでございますか。 

 

（西川委員） 

ここに私の（前回言った意見への対応）がありますが、大変ありがとうございました。

言いたいことばっかり言いましたけど、具体的で分かり易くなっていると思います。「地域

で暮らし稼げる農業」とか、目的をはっきりさせたところなどは分かり易くよくできてい

ると思います。本当にご苦労様でございました。 

 

（田村会長） 

他に何かご意見等ございますでしょうか。 

 じゃあ、ご意見ないようですので私の方から、また議論を乱すようなことで大変申し訳

ないんですけれど。（資料３の）第６の（項目の）ところで、大規模小売業者のニーズに対

応した加工処理等の機能強化、実需者との連携強化ということが概要にはふれられており

ますけど、（計画案の）本文には、大規模小売業者に対する権利の濫用、優越的な地位の濫

用、価格形成の面ですね、これが書かれているように思いますし。これはこのとおりかと

思いますけども。具体的に私も市場のことは詳しくはありませんが、大規模小売業者のニ

ーズに対応した加工処理等の機能強化、これは仲卸のことを言ってるんですかね。卸売業

者のそれに対応しているというようなことでございましょうか。 

 

（堤委員） 

いずれもあるんでしょうね。例えば、加工の前の前処理とか、それから、カット野菜の

加工とか、そういうことを指しているんだと思うんですけどね。 
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（田村会長） 

仲卸だけでなくて卸もそういう（加工する）ことがあるんですね。 

 

（堤委員） 

そうですね。今のところ、その加工と、パッキングも加工に含めるとすれば、パッキン

グ・包装の方も卸の方でやったり、手前の方ではやっています。 

 

（田村会長） 

そうですか。都市によっては、別に卸が市場と、加工専門のスーパー対応の施設を作っ

ているのも結構あるようですが、高知の場合はどうですか。それはないですか。 

 

（田中委員） 

中央市場の方はありませんね。 

 

（田村会長） 

ありませんか。 

 

（田中委員） 

地方はやってます。県外では、関連会社が作ってやっていたりもするようです。 

 

（田村会長） 

どうぞ、今の。一連の。 

 

（地域農業推進課長） 

先ほどの件につきましては、本文で言いますと、資料２の 23 ページになります。23 ペ

ージの上から②のところになるんですが、大規模小売業者、専門小売業者、また外食産業

事業者等のニーズに対応した加工処理、保管、輸送・搬送、リテイルサポート等の機能強

化による実需者との連携強化に積極的に取り組むことといったところの内容になっており

ます。これを、ちょっと加工処理のところだけ抜き出して概要の方には書かせていただい

ております。 

 

（田村会長） 

実質、大きなスーパーとか量販店対応ということですか。 

 

（地域農業推進課長） 

と言いますか、やはり外食産業が増えてきておりますので、そこが求める商品に事前に
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ちょっと加工処理するとか、そういったニーズに対応することがやっぱり今後求められて

くるのではないだろうかというところだと思います。 

 

（田村会長） 

一方でそれによって価格形成に影響があってはならんというふうに（計画案）本文には

書かれてあります。実際そういうことはあるんでしょうかね。そこで問題になるようなこ

とが。 

 

（地域農業推進課長） 

価格形成ですか。 

 

（田村会長） 

何ページですか。（資料２の）20ページの下の方の（７）ですね。 

 

（地域農業推進課長） 

実態としてはですね、卸市場はせりにかけて価格形成を行っているんですが、最近は相

対取引といったものが増えてきておろうかと思います。その中で、システム化を図ること

によってせりと同様の安定的な価格形成ができると考えています。 

 

（田村会長） 

卸売市場法自体が、卸が過度に価格を操作するということを規制するということからで

きたわけですけども、近年はそれと違う傾向が（あるようです）ので、市場自体あるいは

卸の機能をもっと強化しなければいけないというような状況になっているようには聞いて

おりますけど。そういったことがやっぱり書かれているのかなと思います。 

 

（合併・流通支援課長） 

 水産に限ったことで恐縮でございますが、多分高知市の弘化台もそうじゃないかと思う

んですけれど、やはり小売店、飲食店とも含めて、かつてはラウンドの魚、いわゆる「ま

るの魚」の状態で仕入れていって、自社で加工して販売するといったことが主力でしたけ

れども、ここ最近と言いますか、何年か前からは既に処理した魚、実際に消費地市場の方

にはフィレ加工だとかドレス加工した商品、またそれを凍結した商品が、実際の需要に応

じて集まっていますし、それを荷受さんが受けて、仲卸さんに販売すると。そういうこと

で恐らく以前に比べて商品の多様性は、非常に水産の場合は広がっているんじゃないかと

思います。 

 それから、仲卸さんも場内で購入した魚をまた売るわけでございますけれども、これも

やはり消費者・実需者の要望に応じて、仲卸の段階でいろんな加工をされてお渡しすると
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いうような形もかなり増えているというふうに聞いておりますので、やはりそういった実

需者の需要に応じた対応を、卸売業者さん、仲卸業者さんもこれからしていかんとなかな

か取扱ができにくいんじゃないかというふうに、水産の方では考えております。 

 

（田村会長） 

ありがとうございました。 

 その他、委員の皆さま方のご意見、ご質問等ございませんか。 

 

（西川委員） 

最後の、「第９次高知県卸売市場整備計画案の概要」という、カラーのところ（資料３）

なんですけど、そこに第５の（項目の）ところに電子商取引の導入を推進する、と書いて

ありますよね。今は電子取引と言うのは欠かせないことになってますけど、卸売市場の電

子商取引と、県の全体の取引ですよね。そういうものとの連携というか。例えば、卸売市

場に限って電子商取引ってなかなか大変ですよね。県全体で、専門的な集団みたいな、そ

ういう考え方はないんですかね。 

 電子取引ということを謳い上げるについては、かなり詳しく分析できるところがないと

なかなか大変だと思うんですよ、正直。 

 そういった、県に、全体的な電子を扱う、言ってみれば専門分野（部署）みたいなもの

をこしらえたら、連携が取れるんじゃないかなと思うのですが。その電子商取引というの

は、具体的に言えば、どういうふうな感じを描いているんですか、イメージとして。 

 

（合併・流通支援課長） 

また水産の話で恐縮でございますけど、高知県内ではまだ電子商取引、市場で電子商取

引はうちの県で実例はございませんが、県外では既にございます。簡単な例で言いますと、

一つの市場で魚が水揚げされたものを全て開設者がデータ入力をすると。それに対して、

入札権を持っている産地の方がタブレットとか数字で､インターネットを経由して入札し

て落札していくという形態はございます。 

 こういうことをしますと、最初の入力作業に大変手間がかかるわけですけれども、入札

後のいわゆる請求書の作成ですとか、管理がスムーズにいくということで、非常に業務の

効率化につながっているという実例は県外ではございます。水産の方、県内の方でもそう

いったことが導入できないかというようなことも内々では検討はしておりますが、水産の

場合一つネックがありますのは、産地によって魚の呼び方が違うとか規格、ある産地では

このサイズは大・中、ところが別の産地へ行くと、そのサイズは中・小になったりとか、

そういったものがあって、複数の産地で横並びにやると、色々と課題が出てくるかなとい

うことでございます。 

 すぐになかなか導入は難しいかもしれませんけれども、やはり将来的には水産の場合は
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産地での電子取引決済システムというのは必要じゃないかなということは、内々では検討

させていただいております。 

 

（西川委員） 

手順というのは分かるんですよ。手順は分かりますけど、それをこなす人材です。結局、

人材の話をお聞きしたいがですよ。使いこなす専門の方がいないと、なかなか次へという

わけにはいかないのが電子商取引ですよね。 

 私は、県がどういうふうに考えているのかという、そこをちょっとお伺いしたかったが

です。今それ（人材）がいらっしゃるのか、それともこれから人材を確保していくのかな

と。簡単に電子商取引の導入と言っても、人材がいないとできないので、人材確保をどん

なふうにつくりながら、それに向かっていくのか、それをお伺いしたいんです。 

 

（地域農業推進課課長補佐） 

地域農業推進課の濱田でございます。今水産の方からお話がありましたが、青果・花き

につきましては、電子商取引に関する実態調査をしたことがございます。例を挙げますと、

商品に電子タグを付けまして、そのタグを持っていくということなんですが、結果を言い

ますと、残念ながらやはり費用の問題ですね。皆さん内容的に効果があがることは分かっ

ておりますが、費用の問題で着手は難しいと答える市場がほとんどでございました。 

 実態は青果・花きにつきましては、市場はそれぞれございますが、我々も市場へ行く度

にお話をし、効果が上がることは皆さん一定ご理解いただいておりますので、ただ今言い

ましたようにまず費用、それから西川委員がおっしゃいましたように、そういうことを取

り扱える人材の育成を考えますと、現在はまだ、そういう方向までは行っていないという

のが現状でございます。 

 

（西川委員） 

卸売市場だけじゃなくて、高知県全体がやっぱり電子というか、商取引について。この

間、銀座の（高知県のアンテナショップの）まるごと（高知）に行ってきたんですけど、

近くに沖縄の店がありましてね、そこにどんどん人が行ってまして、高知県の店の方は、

沖縄の店と比べたら、若干少ないかなと思いました。それを目の当たりにしますと、専門

分野に長けた人材の育成が必要だと痛感しました。卸売市場だけじゃなくて、高知県全体

で考えていくときに来てるんじゃないかなっていうふうに、すごく感じましたので、ご検

討下さい。お願いします。 

 

（田村会長） 

その他に何かご意見等ございませんでしょうか。 

 非常に、その市場その市場で独特の商習慣が多様でございますので。何かございません
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でしょうか。  

 この整備計画自体は、他県のものがネット上に上がっておるのを拝見いたしましたけれ

ども、高知県の第９次の計画、非常によく練られた案を出されているように思います。 

今後、全国の規制改革推進会議ですか、そこの経過自体によっては、この審議会自体も

将来どうなるか分かりませんけれども、一応、第９次整備計画というのは出されましたの

で。非常に曲がり角に来てるということは明白でございますが、市場自体は非常に多くの

人が関わって、この市場というハードだけじゃなくて生産者、そこで仕入れる小売業者、

それから消費者、非常に多くの人材の結節点にあります。そのネットワークを生かして、

今後は市場の魅力から、地域経済にインパクトを与えるような存在になってほしいという

ようなことが、にじみ出ているように思いますけれども、その方向が明確になかなか言い

にくいというところがあると思いますが、現状のままでは小売りとの連携とか、今おっし

ゃった直販店との連携とかっていうのは、なかなかしにくいような存在ではあります。 

 卸売市場ができる前に、既に公設小売市場というのが先にできまして、高知県は、大橋

通がそうです。各商店街に公設市場というのがあったわけですけれども、それが自然消滅

したような経過があって、当初は卸売市場と小売市場が連携をしてという方向が明確にあ

ったんですけれども、そうはいかない。市場競争ですかね、それによって連携しにくいと

ころがございます。ですから、今の時点で卸売市場の将来ですね、取扱高が右肩下がりに、

産地市場を除きましてですが、なっているところ。これは全国的な傾向のようでございま

して、全国平均を取ると横並び、私、前回（の審議会で）変なこと言ってしまいましたけ

ど。全国的には数字は横並びだけど、どの市場も右肩下がりと。これは自ら市場法を改正

して、場外流通が増えてそっちの方を補足し難いところがあるという。食べ物ですから、

そんなに急激に減るはずがありませんので、卸市場取扱高だけが減ってるという厳しい（状

況で）、業界の方にとりましては。そういう状況の中で、県が大分努力されて出された第９

次整備計画です。 

 それでは、予定していました時間より早いですけれども、この「第９次高知県卸売市場

整備計画（案）」について、原案を承認していただいてよろしいでしょうか。 

 

《異議なし》 

 

（２）高知県卸売市場整備計画（第９次計画）に対する答申について 

（田村会長） 

それでは、ただ今から答申に移らせていただきたいと思います。 

 原案をお配りいただいてよろしいですか。 

 

《答申文案配布》 
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（田村会長） 

それでは、第９次高知県卸売市場整備計画の答申、私から味元部長に答申を行いたいと

思います。恐れ入りますが、味元部長こちらにお願いします。 

 

 答申  

 高知県知事 尾﨑正直様 

 第９次高知県卸売市場整備計画について、諮問のありましたこのことについては、審議

の結果適当と認め、この旨答申いたします。 

 平成 28年 11月 15日 高知県卸売市場審議会 

 

《答申書手交》 

 

（田村会長） 

 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。どうもお疲れ様でございま

した。 

 

３ 閉 会 

・部長あいさつ 

（事務局） 

ありがとうございました。閉会にあたりまして、農業振興部長からひと言ご挨拶をさせ

ていただきます。 

 

（農業振興部長） 

それでは、私の方から閉会にあたりましてひと言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆さまには大変お忙しい中、当審議会にご出席をいただき、またそれぞれのお立

場からご意見を賜りました。心から感謝を申し上げます。 

 消費生活が多様化をし、また食品の流通をめぐる環境が大きく変わります中、卸売市場

流通を巡りましては、引き続き厳しい状況が予想されますが、卸売市場は依然として県民

生活に欠かすことのできない生鮮食料品や花きを供給する拠点として大きな役割を担って

おります。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ただかなくてはなりま

せん。 

 第９次となります「高知県卸売市場整備計画」につきまして、先ほどご答申をいただき

ましたので、この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、県といたしましても関係者と共に努めてまいりたいと考えております。特に先

ほど委員からもご指摘ございました、この計画を実現するための、これから予算措置であ
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りますとか具体的な仕組みをつくっていくための議論ですとか、そういったことを積み重

ねていかなければならないというふうに思っております。課題を適切に見極めながら、そ

の実現に向けて全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 それから、議論の中でございました日本全体の、特に生鮮一次産品に対しましての、様々

な、特に流通関係含めて、いろんな動きがございます。この辺りは県として、例えば高知

県の実態に合っているのかどうかといったことをきっちりチェックをしながら、仮に高知

県の実態に合っていないものがあるとすれば、それは国に対して、あるいは中央に対して

言うことはきっちり申し上げていくというスタンスでいきたいと思っております。 

 まだまだ現在、どっちの方向にどう転んでいくのかというのが少しまだ分からないとこ

ろがございますので、その見極めが大変重要だとは思っておりますけれども、それを見極

めながら機を逸することなく、きちっと申し上げることは申し上げていくと。そして高知

県の生産から流通販売に至るまで、そして消費に至るまで、このきちっとした枠組みが、

未来永劫きちっと維持・機能していくような、そういう取り組みを強力に進めていきたい

と思っておりますので、どうか皆さま方、またご協力をいただきますよう、よろしくお願

い致したいと思っております。 

 最後になりますが、委員の皆さま方には今後ともそれぞれのお立場でご指導を賜ります

とともに、皆さま方のますますのご活躍、ご健勝をご祈念いたしまして、お礼のご挨拶と

いたします。どうも本当にありがとうございました。 

 

（事務局） 

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

だきます。皆様、ありがとうございました。 


