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第１ 目標年度第１ 目標年度第１ 目標年度第１ 目標年度

本計画は基準年度を平成２０年度とし、目標年度を平成２７年度とする。

第２ 卸売市場の適正な配置の方針第２ 卸売市場の適正な配置の方針第２ 卸売市場の適正な配置の方針第２ 卸売市場の適正な配置の方針

１ 生鮮食料品等の流通事情１ 生鮮食料品等の流通事情１ 生鮮食料品等の流通事情１ 生鮮食料品等の流通事情

本県の基準年度の人口は、７７万３千人（平成２０年１０月１日現在推計人口：総務

省）で、目標年度の本県の推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の都

道府県別将来推計人口（平成１９年５月推計）」によると、７４万２千人と推計される。

（１）卸売市場流通の現状と見通し

基準年度の卸売市場の現状は、中央卸売市場１、地方卸売市場３０、小規模卸売市

場４６の、合計７７市場である。

大規模小売店や外食・中食産業等の増加、また、直販所の増加などにより、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に

あるが、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

果たしている。

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、今後も、地域の生鮮食料品等の流通の拠点として重要な

機能を果たしていくものと考えられる。

（２）品目別市場流通量の現状と見通し

ア 野菜

冬期の温暖多照な気象条件を生かし、なす、きゅうり、ピーマン、ミョウガなど

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い

るが、生産者の高齢化や後継者不足、施設面積の減少等から、生産量の減少が見込

まれる。

市場流通量は、平成２０年度は８３，１２５トンであり、過去のすう勢による推

計では平成２７年度は７３，８８６トン（１１．１％減少）程度になるものと予想

される。

イ 果実

うんしゅうみかん、ゆず、土佐文旦を主体とする柑橘類、また、新高梨、スモモ

などの落葉果樹が生産されているが、生産者の高齢化や景気低迷などによって、ゆ

ず以外の生産量は減少傾向にある。

市場流通量は、平成２０年度は３７，４９２トンであり、過去のすう勢による推

計では平成２７年度は２６，３４７トン（２９．７％減少）程度になるものと予想

される。

ウ 花き

（切り花）

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いるが、生産者の高齢化や後継者不足に加え、近
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年の景気低迷の影響や他産地との競争の激化等による生産者の減少等から、生産

量の減少が見込まれる。

平成２０年度の切り花の市場流通量は２８，８３９千本であり、過去のすう勢

による推計では平成２７年度は２３，４７１千本（１８．６％減少）程度になる

ものと予想される。

（鉢物）

洋ランを主体とする鉢物類を主要品目として生産されているが、切り花と同様

の理由により生産量の減少が見込まれる。

平成２０年度の鉢物の市場流通量は５，４３０千鉢であり、過去のすう勢によ

る推計では平成２７年度は４，４９１千鉢（１７．３％減少）程度になるものと

予想される。

エ 水産物

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る。

このような漁獲量の減少傾向に加え、消費地市場を経由しない流通が増加して

いるため、市場流通量全体は低下しており、今後もこの傾向は続くと予想される。

平成２０年度の水産物の市場流通量は、５９，７３８トンであり、過去のすう勢

による推計では平成２７年度は５１，８１１トン（１３．３％減少）程度になるも

のと予想される。

オ 食肉

本県の卸売市場は、小規模卸売市場であり、主たる取引品目は、牛枝肉である。

平成２０年度における牛枝肉取扱量は、５４０トンとなっており、近年の取扱量

は横ばいで推移している。

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

や地域内一貫生産体制を推進し、目標年度における牛枝肉取扱量は、高知県酪農・

肉用牛生産近代化計画による推計では５５８トン（３．３％増加）程度になるもの

と予想される。

（３）卸売市場を経由しない流通等の現状と見通し

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。

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、直販所への出荷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、直販所の数はここ数年横ばいとなっているが、

量販店が直販コーナーを設ける「量販店インショップ」の数が増えてきている。



２　品目別流通圏の設定２　品目別流通圏の設定２　品目別流通圏の設定２　品目別流通圏の設定

品目別流通圏の設定

基準年度
（平成２０年度）

目標年度
（平成２７年度）

野 菜 83,125 ｔ 73,886 ｔ

果 実 37,492 ｔ 26,347 ｔ

切 花 28,839 千本 23,471 千本

鉢 物 5,430 千鉢 4,491 千鉢

水 産 物 59,738 ｔ 51,811 ｔ

食 肉 540 ｔ 558 ｔ

平成２０年度人口は、総務省の「平成２０年１０月１日現在推計人口」による。

平成２７年度人口は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の都道府県別将来推計人口（平成１９年５月推計）による。

平成２７年度の市場取扱量は、品目別に以下の数値を基に推計

①　野菜・果実：平成８年度から平成２０年度までの取扱量

②　切花・鉢物：平成９年度から平成２０年度までの取扱量

③　水産物：平成１１年度から平成２０年度までの取扱量

④　食肉：高知県酪農・肉用牛生産近代化計画における肥育牛頭数の伸率

※

※

※

高
知
県
全
域

高知県全域 ７７３千人 ７４２千人

  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た。

流通圏 区域

流通圏人口

備考
基準年度

（平成２０年度）
目標年度

（平成２７年度）

市場取扱量

品目

-３-



３　卸売市場配置計画３　卸売市場配置計画３　卸売市場配置計画３　卸売市場配置計画

（１）青果物

区分 市場の整備計画 区分 取扱品目

室戸市 室戸市 浮 津 １ 室戸青果市場(協) 小規模 存置 小規模 青果物

奈半利町 奈半利町 ２ 中芸青果市場 小規模 存置 小規模 青果物

芸西村 芸西村 和 食 ３ 地方卸売市場(有)芸西青果市場 民 存置 民 青果物

香南市 香南市 赤岡町 ４ 地方卸売市場(株)赤岡青果市場 　 民 存置整備 民 青果物

〃 野市町西野 ５ (株)赤岡青果市場支店野市市場 小規模 存置 小規模 青果物

香美市 香美市
土佐山田町
西  本  町 ６ 駅前青果市場 小規模 存置 小規模 青果物

〃 〃 ７ 西町青果市場 小規模 存置 小規模 青果物

南国市 南国市 大 埇 ８ 地方卸売市場南国青果(協) 民 存置 民 青果物

〃 片 山 ９ 三和青果市場 小規模 存置 小規模 青果物

高知市 高知市 弘化台 １０ 高知市中央卸売市場 中 存置整備 中 青果物

〃 鴨 部 １１ 地方卸売市場(株)高知県中央青果市場 民 存置 民 青果物

土佐市 土佐市 高岡町 １２ 地方卸売市場土佐中央青果卸売(株) 民 存置 民 青果物

〃 宇佐町 １３ 土佐市農業協同組合宇佐支所青果市場 小規模 存置 小規模 青果物

いの町 いの町 波 川 １４ 伊野町川内青果市場(協) 小規模 存置 小規模 青果物

須崎市 須崎市 池ノ内 １５ 地方卸売市場須崎中央青果(株) 民 存置 民 青果物

〃 妙見町 １６ 高知県西部卸売市場 小規模 存置 小規模 青果物

四万十町 四万十町 茂串町 １７ 地方卸売市場窪川中央青果卸売市場 民 存置 民 青果物

四万十市 四万十市 佐 岡 １８ 幡多公設地方卸売市場 公 存置 公 青果物

土佐清水市 土佐清水市 浜 町 １９ (有)土佐清水丸仲青果市場 小規模 存置 小規模 青果物

宿毛市 宿毛市 南沖須賀 ２０ 地方卸売市場(株)宿毛中央青果市場 民 存置 民 青果物

注）区分欄の（中）は中央卸売市場、（公）は公設地方卸売市場、（民）は民営地方卸売市場、（小規模）は小規模卸売市場（中央・地方卸売市場以外の卸売市場をいう）

高

知

県

全

域

整備方針
流通圏

　中央卸売市場は、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する。
　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
こととする。

備考
市町村名

配置位置
市場名

当該流通圏既存市場
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（２）花き

区分 市場の整備計画 区分 取扱品目

高知市 高知市 布師田 １ 地方卸売市場（株）土佐花き園芸市場 民 存置 民 花き

〃 南新田町 ２ 地方卸売市場（株）高知県生花市場 民 存置 民 花き

〃 高 須 ３ 地方卸売市場（株）高知中央植物市場 民 存置 民 花き

注）区分欄の（中）は中央卸売市場、（公）は公設地方卸売市場、（民）は民営地方卸売市場、（小規模）は小規模卸売市場（中央・地方卸売市場以外の卸売市場をいう）

整備方針
流通圏 備考

市町村名

高知県
全　域

配置位置
市場名

当該流通圏既存市場
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（３）水産物（消費地市場）

区分 市場の整備計画 区分 取扱品目

高知市 高知市 弘化台 １ 高知市中央卸売市場 中 転換予定※ 公 水産物

四万十町 四万十町 茂串町 ２ 窪川中央魚市（株） 小規模 存置 小規模 水産物

四万十市 四万十市 佐岡 ３ 幡多公設地方卸売市場 公 存置 公 水産物

注）区分欄の（中）は中央卸売市場、（公）は公設地方卸売市場、（民）は民営地方卸売市場、（小規模）は小規模卸売市場（中央・地方卸売市場以外の卸売市場をいう）

※　高知市中央卸売市場（水産物部）については、国の第９次卸売市場整備基本方針の再編基準に該当したため、
　平成27年度末までに地方卸売市場に転換する予定。

備考
市町村名

高知県
全域

配置位置
市場名

当該流通圏既存市場 整備方針
流通圏
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（４）水産物（産地市場）

区分 市場の整備計画 区分 取扱品目

東洋町 東洋町 甲　浦 １ 地方卸売市場高知県漁協甲浦魚市場 民 民 水産物

東洋町 東洋町 野　根 ２ 地方卸売市場 野根漁業協同組合魚市場 民 民 水産物

室戸市 室戸市 佐喜浜町 ３ 地方卸売市場高知県漁協佐喜浜町魚市場 民 民 水産物

室戸市 室戸市 室戸岬町 ４ 地方卸売市場高知県漁協椎名魚市場 民 芸東地域 民 水産物

室戸市 室戸市 〃 ５ 地方卸売市場高知県漁協三津魚市場 民 民 水産物

室戸市 室戸市 〃 ６ 地方卸売市場高知県漁協高岡魚市場 民 民 水産物

室戸市 室戸市 〃 ７ 地方卸売市場高知県漁協室戸岬魚市場 民 民 水産物

室戸市 室戸市 室　津 ８ 地方卸売市場高知県漁協室戸魚市場 民 民 水産物

室戸市 室戸市 吉良川町 ９ 吉良川町漁業協同組合小規模卸売市場 小規模 室戸地域 小規模 水産物

室戸市 室戸市 羽根町 １０ 羽根町漁業協同組合小規模卸売市場 小規模 小規模 水産物

奈半利町 奈半利町 加領郷 １１ 高知県漁協加領郷魚市場 小規模 小規模 水産物

奈半利町 奈半利町 奈半利 １２ 奈半利町漁業協同組合魚市場 小規模 小規模 水産物

田野町 田野町 田　野 １３ 高知県漁協田野町魚市場 小規模 小規模 水産物

安田町 安田町 唐　浜 １４ 高知県漁協安田町魚市場 小規模 中芸地域 小規模 水産物

安芸市 安芸市 下　山 １５ 高知県漁協下山魚市場 小規模 小規模 水産物

安芸市 安芸市 西　浜 １６ 安芸漁業協同組合共同荷捌所 小規模 小規模 水産物

芸西村 芸西村 西　分 １７ 高知県漁協芸西魚市場 小規模 小規模 水産物

香南市 香南市 夜須町手結 １８ 地方卸売市場高知県漁協手結魚市場 民 民 水産物

香南市 香南市 赤岡町 １９ 高知県漁協赤岡魚市場 小規模 小規模 水産物

香南市 香南市 吉川町吉原 ２０ 高知県漁協吉川魚市場 小規模 小規模 水産物

高知市 高知市 浦　戸 ２１ 地方卸売市場高知県漁協浦戸魚市場 民 土佐湾中央地域 民 水産物

高知市 高知市 御畳瀬 ２２ 地方卸売市場高知県漁協御畳瀬魚市場 民 民 水産物

高知市 高知市 春野町甲殿 ２３ 春野町漁協水産物荷捌き所 小規模 民 水産物

注）区分欄の（中）は中央卸売市場、（公）は公設地方卸売市場、（民）は民営地方卸売市場、（小規模）は小規模卸売市場（中央・地方卸売市場以外の卸売市場をいう）

高

知

県

全

域

※　整備方針については、高知県水産物産地市場拠点化計画、高知県漁協の組織再編整備計画及びすくも湾漁協の市場統合
　の取組み状況等を踏まえ、県下７地域で市場整備・統合を推進する。

流通圏 配置位置
当該流通圏既存市場 整備方針※

備考
市町村名 市場名
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（４）水産物（産地市場）

区分 市場の整備計画 区分 取扱品目

土佐市 土佐市 宇佐町 ２４ 地方卸売市場高知県漁協宇佐魚市場 民 民 水産物

須崎市 須崎市 浜　町 ２５ 地方卸売市場 須崎魚市場 民 民 水産物

中土佐町 中土佐町 久　礼 ２６ 久礼漁業協同組合魚市場 小規模 小規模 水産物

中土佐町 中土佐町 上ノ加江 ２７ 上ノ加江漁業協同組合魚市場 小規模 小規模 水産物

中土佐町 中土佐町 矢井賀 ２８ 高知県漁協矢井賀魚市場 小規模 高岡地域 小規模 水産物

四万十町 四万十町 志　和 ２９ 高知県漁協志和魚市場 小規模 小規模 水産物

四万十町 四万十町 興　津 ３０ 興津漁協魚市場 小規模 小規模 水産物

黒潮町 黒潮町 鈴 ３１ 高知県漁協鈴魚市場 小規模 小規模 水産物

黒潮町 黒潮町 佐　賀 ３２ 高知県漁協佐賀魚市場 小規模 小規模 水産物

黒潮町 黒潮町 伊　田 ３３ 高知県漁協伊田魚市場 小規模 小規模 水産物

黒潮町 黒潮町 上川口 ３４ 高知県漁協上川口魚市場 小規模 小規模 水産物

黒潮町 黒潮町 入　野 ３５ 高知県漁協入野魚市場 小規模 小規模 水産物

黒潮町 黒潮町 田野浦 ３６ 高知県漁協田野浦魚市場 小規模 小規模 水産物

土佐清水市 土佐清水市 布 ３７ 高知県漁協布魚市場 小規模 小規模 水産物

土佐清水市 土佐清水市 下ノ加江 ３８ 高知県漁協下ノ加江魚市場 小規模 幡東清水地域 小規模 水産物

土佐清水市 土佐清水市 以布利 ３９ 高知県漁協以布利魚市場 小規模 小規模 水産物

土佐清水市 土佐清水市 窪　津 ４０ 地方卸売市場 窪津漁業協同組合 民 民 水産物

土佐清水市 土佐清水市 市場町 ４１ 地方卸売市場高知県漁協清水魚市場 民 民 水産物

土佐清水市 土佐清水市 三崎浦 ４２ 高知県漁協三崎魚市場 小規模 小規模 水産物

土佐清水市 土佐清水市 下川口 ４３ 高知県漁協下川口魚市場 小規模 小規模 水産物

土佐清水市 土佐清水市 貝ノ川 ４４ 高知県漁協貝ノ川魚市場 小規模 小規模 水産物

土佐清水市 土佐清水市 足摺岬 ４５ 高知県漁協足摺岬魚市場 小規模 小規模 水産物

注）区分欄の（中）は中央卸売市場、（公）は公設地方卸売市場、（民）は民営地方卸売市場、（小規模）は小規模卸売市場（中央・地方卸売市場以外の卸売市場をいう）

高

知

県

全

域

※　整備方針については、高知県水産物産地市場拠点化計画、高知県漁協の組織再編整備計画及びすくも湾漁協の市場
　統合の取組み状況等を踏まえ、県下７地域で市場整備・統合を推進する。

流通圏 配置位置
当該流通圏既存市場 整備方針※

備考
市町村名 市場名
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（４）水産物（産地市場）

区分 市場の整備計画 区分 取扱品目

大月町 大月町 小才角 ４６ すくも湾漁協小才角支所魚市場 小規模 小規模 水産物

大月町 大月町 大　浦 ４７ すくも湾漁協大浦支所魚市場 小規模 小規模 水産物

大月町 大月町 西　泊 ４８ すくも湾漁協月灘支所魚市場 小規模 小規模 水産物

大月町 大月町 古満目 ４９ すくも湾漁協古満目支所魚市場　 小規模 宿毛湾地域 小規模 水産物

宿毛市 宿毛市 柏　島 ５０ すくも湾漁協柏島支所魚市場 小規模 小規模 水産物

宿毛市 宿毛市 栄　喜 ５１ すくも湾漁協栄喜市場 小規模 小規模 水産物

宿毛市 宿毛市 片　島 ５２ 地方卸売市場 すくも湾漁業協同組合 民 民 水産物

宿毛市 宿毛市 田ノ浦 ５３ すくも湾中央魚市場地方卸売市場 民 民 水産物

注）区分欄の（中）は中央卸売市場、（公）は公設地方卸売市場、（民）は民営地方卸売市場、（小規模）は小規模卸売市場（中央・地方卸売市場以外の卸売市場をいう）

高

知

県

全

域

※　整備方針については、高知県水産物産地市場拠点化計画、高知県漁協の組織再編整備計画及びすくも湾漁協の市場統合
　の取組み状況等を踏まえ、県下７地域で市場整備・統合を推進する。

流通圏 配置位置
当該流通圏既存市場 整備方針※

備考
市町村名 市場名
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（５）食肉

区分 市場の整備計画 区分 取扱品目

注）区分欄の（中）は中央卸売市場、（公）は公設地方卸売市場、（民）は民営地方卸売市場、（小規模）は小規模卸売市場（中央・地方卸売市場以外の卸売市場をいう）

食肉海老ノ丸 １ 高知県中央食肉公社 小規模 存置 小規模

備考
市町村名

高知県
全　域

配置位置
市場名

当該流通圏既存市場 整備方針
流通圏

高知市 高 知 市
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第３ 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第３ 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第３ 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第３ 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

標標標標

１ 立地に関する事項１ 立地に関する事項１ 立地に関する事項１ 立地に関する事項

開設者及び卸売業者等の円滑かつ安定的な業務運営が確保されるよう十分な見通し

を踏まえて行う。この場合、特に次の事項について留意する。

(1) 周辺の土地利用との調整を考慮し、都市計画等との整合性が確保されること。特

に、流通業務市街地の整備に関する法律（昭和41年法律第110号）に基づく流通業

務施設の整備に関する基本方針との関連性に配慮すること。

(2) 道路等関連公共施設の整備計画との整合性が確保され、交通事情が良好な場所で

あること。

(3) 各種施設が適切に配置され、施設利用の効率性が確保され得る地形であること。

(4) 生鮮食料品等の安全・衛生上適切な環境にある地域であること。

２ 施設の種類に関する事項２ 施設の種類に関する事項２ 施設の種類に関する事項２ 施設の種類に関する事項

施設の種類は、次に示すとおりとし、商品の多様化、取引方法の変化、情報化の進

展、物流技術の進歩、食の安全や環境問題に対する社会的要請の高まり等に対応して

必要となる施設を計画的に整備するとともに、整備された施設の効率的な利用及び維

持管理の適正化に十分配慮する。

売場施設

駐車施設

貯蔵・保管施設

輸送・搬送施設

衛生施設

情報・事務処理施設

管理施設

加工処理施設

福利厚生施設

関連事業施設

以上の施設に附帯する施設

なお、水産物産地市場については、以上のほかに、海水浄化施設、水揚・選別機械

設備、計量施設等を実情に応じ整備する。
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３ 施設の規模に関する事項３ 施設の規模に関する事項３ 施設の規模に関する事項３ 施設の規模に関する事項

施設の規模については、「卸売市場整備基本方針」（平成２２年１０月２６日）（以

下「基本方針」という。）別記２に基づいて算定される施設規模を確保する。

４ 施設の配置、運営及び構造に関する事項４ 施設の配置、運営及び構造に関する事項４ 施設の配置、運営及び構造に関する事項４ 施設の配置、運営及び構造に関する事項

卸売市場施設の配置、運営及び構造については、生産者及び実需者のニーズに的確

に対応する必要があることを踏まえ、卸売市場で取り扱う生鮮食料品等の品質管理の

向上や加工処理等の機能の強化、さらには環境問題への積極的な取組等に向けて、特

に次の事項に留意するとともに、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や地方自治法（昭和22年法律第67号）に基づく指定管理者制

度の活用により、市場使用料の抑制等に努める。さらに、卸売市場の費用負担の適正

化の観点から、施設の使用料、入場料等の徴収についても検討する。

(1) 卸売市場におけるコールドチェーンシステムの確立に対する生産者及び実需者の

ニーズへ早急に対応するため、低温の卸売場や荷さばき場、温度帯別冷蔵庫等の低

温（定温）管理施設を計画的に配置すること。

(2) よりきめ細かなサービスを求める大規模小売業者、専門小売業者、外食産業事業

者等のニーズへの対応を強化するため、加工処理施設、貯蔵・保管施設及び輸送・

搬送施設について、施設の導入に当たっての費用対効果や共同施設の利用に関する

卸売業者、仲卸業者等の市場関係業者間の調整等を考慮しつつ、整備・配置を推進

すること。また、消費者ニーズに応える商品づくりのため、情報受発信機能の強化

や市場関係業者が一体となって行うリテイルサポート（小売支援活動）等の取組を

推進すること。

(3) 地球温暖化等環境問題が深刻化している中で、卸売市場においてもエネルギー消

費や廃棄物排出の抑制等環境負荷の低減に向けた取組が重要であることから、太陽

光発電等による新たなエネルギーの産出とその活用、食品廃棄物、包装容器等のリ

サイクルに資する施設の整備・配置や、通い容器の導入等による物流業務の効率化

に努めるとともに、管理棟の木質化を推進すること。

(4) 取扱数量の増大が見込まれる卸売市場にあっては、各種施設の増設余地の確保、

施設の立体化等に努めること。

(5) 大規模増改築等卸売市場施設の新設に当たっては、原則として外気の影響を極力

遮断する閉鎖型の施設とすること。また、(1)の低温（定温）管理施設に加え、衛

生管理施設等の品質管理の高度化に資する施設を計画的に配置すること。
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(6) 施設配置に当たっては、場内搬送経路の最適化を十分考慮するとともに、必要に

応じて自動搬送施設の導入等を行うこと。また、場外における交通渋滞等を緩和す

るため、車両誘導の効率化等を図ること。

(7) 施設運営に当たっては、コールドチェーンシステムの確立のための適切な温度管

理の徹底に十分配慮すること。

(8) 卸売市場の運営の効率化と卸売市場における物流業務の効率化を図るため、

① 取引における生鮮ＥＤＩ標準（受発注等の取引情報を電子的に交換する方法の

標準的な取決め）の活用、電子タグ（メモリ機能を有する極小のＩＣチップとア

ンテナを内蔵した荷札（タグ））の導入等の情報技術の活用

② 産地や実需者と連携して、流通コストの削減や流通における環境負荷の軽減に

資する通い容器等の導入

に積極的に取り組むこととし、必要に応じて市場内におけるＬＡＮ（構内情報通信

網）や通い容器に対応した搬送施設の整備と通い容器の一時保管場所の確保に努め

ること。

(9) 流通事情の変化に柔軟に対応できる構造とすること。

(10) 卸売市場の多様な機能の発揮と、周辺環境との調和を図るとともに、必要に応

じて、展示・見学施設、研修施設、多目的ホール、アメニティー機能（快適性）を

持つ施設等関連施設の整備を図るほか、可能な限り緑地帯等を設置すること。

第４ 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第４ 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第４ 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第４ 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に関する基本的な事項に関する基本的な事項に関する基本的な事項

１ 取引の合理化に関する事項１ 取引の合理化に関する事項１ 取引の合理化に関する事項１ 取引の合理化に関する事項

卸売市場における公正な取引と透明で適切な価格形成を引き続き確保する。その際、

卸売市場における取引規制の基本原則は維持しつつ、特に次の事項に留意して、効率

的な取引の確保や卸売業者、仲卸業者等の負担軽減のための措置を講じ、生産者及び

実需者のニーズに的確に対応した卸売市場における取引の活性化を図る。

(1) 卸売市場における売買取引の方法については、各卸売市場の消費動向と供給体制

の変化を踏まえ、各卸売市場の持っている経済的な地歩、取扱品目の性質、売手・

買手の特徴等卸売市場の実態を反映しつつ、卸売市場及び品目ごとの特性に応じた

合理的な売買取引の方法を設定するとともに、これを遵守すること。この売買取引

の方法の設定に当たっては、各卸売市場における市場取引委員会の場等において売

買取引の状況について不断の検証を行い、必要に応じて見直しを行うこと。
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(2) 計画的な集荷活動による品揃えの確保や商物一致原則の例外措置の活用、国が示

すガイドラインに即した受託拒否の禁止の例外措置の適切な運用等を図るため、各

卸売市場においては市場取引委員会の場等を活用して十分な議論を行い、卸売業者

と仲卸業者との連携の下での卸売市場に適合したサプライチェーンマネジメントシ

ステム（商品供給最適管理システム）の確立等による卸売市場流通の効率化に積極

的に取り組むこと。

(3) 卸売市場の集荷力の低下や産地と実需者間の直接取引の拡大に対応するととも

に、中央拠点市場を活用した効率的な流通網の構築といった観点からも、集荷の共

同化等の複数の卸売市場間の連携や新商品の開発等のための生産者及び実需者との

連携による集荷力の向上を通じた市場取引の活性化を図ること。なお、市場間連携

に取り組むに当たっては、卸売市場における取引秩序に混乱を来すことのないよう、

市場取引委員会の場等で十分な議論を行うこと。

(4) 迅速かつ機動的な取引による実需者のニーズへの的確な対応と卸売業者や仲卸業

者の負担軽減を図るため、法令に基づかない事前承認や各種書類の提出・報告の義

務付けについて、その必要性を十分に検証し、事務の簡素化の徹底を図ること。ま

た、生産者から実需者に至るまでの流通全体を通じた情報技術の活用や様式・書式

の統一等による事務の効率化に向けた取組を推進すること。

(5) 相対取引が増加している中で、卸売市場における価格形成の透明性を向上し、公

正な取引を推進するため、あらかじめ、開設者、卸売業者、仲卸業者等の市場関係

者間において十分な議論を行った上で、開設者や卸売業者は、日ごと、月ごとの時

系列で整理した情報等、仲卸業者や専門小売業者の利便性や透明性に配慮した取引

情報の提供に努めること。

(6) 大規模小売業者等の優越的な地位の濫用により、卸売市場における価格形成にお

いて需給以外の要素で価格が形成されることのないよう、各卸売市場においては、

取引条件の明確化、書面化の促進等について積極的に取り組むとともに、優越的な

地位の濫用が疑われる行為があった場合に行政の相談窓口の積極的な活用を図るこ

とにより、卸売市場における適正な取引環境の形成に努めること。

(7) 卸売市場における売買取引について、円滑・確実な決済を確保すること。

(8) 市場関係者の専門的な知見を十分に活用した機動的かつ効率的な市場運営を確保

するため、開設者は、各卸売市場の実態に応じて、卸売市場全体の利益を考えるこ

とができる幅広い視野を有した市場取引委員会の委員の選定等を通じて、より経営

的な観点から卸売市場全体としての統一的な意思決定に努めること。
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(9) 卸売市場においては、原産地表示の徹底等により公正な取引を推進するとともに、

生産履歴情報等の適切な確認・伝達による消費者の信頼の確保に努めること。また、

食中毒等の食品事故へ適切に対応するため、生鮮食料品等の仕入先及び仕入日、販

売先及び販売日等の入出荷に係る記録の作成・保存を適切に行うことにより、トレ

ーサビリティの確保に努めること。

なお、その際には効率化を図り、コストの削減に最大限努力すること。

(10) 卸売市場に対する生産者、実需者及び消費者の信頼の確保と向上に向けて、卸

売市場関係業界における自主行動計画や、卸売業者及び仲卸業者における企業行動

規範の策定を推進すること等により、コンプライアンス（法令遵守）の徹底に努め

ること。

２ 物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化に関する事項２ 物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化に関する事項２ 物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化に関する事項２ 物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化に関する事項

商品管理の適正化、食品衛生の確保、ロジスティクス（戦略的物流管理システム）

の展開方向、市場労働の省力化等に配慮し、特に次の事項に留意する。

(1) 商品形態の変化、多温度帯流通の進展、卸売市場の休業日の増加等に対応した施

設の整備を図るとともに、商品の特性に応じた荷さばき、保管等に努めること。

(2) 加工処理施設、貯蔵・保管施設及び輸送・搬送施設の整備に当たっては、電子商

取引、予約相対取引や見本取引の進展等取引方法の変化、小売形態の変化、荷さば

き、保管、搬送等の効率化等に配慮すること。また、場外保管施設の適切な活用を

推進すること。

(3) 自動荷さばき・搬送システム、パレット輸送システム、自動倉庫等の体系的利用

により、荷役労働の省力化を計画的に推進すること。

３ 物品の品質管理の高度化に関する事項３ 物品の品質管理の高度化に関する事項３ 物品の品質管理の高度化に関する事項３ 物品の品質管理の高度化に関する事項

開設者、卸売業者、仲卸業者等は、施設の整備と併せて、生鮮食料品等の鮮度保持

のための温度管理、市場内の施設や用具等の洗浄・殺菌、場内搬送車両の無公害化、

品質管理の責任者の設置と責務の明確化等の品質管理の高度化のための措置と、当該

措置をその内容とする品質管理の高度化に向けた規範の策定を推進することにより、

荷受けから卸売、仲卸、配送に至るまでの各段階において品質管理の高度化に取り組

む。

この場合、ＨＡＣＣＰ（危害分析・重要管理点）の考え方を採り入れた品質管理に

努める。特に、水産物及び食肉においては、食品衛生法（昭和22年法律第233号）に
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基づく公衆衛生の見地から必要な施設の基準や公衆衛生上講ずべき措置の基準を遵守

するとともに、食肉におけると畜段階においては、と畜場法（昭和28年法律第114号）

等に基づく構造設備の基準や衛生管理の基準の遵守、食道や直腸の結紮やナイフの消
さつ

毒等に取り組む。

第５ 卸売業者及び仲卸業者の経営の近代化の目標第５ 卸売業者及び仲卸業者の経営の近代化の目標第５ 卸売業者及び仲卸業者の経営の近代化の目標第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１ 卸売業者１ 卸売業者１ 卸売業者

(1) 卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保し、十分な卸売機能を果たしていくため、

経営規模の拡大及び経営体質の強化を図ることとし、特に資本の充実、従業員の資

質の向上、省力化システムの導入等による生産性の向上に努めること。

その際、市場間、市場内、市場外流通等による競争実態、情報システムの整備状

況等を踏まえつつ、合併や営業権の譲受け等による統合大型化や卸売市場を越えた

卸売業者間の資本関係の構築による連携関係の強化を図ること。

この場合において、救済合併等の場合を除き、原則として、基本方針で示されて

いる目標年度における従業員１人当たりの取扱金額の目標を目安とするとともに、

異なる卸売市場や取扱品目を異にする卸売業者同士の統合大型化や連携強化も視野

に入れた対応を行うこと。

(2) 経営状況の悪化に対処し、経営の健全性を確保し、出荷者に対する卸売市場の信

頼性を高めるため、増資等により財務体質の強化を図るとともに、経営再編による

コストの低減や経営多角化による経営改善を図ること。また、開設者等は、長期に

わたって改善が図られない卸売業者に対して、改善時期や改善事項をより明確化さ

せるなど、適切な指導を行うこと。

さらに、卸売業者の経営の安定を図るため第三者による適時適切な経営評価の実

施に努めること。

(3) 管理部門について、計画的な経営管理システムの整備、責任体制の確立等を図り、

事業の計画的かつ一体的な運営の確保と経営コストの縮減に努めること。

(4) 経営能力を有する人材の育成、新規労働力の確保とその教育及び熟練労働力の定

着と活性化を推進するとともに、責任体制の確立に努めること。

(5) 生産者の生産状況や実需者の需要状況に対応した計画的かつ安定的な集荷・販売

力の強化と生産者及び実需者との連携を深めることにより、国内産の農林水産物を

用いた新商品開発能力の向上に努めること。

(6) 卸売業者の経営は、手数料収入に大きく依存している場合も依然としてあること
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から、その提供する機能・サービスの充実に努め、それに見合った手数料収入を通

じて経営体質の強化に努めること。

２ 仲卸業者２ 仲卸業者２ 仲卸業者２ 仲卸業者

(1) 経営の発展を図るため、業者数の大幅な縮減を図ることを基本とし、卸売市場や

商品の実態、従業員の高齢化、後継者の有無等を踏まえ、合併や営業権の譲受け等

による統合大型化、仲卸組合の共同事業として廃業する仲卸業者の営業権の取得等

により業者数の縮減を図ること。

この場合において、救済合併等の場合を除き、原則として、基本方針で示されて

いる目標年度における従業員１人当たりの取扱金額の目標を目安とするとともに、

異なる卸売市場や取扱品目を異にする仲卸業者同士の統合大型化も視野に入れた対

応を行うこと。

(2) 経営状況の悪化に対処し、業務の適正かつ健全な運営を確保するため、開設者が

財務基準を定め、これに基づき経営の早期改善を図ること。また、卸売市場の信用

力を維持する観点から、開設者は、仲卸業者に対する経営改善指導を適切に行うこ

と。

(3) 小売業者、外食産業事業者等の仕入ニーズの適切な把握に努め、これに対応した

商品の小分けや事前処理、保管・配送等の販売業者機能を強化することにより、小

売業者への支援を図ること。また、就労体系の整備等により小売業者等の営業の動

向に対応した卸売市場の休業日における営業の実現に努めること。

(4) 卸売業者、仲卸業者、生産者、実需者等の関係業者間の提携関係の強化を図りつ

つ、大型ユーザーとの対等な取引関係の構築に努めるとともに、生産者及び実需者

との連携強化に取り組むことにより、新たな国内産の農林水産物の需要の開拓に努

めること。

(5) 情報機器の活用等による経営管理システムの確立や、経営再編等による経営合理

化、共同配送等によりコストの削減を進めること。

３ 卸売業者及び仲卸業者に共通する事項３ 卸売業者及び仲卸業者に共通する事項３ 卸売業者及び仲卸業者に共通する事項３ 卸売業者及び仲卸業者に共通する事項

(1) 大規模小売業者、専門小売業者、外食産業事業者等のニーズへ適切に対応し、経

営体質の強化を図るため、加工処理機能、貯蔵・保管機能及び輸送・搬送機能の強

化に取り組むこと。

(2) 実需者のニーズの把握と産地へのフィードバックを的確に行うことにより、これ
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まで卸売市場が中心に扱ってきた規格品に加え、特色ある地場産品や規格外品等に

ついて、これらの流通の特性も踏まえた上で、品揃えの強化を図ること。

(3) 新たな需要の喚起に資するよう、価格動向のほか、実需者のニーズ、産地の出荷

動向、商品情報等の多様な情報について、情報技術の積極的な活用を通じて、卸売

業者と仲卸業者間における情報共有を図るなど、その収集と提供の取組を強化する

こと。

(4) 卸売業者や仲卸業者が機能強化や経営の合理化に向けた取組を進めるに当たって

は、共同出資会社の設立、資本提携等も含め、両者の連携・協働に十分留意して行

うこと。

(5) 予約相対取引の活用等により、食品加工業者、外食産業事業者、大規模小売業者

等における定時・定量・定価格での安定的取引に対するニーズへの積極的な対応を

図ること。その際、天候不順等により契約数量の確保が困難な場合のリスク負担の

あり方等について契約当事者間で十分に協議すること。

第６ その他第６ その他第６ その他第６ その他

１ 情報化は、取引の公開性を高め、多様な取引方法の導入に資するなど、迅速かつ的

確な取引を推進する前提となることに加えて、市場行政の効率化、取引事務のペーパ

ーレス化、物流の省力化等市場運営及び関係業者の経営の合理化に直結することから、

早急にその推進を図る。

２ 最新の物流システムの導入、福利厚生施設の充実等卸売市場の労働条件の改善によ

る魅力ある職場づくりに努める。

３ 食の安全の確保と環境問題の深刻化に対応するため、有害物品に関する検査体制の

確立、塵埃処理施設及び汚水処理施設の整備に努める。
じんあい

４ 関連事業者については、卸売市場が食料品総合卸売センターとしての機能の充実を

図る上でも重要なことから、その体質改善と経営の活性化を図る。

５ 災害時等の緊急の事態に際し卸売市場が果たす機能の重要性にかんがみ、防災性に

配慮した施設整備を行うとともに、災害時等において適切な対応が確保されるよう努

める。特に、開設者、卸売業者、仲卸業者等は、ＢＣＰ（事業継続計画）の策定等を

通じて、災害時等においても業務を確実に継続できるような体制の確立に努める。ま

た、食の安全に係る事件・事故が発生した場合でも、客観的事実や科学的根拠に基づ

き、公正な取引の確保及び適切な価格形成に努める。

６ 市民のための卸売市場の役割を重視し、卸売市場への理解を醸成し、「食」に関す
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る卸売市場の知見を消費者に効果的に提供する観点から、卸売市場は生鮮食料品等の

卸売を行う場であるということを前提としつつ、市場内の衛生管理や入場者の安全の

確保等に十分留意して、食のイベント、学校教育のための市場見学会等の市民と卸売

市場との交流を深める機会の確保や消費者を対象とした表示に関する講習会、料理教

室等の機会の提供にも十分配慮する。また、地域社会との共生や地域の小売業者等と

の協働にも配慮する。

７ 卸売市場に関する情報については、取引結果及び卸売業者の財務を公表するととも

に、広く消費者に対し卸売市場の役割、生鮮食料品等に対する知識等について普及す

るため、インターネット等を活用し、卸売市場に関する様々な情報を広く公開・提供

するよう努める。
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平成２３年９月１日現在

-21-

1

1

17

37

水
産
物

凡　　例

中央卸売市場

公設地方卸売市場

民設地方卸売市場

小規模卸売市場

-21--21-



- 22 -

用語集用語集用語集用語集

卸売業者と買い手（仲卸業者等）の１対１の協議によって、価格等の取引条件を決
相対取引

定して販売する方法。

卸売市場において、出荷者から物品の販売の委託を受け又は物品を買付けて、仲卸

業者、売買参加者その他の買受人に対し卸売行為を行うことを業務とする者。
卸売業者

① 中央卸売市場の場合、農林水産大臣の許可が必要

② 地方卸売市場の場合、都道府県知事の許可が必要

生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その

卸売市場 他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるも

の。（卸売市場法第２条第２項）

卸売市場整備基本 農林水産大臣が卸売市場の整備を図るために定めなければならないこととなってい

方針 る。（卸売市場法第 4条）

生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活
卸売市場法

の安定に資することを目的として、昭和 46年に制定された法律。

① 中央卸売市場の場合

農林水産大臣の認可を受けて中央卸売市場の施設を設置し、取引関係者等を収容

して、市場取引を行わせるもの。
開設者

② 地方卸売市場の場合

都道府県知事の許可を受けて、地方卸売市場の施設を設置し、取引関係者を収容

して市場取引を行わせる業務を行うもの。

コールドチェーン 生鮮食料品等について、生産段階から小売段階まで所定の低温に保ちながら流通を

システム 図る仕組。

サプライチェーン 物流システムをある１つの企業の内部に限定することなく、複数の企業間で統合的

マネジメントシス な物流システムを構築し、経営の成果を高めるためのマネジメントのこと。

テム なお、この場合の「複数の企業間」とは旧来の親会社・子会社のような企業グル－

（商品供給最適 プ内での関係に留まらず、全く対等な企業間で構築される物流システムもサプライチ

管理システム） ェーンマネジメントと呼ばれる。

生産地又は水揚港等に立地し、出荷者から出荷された物品を他市場、主として消費
産地市場

地市場に出荷することを目的としている業者に対して卸売をする市場のこと。

災害や事故などの予期せぬ出来事の発生により、限られた経営資源で最低限の事業
事業継続計画

活動を継続、又は目標復旧時間以内に再開できるようにするために、事前に策定され
（ＢＣＰ）

る行動計画。

従来、地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式

指定管理者制度 会社をはじめとした営利企業・ＮＰＯ法人・市民グループなど法人その他の団体に包

括的に代行させることができる制度。

小規模卸売市場 中央卸売市場及び地方卸売市場以外の卸売市場。
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消費地に立地し、出荷者から出荷された物品を製造業者や小売業者、外食業者等に
消費地市場

出荷することを目的としている業者に対して卸売をする市場のこと。

食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずる

食品衛生法 ことにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護

を図ることを目的とした法律。

野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する

生鮮食料品等 食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令

で定めるもの。

地産地消 地域で生産された産物を、その地域で消費するという考え方に基づく取組のこと。

中央卸売市場以外の卸売市場であって、卸売場の面積が一定規模（青果 330㎡、水

地方卸売市場 産 200 ㎡（産地市場は 330 ㎡）、食肉 150 ㎡、花き 200 ㎡）以上のものについて、都

道府県知事の許可を受けて開設されるもの。（卸売市場法第２条第４項）

生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及びその周辺の地域における生鮮食

料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売の中核的拠点で、都道府県、
中央卸売市場

人口 20 万人以上の市、又はこれらが加入する一部事務組合若しくは広域連合が、農

林水産大臣の認可を受けて開設する卸売市場。（卸売市場法第２条第３項）

中央卸売市場整備 農林水産大臣が中央卸売市場の整備を図るために定めなければならないこととなっ

計画 ている。（卸売市場法第５条）

都道府県卸売市場 都道府県が定めることができるとされており、その内容は卸売市場整備基本方針及

整備計画 び中央卸売市場整備計画に即するものでなければならない。（卸売市場法第 6条）

物品の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状
トレーサビリティ

態のこと。

中央卸売市場又は地方卸売市場において、一定の店舗を設け、卸売業者から買受け

た物品を仕分け、調整して分荷販売する者。
仲卸業者

① 中央卸売市場の場合、開設者の許可が必要

② 地方卸売市場の場合、開設者の承認が必要

ＨＡＣＣＰ 食品の原料の受入れから製造・出荷までのすべての工程において、危害の発生を防

（ハサップ） 止するための重要ポイントを継続的に監視・記録する衛生管理方法。

公共施設などの建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力
ＰＦＩ

を活用して行う手法。

リテイルサポート
卸売業が小売業に対して行う経営支援のことで、売場づくりや品揃えが含まれる。

（小売支援活動）


