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１

経営展望策定の趣旨

策定に至る経緯と趣旨

○

策定の経緯
経営展望の策定にあたっては、平成 23 年 3 月に｢市場あり方検討委員会｣
を立ち上げ、幹事会で検討を重ね、その成果品として平成 24 年 1 月に中間
報告をまとめた。
平成 24 年度には、8 月までワーキンググループにおいて、その内容の検
討を深めた。9 月以降は、市場流通の専門家を交えて、これまでの検討結果
を織り込みながら、市場関係業者との意見交換、施設の巡回点検、ワーキ
ンググループにおける協議会等を重ね、
「長崎市中央卸売市場経営展望」を
策定したものである。

○

策定の趣旨
人口減少と少子高齢化、消費や流通の多様化など、卸売市場を取り巻く
環境は大きく変化し、市場外流通の拡大に伴い卸売市場は厳しい状況にあ
る。
さらに平成 21 年度からの「卸売委託手数料の自由化」に伴う市場間競争
の激化、平成 23 年度からの一定規模以上の中央卸売市場を拠点市場とする
「中央拠点市場制度」の導入など、当市場を取り巻く環境も大きく変化し
ようとしている。
今後、卸売市場を取り巻く環境の変化に的確に対応し、青果物流通の基
幹インフラとして、その役割や機能を十分に発揮していくため、長崎市で
は、国の第 9 次卸売市場整備基本方針に基づき、経営展望を策定するもの
である。
なお、経営展望は、開設者及び市場関係業者が一体となり、市場の位置
づけや役割、機能強化の方向性、市場施設の整備や運営のあり方等につい
て、経営戦略的な視点で明示したものである。
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２

策定の基本的な考え方とねらい

○

基本的な考え方
①

市民へ生鮮食料品等を安全かつ安定的に供給するという公共性を発揮
しつつ、開設者や卸売業者、仲卸業業者等の市場関係者の経営改善を図
るなど、経済性を発揮していくために、多様な市場関係者が長期的に何
をどのように行っていくかを示す。

②

卸売業者、仲卸業者、小売業者といった個別主体ごとの最適化を図る
のではなく、個別の主体が多少の負担を負うことになることを認識しつ
つ、市場全体としての最適化を図るという観点を全ての市場関係者が共
有した上で検討する。

○

策定のねらい
①

経営展望は、開設者及び市場関係業者が一体となって市場の活性化に
取り組むための指針とする。

②

経営展望は、当市場がめざす方向性とその実現のための経営戦略等を
市民や生産者、実需者等に広く明らかにする。

３

対象期間

○

平成 25 年度から平成 34 年度までの 10 年間とする。
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第１部

わが国の卸売市場を巡る情勢

１

取扱いの低迷、市場間格差拡大、経営悪化（業界）、財政難（公設市場開
設者）

(1)

取扱いの低迷
表１に、生鮮品流通全体量と卸売市場流通量に関するデータを示した。
表１

生鮮品流通に関するデータ
区

成
元
年
平
成
20
年
平
成
21
年

青

分

果

物
水産物

青果物総量

野菜

果実

総流通量

23,661

15,113

8,548

8,744

市場流通量

19,558

12,888

6,670

6,520

市場経由率

82.7%

85.3%

78.0%

年度、項目
平

（単位：千トン）

7,645

3,952

74.6%

中央卸売市場

11,597

中央市場シェア

59.3%

59.3%

総流通量

22,699

14,009

8,548

7,007

市場流通量

14,307

10,333

3,974

4,090

市場経由率

63.0%

73.8%

59.3%

45.7%
2,373

5,651
86.7%

58.4%

中央卸売市場

8,963

6,590

中央市場シェア

62.6%

63.8%

総流通量

22,091

13,573

8,518

6,766

市場流通量

14,264

10,249

4,015

3,927

市場経由率

64.6%

75.5%

中央卸売市場

8,758

6,430

中央市場シェア

61.4%

62.7%

59.7%

47.1%
2,328
58.0%

3,321
84.6%

58.0%
3,321
84.6%

農林水産省「卸売市場データ集(平成２４年９月)」より加工

表１から次のことが明らかになる。
①

総流通量・卸売市場取扱量の減少
平成元年と平成 21 年を比較すると、青果物、水産物とも総流通量、卸売市

場取扱量ともに減少傾向にある。しかしながら、総流通量の減少比率よりも、
卸売市場取扱量の減少比率の方がはるかに大きい。これが、卸売市場経由率の
減少に直結している。
総流通量が減少したと同程度の比率の減少傾向は仕方がないとしても、そ
れ以上の減少傾向については、卸売市場として問題がある。また、総流通量は、
青果物においては 20 年間であまり下がっていないのに比して、水産物は総流
通量そのものが大きく下がっていることも大きな特徴というか、青果物と水産
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物の違いである。これは、青果物（野菜、果物）は、食物として代替性があま
りないのに比して、水産物は動物性蛋白源として食肉が大きなライバルとなっ
ており、しかも食肉の方が優位に立っていることが背景となっている。水産物
が食肉よりも日本人に食べられなくなってきている（魚離れ）ことが、青果物
の消費にどう影響するかについては詳細な検証が必要であるが、大まかには、
日本型食生活において消費される野菜（主として煮野菜）と、食肉を中心とし
た欧風食生活において消費される野菜（主としてサラダなど生野菜）の違いは
あるといえる。食生活の変化に伴って青果物の生産流通がどのように変化し、
またそれに対応すべきかについてはこれからも重要な課題であるといえる。
さらに、水産市場の低迷は、青果市場にどのような影響を及ぼすかについて
も、大きな注目すべき点といえる。
表２

平成元年→平成 21 年における総流通量と卸売市場取扱量の変化
青果物

水産物

総流通量の減少比率

6.1%

22.7%

卸売市場取扱量の減少比率

27.1%

39.8%

農林水産省
②

「卸売市場データ集(平成２４年９月)」より加工

卸売市場経由率の減少
表１をもとに、平成元年と平成 21 年を比較すると、青果物 82.7%→64.6%、
水産物 74.6%→58.0%、
といずれも減少傾向にあり、
20 年間で青果物が約 18%、
水産物が約 17%の減少となっている。トレンド的に下がっていることは卸売
市場の機能の見直しを含めて、深刻に受け止める必要がある。しかし、別の
見方をすれば、減少して、なお過半を維持していることは、依然として生鮮
品流通の要としての地位を保ち続けているとも言え、悲観し過ぎず、改革に

よって再び活気を取り戻すことに希望を持つ姿勢が大切である。
さらに、表１をもとに平成 21 年と直近の平成 20 年とを比較すると、青果
物においては野菜、果実とも卸売市場経由率が平成 21 年で若干ではあるが上
がる傾向を示している。これは、青果物流通において卸売市場が復活しつつ
あることを示していると解釈でき、よい材料として今後ともシェア拡大に努
める励みとなろう。ただ、水産物においてはこのような傾向は見られない。
(2)

市場間格差の拡大→中央卸売市場シェアの変化
卸売市場取扱量の中で、中央卸売市場が占める比率（卸売市場には中央卸売

市場と地方卸売市場がある中で中央卸売市場が占めるシェア）を表 1 によって
見ると、平成元年と平成 20 年を比較した数値において、青果は中央卸売市場
のシェアが増加し、水産においては中央卸売市場のシェアがわずかながら減少
するという結果となっている。これは、青果において、全国の大型出荷団体に
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よる出荷先卸売市場の絞り込みなどの結果として、中小規模の中央卸売市場が
出荷先の指定から外されるという傾向が続いていることなどが影響し、大型卸
売市場（中央卸売市場を中心としているが、一部に大手の民設卸売市場もある）
への集荷の集中によるものが大きいと推察している。
水産物においては、中央卸売市場シェアが若干減少したということよりも、
中央卸売市場シェアが約 86%と、元々高いことを重要視したい。この高さの維
持が中央卸売市場として大切であると考える。
○

卸売市場流通量の中で、中央卸売市場のシェア（平成元／平成 21）青果

物 59.3%→61.4% 水産物 86.7%→84.6%となっていて、青果市場では中央卸
売市場のシェアが増加、水産市場では減少傾向となっている。
ただし、中央卸売市場のシェアの絶対値では水産市場の方が大きな数値と
なっている。これは、青果においては産地出荷者の出荷先卸売市場が分散型、
水産においては大型市場への集中型という商品特性によるものと思われる。
(3)

卸売市場業者の経営状況
卸売会社の収入は委託手数料及び買付集荷差益であるが、農林水産省「卸売
市場データ集」によると、平成 22 年度における営業利益率は、青果 0.36%（前
年度 0.27%）
、水産物 0.33%（前年度 0.11%）となっていて、前年度に比べると
改善は見られるものの、表 3 に見るように、卸売業全般に比しても、飲食料品
卸売業に比しても、売上高経常利益率が非常に低率である。このため、収益性
が低い業種といえる。さらに、卸売会社の取扱規模の大きさと営業利益が比例
する傾向がある。これは仲卸にもいえることで、取扱規模による経営内容の格
差はかなり明確に見られる傾向がある。
もとより、非常に巧みな経営により、比較的規模が小さい卸売会社や仲卸で
あっても経営内容が良好である企業もあり、これに学ぶことも重要である。
表３

卸売会社の収益性比較（卸売業、飲食料品卸売業は平成 17 年、中央卸
売市場は平成 21 年度のデータ）
（単位：百万円、％）
卸売業

飲食料品

中央卸売

中央卸売

卸売業

市場青果

市場水産物

265

322

従業員一人当たり年間売上高

78

92

売上高総利益率

23.6

21.1

6.9

5.1

0.8

0.5

0.4

0.3

売上高経常利益率

農林水産省「卸売市場データ集(平成２４年９月)」より引用
元データは、中小企業庁「中小企業の財務指標」
、農林水産省食糧産業局食品
製造卸売課調べ
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(4)

公設卸売市場開設自治体の市場会計の状況
中央卸売市場における開設者の卸売市場会計の状況を平成 21 年度で見ると、

まず収入は以下のとおりである。
（収入）
収入合計 994 億円のうち使用料は 443 億円(44.6%)で、うち売上高割 110 億円、
面積割 320 億円で、
これが企業としての営業収入比率である。使用料以外の 551
億円（55.4%）の内訳は、地方債 53 億円(5.3%)、補助金 12 億円(1.2%)、一般
会計負担金 280 億円(28.2%)、
その他 110 億円(11.1%)、前年度繰越 13 億円(1.3%)、
内部留保取崩額 82 億円(8.2%)である。このうち、一般会計繰入金や内部留保
取崩額などは、実質的な赤字補てんと考えられる。
一方、支出は以下のとおりである。
（支出）
支出合計 993 億円で、収支はプラス 1 億円。内訳は人件費 153 億円（15.4%）
、
事務費 213 億円（21.5%）、施設費 138 億円
（13.9%）、
地方債償還費 286 億円
（28.8%）
うち支払い利息 73 億円(7.4%)、その他 188 億円(18.9%)、翌年度への繰越 15
億円(1.5%)となっている。過去に施設整備で国からの借金となっている地方債
償還費がかなりの比率を占め、会計上の重荷となっている。支出の切り詰めが
どこまでできるかの検討が市場会計改善のために必要で、一般会計からの繰り
入れなど、実質的な赤字補てんをなくせるような会計でなければ、逼迫した自
治体財政に負荷がかかり、卸売市場運営が重荷となってしまう。その視点での
卸売市場運営の再点検が必要である。かといって、日々変化する流通環境に対
応した設備投資も、卸売市場の陳腐化を防ぐために必要で、そのための資金の
捻出、将来にわたる地方債償還費の負担などを総合的に判断する必要があるし、
経費の節減についてもきびしく追求していく必要がある。

6

２

施設の老朽化・陳腐化・現状とのミスマッチ、その他の課題
(1)

施設の老朽化
施設の老朽化については、わが国の中央卸売市場は昭和 30 年代から 50 年代

前半に建設されたところが多く、築 30～50 年経過のところが多い。これらの
施設は、延命策をとってもあと 20～30 年の使用が限界と推定される。しかし、
限界となった時点で、全面建て替えの費用ねん出の見通しが困難な自治体が多
い。かなりのまとまった資金が必要になるので、今から積み立てなどで準備す
るのが望ましいが、財政逼迫下ではそこまで手が回らない現実があり、対策を
考えていかないと、将来、施設の老朽化が深刻になった時、資金不足に直面す
ることになる。
今後、公設卸売市場において、開設自治体が直接運営するのか、第三セクタ
ー化や民営化など、開設運営のあり方を変更するかも大きな課題である。
(2)

陳腐化に伴う現状とのミスマッチ
陳腐化については、施設の構造が古く、例えば、第 9 次卸売市場整備基本方

針で強調されている品質管理の高度化（定温、低温、超低温の 3 温度帯の考え
方、閉鎖型卸売市場構造など）、物流の高度化（ピッキング、パッキング機能、
搬送仕分けの自動化など）
、卸売場のプラットホーム構造、搬出におけるドッ
クシェルターなどの新しい要請に応えられない場合に問題となる。
(3)

施設整備の課題
整備にあたっては、ニーズの継続性、建設コスト、ランニングコストなどを

慎重に考慮し、市場運営上、赤字要因とならないようにする必要がある。その
ためには、第９次卸売市場整備基本方針で挙げられた近代化措置は基本的には
必要なことではあるが、それぞれの卸売市場の実情に照らして、費用対効果も
勘案しながら、最適な整備計画を立案していくことが求められる。
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３

小売構造の変化への卸売市場の対応

(1)

小売構造の変化によるスーパーマーケットのシェアの拡大
農林水産省「食料品消費モニター調査」によると、野菜、果実、鮮魚におい

て、消費者が購入する小売店種類別の比率は、表４のようになっている。
表４

消費者による品目別購入先小売店種類の推移

（単位：％）

（野菜）
専門店

総合店

ｽｰﾊﾟｰ

生協

平成８年度

19.7

4.9

53.4

11.4

平成 16 年度

11.8

4.4

61.7

9.8

専門店

総合店

ｽｰﾊﾟｰ

生協

平成８年度

17.6

5.4

58.5

10.9

平成 16 年度

11.9

4.1

66.8

9.1

専門店

総合店

ｽｰﾊﾟｰ

生協

平成８年度

18.4

3.2

55.5

14.6

平成 16 年度

12.3

2.8

67.7

10.6

（果実）

（鮮魚）

このように、スーパーマーケットのシェア拡大が非常に顕著であり、全体
の３分の２を占めるに至っている。専門店（青果小売店、鮮魚小売店）のシ
ェアが減り、従来は卸売市場における買い出し業者の主役であった専門店の
数の減少が目立っている。
(2)

卸売市場のスーパーマーケットへの対応
スーパーマーケットのシェア拡大に伴い、卸売市場側もスーパーマーケット

への対応強化をしてきたところである。スーパーマーケットなどの大口需要者
は、計画販売、計画仕入れ、早朝納入などの購買行動をとるために、通常の朝
のセリ時間帯では対応が間に合わず、取引の早朝化、相対取引の増加につなが
っている。
また、鮮度・品質を重視するために、コールドチェーン体制を要望すること
が多く、それへの対応の如何が、卸売市場業者の営業に大きく影響するように
なってきている。
さらに、小分けパッキング、店舗別仕分けのピッキング、納品などもスーパ
ーマーケット対応として必要になってきている。
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(3)

卸売市場の小売店への対応
スーパーマーケットへの対応の強化が求められるとともに、一方では、消
費者の高齢化に伴う地域密着型小売店の必要性の増大もあり、将来の重要な
小売形態として、卸売市場としても対応を強化することが必要である。地域
密着型小売店は一般に小規模店舗の多数展開となるために、スーパーマーケ
ットとは異なる対応が必要になると考えられるが、これからの課題となって
いる。
加えて、一般小売商の減少、来場仕入れ業者（飲食店など）の減少、納品
の増加などによる来場者の減少でにぎわいがなくなったことも大きな問題で、
卸売市場の活気の喪失という問題を生じている。その影響は、来場者を主と
した顧客とする関連事業者（とりわけ食堂など）において深刻化している。
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４

集荷力アップの必要性

(1)

中央拠点市場制度の導入
農林水産省は、第 9 次卸売市場整備基本方針において、一定規模以上で、区

域外搬出率が基準を超えている中央卸売市場について、拠点市場という位置づ
けをするシステムを導入した。そして、中小規模で集荷力が十分でない卸売市
場について、拠点市場からの集荷支援を受けながら地域流通に対する役割を果
たすという役割分担という考え方を取り入れた。しかしながら実際においては、
拠点市場の仲卸などが直接、広範囲に営業活動をする可能性も非常にあり、集
荷を拠点市場に依拠するわけにもいかない。
(2)

中央拠点市場以外の中央卸売市場の集荷のあり方
国の基準で拠点市場にならなかった中央卸売市場においても、立地する県に
おいては中核的役割を果たしているわけで、まず、自県の中核としての拠点市
場という位置づけはしっかり持って、自県における実質的な拠点市場の機能を
果たすことを目標とすることが大切である。
そのための一つの方法は、地域（自県及びその周辺）の生産物の販売を中心
的に引き受けることである。それには、地域産品のブランド化、地域の消費者
への PR、安全安心システムの構築などの工夫が望まれる。また、卸売市場を
市民消費者に親しまれるような工夫をして、卸売市場経由の商品のブランド化
を図ることも重要である。
今日、いろいろな小売形態が登場し、目新しさで集客をしている。卸売市場
としても、多機能化、にぎわい創出、消費者を呼び込むなど、新しさあるいは
逆にレトロさなど趣向を凝らした雰囲気づくりをすることにより、再生する知
恵が望まれる。民設市場にはこのような取り組みで活気を呈している例が多い。
これらに学ぶことも必要である。
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５

経営基盤改善の方策としての取引のあり方

(1)

せり比率の低下と買付比率の増加
近年、卸売市場取引においてセリ比率が急減し、相対取引が主流になってき

た(表５)。また、集荷方法として、買付集荷比率が増大してきている（表６）
。
表５
項目

中央卸売市場におけるせり・入札取引の比率（金額ベース）
青果

年度

（単位：％）

水産
野菜

果実

鮮魚

冷凍

塩干加工

平成 6 年

58.2

60.5

56.9

32.4

55.9

18.6

9.7

平 成 10

49.3

51.0

47.6

29.5

51.2

16.5

8.7

26.5

26.2

27.7

24.6

40.8

16.6

6.6

17.7

16.7

19.8

20.2

33.5

13.9

4.5

17.1

15.9

19.9

19.8

32.4

13.5

4.9

年
平 成 15
年
平 成 21
年
平 成 22
年

農林水産省「卸売市場データ集(平成２４年９月)」より
表６
項目

中央卸売市場における委託集荷の比率（金額ベース）
青果

年度

（単位：％）

水産
野菜

果実

鮮魚

冷凍

塩干加工

平成 6 年

78.5

83.0

72.3

38.4

63.5

13.6

24.4

平 成 10

76.1

79.9

70.1

36.0

58.8

13.7

22.2

72.3

76.6

65.0

32.1

52.0

12.9

18.1

66.3

69.4

59.6

26.0

42.2

10.0

13.4

65.4

68.1

59.4

24.5

40.3

8.8

12.6

年
平 成 15
年
平 成 21
年
平 成 22
年

農林水産省「卸売市場データ集(平成２４年９月)」より
その背景としては、小売部門の中核となったスーパーマーケットなどの大口
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需要者が、計画仕入れを行うとともに、仕入れ量のスケールメリットを期待し、
それがセリ原則と相入れない要素があることなどがある。また、出荷側として
は、期待する価格があり、それがセリでは保証されないという事情もある。他
市場、特に建値形成をする卸売市場の価格動向を無視できないという事情もある。
このため、集荷における買付集荷の増加、価格形成におけるセリ比率の低下
が続いているが、一般的に買付集荷の相対販売は、卸売会社の利益率がセリに
よる委託販売手数料に比べて低いことが問題である。
取引のこの傾向が避けられないとすれば、その中でいかにして利益を確保す
るかが課題となる。また、セリ比率を上げることを経営目標として、障害を
乗り越えながら実績をあげている卸売会社もある。
(2)

川上、川下の大型化への対応
川上側、川下側の発言力が増す中で、卸売市場がいかに独自性を確保するか

という視点での取引方法の工夫が望まれる。川上側については、青果物を中心
として農協系統などの大型出荷団体が出荷先の選定に大きな影響力を持って
いる。これに対して、卸売市場側が販路の拡大や価格維持などの努力を強める
ことによって、集荷力を増強することが重要である。
また、川下側については、小売部門において量販店のシェアが高まり、それ
への卸売市場の対応のあり方が課題となっている。計画的販売への対応、パッ
ク加工、定時納品、コールドチェーンへの対応などの円滑な実施が要求されて
おり、そのための人的対応や設備のあり方などが課題となっている。
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６

社会環境の変化に対応した、これからの卸売市場のあり方
(1)

高齢化社会の深化
高齢化社会は、日本に大きな社会環境の変化をもたらし、卸売市場に関わる

事項においても、①買物（移動）困難化、②地域密着型小売への転換、③イン
ターネット利用などの在宅買い物型の購買行動の増加、④食料消費の減少、⑤
魚、野菜への関心増大などが挙げられる。
これについて、卸売市場も適切に対応し、生鮮食料品供給の役割をより積極
的に果たすことが求められる。とりわけ、インターネットによる販売システム
は急速に普及しつつあり、卸売市場の卸売会社、仲卸などは市場外流通に後れ
を取らないためにも、それへの対応の強化が急務となっている。
また、生産者の高齢化は、生産人口の減少につながり、それを補うためには
輸入の増加が予想される。こういう事態については想定が困難ではあるが、卸
売市場としてもできるだけの予測をもとにした役割の確保が求められる。
(2)

人口減少と日本経済の縮小
平成 62（2050）年に日本の人口は推計で 3 分の 2 にまで減少すると言われて

いる。これは、消費人口の減少ひいては卸売市場の取扱規模の減少に直結する
ことは明らかである。さらに、都市部への人口集中による県内での人口の偏在
化、高齢化による生産人口減（前述）などで日本経済に大きな影響が予想され
る。かなり先のことのようであるが、冒頭に述べたように、いまの卸売市場の
施設を 20 年後にリニューアルしたとすると、人口が 3 分の 2 になった時代に
は、リニューアルした施設がまだ稼働しているわけで、その時点で人口に比し
て卸売市場が課題施設になって市場会計の赤字が深刻な事態も考えられる。高
齢化社会、人口減少社会を念頭におけば、将来、どのような規模を想定すべき
か、大きな課題である。
(3)

消費者の意識変化
東日本大震災による放射能に対する関心の高まり、風評被害など消費者の意
識の問題、安全確保と消費者の安心感のギャップなど、このところ、消費者の
食品に対する意識が大きな課題となっている。その中で、とりわけ鮮度を要求
する生鮮食料品を取り扱う卸売市場としては、消費者の意識に沿うよう工夫と
努力をすることが、卸売市場の存在意義を増すことにつながる。
今日の消費者の関心について言えば、食品の栄養やサプリメントに対する健

康への関心が非常に高まっていると思える。卸売市場が取り扱う青果物や水産
物は人間の健康にとっても大変重要な地位を占めているので、栄養や健康維持
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における生鮮品の貢献度の大きさという面でも卸売市場が貢献できる部分は
非常にあるのではないかと考える。これらを含めた食に関する社会教育、すな
わち「食育」の取り組みの強化が、消費者の生活の質向上、いきがいづくりの
ためにも強く求められている。
(4)

市場再編・市場間連携の視点
平成 9 年の卸売市場法改正で、中央卸売市場について「開設者の地位の継承」

という考え方が導入され、平成 16 年の同法改正で、中央卸売市場の地方卸売
市場化の手続が明記された。さらに、第 8 次と第 9 次の卸売市場整備基本方針
において、取り扱いが低迷する中央卸売市場について一定基準を下回った場合
に、国から地方卸売市場化などの措置を迫られることとなり、実行に移されて
いる。県内では佐世保市中央卸売市場が平成 25 年 4 月から地方卸売市場へ転
換する予定になっている。これらの動向は、以前の単独卸売市場を中心とした
考え方から、一定の地域内での市場間連携という考え方に重点が置かれてきて
いることを示している。長崎市中央卸売市場など、県内で中核的役割を果たす
卸売市場は、市場間連携というコンセプトで、県内を中心とした拠点市場機能を
確立することが求められている。
また、その中で、卸売市場取引の中核を担う卸売会社に対して、十分な集荷
力、経営力が維持できなくなった場合の経営改善勧告措置も実施されている。
もともと中央卸売市場においては、複数の卸売会社の競争原理による発展が基
本とされてきが、取扱規模が縮小して、それぞれの経営規模が過小となるよう
な場合には、その卸売市場の安定的維持のために統合合併の推進も必要である。
しかし同一卸売市場での卸売会社どうしの統合が、諸般の事情でできない場
合には、他の卸売市場の卸売会社との統合、系列化などの手法がとられる場合
もある。
このような業界再編は、マーケット縮小の時代には、卸売市場の維持のため
にはやむえない措置としていくつかの卸売市場で実施されている。
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７

地域経済の核としての卸売市場の役割の再確認とオープン化の必要性
食料自給率がカロリーベースで 4 割を上下する状況下で、国は自給率の向上を
目標として掲げ、そのための対策の一つとして、流通経費の削減による輸入食料
品への対抗という方針を打ち出している。これは、卸売市場流通が、卸売会社、
仲卸などと多段階になっていることが高コスト体質につながるとして、直接物流
の推進をしている。このような取り組みは否定しないし、流通システムが多様化
することに反対するものではないが、日本の卸売市場制度は、世界に誇れる非常
に優れた機能を持っている。だからこそ、大正 12（1923）年制定の中央卸売市
場法以来、先の大戦をはさんで今日まで 90 年間も続いてきたのである。卸売市
場制度は決して時代遅れでも否定されるべきものでもない。
卸売市場の優れた点を挙げると、以下のとおりである。
① 流通コストの縮減による価格の低下
・卸売市場は、生産者と小売業者の間に介在することで、全体の取引回数を
減らし(取引総数極小化の原理)、その結果として生産者と小売業者が直接
に取引するよりも交渉費用や事務経費が縮小するとともに、輸送単位の大
型化によって輸送費の低減も実現している。このことは、卸売市場を通す
ことによって価格は高くなるのではなく、流通コストが縮減されるため安
くなる。
② 生鮮食料品の販売における合理性・効率性
・一堂に多くの業種の買い手が集まることによる迅速かつ幅広いニーズへの
対応が可能→残品が出にくい。
・長い日本列島、四季の変化、生鮮品の種類の多さ、鮮度重視などの日本の
国民性に合致
③ 社会的公平性があり、零細な生産者（出荷者）
、小売業者が生計を立てられ
る場としての重要性
・差別的取扱い禁止原則／出荷品の受託拒否禁止原則／取引の透明性確保、
取引方式別価格公表など
④ 迅速確実な代金決済システム
・生産者（出荷者）が安心して出荷できるシステム
⑤ 卸売市場間の連帯感の存在
・ 東日本大震災時に、被災地の卸売市場に対して全国の卸売市場から取扱物
品の提供その他の多くの支援が寄せられた。これは、卸売市場ならではの
同業者の連帯意識が再認識されたといえる。
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このような、生鮮食料品の安定流通の核となる卸売市場の役割を市民消費者に
理解してもらい、支援してもらうことは、公共的性格が強い長崎市中央卸売市場
などの公設卸売市場の発展のためには非常に重要なことである。
そのためには、長崎市中央卸売市場が実施しようとしている｢市場の見える化｣
事業などの市場オープン化事業を推進することが大切である。
この「市場の見える化」事業とは、市民消費者が長崎市中央卸売市場について
よく知ってもらおうという事業で、外観上も中がよく見えるようにし、内容的に
も市民消費者に来場してもらって、商品知識、健康や栄養などの知識普及などの
催しに参加してもらおうという取り組みである。このような市場開放の取組みは、
全国で始まっている。
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第２部
１

長崎市中央卸売市場の経営展望

長崎市中央卸売市場の課題・目標と経営展望

(1)

長崎市中央卸売市場の現状と課題
長崎市中央卸売市場は昭和 50 年 7 月 1 日の開設以来、数量ベースでは 9 万

トン台から昭和 61 年には 10 万トンの大台に乗り、金額ベースでは 120 億円
からスタートし（昭和 52 年）、順調に売り上げを伸ばしていって、平成 3 年
にはピークである 219 億円余に達した。しかし平成 3 年のバブル崩壊後は、
日本経済全体が後退局面に入り、卸売市場も全国的傾向として、漸減方法に向
かうようになった。長崎市中央卸売市場もその例にもれず、平成 4 年以降は取
り扱いの減少傾向に入っている。
平成 4 年以降を概括すると、バブル崩壊 13 年後の平成 16 年に数量で 9 万
トン台を割り、しばらく 8 万トン台が続いたものの、平成 22 年には 7 万トン
台に後退している。金額ベースでは、上下はあるもののおおむね漸減傾向が続
き、平成 17 年には 170 億円台を割り、平成 23 年まで 160 億円台と 150 億円
台を上下している。金額ベースでは 7 年間連続で 160 億円の線を上下する動
きとなっており、一方的な後退傾向ではない。右肩下がりの後退傾向が止まら
ない卸売市場も全国には多いなかで、長崎市中央卸売市場としては好材料とい
える。
長崎県内卸売市場における長崎市中央卸売市場の位置づけであるが、平成
20 年の長崎県卸売市場の総取扱量は、概算 16 万 6 千トンであるので、長崎市
中央卸売市場のシェアは約 52%である。今後とも長崎県の中核的拠点市場と
しての機能を高めていくなかで、長崎市中央卸売市場が、取り扱いの減少阻止
から増加へと積極的路線をとる姿勢をとることが、今後、よい結果につながる
と考えられる。そのためには、持続可能な強靭な経営の足腰を確保する体制を
取ることが大切である。
また、長崎市中央卸売市場は、昭和 50 年の開設以来、関係者以外立ち入り
禁止としていたため、周辺住民はもとより、一般市民の認知度は低い状況とな
っている。今後は、市民消費者に卸売市場に来てもらい理解してもらう必要が
あり、
「市民のための卸売市場」への転換には、市場の認知度の向上が喫緊の
課題である。
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長崎市中央卸売市場の取扱高の推移

年度 数量（ｔ） 金額（百万円） 単価（円/kg）

取扱数量（トン）

取扱金額（百万円）

25,000

120,000

100,000

20,000

80,000

取扱数量のピークは昭和６２年度、取扱金額のピークは平成３年度

15,000
取扱数量

60,000

取扱金額
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20,000

年度

0

0
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18

51

86,914

11,791

136

52

90,690

12,001

132

53

92,266

13,097

142

54

93,302

14,647

157

55

95,036

16,016

169

56

95,365

16,359

172

57

96,068

15,350

160

58

97,874

17,819

182

59

98,080

16,253

166

60

96,628

17,152

178

61 102,391

16,048

157

62 102,853

17,097

166

63 102,290

17,613

172

1

99,891

18,279

183

2

98,108

21,113

215

3

92,106

21,935

238

4

95,451

19,111

200

5

94,272

21,141

224

6

95,280

20,967

220

7

95,172

19,417

204

8

93,591

19,704

211

9

96,459

19,652

204

10

95,031

21,092

222

11

91,513

18,407

201

12

92,370

17,680

191

13

92,946

16,366

176

14

94,733

17,879

189

15

90,688

17,492

193

16

86,253

17,468

203

17

86,961

15,960

184

18

83,490

16,768

201

19

84,708

15,918

188

20

85,843

16,021

187

21

83,089

15,188

183

22

77,388

16,654

215

23

77,240

16,077

208

(2) ＳＷＯＴ(強み、弱み、機会、脅威)分析から見た長崎市中央卸売市場の将
来方向
①

ＳＷＯＴ分析とは
ＳＷＯＴ分析とは、長崎市中央卸売市場が持つ要素を

Ｓ（Strengths）
Ｗ（Weaknesses）

－強み、長崎市中央卸売市場が持つ長所
－弱み、長崎市中央卸売市場が持つ弱点

Ｏ（Opportunities）

－機会、長崎市中央卸売市場にとって今後役立つ外部

Ｔ（Threats）

環境
－脅威、長崎市中央卸売市場にとってマイナスと

なる外部環境の 4 つに分類し、それを組み合わ
せて将来方向を決めていく分析方法
Ｓ（強み）×Ｏ（機会） →強みを積極的に活かした戦略を立てる
Ｗ（弱み）×Ｏ（機会） →プラスになる外部環境はあるがいまは弱くてじ
ゅうぶんに活かせない状況下にあり、弱みを克
服する可能性があればチャレンジする戦略。無
理できない場合もある。
Ｓ（強み）×Ｔ（脅威） →マイナスになりそうな外部環境に対して、長崎
市中央卸売市場が持つ強みを活かして克服する
戦略。
そうするのがいいのか、しないのがいいのかは
総合的に判断。
Ｗ（弱み）×Ｔ（脅威） →脅威に対して積極的には対応する力がない場。
経営全体をにらんで、守りを固める努力をする
か、撤退するか、の判断も必要になる。
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② ＳＷＯＴ分析結果

長崎市中央卸売市場の
ＳＷＯＴ分析

Ｏ（機会）
・長崎県は農業生産が豊富
・長崎新幹線など長崎へのア
クセス改善
・佐賀県に大きな卸売市場が
ない

Ｔ（脅威）
・少子高齢化など、将来のマ
ーケット縮小方向
・就職希望者が少ない
・福岡市に拠点市場がある

・長崎県の拠点市場機能を確 ・高齢者などへの市場来場の
Ｓ（強み）
・長崎県内で唯一の中央卸売
立
働きかけ→青果物と健康
市場(平成 25 年度以降)

・佐賀県を含めた販路拡大

など

・卸売会社の経営内容が安定 ・長崎県産の地場もの産地市 ・長崎県産青果物の集荷を確
している

場機能の強化

・関連棟が入口近くにある

・観光客への市場来場対応

・まとまったスペース、駐車

・関連棟から市民への開放

場がある

・大口需要への対応のための

保するとともに、他県産も
積極的集荷。
・販売先の積極的拡大で取扱
規模を確保

施設・機能設置。仲卸機能 ・縮小の外部環境に対応する
の強化

には、拡大の考え方が必要

・売買参加者の広域勧誘
・卸売市場機能の多角化、多

・卸売市場機能の多角化、多
様化（縮小に対抗して）

様化（長所を活かして）

・長崎県の拠点市場を確立
・卸売市場の仕事の生きがい
Ｗ（弱み）
・九州の拠点市場とまではい ・市民に親しまれる市場づく
を PR し、積極的勧誘
かない

り

・できる限り人材を割いてセ

・長崎市民、県民への長崎市 ・市民県民消費者への市場の
場の認知度がいま一つ

ールス活動を強化

PR 強化。長崎市場のイメ ・やむをえない場合には転送

・市場来場者数の減少

ージアップ。開かれた市場

集荷も辞さず。品揃え優

・営業に人材をまわす余裕が

作り。市場見える化の取り

先。

ない

組み
・仕事配分の工夫で営業部門
強化
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(3)

長崎市中央卸売市場の将来ビジョンと経営戦略の３つの柱
これらの分析を踏まえ、長崎市中央卸売市場の将来ビジョン(基本理念、
役割、目的、成果目標)については次のとおりとする。

基本理念
「消費者と生産者双方の期待に応え、市民に支持される市場」をめざす

役

割

「長崎市民の生活を支える消費地市場として、また県内各産地の生産者を支える
産地市場として、市民と生産者を結ぶ魅力ある卸売市場」をめざす

目

的

「卸売市場の着実な拡大」をめざす

成果目標
青果物の取扱高(数量・金額)の増加
この将来ビジョンの実現のための経営戦略の柱として、次の３つを設定
した。すなわち、１
３

オープン化、２ 「長崎市場」のイメージアップ、

着実な拡大と経営体力増強、である。この３つの柱を軸として、長崎

市中央卸売市場の改革を進めていく。

長崎市中央卸売市場経営戦略の３つの柱
１
２
３

オープン化
「長崎市場」のイメージアップ
着実な拡大と経営体力増強

緊急課題
人材確保・育成
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２

３つの経営戦略と具体的施策
長崎市中央卸売市場の経営戦略としては、オープン化による市民への卸売市場
の理解度向上→長崎市中央卸売市場のイメージアップ→長崎市中央卸売市場の
活性化と取扱規模拡大、という順序で活性化を図る経営戦略を立てる。

(1)

オープン化

卸売市場は本来、卸売行為を行うところであり、消費者を対象とした小売行為
は目的外とされてきた。しかしながら、次の４つの理由で、卸売市場に市民消費
者を入れるオープン化が進んできている。
① 卸売市場経由率の低下に伴う市民消費者の卸売市場の理解
第１は、卸売市場経由率の低下に対する対応である。卸売市場経由率は、青
果物についてみると、平成元年度の 82.7%から平成 21 年度には 64.6%へと下
がっている。卸売市場を守り発展させる立場から見ると、卸売市場経由率の低
下は、将来にわたる衰退傾向を示し、なんとかして挽回したいと考える。その
ためには、市民消費者に卸売市場を理解してもらうことが大切である。これま
でのように、卸売市場内に関係者以外立ち入り禁止というようなことだけでは
理解は得られない。市民消費者に卸売市場を知り、役割を理解してもらうため
には、市場に来てもらう必要がある。全国的にも市場見学者の受け入れ、さら
に見学者通路や展示の整備充実などで積極的に対応する卸売市場が増えてい
る。
② 卸売市場取扱商品のＰＲ
第 2 は、より積極的に、市民消費者に卸売市場の取扱商品の商品知識を持っ
てもらうねらいである。小売店舗では、陳列する商品の種類には限りがある。
卸売市場ではより多くの種類が並んでいる。これを目にして知ってもらい、買
うに気なってもらうことが大切である。札幌市中央卸売市場の青果卸売会社 M
社は、市民消費者を対象としてホテルの会場で多くの青果物を並べて試食会も
用意し、毎年、多くの来場者でにぎわっている。「これは美味しい」という声
は、小売店にこれを仕入れてくださいという声につながり、ひいては卸売市場
の取り扱い増加につながる。その意味では卸売市場内で青果物を販売提供する
ことも、単に販売が目的ではだめで、いい商品の存在を知って、買ってもらっ
て食べてもらい、消費拡大につなげるというのが本来、期待されている効果で
ある。
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③ 来場者の減少に伴う関連商品売場棟店舗の開放
第 3 は、小売構造の変化に伴い、一般小売商数が減少して、来場者が減って
いるということである。来場者の減少は、卸売市場で日常的に実感していると
ころであるが、来場者の減少でいちばん直撃されているのが、関連事業者であ
る。とくに食堂は、来場者が減ることが直撃を受ける。東京・築地市場や横浜
市中央卸売市場本場などのように、市民消費者が食事を目当てに多数来場して
いる卸売市場もある。観察していると、とくに築地市場においては、食事のつ
いでに、海苔や包丁、その他、いろいろなものを来場者が買っている。賑わい
は、新たなビジネスチャンスにつながる。その意味で、だれでも気軽に卸売市
場に来られるようにすることは、卸売市場のイメージを一新し、新しい卸売市
場像をつくっていくことにつながる期待が持てる。
④ 卸売市場の必要性（税金を投じる必要性）の周知
第 4 に、長崎市中央卸売市場を含め、公設卸売市場は、開設自治体の税金で
少なからずまかなわれているために、卸売市場の必要性（税金を投じる必要性）
について、市民の理解を得ておく必要があるということである。とくに近年、
日本経済全体の困難性が増す中で、自治体財政の逼迫が深刻化し、卸売市場の
維持に税金を投じることがますます困難になってきているので、なおさらであ
る。市民の施設という位置づけを、市民がわかる形で実施する必要がある。某
自治体は、１億円の市場会計の赤字が重荷になり、ついに市が卸売市場の運営
を放棄して、無償で卸売市場業者に使用させるという手段を取った。当面は使
用する側も助かったように見えるが、老朽化した施設のメンテナンスも市は行
わないので、自分で直さなければならない。年を経ると、使えなくなるのは明
らかで、その時点で卸売市場は終了とならざるをえない。永続しうる卸売市場
としては不適格である。市民消費者に親しまれる卸売市場を目指した運営は、
安定的に卸売市場を維持するためにも、非常に大切だと考える。
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（具体策）
①

市民消費者が市場に来場することの積極的効果をねらった企画を実施を

検討する。
○ 青果まつりの毎年実施
○ 卸売市場主催で、市民消費者に対する生鮮品の商品知識の普及活動。
食生活に対する関心の向上により、消費の拡大も期待する。食育、健康
と食の関係、認知症予防と食生活などの市民消費者に対する講演会、地
域商工会とのコラボによるイベント企画、長崎市場の役割の大切さを知
ってもらうための展示コーナー、見学ツアーの企画、など。
② 関連商品売場棟店舗の有効活用。市民消費者への常時開放による市民消
費者への利便性の確保と来場者の増加による賑わいの創出。
③ 緑地やガソリンスタンド跡などの有効活用による効果的な施設・機能の
創出。卸売市場機能だけでなく、市民消費者に憩いの場を提供し、親しま
れる市場づくりをめざす。
④

卸売市場の外観の工夫で魅力アップの取り組み。例えば
○ 看板、案内板の充実。デザインの工夫でわかりやすく、市民消費者な
どが入りやすく、かつ話題性があるように工夫する。
○ 樹木の選定などにより市場内部が外からよく見えるようにする（市場
の見える化）
。
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(2)

「長崎市場」のイメージアップ

長崎市中央卸売市場の取り扱い部類である青果物は、人の食生活、健康維持に
欠かせない食品である。ある調査では、青果物の中でも野菜について、消費者の
買い物頻度は 2～3 日に 1 回という高いレベルである。しかも青果物は、肉で動物
性たんぱく質を代替できる魚と違って、代替物がないということも有利な条件で
ある。生活必需度が高いということに確信を持ちながら、それをいかにして長崎
市中央卸売市場経由で販売できるかということが大切である。いま、小売店頭で、
どういう流通ルートを通ってきたかという表示は、産地直送などを除いてされて
いないのが現状である。ましてどこの卸売市場を通ったかという表示はほとんど
ない。しかし、関東地方では、魚についてではあるが、
「築地市場仕入れ」あるい
は「築地直送」などという表示がレストランや小売店頭で見られ、消費者も、そ
れを品質が良いという期待感を持って見ていて、卸売市場経由がブランドになっ
ている。また、同じ九州では、熊本大同青果が「お野菜百科」というブランドを
つくり、熊本県産野菜を県内小売店でのぼりを立てて販売して、消費者から好評
を得ている。また最近では、同社の名前が入った段ボール小箱入りのトマトを首
都圏でも販売している。つまり、卸売市場が小売り店頭で表示されない「黒子」
から、どの卸売市場で扱いましたという表示を積極的にすることによって消費者
の支持を得る積極路線に転換して成功している事例が出ているということである。
これを参考にして、
「長崎市場直送」という表示がブランドになるようにのぼり
をつくって小売り店頭で目立つように表示するなどして取り組むことが、長崎市
中央卸売市場経由品を増やすことに貢献すると考える。もとよりそれには品質面
のレベルも確保しなければならない。さらに、公設卸売市場として、長崎市中央
卸売市場の公共的役割の充実を図る。

（具体策）
①

長崎市中央卸売市場で取り扱う商品の優良なイメージをアピールする「長
崎市場直送」のブランド化。小売店に「長崎市場直送」品取扱店としての、
のぼりを作成するなどの PR 策の実施。

② 品質管理（鮮度、規格、表示、安全性など）の確保に努め、さらにそれを
表示するなどして、長崎市場取扱品の高いブランド力を確保して、競争力を
強化する。
③ 小ロットでも優良な商品の集荷をし、多彩な品ぞろえにより消費者の興味
を引くとともに、小売支援効果をねらう。
④

統一パッケージの作成によるアピール力強化。

⑤

災害時の避難場所、救援物資の集積等の役割の充実

⑥

環境対策として、電気自動車の充電設備、場内車両の電動化などを図る。
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(3)

着実な拡大と経営体力増強
今日のわが国の卸売市場は、平成初期のバブル崩壊以来の経済縮小傾向の中

で、守りの姿勢に追い込まれているのではないか、と強く危惧している。取り
扱い縮小に応じて営業利益が減少していることに対して営業費用の節減が主
な対策となっているのではないだろうか。もとより、無駄な経費の削減は必要
であるが、行き過ぎるとかえって経営体力を削ぐことになる。他業種では経営
規模の縮小に対して、リストラの実施も辞さないところが多数あるが、卸売市
場は、営業活動が人によって支えられる人海戦術であり、社員の数が即戦力に
影響する。それ故に、必要な経費まで削減するような消極策では、じり貧とな
るばかりといえる。したがって、展望ある事態打開のためには、経営拡大の方
向で考えるのがベストといえる。拡大といっても、経費を増額して無理な投資
をすればリスクが高くなるので、当面、現在の人員を前提として、姿勢として
拡大路線をとっていくということがもっとも現状に合致している。
他市場も拡大路線をとればどこかでぶつかることになるが、戦略としては、
市場外流通に侵食されている部分の取り返しと、県外の卸売市場からの攻勢へ
の対抗を軸として、県内の卸売市場については、できるだけ協調・協働路線を
取る姿勢が望ましい。そのために、長崎県内については、長崎市中央卸売市場
を拠点市場とした集荷協力支援体制を構築することと、大型需要者への販売力
増強策として、ピッキング、パッキング、配送機能、品質保全機能などの増強
を図ることが、今日の社会的要請に合致していると考え、具体的な策を設定した。

（具体策）
①

長崎市中央卸売市場を長崎県内の拠点市場と位置づけ、県内県外他市場との
連携による集荷の相互支援ネットワークの構築の検討。

②

庭先集荷の拡大による積極的集荷。生産者の高齢化に伴い、卸売市場への出
荷力が減退していることへの対応。

③
④

産地との訪問・交流による取引の拡大。優良商品の発見と新規商品開発。

産地市場として、広域（開設区域外を含め）への販路拡大→産地商人機能、
農協出荷品の域外出荷機能を担う。

⑤

企画・開発部門の設置と強化→需要者に対するセールス活動の強化。

⑥

仲卸の販売力強化策として、加工・ピッキング・物流機能の増強。

⑦

卸売会社が仲卸と協働しての IT 機能の強化による需要者への商品リストの
提供と事前注文の強化。
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⑧

売買参加者の承認基準の緩和による広域勧誘で来場者の増加、販売の増加を
図る。

⑨

小売業の経営力強化のために、商品情報の提供の濃密化などの小売支援を強
化する。

⑩

卸売市場の多機能化。卸売会社や仲卸が取扱商品あるいは事業を拡大するこ
とにより、市場外の客を引き戻す、ないし新しく呼び込むことにつながる。卸
売市場法に触れない限り、会社の定款を変えればできることはたくさんある。

⑪

市場外流通や新しい小売形態の取り込みによる市場機能の拡大を図る。
例えば、直売所、朝市、道の駅など。

⑫

進行する高齢化対策として、移動販売車の取り込みと商品提供の充実を図る。

上の 3 つ経営戦略の具体策については、個別に重要度、実施主体及び実施時
期を別紙 1 に示している。
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３

長崎市中央卸売市場の緊急課題－人材の確保、育成及び活用
卸売市場機能の多様化に対応し、激しい市場間競争に勝ち抜くためには、市場
業界の各企業の優秀な人材の確保が重要である。今日、大学や高校などの学生生
徒の卸売市場への就職の関心は必ずしも高くなく、全国的に見ても、卸売市場各
社は優秀な人材の確保に苦労しているのが実情である。長崎市中央卸売市場とし
ても、人材の確保が将来の戦力を担う決定的な要素になるので、真剣な取り組み
が重要である。当面、以下の方策を検討する。人材の確保には、新入社員の確保
（外部からの募集）と現有社員のレベルアップのふたつがあり、それぞれについ
て積極的な取り組みが必要である。

(1)

人材の外部からの募集について

① 新卒の確保
学校の新卒については、親が地元就職（自宅からの通勤）を望む傾向がある
ことから、長崎県内の学校に対する求人に力を入れる。定型的な求人票だけで
なく、卸売市場の魅力、勤務形態、入社した社員の体験談・コメントなどを入
れたパンフレット（
「市場においでよ」などのキャッチフレーズ）を各社共同で
作成して、学校に配布するのもひとつの方法である。また、応募をためらう学
生生徒のなかでは、早朝出勤と休みの少なさを気にする人も多いので、できれ
ばそれへの対応策を講じつつ、他業種も決して甘くないことなども織り込みな
がら、来る気にさせるパンフレットをつくることを検討する。
全国の大学について、いちいちパンフレットを配布したり学校に説明に出向
くことは不可能であるが、ホームページなどで特に長崎県出身者に対するアピ
ールは可能であろう。
② 中途採用
中途採用については、経済不況によるリストラ、自己都合退職などが増えて
おり、就職先を探していることから、就職先として長崎市中央卸売市場に関心
を持つ人は、以前よりも多いと考えられる。卸売市場と同業か関連した業種で
あれば、即戦力として期待できるが、異業種であってもコンピュータが使える
とか、その他、卸売市場にとっても戦力になる人材もいると思われるので、職
安を始めとして広く募集するのも検討に値する。
③ 後継者の育成
小売業の後継者難の解消を目指して、小売業見習いを募集し、卸売市場とし
て可能な研修を行う（八百屋塾）。具体的方法については、関係者でよく検討す
る必要がある。
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(2)

現職社員のレベルアップと能力活用について

① 現職社員のレベルアップ
社内でレベルアップに取り組むのが基本であるが、長崎市中央卸売市場全体
としては、役に立つテーマでのセミナー・研修会の開催、産地研修の実施、な
どが考えられる。レベルアップの対象項目としては、コンピュータ取り扱い技
術の向上、食の安全安心知識の向上、商品知識の向上、接遇技術・話術の向上、
マーケティング・販売技術の向上、その他、卸売市場業務に役立つスキルアッ
プを積極的に図る。
② 有資格者の有効活用
野菜ソムリエなどの資格については、資格取得について支援するとともに、
有資格者の能力を積極的に活用する取り組みを進める。
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４

経営展望の運用体制及びスケジュール

(1)

経営展望の運用体制

① 経営展望の進捗管理
経営展望の具体的施策については、別紙に示しているとおり、実施時期を
明記しており「長崎市中央卸売市場あり方検討委員会」を「長崎市中央卸売
市場経営展望推進委員会」に改め、経営展望の推進と進捗管理を行う。
② 経営展望の推進体制

計 画 の 検 討 と 策定
を依頼

)

行動計画の策定で問
題点が生じた場合は
協議をする

経営展望推進委員会

具 体 的 施 策 の 行動

具体策の実施主体

経営展望推進委員会

事務局 開(設者

経営展望

別紙 1 に応じて

行動計画を事務局
経由で推進委員会に
提出してから実施

具体的施策
の行動計画
の進捗管理

開設者

活性化推進委員会

オープン化実行委員会

関連事業者

小売業者

仲卸業者

卸売業者

③ 経営展望の検証作業
経営展望推進委員会は年１回から 2 回、具体的施策の実施状況の検証作業
を行う。
④ 経営展望の見直し
本経営展望は、平成 34 年度までの中長期的な指針であり、今後の変化に応
じて、推進委員会において必要に応じて適宜修正を行う。
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(2)

経営展望推進のスケジュール
今回の経営展望は、卸売市場の着実な拡大をめざす、今後１０年間における

市場運営の指針となるものもので、具体的な取り組みについては、重要度、実
施主体及び実施時期ごとに別紙１のとおり整理を行っている。
その中で、実施時期については、直ちに取り組む事項を実施する期間として
短期(概ね２年以内)、少し期間を取って取り組む事項を実施する期間として中期
(概ね５年以内)、一定の期間を取って取り組む事項を実施する期間として長期
(概ね１０年以内)と３つの実施期間に区分している。

○ 短期(概ね２年以内に実施) 「３つの経営戦略の基盤固め」
【基本的な考え方】
・直ちに取り組む事項
・３つの経営戦略において基盤固めとなる事項

具体策

短期(～26)

・庭先集荷の拡大
・産地との訪問・交流による取引の拡大等
・売買参加者の承認基準の緩和
・小売業者への商品情報提供の濃密化
・
「長崎市場直送」店のＰＲ
・小ロット等多彩な品揃えによる小売支援
・災害時の食料調達や避難場所等の役割充実
・青果まつりの毎年開催
・関連商品売場棟店舗の一般市民への開放
・看板や案内板の充実による市場の見える化
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中期(～29)

長期(～34)

○

中期(概ね５年以内に実施)

「取扱高の増加に向けた取り組み」

【基本的な考え方】
・少し期間を取って取り組む事項
・３つの経営戦略や人材の確保・育成において連携等が必要となる事項
具体策

短期(～26)

中期(～29)

長期(～34)

・産地市場としての開設区域外への販路拡大
・企画・開発部門の設置による営業の強化
・仲卸の加工・ピッキング・物流機能の強化
・卸・仲卸の商品取扱又は事業の拡大
・市場外流通の直売所、朝市などの取り込み
・移動販売車の取り込みと支援(買物難民対策)
・品質管理や安全安心の確保など長崎市場取
扱品の差別化(ブランド化)
・遊休地活用による効果的な施設・機能の創出
・新卒、中途採用による人材確保
・小売業後継者の育成(八百屋塾)
・研修会等による市場関係者のレベルアップ
○

長期(概ね１０年以内に実施)

「市場の将来像を見据えた取り組み」

【基本的な考え方】
・一定の期間を取って取り組む事項
・３つの経営戦略においてネットワーク化や費用負担が必要となる事項
具体策

短期(～26)

・長崎県内卸売市場のネットワーク化による
拠点市場化
・卸売会社・仲卸が協同してＩＴ機能を強化
し、需要者への商品リストの提供と事前注
文の強化(取引の円滑化)
・統一パッケージ作成によるアピール力強化
・環境対策としての電気自動車の充電設備、
場内車両の電動化
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中期(～29)

長期(～34)

５

その他の取り組み

(1)

市場の「見える化」
長崎市中央卸売市場は長崎市が開設運営する公設卸売市場として、高度の公

共性を有している。基本的には、生鮮食料品の円滑な流通で市民消費者の食生
活の安定に資する市民のための施設である。そのために長崎市中央卸売市場の
維持については、市民の理解と支持が欠かせない。それを実現するために、外
観上も卸売市場がよく見えるようにするとともに、青果物の商品知識、健康へ
の効果、食生活や料理方法、などの講習会の開催、など卸売市場を会場として
来場してもらっての種々の取り組みを強める必要がある。市民にとって卸売市
場の果たす役割には以下のようなものがある。
① 青果物の安定供給
本市は、平坦地が少なく、農地の多くが急傾斜地にあり狭小であること
から、他都市と比べて農産物の自給率の低いことや、生鮮食料品の中でも野
菜や果物は、長期保存が困難で、さらに生育が天候に左右されやすく、天候
不順による不作や、台風などの被害があったときは、急激な品不足になり、
価格の高騰を招くことがある。
このようなことから、青果物を適正な価格で円滑かつ安定的に供給するこ
とは、住民の福利の向上を図る上で、地方公共団体の責務であるとの判断か
ら、国の認可を受けて、昭和５０年に公設公営の中央卸売市場を開設したも
のである。

② 安全安心な生鮮食料品の提供
ア 品質管理・衛生管理体制の充実
イ 検査体制の連携
ウ 市場関係業者の衛生意識の向上
エ 原産地表示の徹底
オ 美化活動の推進

③ 環境問題への配慮
ア ＣＯ2 の削減
→電気自動車の充電設備、場内車両の電動化などを図る。
イ 生ごみの減量化
→生ごみの焼却処分を減らす。
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④ 災害への配慮
ア 災害時の避難場所、食量班とし食料品の調達機能の充実を図る。
→災害時の避難場所を確保する。
→災害時における「全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協
定」による生鮮食料品の調達の充実を図る。

⑤ 市場に対する認知と理解の醸成
ア 経営戦略の一つであるオープン化の具体的施策で市場に対する認知と
理解を図る。
→青果まつりを毎年実施する。
→関連商品売場棟の店舗を一般市民に開放する。
→「長崎市場直送」品取扱店としてののぼりを作製し設置する。など

⑥ コンプライアンスの確保
ア 関係法令を遵守する。
→卸売市場流通関係法令、食品関係法令などを遵守する。
イ 反社会的勢力の排除
→長崎市暴力団排除条例の制定に伴い、当市場業務条例の一部を改正し、
暴力団を市場から排除する。
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(2)

施設整備の計画的な推進

長崎市中央卸売市場は、流通環境の変化に対応した施設整備を推進すること
によって、常に役割を果たすことが大切である。そのために、以下の取り組みを
進めることが必要である。
① 既に予定している施設整備計画
・卸売棟床面改良工事 ……………………………………
・給油所解体工事(老朽化) ………………………………
・電気室低圧電灯及び動力盤取替工事 …………………
・卸売棟２階事務所屋上防水改修工事(耐震を含む) …
・卸売棟南側鉄骨(柱・梁)塗装塗替工事 ………………
・関連商品売場棟外壁塗替工事 …………………………
・関連商品売場棟屋上防水改修工事 ……………………
・管理棟屋上防水改修工事 ………………………………
・管理棟外壁改修工事 ……………………………………

２５年度
２６年度

２７年度
２８年度
２９年度
３０年度

② 遊休施設の有効活用
ア 給油所跡地の有効活用策
→効果的な施設・機能の創出
イ 緑地の有効活用策
ウ 未利用地の有効活用策
③ 機能強化に対応した施設整備計画
ア 仲卸販売機能強化策
→加工・ピッキング・物流施設の建設の検討(建設主体の検討を含む)
→冷蔵庫施設の建設(市場業者建設)
④ 老朽化に対応した主な施設の建替計画等（構想段階）
(建設時)
(建替時)
(建替時期)
耐用年数
・卸売棟…………………
・卸・仲卸事務所………
・関連商品売場棟………

４５
６５
６０

・管理棟…………………

６５

・冷蔵庫棟………………

２６

・倉庫棟…………………

３５

経過年数

・観光対応機能の検討
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建替年

６０年

2035 年(23 年後)

５０年

2025 年(13 年後)

(3)

市場の管理運営体制のあり方

①

長崎市中央卸売市場の必要性
長崎市中央卸売市場は開設以来長い間、長崎市民に円滑な生鮮食料品の供給に大

きな役割を果たして今日に至っている。もし同卸売市場がなければ、一般小売商（青
果小売商）は仕入れ先がないなかで距離的にも規模的にも適当な仕入れ先がなく、
地域密着型の小売店がなくなり、市民消費者の食生活にマイナスをもたらすもので
ある。生鮮品流通にとって、卸売市場経由率は依然として高く過半を占め、とくに
近年は上がる傾向もみられ、これからも卸売市場が生鮮品流通の中核であり続ける
と考えている。
卸売市場の建設には適当な広さの土地と卸売棟などの施設が必要で、これを民間
資金だけで実施することは地価が高い都会においては困難な場合が多い。そのため
に公設卸売市場という形態の社会的意義がある。農林水産省が昭和 30 年代から全
国の県庁所在都市などの重要都市に中央卸売市場の普及を進めたのもこのような
背景がある。長崎市中央卸売市場も、長崎市による公設という形態が、卸売市場の
維持に決定的な役割を果たしている。

②

新たな開設運営方式
公設卸売市場の運営については、これまでは開設自治体の事務所が設置され、

管理部門と業務部門の担当職員を置いて公設公営という形で運営に当たるという
のがすべてであったが、平成 15 年 9 月 2 日に地方自治法が改正され、自治体が設
置した行政機構の運営に指定管理者制度の導入が認められたことを契機として、卸
売市場においても平成 16 年に卸売市場法を改正した際に、公設中央卸売市場、公設地
方卸売市場においても指定管理者制度の導入が認められた。
公設卸売市場において指定管理者制度を導入するメリットは、単純な業務、行政
判断を必要としない業務（行政固有業務以外の業務）を指定管理者に委託すること
による卸売市場の運営を損なうことのない卸売市場管理コストの削減、民間活力に
よる管理運営業務の工夫、などで、公設地方卸売市場においてはすでに多くの卸売
市場で実施され、中央卸売市場においても平成 24 年 4 月から大阪府中央卸売市場
北部市場において実施されたところである。長崎市中央卸売市場においても、上記
の効果を考慮して、将来における実施については前向きに検討することは価値があ
ると考えている。
さらに、指定管理者制度で、ある程度、開設自治体の職員に頼らないでも卸売市
場の管理運営が円滑にできるようになった段階で、何らかの方法で業界が主体とな
って長崎市中央卸売市場の民営化ということも、あながち不可能なことではない。
このように、管理運営体制の民間への委譲→開設体制の民営化へというのが、全国
的にも長崎市においても大きな流れであると認識しているところである。
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③

将来の開設運営方式
長崎市中央卸売市場においては、すぐに現行の開設運営方式を変えるということ
ではないが、全国で卸売市場の開設運営体制についていろいろな方式が出てきてい
るので紹介する。現在、全国の卸売市場で、指定管理者制度の導入、中央卸売市場
の地方卸売市場化、などの動きがでているが、長崎市中央卸売市場としては、いろ
いろな開設運営方式の利点と課題をよく研究するとともに、将来に向けて長崎市中
央卸売市場にあった方式（現行方式を含む）の検討を行っておくことが望ましい。

【開設運営方式の種類】
① 中央卸売市場の場合、公設公営制しかない。公設公営制には次の 2 種類がある。
ア 完全公設公営制
開設者自治体の事務所があり、職員が常駐している。管理部門と業務部門を
持っている現行の制度である。
イ 部分民間委託制(指定管理者制度)
開設者事務所はある場合とない場合がある。ない場合は本庁に窓口部門を置
いている。使用料の徴収、施設の維持管理などの業務を市から委託を受けて行
う。ただし、行政の判断を必要とする業務（行政固有業務）は指定管理者に委
託できないので、市の業務は残る。しかし、必ずしも卸売市場に市事務所があ
って市職員が常駐することが義務づけられているわけではない。
② 地方卸売市場の場合は、次のような方式がある。
ア 完全公設公営制
イ 部分民間委託制(指定管理者制度)
地方卸売市場になると、行政固有業務も本庁で行って、卸売市場には市職員
が常駐していないことが多い。
ウ 第三セクター
開設者が第三セクターとなって、行政も出資した企業が開設者となる方式。
出資しているので市が抜けたわけではないが、民間企業の色彩が強くなる。
エ 公有民営化方式
もともと公設公営だった卸売市場について、開設自治体が運営を断念し、土
地・施設は市が所有したままで、卸売市場業者に施設を使用してもらう方式。
有料と無料があるが、一般には無料である。卸売市場業者にとってはいいよう
だが、施設の維持管理、老朽化に伴う施設更新などは行政が行わないのがふつ
うである。民営卸売市場に分類される。
オ 完全民営方式
・最初から開設者が民間企業（卸売会社が多い）で土地、施設を所有
・公設卸売市場を買収ないし貸与しての民設卸売市場
公設卸売市場時代の諸課題をそのまま背負い込む可能性が高い。
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(4)

代金決済システムのあり方

①

長崎市中央卸売市場の精算会社による代金精算システム
長崎市中央卸売市場の精算会社(長崎中央市場サービス株式会社)による
代金決済システムは、中央卸売市場の開設に伴う認可に際して、それまで課
題であった卸売会社の販売代金の迅速な回収を確保するため、開設者である
長崎市と市場関係業者がそれぞれ出資を行い精算会社を設立し、売買取引に
おいて迅速で円滑な代金決済を可能にしているシステムである。
この精算会社は、長崎市が参加することで信頼性が高まり、これまで大き
なトラブルもなく、その役割を十分に果たしているところである。

②

長崎市外郭団体等経営検討委員会報告書の提言
このような状況下において、長崎市外郭団体等経営検討委員会報告書に
おいて、精算会社及び開設者である長崎市に対して、
「精算方式の見直しや
長崎市の出資金の引き揚げ」の提言があっている。

③

提言への今後の対応
提言については、開設者や卸売会社が中央卸売市場の円滑な運営を行

うために市場関係業者の協力を得て設立した経緯から、市場関係業者の精
算会社からの離脱など無用の混乱を招くことになりかねないことから、現
状では直ちに実施することは難しいと考えている。
しかしながら、同委員会の提言は真摯に受け止めており、長崎市の出資
金の引き揚げについては、指定管理者制度の導入など卸売市場の運営形態
の見直し時期と合わせて検討することが望ましいと考える。
また、精算方式の見直しについては、卸売市場の経営展望の中の拡大
戦略である売買参加者承認基準の緩和において、
既存組合に入れない新規
売買参加者に対応した新たな代金決済方法を検討することなどが考えら
れる。
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(5)

一般市民への市場対応と場外市場機能

①

一般市民への市場対応
東京都中央卸売市場築地市場は、全国的にも名前が知れた大規模な水産

と青果の卸売市場である。特徴的なのは、一般市民消費者・観光客（以下、
「一般者」という）が出入りしていることで、特に早朝のマグロのセリ風
景の見学については、近年、多数の外国人を含めた見学希望者が殺到し、
業務に支障が出るようになったので、勝鬨門入り口で先着百数十名にオレ
ンジのチョッキを着せて、それ以外の一般者の場内の歩行をガードマンが
止めている状況になっている。
しかしながら、入口は全部で 5 か所ほどあり、場内も広いことから、マ
グロ売り場付近以外は一般者の市場内への出入りは事実上野放しに近い状
態となっている。仲卸などもそれを当て込んで小さい単位の魚類の販売を
行っている業者もかなりいて、一般者への販売面でも事実上の市場開放は
されている。
青果部においては、一般者はあまり立ち入ってはいないが、通常の販売
単位で一般者が来て買うことについてはなんの制限もないのが実情であ
る。また、関連店舗エリアでのすし屋などの食堂については早朝から一般
者の長蛇の列ができていて、一種の観光名所となっていている。
これらにより、一般者が落とす金が築地市場を経済的にかなり助けてい
る面がある。また、築地市場が狭隘老朽化して現在地での建て替えが困難
という判断で、江東区の豊洲地区に移転する方針を東京都が打ち出した際
に、築地市場存置運動が起きたのも、築地市場が一般者・都民に親しまれ
ているという心情が背景となっている。このように、卸売市場が一般者に
親しまれることによる効果は軽視できない。
しかしながら、卸売市場内では本来は一般者を対象とした設計、店舗配
置ではないために、利用のしやすさという面からは必ずしも適当ではない。
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②

場外市場機能
築地市場の場外隣接エリア（築地 6 丁目かいわい）に、自然発生的に水産
や青果、食器などの資材、寿司屋やラーメン店などの食堂が次々とできて、
濃密な場外市場エリアができた。こちらはプロも来ないではないが、一般者
を主な販売対象としており、朝から夕方までにぎわっている。
一方、築地市場の内部では、とくに水産は午前 10 時ほどで閉店するし、
関連棟の食堂も昼過ぎには閉店するので、一般者対応とはいえない。場外市
場で販売する商材の多くは築地市場からの仕入れであるために、築地市場の
経済にとってもプラスになっている。場外市場エリアを区分することによ
り、昼間から夕方の営業時間を確保して、一般者の利便性を図っている。卸
売市場内の市場開放では、このようなことはやりにくい面もある。
東京・築地市場の例を長崎市中央卸売市場でそのまま参考にすることは適
当ではないが、一般者が市場内、市場隣接の場外市場に来場することは、卸
売市場にとっても卸売市場に対する理解を深め、経済的にも大きな効果を生
む可能性があることは、学ぶ必要がある。いますぐにできることではないが、
例えば将来、長崎市場施設の老朽化が進んで建て替えが必要になった時に、
適当な一般者対応エリアを生み出して、その部分は卸売市場エリアと区別し
て、関連する業種が思い思いに営業する民間活力を活用して、一般者が来て
にぎわうエリアとするという考え方も、これからの卸売市場のひとつの姿と
して、検討する価値はありうる。
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６

経営展望の実施による効果

(1)

市場関係業者の意識改革と市場の活性化

市場関係業者が一体となって、経営展望の 3 つの経営戦略の具体策や補完戦
略を推進することで、市場運営を自ら行うことができる自立心や独立心が醸成
される。
また、多様な具体策の取り組みにより卸売市場が活性化する。

(2)

青果物の取扱高の拡大

集荷・販売策の強化策によって青果物の取扱高が拡大する。
なお、現在の目標値は、長崎市第四次総合計画における成果指標では「取扱
量 85,000 トン、取扱額 160 億円」としているが、その積み増しをめざす。
(3)

市民の卸売市場への認知度の向上

市場の「見える化」策、「青果まつり」の開催、関連事業店舗の一般市民へ
の開放などにより卸売市場の認知度と理解度が向上する。また、
「長崎市場直
送」商品のＰＲによる小売店における売上高の増加が期待される。
(4)

卸売市場と地域との連携強化

地元商店街や花市場などとのコラボによる青果まつりの開催等、他の組織・
団体との連携強化により、地域との交流が生まれ地域の活性化に繋がる。

(5)

たゆまざる卸売市場改革の推進
本経営展望のもうひとつの指針として、
「長崎市中央卸売市場の活性化」、
「市

民に親しまれる卸売市場の実現」にたゆまざる努力と挑戦を、市場関係者全員
が一丸となって取り組むこと、及び定期的にその取り組み状況や実現状況を把
握し、さらなる前進への協議と合意を持って進んでいくことが、強く求められ
る。
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・重要度の区分
○:実施する必要がある
△:できれば実施したほうが良い

経営戦略及び具体的施策

長崎市中央卸売市場の３つの経営戦略及び具体的施策

市民消費者が市場に来場することの積極的効果をねらった企画の実
施を検討する。
○ 青果まつりの毎年実施。
○ 卸売市場主催で、市民消費者に対する生鮮品の商品知識の普及
活動。食生活に対する関心の向上により、消費の拡大も期待する。
①
食育、健康と食の関係、認知症予防と食生活などの市民消費者に
対する講演会、地域商工会とのコラボによるイベント企画、長崎市
場の役割の大切さを知ってもらうための展示コーナー、見学ツアー
の企画など。
関連商品売場棟店舗の有効活用。
② 市民消費者への常時開放による市民消費者への利便性の確保と来
場者の増加による賑わいの創出。
緑地やガソリンスタンド跡などの有効活用による効果的な施設・機能
③ の創出。卸売市場機能だけでなく、市民消費者に憩いの場を提供し、
親しまれる市場づくりを目指す。
卸売市場の外観の工夫で魅力アップの取り組み。例えば
○ 看板、案内板の充実。デザインの工夫でわかりやすく、市民消費
者などが入りやすく、かつ話題性があるように工夫する。
④
○ 樹木の剪定などにより市場内部が外からよく見えるようにする。
(市場の見える化)

経営戦略及び具体的施策

重要度 実施主体 実施時期

1 オープン化

3

○

オープン化
実行委員
会

短期

○

○

オープン化
実行委員
会

オープン化
実行委員
会

重要度 実施主体 実施時期

長崎市中央卸売市場を長崎県内の拠点市場と位置づけ、県内県外
① 他市場との連携による集荷の相互支援ネットワークの構築の検討。

○

卸

中期～長期

庭先集荷の拡大による積極的集荷。生産者の高齢化に伴い、卸売
② 市場への出荷力が減退していることへの対応。

○

卸

短期

○

卸

短期

○

卸

中期

○

卸

中期

△

仲卸

中期

産地との訪問・交流による取引の拡大。優良商品の発見と新規商品
開発

短期
産地市場として、広域（開設区域外を含め）への販路拡大→産地商
④ 人機能の域外出荷機能を担う。

中期
⑤

○

別紙1

拡大と経営体力増強

③
オープン化
実行委員
会

・卸：卸売業者 仲卸：仲卸業者 小売：小売業者 関連：関連事業者 開設者：長崎市
・短期：概ね２年以内 中期：根ね５年以内 長期：概ね１０年以内
・オープン化実行委員会：(仮称)中央卸売市場オープン化実行委員会

企画・開発部門の設置と強化→需要者に対するセールス活動の強
化。

短期
⑥ 仲卸の販売力強化策として、加工・ピッキング・物流機能の増強。

2 「長崎市場」のイメージアップ
長崎市中央卸売市場で取り扱う商品の優良なイメージをアピールす
① る「長崎市場直送」のブランド化。小売店に「長崎市場直送」品取扱
店としての、のぼりを作成するなどのPR策の実施。

○

卸・仲卸
小売
開設者

短期

⑦

卸売会社が仲卸と協働してのIT機能の強化による需要者への商品
リストの提供と事前注文の強化。

○

卸・仲卸

品質管理（鮮度、規格、表示、安全性など）の確保に努め、さらにそれ
② を表示するなどして、長崎市場取扱品の高いブランド力を確保して、
競争力を強化する。

○

卸・仲卸
小売
開設者

中期

⑧

売買参加者の承認基準の緩和による広域勧誘で来場者の増加、
販売の増加を図る。

○

開設者・卸

短期

小ロットでも優良な商品の集荷をし、多彩な品ぞろえにより消費者の
③ 興味を引くとともに、小売支援効果をねらう。

○

卸

短期
⑨

小売業の経営力強化のために、商品情報の提供の濃密化などの
小売支援を強化する。

○

卸

短期

△

卸・仲卸

中期

○

卸・仲卸
小売・関連
開設者

中期

○

卸・仲卸
小売・関連
開設者

中期

④ 統一パッケージの作成によるアピール力強化。

△

卸・仲卸
小売

⑤ 災害時の避難場所、救援物資の集積等の役割の充実。

○

開設者

短期

環境対策として、電気自動車の充電設備、場内車両の電動化など
⑥ を図る。

○

卸・仲卸
小売
開設者

長期

補完戦略

中期～長期

市場外流通や新しい小売形態の取り込みによる市場機能の拡大
⑪ を図る。例えば、直売所、朝市、道の駅など。

人材確保・育成

○ 新卒の確保→卸売市場の魅力と正直な求人条件、入社した社員
の体験談・コメントなどを入れたパンフレット(「市場においでよ｣キ
ャッチフレーズ)を各社共同で作成して、学校に配布する。
人材確保 ○ 中途採用→不況による求職者が多いことから、職安を始めとして
広く募集する。
○ 後継者の育成→小売業の後継者難の解消を目指して、小売業見
習いを募集し、卸売市場として可能な研修を行う（八百屋塾）。

○

卸・仲卸
小売

○

卸・仲卸
小売・関連 短期～中期
開設者

社内でレベルアップに取り組むのが基本であるが、長崎市場全体と
レベルアップ しては、役に立つテーマでのセミナー・研修会の開催、産地研修など

を実施する。

卸売市場の多機能化。卸売会社や仲卸が取扱商品あるいは事業
を拡大することにより、市場外の客を引き戻す、ないし新しく呼び込
⑩
むことにつながる。卸売市場法に触れない限り、会社の定款を変え
ればできることはたくさんある。

短期～中期

進行する高齢化対策として、移動販売車の取り込みと商品提供の
⑫ 充実を図る。

中期～長期

長崎市中央卸売市場経営展望策定業務受託機関
まさし

卸売市場政策研究所 代表

細川 允史 氏

【略歴】
昭和４３年東京大学農学部農業生物学科を卒業。
昭和４５年東京都に入庁し、都庁２７年勤務のうち２３年間を東京都中央卸売市場で開設者の立場として勤務。
平成９年北海道の酪農学園大学食品流通学科教授に就任。卸売市場を専門に１４年間教鞭を執る。
現在、卸売市場政策研究所を立ち上げ、卸売市場の振興を目的に精力的に活動。

