
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姫路市中央卸売市場経営戦略 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年（２０１５年）７月 

姫 路 市 

 



 

 

  



 

《 目 次 》 
 

はじめに .............................................................................. 1 

１． 経営戦略策定の趣旨 ............................................................... 2 

１．１ 経営戦略策定までの経緯 ....................................................... 2 

（1） 第９次姫路市中央卸売市場整備計画 .............................................. 2 

（2） 青果部の再編措置 .............................................................. 2 

（3） 取扱数量・金額の低迷と市場施設の老朽化 ........................................ 3 

１．２ 経営戦略策定の趣旨 ........................................................... 3 

２． 卸売市場をめぐる環境（全国的な動向） .............................................. 4 

２．１ 卸売市場の全国的な動向 ....................................................... 4 

（1） 市場を取り巻く流通環境の変化 .................................................. 4 

（2） 厳しさを増す市場間競争 ........................................................ 4 

（3） 生鮮食料品流通体系における衛生・品質管理水準 .................................. 5 

２．２ 卸売市場の必要性 ............................................................. 6 

（1） 生鮮食料品等の供給に係る基幹インフラ（卸売市場の本来機能） .................... 6 

（2） 食の安全・安心と食文化の情報発信 .............................................. 6 

２．３ 卸売市場に関する国の方針 ..................................................... 7 

（1） 中央卸売市場と地方卸売市場 .................................................... 7 

（2） 第９次卸売市場整備基本方針と昨今の動向 ........................................ 8 

（3） 中央拠点市場 .................................................................. 8 

（4） 第 10次卸売市場整備基本方針の策定 ............................................ 10 

３． 本市場の現状と課題 .............................................................. 11 

３．１ 本市場を取り巻く情勢 ........................................................ 11 

（1） 市場経営の現況 ............................................................... 11 

（2） 本市場の特徴（強み・弱み） ................................................... 12 

（3） 中央卸売市場（水産物部）と地方卸売市場（青果部）の併存 ....................... 13 

３．２ 本市場が抱える課題 .......................................................... 14 

（1） 取扱数量・金額の回復・拡大と卸売市場機能の向上 ............................... 14 

（2） 市場経営の強化に必要となる各種施設・設備の整備 ............................... 14 

４． 本市場の必要性 .................................................................. 15 

（1） 生鮮食料品供給の基幹インフラとしての役割 ..................................... 15 

（2） 市民に対して食の安全・安心を提供する役割 ..................................... 15 

（3） 市民に対して食文化の情報を発信する役割 ....................................... 15 

（4） 地元農水産業従事者の生鮮食料品出荷拠点としての役割 ........................... 16 

（5） 姫路市及び周辺地域における重要な雇用・産業基盤としての役割 ................... 16 

（6） 災害時における生鮮食料品の供給拠点としての役割 ............................... 16 



 

５． 本市場のめざすべき方向性 ......................................................... 17 

５．１ 本市場の基本理念 ............................................................ 17 

（1） 本市場の基本理念 ............................................................. 17 

５．２ 本市場の掲げる目標 .......................................................... 17 

（1） 取扱数量目標と達成年次 ....................................................... 17 

（2） 各部門における年次目標 ....................................................... 18 

６． 基本戦略と具体的施策 ............................................................ 20 

６．１ 目標達成のための基本戦略 .................................................... 20 

（1） 基本戦略の設定 ............................................................... 20 

６．２ 基本戦略の実現に必要な具体的施策 ............................................ 21 

（1） 集荷・販売力の強化・充実と地産地消の推進 ..................................... 21 

（2） 食の安全・安心機能の強化 ..................................................... 27 

（3） 場内業務の効率化 ............................................................. 29 

（4） 市場経営力の強化 ............................................................. 29 

（5） 市民に親しまれ、開かれた市場 ................................................. 30 

（6） 環境負荷の軽減 ............................................................... 33 

（7） 青果部地方卸売市場転換への対応 ............................................... 34 

６．３ 基本戦略に対する具体的施策の取組主体とスケジュール .......................... 34 

７． 事業推進体制の構築 .............................................................. 36 

７．１ 各施策の推進体制 ............................................................ 36 

７．２ 取扱数量目標達成に向けた進行管理 ............................................ 36 

（1） 場内事業者による進行管理組織の組成 ........................................... 36 

（2） 進行管理組織が担う役割 ....................................................... 36 

８． 経営戦略推進に向けた施設整備・運営のあり方 ....................................... 37 

８．１ 市場施設に関する課題と方向性 ................................................ 37 

（1） 施設の現状と課題 ............................................................. 37 

（2） 施設整備の基本的な考え方 ..................................................... 38 

（3） 施設整備にあたり必要な施設・機能イメージ ..................................... 38 

８．２ 本市場の施設整備パターンの考え方 ............................................ 40 

８．３ 望ましい施設整備・運営手法 .................................................. 41 

（1） 施設整備・運営のパターン ..................................................... 41 

８．４ 今後の運営手法 ～指定管理方式の検討～ ....................................... 44 

（1） 指定管理者制度の概要 ......................................................... 44 

（2） 本市場における指定管理者制度の考え方 ......................................... 45 

さいごに ............................................................................. 46 



 1 

はじめに 

≪姫路市中央卸売市場経営戦略の策定にあたって≫ 

本市場では平成 23年３月に「第９次姫路市中央卸売市場整備計画」を策定し、「多様な関

係者の協働により、播磨地域の持続的な食の流通機能を発揮する姫路市中央卸売市場へ」を

目標に活性化に向けた検討等を進めてきた。 

しかし、全国の中央卸売市場と同様、本市場においても取扱数量・金額は依然減尐傾向に

あり、青果部門については平成 27年度から中央卸売市場から地方卸売市場に転換した。また、

施設については開場後 60年近くが経過し、耐震性や衛生管理等の面で多くの課題を抱えてお

り、今後の施設整備について検討すべき時期にきている。 

このような中、本市場の再構築に向け、本市場が果たすべき役割について改めて見直すと

ともに、今後めざすべき方向性（基本理念、目標）を明らかにし、それらを実現するために

必要な施策と施設整備・運営のあり方について基本的な方向性を示すことを目的とし「姫路

市中央卸売市場経営戦略」を策定する。 
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１．経営戦略策定の趣旨 

１．１ 経営戦略策定までの経緯 

（1）第９次姫路市中央卸売市場整備計画 

本市場においては、平成 23 年３月に「第９次姫路市中央卸売市場整備計画」をとりまと

め、「多様な関係者の協働により、播磨地域の持続的な食の流通機能を発揮する姫路市中央卸

売市場へ」をめざすべき姿と位置づけ、「持続的な経営力を有する市場」、「安全・信頼が担保

された市場」、「市民に開かれた特色ある市場」の３つの基本方針に基づき検討を進めてきた。 

図表 １-1 第９次姫路市中央卸売市場整備計画のめざすべき姿と基本方針 

 
（出典）第９次姫路市中央卸売市場整備計画 

（2）青果部の再編措置 

平成 22年 10月に策定された農林水産省「第９次卸売市場整備基本方針」では、第８次の

基本方針に引き続いて、「卸売市場の適正な配置の目標」が示され、取扱規模の二極化が進展

していることを踏まえ、大規模な中央卸売市場と中小規模の中央卸売市場との間での機能・

役割分担の明確化を図り、効率的なネットワークを構築することを念頭において、中央卸売

市場の再編を行っていくことが示された。 

本市場においては、青果部が基本方針に示された再編基準の４指標のうち３指標に該当し

たことから、再編に向けた検討が進められることとなり、平成 27年４月に地方卸売市場へ転

換した。 

基本方針１

持続的な経営力
を有する市場

基本方針２

安全・信頼が
担保された市場

基本方針３

市民に開かれた
特色ある市場

多様な関係者の協働により、播磨地域の

持続的な食の流通機能を発揮する

姫路市中央卸売市場へ
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図表 １-2 中央卸売市場の再編基準と再編の動き 

 

（出典）農林水産省｢第９次卸売市場整備基本方針｣（平成 22 年 10 月） 

（3）取扱数量・金額の低迷と市場施設の老朽化 

本市場においては、第９次整備計画策定以降も取扱数量・金額の拡大による活性化に向け

た取組及び取組を後押しする施設整備の検討等を進めてきた。 

しかしながら、取扱数量・金額は低迷を続けており、一方で、開場後 60 年近くが経過し

た施設の老朽化も著しく、今後の市場経営にあたっては、市場施設を再整備するとともに、

市場経営の抜本的な建て直しに向けた取組が喫緊の課題となっている。 

１．２ 経営戦略策定の趣旨 

第９次卸売市場整備基本方針において、各中央卸売市場は、開設者と関係事業者が一体と

なって、卸売市場全体の視点から市場のあり方や運営方針等を明確にした経営戦略を確立す

るよう求められている。 

また、本市場における第９次整備計画以降の検討経緯も踏まえ、安全・安心な生鮮食料品

の安定的な供給という卸売市場の本来的な機能を今一度立て直し、本市場が将来にわたり市

民に対して期待される役割を発揮していくため、本市場の基本理念と具体的な目標、卸売市

場の本来的機能の強化・充実と市民に親しまれる食の拠点づくりに向けた付加価値的な機能

づくり、また、その実現に向けた事業展開方策、さらにはそれらを実現するための市場施設

の概要と整備・維持管理に係る事業手法等について基本的な方向性を定める「姫路市中央卸

売市場経営戦略」を策定することとした。 

＜中央卸売市場の再編基準＞

青果物

①取扱数量が開設区域内における需要量未満

（開設区域外への出荷割合45％以上の場合を除く）

②取扱数量が65,000トン未満

③取扱数量が直近３カ年連続減尐し、かつ３年前を基

準とする取扱数量の減尐率が9.9％以上

水産物

①取扱数量が開設区域内における需要量未満

（開設区域外への出荷割合60％以上の場合を除く）

②取扱数量が35,000トン未満

③取扱数量が直近３カ年連続減尐し、かつ３年前を基

準とする取扱数量の減尐率が15.7％以上

開設者・卸売業者

①市場特別会計に対する一般会計からの繰り出し金が

直近で３年連続して総務省基準を超えていること

②市場における取扱数量の過半を占める卸売業者が直

近で３年連続して卸売市場法第51条第２項各号のい

ずれかに該当していること

中
央
卸
売
市
場
再
編
（
部
門
ご
と
に
左
記
３
指
標
以
上
に
該
当
の
場
合
）

市場運営の広域化

地方市場への転換

他市場との統合・集約

他市場と連携

市場の廃止

＜中央卸売市場の再編措置＞
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２．卸売市場をめぐる環境（全国的な動向） 

２．１ 卸売市場の全国的な動向 

（1）市場を取り巻く流通環境の変化 

卸売市場は、青果・水産物等日々の食生活に欠かすことができない生鮮食料品等を市民に

円滑にかつ安定的に供給するための基幹的なインフラとして、多種多様な品目を効率的かつ

継続的に集荷・分荷するとともに、公正で透明性の高い価格形成機能を有するなど重要な役

割を果たしている。これまで卸売市場は、このような役割を果たすため、出荷者（産地）と

小売店・量販店、更に消費者（市民）への橋渡しを担ってきた。 

しかしながら近年では、加工品や輸入品の増加、大型量販店と産地との直接取引の拡大、

また直売所など生産者の直接販売、インターネットによる取引等、卸売市場を経由しない生

鮮食料品の流通手法が拡大するなど流通構造は従来から大きく変化している。 

図表 ２-1 生鮮食料品の流通構造の変化 

 
（出典）農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」（平成 26 年７月） 

（2）厳しさを増す市場間競争 

尐子高齢化の進展やそれに伴う１人あたり食品消費量の低下、コンビニエンスストアやイ

ンターネットにおける生鮮食料品販売の充実等、社会・経済環境や流通環境が劇的に変化し

ていく中、総じて、国内の中央卸売市場における取扱数量・金額は減尐傾向にある。 

最
終
消
費
者

出
荷
者
（
農
・
漁
協
等
）

卸
売
業
者

仲
卸
業
者

売
買
参
加
者

製
造
業
者
・
小
売
業
者
・
外
食
産
業
等

卸売市場

産地直接取引等

直売所、青空市場、宅配等

輸入 商社

増加傾向にあるモノの流れ
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本市場と同様に他の中央卸売市場においても市場の経営改革と施設再整備が課題となっ

ており、今後、集荷・販売力の強化やコールドチェーンへの対応、HACCP1に代表される食の

安全・安心等、卸売市場における衛生・品質管理水準の高度化や市場機能の強化方策が講じ

られることが予測され、卸売市場間における競争は一層激しさを増すと考えられる。 

図表 ２-2 国内主要中央卸売市場の取扱数量に係る動向 

【青果部門】 

 

【水産物部門】 

 

（出典）農林水産省「青果物卸売市場調査」、各中央卸売市場・年報等 

（3）生鮮食料品流通体系における衛生・品質管理水準 

近年の食品流通においては消費者の食に対する安全・安心への関心により、衛生・品質管

理水準への要求が高まりを見せている。 

                             
1 ハザード・アナリシス・アンド・クリティカル・コントロール・ポイントの略称。原料の入荷から加工・出荷

に至る工程において、食品の中に潜む危害（例：食中毒細菌）を予測し、その危害を防止（予防・消滅・許容

レベルまで縮減）するための重要ポイントを特定し、そのポイントを常時管理・記録する方法。 

-40%

-20%

0%

20%

40%

0 

20 

40 

60 

80 

100 

東
京
（
築
地
）

東
京
（
大
田
）

名
古
屋
（
本
場
）

名
古
屋
（
北
部
）

京
都

大
阪
（
本
場
）

大
阪
（
東
部
）

大
阪
（
北
部
）

神
戸
（
本
場
）

神
戸
（
東
部
）

姫
路

福
岡
（
青
果
・

西
部
・
東
部
）

（万トン） H16年取扱数量

H25年取扱数量

増減率（（平成25年－平成16年）／平成16年）

-60%

-40%

-20%

0%

20%

0 

20 

40 

60 

80 

東
京
（
築
地
）

東
京
（
大
田
）

名
古
屋
（
本
場
）

名
古
屋
（
北
部
）

京
都

大
阪
（
本
場
）

大
阪
（
東
部
）

大
阪
（
北
部
）

神
戸
（
本
場
）

神
戸
（
東
部
）

姫
路

福
岡
（
鮮
魚
）

（万トン） H16年取扱数量

H25年取扱数量

変動率（（平成25年－平成16年）／平成16年）



 6 

卸売市場においては、第９次卸売市場整備基本方針でコールドチェーンの確立に関する内

容が明記され、近年、東京（豊洲）・横浜・名古屋・京都市場などにおいて衛生・品質管理水

準の高度化に向けた取組を進める動きが見られており、本市場においても産地・消費地双方

の流通拠点として明確な対応を進めていくことの必要性が増すと考えられる。 

２．２ 卸売市場の必要性 

（1）生鮮食料品等の供給に係る基幹インフラ（卸売市場の本来機能） 

卸売市場は、生鮮食料品等の流通に係る基幹的な社会インフラであり、消費者に対し生鮮

食料品等を安定的に供給するうえで、重要な役割を担っている。 

卸売市場の原理原則的な機能として、「集荷（品揃え）・分荷機能」、「価格形成機能」、「代

金決済機能」、「情報受発信機能」の４つが挙げられ、これら４つの機能により生産者と消費

者の需給ニーズを結節する役割を果たしている。 

図表 ２-3 卸売市場の原理原則４機能 

【卸売市場の原理原則４機能】 

① 集荷（品揃え）・分荷機能・・・食品を集め・分類し、取引先へ出荷 

全国各地の産地から多種多様な品目をまとまった単位で集め、卸売市場で小売業者や

量販店等のニーズに応じて迅速・確実に必要量に分ける機能 

② 価格形成機能・・・需給ニーズを見定め、適正価格を決定 

需給状況に応じて、迅速に、かつ公正で透明性の高い卸売市場取引を通じて、適正な

価格を形成する機能 

③ 代金決済機能・・・生産者に代金を短期間に還元 

生産者に対する卸売業者の迅速な支払いにより、生産者に代金を短期間に還元、卸売

市場の信頼性を担保する機能 

④ 情報受発信機能・・・消費者と産地の情報集約・発信の拠点 

生産者と消費者の中間に位置する卸売市場が、消費者のニーズを生産者に、生産者の

情報を消費者に的確かつ迅速に伝達し、効率的な流通を支える機能 

（2）食の安全・安心と食文化の情報発信 

食をめぐる偽装表示や食中毒の発生などを受け、生鮮食料品等の流通を取り扱う卸売市場

においては、食の安全・安心と消費者からの信頼確保が強く求められている。 

全国の卸売市場において、それぞれ食品衛生検査関連部署を設置し、各種検査や監視、指

導等を通じ、食品の品質管理、安全・安心確保に向けた取組が行われている。 

また、消費者向けの各種教室の開催等を通して、生鮮食料品等と食生活に関する知識の普

及に努めている。卸売市場における消費者向けの各種取組は、消費者に対して広く食育の場

を積極的に提供する役割を担っている。 
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２．３ 卸売市場に関する国の方針 

（1）中央卸売市場と地方卸売市場 

卸売市場は中央卸売市場と地方卸売市場に分けられ、下記のとおり業者等の許可、監督や

取引規制等が大きく異なる。 

図表 ２-4 中央卸売市場と地方卸売市場の違い 

 中央卸売市場 地方卸売市場 

 

 

特徴 

 公正かつ効率的な流通の確保を目的

とした広域的な生鮮食料品等流通の

中核的な拠点 

 都道府県や一定規模以上の都市が開

設者となって、厳格な取引規制の下、

指標となる価格形成等重要な機能を

果たしている 

 地域における生鮮食料品等の集配拠

点 

 開設者の主体に制限はなく、法律上

の規制も緩やかとなっており、地域

の実情に応じた運営がなされている 

業
者
等
の
許
可
、
監
督 

開設者 

 農林水産大臣の認可（第８条） 

（開設主体は都道府県・人口 20 万人

以上の市等に限定） 

 都道府県知事の許可（第 55 条）（開

設主体に限定なし（地方公共団体、

株式会社、農協、漁協等）） 

（その他、必要に応じて都道府県知事が

条例で規定) 

卸売 

業者 

 農林水産大臣の許可（第 15 条） 

 許可の取消し（第 25 条）、報告及び

検査（第 48 条）、許可の取消し又は

業務停止（第 49 条）等 

 都道府県知事の許可（第 58 条） 

 許可の取消し（第 65 条）、報告及び

検査（第 66 条） 

（その他、必要に応じて都道府県知事が

条例で規定） 

仲卸 

業者 

 開設者の許可（第 33 条）、報告及び

検査（第 48 条）等 

 法律上特段の規定なし 

（必要に応じて都道府県知事が条例で

規定） 
売買 

参加者 

 開設者の承認（第 36 条）、中央卸売

市場への入場停止（第 50 条） 

 

 

 

 

 

取引規制 

 売買取引の方法の設定（第 35 条） 

 差別的取扱いの禁止、受託拒否の禁

止（第 36 条） 

 卸売の相手方の制限（第三者販売の

原則禁止）（第 37 条） 

 市場外にある物品の卸売の原則禁止

（第 39 条） 

 卸売業者についての卸売の相手方と

しての買受けの禁止（第 40 条） 

 仲卸業者の業務の規制（販売委託の

引受け（卸売行為）の禁止、直荷引

きの原則禁止）(第 44 条) 

 卸売予定数量ならびに卸売数量･価

格の公表（第 46、47 条） 

 売買取引の方法の設定（第 62 条） 

 差別的取扱いの禁止（第 61 条の２） 

 卸売予定数量ならびに卸売数量･価

格の公表（第 63 条） 

（その他、必要に応じて都道府県知事が

条例で規定） 

（注）卸売市場に係る規定は卸売市場法（昭和 46 年４月３日法律第三十五号）に拠るものである 

（出典）農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」（平成 26 年７月） 
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中央卸売市場は開設者が地方公共団体に限定されることに加え、認可・監督主体が農林水

産省であることから、信用度が高く、集荷力・販売力においてメリットがあると言われてい

る一方で、様々な規制により、時代の変化に柔軟に対応しにくいというデメリットもある。 

また、中央卸売市場には立地地域外の食品流通環境の改善への貢献も求められており、本

市場は、姫路市はもちろん播磨地域全体に対する生鮮食料品等流通の基幹インフラとしての

役割を果たすことが期待されている。 

地方卸売市場も中央卸売市場と同様の役割を担っている。ただし、中央卸売市場と比較し

て規制が尐なく、より柔軟な流通環境を構築できることから、中央卸売市場以上にきめ細や

かな流通体系を構築し、地域の実情に即した対応を進めていくことが期待されている。 

（2）第９次卸売市場整備基本方針と昨今の動向 

「第９次卸売市場整備基本方針」では、生産者及び消費者ニーズへの的確な対応や食の安

全・安心、環境問題等の社会的要請への適切な対応、効率的な流通の確保、施設整備・管理

における民間活力の導入・活用等の必要性、災害時における生鮮食料品流通拠点機能の継続

性の確保等に言及しつつ、生鮮食料品等の流通における基幹インフラとしての価値最大化を

追求する姿勢を強めている。 

図表 ２-5 第９次卸売市場整備基本方針（抜粋） 

 
（出典）農林水産省｢第９次卸売市場整備基本方針｣（平成 22 年 10 月） 

（3）中央拠点市場 

中央拠点市場は、第９次卸売市場整備基本方針において、中央卸売市場の規模によって機

能・役割分担の明確化を図るために位置づけられることとなった。 

中央拠点市場は、その役割として、周辺地域や卸売市場との効率的な流通ネットワークの

構築による集荷・販売機能の牽引、大型産地からの荷受けや大型車両を利用した物流に対応

（１）コールドチェーン（低温流通体系）の確立

 低温卸売場や荷捌き場、温度帯別冷蔵庫等
低温（定温）管理施設の計画配置

 計画的配置に伴う生鮮食料品の品質管理の
向上

（２）実需者ニーズへの対応

 加工処理施設、貯蔵・保管施設、輸送施設等
について共同利用も含めた整備・配置推進

 消費者ニーズを踏まえた商品づくりと情報受
発信強化による小売支援活動等の推進

（３）環境配慮への取り組み

 太陽光発電等新エネルギーの積極的
な活用

 リサイクル等に資する施設の整備・
配置や物流業務効率化に向けた施設
の計画的整備

（４）場内配送経路の最適化

 搬送経路の最適化を十分考慮した場
内交通渋滞の緩和

 流通事情の変化に柔軟な施設配置

 場内外物流におけるコールドチェー
ンへの配慮

（５）卸売市場の多機能性

 多様な機能発揮と周辺環境への調和
を見据えた施設・設備整備

 アメニティ機能（快適性）を有する
関連施設の整備の検討・推進

施設整備・配置、運営及び構造に関する要求水準（抜粋）

①コールドチェーンシステムの確立をはじめとした
生産者及び実需者のニーズへの的確な対応

②公正かつ効率的な取引の確保

③食の安全や環境問題等の社会的要請への適切な対応

④卸売市場間の機能・役割分担の明確化による効率的な
流通の確保（中央卸売市場と中央“拠点”市場）

⑤卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化

⑥経営戦略的な視点をもった市場運営の確保

市場経営・施設整備の基本的な考え方

第９次卸売市場整備基本方針
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可能な保管・積込施設の整備、卸売市場を基点とした産地・消費地間の迅速な情報処理等を

積極的に推進していくことが求められており、平成 25年３月現在、青果部門で全国 21市場、

水産物部門で全国 11市場が指定されている。 

第９次卸売市場整備基本方針において中央拠点市場が位置付けられた背景には、中央卸売

市場がこれまで担ってきた機能が現在の取引構造とミスマッチを起こしていることが挙げら

れる。 

具体的には、青果部・水産物部ともにセリを中心とした取引形態・価格形成となっていた

が、大型量販店への対応に伴う相対取引の増加や出荷部門における系統販売体制の重点化（青

果部門）により、従来の市場取引が実情と合わなくなってきたことに加え、集散機能が強い

大規模中央卸売市場に集中出荷し、他の市場へ転送する仕組みを構築することで価格・販売

量の安定化を図る動きが一層強みを帯びてきている。 

今後も産地側による出荷先の選別は継続するものと見込まれ、卸売市場間の集荷力格差は

ますます拡大するものと考えられる。 

図表 ２-6 中央拠点市場のイメージ 

 
（出典）農林水産省｢第９次卸売市場整備基本方針｣（平成 22 年 10 月） 

市場Ｃ

出荷者Ａ

出荷者Ｂ 小売店Ａ

量販店Ｂ

最
終
消
費
者

量販店Ａ

出荷者Ａ
市場Ａ

市場Ｂ

市場Ｃ

出荷者Ｂ

出荷者Ｃ

小売店Ａ

小売店Ｂ

量販店Ａ

量販店Ｂ

最
終
消
費
者

・出荷団体の大型化

・価格安定を図るため拠点市場への出荷拡大

・量販店の多様化・大型化

・安定的な供給量・価格を確保

＜従前の卸売市場＞

＜拠点市場化＞

拠点市場Ａ

市場Ｂ
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（4）第 10次卸売市場整備基本方針の策定 

卸売市場の整備・運営の基本となる方針である卸売市場整備基本方針は、卸売市場法（昭

和 46 年法律第 35号）第４条に基づき、農林水産大臣がおおむね５年ごとに定めることとさ

れており、現在、農林水産省においては「卸売市場流通の再構築に関する検討会」が設置さ

れ、新たな「第 10次卸売市場整備基本方針」（平成 28年度～）の策定に向けた検討が進めら

れている。 

今後の方向性として、各市場における経営戦略の確立に基づき、多様化するニーズへの的

確な対応を進めるなど卸売市場が従来担ってきた役割を維持・向上させていくことに加え、

国の成長戦略に位置づけられる農林水産物の輸出や６次産業化等新たな取組への着手によ

り、卸売市場の業務範囲と卸売市場に対する要求水準は高まることが考えられる。 

図表 ２-7 卸売市場流通の再構築に向けた取組み 

１. 卸売市場としてのあり方や運営方法等に係る課題への対応 

① 各卸売市場における経営戦略の確立 

② 立地、機能に応じた市場間での役割分担と連携強化 

③ 卸売市場における公正かつ効率的な売買取引の確保 

２. 市場関係業者及び開設者の取組に係る課題への対応 

① 消費者、実需者、生産者等の多様化するニーズへの的確な対応 

② 卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化 

③ 市場の活性化に向けた新たな取組の推進 

④ 卸売市場に対する社会的要請への適切な対応 

（出典）農林水産省｢第６回卸売市場流通の再構築に関する検討会｣（平成 2７年 1 月）より抜粋 
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３．本市場の現状と課題 

３．１ 本市場を取り巻く情勢 

（1）市場経営の現況 

姫路市中央卸売市場は昭和 32 年 10 月に全国で 15 番目の中央卸売市場として業務を開始

して以後、60年近くにわたり姫路市及び周辺地域への生鮮食料品等供給における基幹インフ

ラとしての機能を果たしてきた。現在も、兵庫県をはじめ全国各地の主要な産地から、特定

の品目をまとまった単位で集荷するとともに、近隣の産地で生産される多種多様な品目につ

いても集荷することにより、豊富な品揃えを確保している。 

しかしながら、近年は尐子高齢化や消費者のライフスタイルの変化、市場外流通の増加、

拠点市場への出荷の集中等により、本市場の取扱数量・金額については、平成 26年は青果部・

水産物部とも増加に転じたものの、他市場と同様、両部門ともに減尐傾向にある。本市場の

取扱数量・金額の減尐傾向は、中央拠点市場に隣接・近接する他の中央卸売市場においても

同様の傾向が見られるものの、全国及び近畿平均を上回る減尐率となっており、中央卸売市

場の中では特に厳しい状況に置かれていると言える。 

このような状況を踏まえ、市場関係者で問題・危機意識を共有し、近隣他市場との競争環

境に対応できる市場機能の強化・充実について検討し、速やかに実行に移すなど取扱数量の

改善に向けた取組を早急に進める必要がある。 

図表 ３-1 本市場における取扱数量・金額の推移（本業） 

【取扱数量】 

 

【取扱金額】 

 

6.6 6.4 6.2 6.1 5.5 5.4 5.3 4.9 4.7 4.4 4.5 4.6

5.7 5.3 5.1 4.8 4.5 4.0 3.5 3.3 3.2 2.9 2.7 2.9
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0.0
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10.0

15.0

20.0

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

青果部門 水産物部門
(万トン)

(年)

140 143 128 135 120 118 110 117 107 99 102 102

362 304 295 278 261 247 225 216 200 190 176 184

502
447 424 412 381 365 335 333 307 290 278 286

0

200

400

600

800

1,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

青果部門 水産物部門
(億円)
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図表 ３-2 全国・近畿圏他中央卸売市場と本市場の取扱数量の推移比較（本業） 

【青果部】                【水産物部】 

 
 

図表 ３-3 中央拠点市場に隣接・近接する他中央卸売市場と本市場の取扱数量の推移比較（本業） 

【青果部】                【水産物部】 

 

（2）本市場の特徴（強み・弱み） 

本市場は他の中央卸売市場と比べ、都市中心部に立地していること、市内人口約 53 万人

を抱え、周辺地域への生鮮食料品等の供給を行う消費地市場でありながら、周辺地域には豊

かな産地が存在していることから、地場農水産物を取り扱う産地市場機能も兼ね備えている

点が特徴として挙げられる。 

一方、都市中心部に立地していながら大型量販店や中食業者等への販売対応力が十分兼ね

備えられていないこと、市場施設の利用に関してピッキングスペースが不足していること、

事業者間の連携・役割分担が不十分なため、集荷・販売における事業主体・責任者が複数に

またがることによる業務効率の低下等が指摘されている。 

これらの青果・水産物部門別の経営面・施設面における強み・弱みをとりまとめると、次

のとおり整理される。 
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図表 ３-4 青果・水産物部門の強みと弱み 

 青果部門 水産物部門 

強み 

（経営面） 

○ 立地特性を活かした市中心部との販売

ネットワークの構築 

○ 卸・仲卸の連携体制 

（経営面） 

○ 立地特性を活かした市中心部との販売

ネットワークの構築 

○ 坊勢、家島等地場産品の取扱 

弱み 

（経営面） 

○ 卸売業者の集荷力の低下 

○ 取扱数量・金額の大幅な減尐 

○ 仲卸業者の経営体力の低下 

（経営面） 

○ 取扱数量・金額の大幅な減尐 

○ 卸・仲卸業者間の役割分担の丌明確性 

○ 仲卸業者の経営体力の低下 

（施設面） 

○ 通路の狭隘化、駐車場丌足による作業効

率の低下 

○ 仲卸店舗の老朽化・狭隘化 

○ 加工・配送等実需者ニーズへの対応力の

低下 

（施設面） 

○ 通路の狭隘化、駐車場丌足による作業効

率の低下 

○ 仲卸店舗の老朽化・狭隘化 

○ 冷蔵庫等既存施設の使用効率の低下 

（3）中央卸売市場（水産物部）と地方卸売市場（青果部）の併存 

① 青果部の地方卸売市場転換 

青果部は農林水産省が定めた「第９次卸売市場整備基本方針」に基づく市場の再編基準に

該当したため、平成 27年４月に地方卸売市場への転換を行った。地方化に伴い取引面での規

制緩和や事務の簡素化が可能となるため、これを契機に本市場の現状を十分考慮し、最適の

取引形態を構築することにより青果部の活性化を実現する必要がある。 

② 水産物部の中央卸売市場継続 

水産物部は「第９次卸売市場整備基本方針」に基づく再編基準に該当しておらず、また業

界としては中央卸売市場を前提とし、活性化に取り組みたいという強い意向があることから、

開設者である本市としては、施設整備に関する国からの補助金制度も考慮し、中央卸売市場

の継続の方向性を決定した。 

中央卸売市場は地方卸売市場に比べ卸売市場法上の厳しい取引規制等がある一方、長年の

中央卸売市場としての看板・信用とそれに伴う集荷力が期待されることから、今後、中央卸

売市場としてのメリットを最大限に活かすとともに、地場産品の集荷拡大等の取り組みによ

り、取扱数量の改善を図る必要がある。 

③ 中央卸売市場（水産物部）と地方卸売市場（青果部）の併存体制 

平成 27 年度より本市場は青果部は地方卸売市場、水産物部は中央卸売市場と１敷地内に

２市場が併存する市場となる。市場全体としては、中央卸売市場存続のメリットを効果的に

活用するとともに、中央卸売市場・地方卸売市場それぞれの制度のメリットを十分活かした

取り組みを行っていく必要がある。 



 14 

 

３．２ 本市場が抱える課題 

（1）取扱数量・金額の回復・拡大と卸売市場機能の向上 

先述のとおり、本市場の取扱数量・金額は減尐傾向が続き、その傾向は他市場よりも厳し

い状況にある。一方、策定が進められている第 10次卸売市場整備基本方針の検討にも現れる

とおり、卸売市場の機能・役割はその対象範囲が拡大することが想定される。 

こうした状況を踏まえ、従来の卸売市場機能は勿論、業務範囲とサービス水準をよりきめ

細かく拡大していくために、従来の取引体系に固執することなく、播磨地域を包含する生鮮

食料品等の流通供給拠点として、市場経営の強化に向けた取組を早急に着手・推進し、市場

経営の根幹を成す取扱数量・金額の回復と拡大を進めていかなければならない。 

（2）市場経営の強化に必要となる各種施設・設備の整備 

本市場は開場後 60 年近くが経過し、この間、各施設・設備について一定の再整備が進め

られてきたものの、現状の市場施設は産地・消費地双方が生鮮食料品流通体系に求めるニー

ズに応えられているとは言い難い状況にある。 

このため、本市場は現行の第９次卸売市場整備基本方針において求められているコールド

チェーンの確立や衛生・品質管理水準の向上のため必要となる施設・設備の整備を進めてい

く必要がある。また、物流動線の効率化や加工施設の併設等、次世代に適合する市場施設・

設備の整備により、取扱数量・金額の回復・拡大と卸売市場機能の向上に資する市場施設の

形成が求められる。 

 

以上のとおり、本市場における経営面・施設面双方の課題を明確化したうえで、本市場の

今後の経営戦略の方向性並びに具体的な取組内容等について検討を進めていくこととする。 
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４．本市場の必要性 

本市場は他市場と同様、取扱数量・金額は減尐傾向にあるものの、本市及び播磨地域にお

いて依然、大きな役割を果たしており、今後も以下のような役割が期待されることから、本

市場の必要性は高いと考えられる。 

（1）生鮮食料品供給の基幹インフラとしての役割 

現在、本市場が担っている基本的な役割は下記のとおりであるが、今後も、播磨地域の生

鮮食料品供給の基幹インフラとしてこれらの役割を担うことが期待される。 

図表 ４-1 本市場の基本的な役割 

１）集荷（品揃え）・分荷機能 

兵庫県をはじめ、全国から多種多様な品目を豊富に揃え、大量単品目から尐量多品目への

迅速・確実な集荷・分荷 

２）価格形成機能 

出荷者と消費者の需給ニーズを反映した迅速かつ公正な評価による透明性の高い価格形成 

３）代金決済機能 

市場取引に係る事業者間の販売代金の迅速・確実な決済 

４）情報受発信機能 

需給に係る情報を収集し、生産者及び小売業者等の需要者にそれぞれ伝達 

（2）市民に対して食の安全・安心を提供する役割 

食の安全・安心の確保は、市民の食生活においては「必須」の存在となりつつある。今後

も本市場は、食の安全に対する脅威へ即座に対応できる危機管理体制の構築等に取り組み、

引き続き市民に対して「食の安全・安心」を提供する役割を果たしていくことが期待される。 

図表 ４-2 本市場における安全・安心の確保に向けた取組 

・「中央卸売市場食品衛生検査センター」の設置による生鮮食料品の安全・安心の確保。 

・市内に流通する食品等の安全性を確認するため、食品衛生検査センターにより、大腸菌やノロ

ウイルス、残留農薬や食品添加物等の検査の計画的実施、及び苦情及び丌良食品発生時におけ

る原因究明に向けた微生物検査を実施。 

・市場内の定期的な早朝監視による食品流通における監視指導、食品等事業者への直接的な指導

等の実施。 

（3）市民に対して食文化の情報を発信する役割 

生鮮食料品の流通拠点である本市場では、食に関する様々なイベント等を開催している。

今後も地域の食文化の向上に貢献すべく、市民に対する食文化の情報発信を行っていくこと

が期待される。 
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図表 ４-3 本市場における食文化・食生活の向上への貢献に関する主な取組 

・卸売業者・仲卸業者等が組織する団体主催の旪の青果物や水産物を扱った料理教室 

・市場まつり（マグロ解体ショー、せりの実演、生鮮食料品の即売等） 

・市場市民感謝デー（生鮮食料品・加工品の販売等） 

（4）地元農水産業従事者の生鮮食料品出荷拠点としての役割 

姫路市内はもとより兵庫県内の農水産業従事者にとって、本市場は生鮮食料品の重要な出

荷先の一つとしての機能を有している。 

また、近年では全国的に地産地消への機運が高まりを見せている中、本市場においても市

場間競争の激化に対して本市場の特色を打ち出すため、地場産品の入荷重点化に取り組む動

きも事業者の一部で高まっており、今後も地元農水産業従事者の生鮮食料品出荷拠点として

の役割を果たしていくことが期待される。 

（5）姫路市及び周辺地域における重要な雇用・産業基盤としての役割 

本市場では、約 1,300 名の関係者が業務に従事しており、市場全体の年間売上額は約 450

億円に上る。これらの市場関係者が業務に従事することで、様々な分野（例：小売業、食品

加工業、飲食業等）に生鮮食料品が流通し、市民の食生活が賄われている。また、市場での

営業活動は市場内に留まらず、姫路市内や周辺地域に対しても一定の経済波及効果をもたら

している。今後も本市場は、姫路市及び周辺地域における重要な雇用・産業基盤としての役

割を果たしていくことが期待される。 

（6）災害時における生鮮食料品の供給拠点としての役割 

安定的に生鮮食料品等を供給する機能を持つ卸売市場はライフラインの一つである。本市

では、万一、大規模災害等によって本市が被災した場合に、関西の他の卸売市場を有する自

治体との協定や全国の中央卸売市場が加盟する全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関す

る協定により、本市場を経由して市民に生鮮食料品等の提供を行う体制が整っている。 

今後、南海トラフ巨大地震等の大規模災害時には市民等への食料供給拠点としての役割が

期待される。 
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５．本市場のめざすべき方向性 

５．１ 本市場の基本理念 

（1）本市場の基本理念 

近年、消費者や顧客のニーズ、流通構造が大きく変化する中、これらに対応するためには、

事業者自身の経営力強化に加え、開設者も含めた市場関係者が一体となった取組が必要とな

る。市場関係者がそれぞれに取組を進めていくことも必要であることは勿論ながら、市場全体

で一体的な取組を明確に進めていかなければ、本市場の存在価値低下は免れない。 

一方、本市場が立地する兵庫県は、北は日本海、南は瀬戸内海に面し、中央部に中国山地が

横断しており、地形や気候等、多様な自然条件を有しているため、豊かな農水産物を生産して

いる。また、姫路市は、世界文化遺産・姫路城をはじめとする歴史・文化遺産を抱えており、

これらの地域の特性を生かした食の拠点としての機能も本市場には求められる。 

こうした状況を踏まえ、本市場は食の安定供給、食の安全・安心の確保等の役割とともに、

周辺地域の豊かな資源を生かしつつ、未来ある人々のために、地域の食文化を創造する役割

の発揮に向けて下記の基本理念を掲げることとする。 

【本市場の基本理念】 

「播磨地域の食文化の拠点」 

～市場関係者が一体となり生産者・消費者・顧客のニーズに応え続ける卸売市場～ 

５．２ 本市場の掲げる目標 

（1）取扱数量目標と達成年次 

市場関係者が一体となった取組を進め、産地から消費地（消費者）に至る流通過程のニー

ズに応えることを通じて、取扱数量を回復・拡大していくため、平成 34年に青果部・水産物

部双方合わせて 9.0万トンをめざすこととする。 

【平成 34 年取扱数量（本業）目標】 

平成 26 年合計 7.5 万トンから、平成 34 年合計 9.0 万トンへ回復・拡大 

○ 青果部  ：取扱数量 5.5 万トン（平成 26 年：取扱数量 4.6 万トン） 

○ 水産物部 ：取扱数量 3.5 万トン（平成 26 年：取扱数量 2.9 万トン） 

① 青果部 

青果部の取扱数量については、平成 26年は 4.6万トンであり、平成３年比 41.7％減、平成

13 年比でも 35.5％減となっている。今後も厳しい環境が続くと考えるが、事業者が一体とな

り減尐傾向に歯止めをかけ、さらに本市場が掲げる基本理念にふさわしい一定の水準まで回復

させることをめざすことから、平成 34年の取扱数量の目標を 5.5万トンと定める。 
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② 水産物部 

水産物部の取扱数量については、平成 26 年は 2.9 万トンであり、平成３年比 65.5％減、

平成 13 年比でも 56.7％減となっている。水産物部は青果部とは異なり国の再編基準に該当

していないため地方化は行わず、中央卸売市場を継続することとしている。国の再編基準の

うち取扱数量について、水産物に関しては 3.5万トン以上と定めていることから、水産物部

は平成 34年の取扱数量の目標を 3.5万トンと定める。 

（2）各部門における年次目標 

平成 34 年の目標達成に向けては年次別の目標設定と進捗管理、評価に基づく年次の目標

設定を繰り返していくことが必要となる。 

青果部・水産物部においては、各年次における取扱数量目標を下記のとおり定め、目標達

成に向けた取組の状況も見ながら、常に効果的・効率的な取組を重点的に実施していくこと

とする。 

① 青果部 

青果部は、平成 34年の取扱数量 5.5万トンを目標として掲げている。目標達成に向けて、

卸・仲卸業者の連携による卸売市場本来機能の強化や地場産地との連携による農業の振興、

地場産品の育成等に特に注力していくこととする。 

また、青果部は平成 27 年４月に地方卸売市場へ転換したことによる事務負担の軽減や売

買取引に関する規制緩和等を機会と捉え、生鮮食料品等の流通拠点として新たな機能・役割

を創出・発揮していくための動きを検討・実行していくこととする。 

短期的な年次目標として、平成 30 年には取扱数量 5.1 万トンを回復し、その後、継続的

な取扱数量の回復・拡大に向けた取組により平成 34年の目標数値を達成していくことをめざ

す。 

図表 ５-1 取扱数量年次計画（青果部・本業） 
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② 水産物部 

水産物部は、平成 34 年の取扱数量 3.5 万トンを目標として掲げている。目標達成に向け

て、卸・仲卸業者の連携による卸売市場本来機能の強化や地場産地との連携による水産業の

振興、地場産品の育成等に特に注力していくこととする。 

また、開かれた市場を構築するために、食に関する情報発信等により、卸売市場本来機能

の強化と並行して魅力・賑わい創出による卸売市場の活性化をすすめていくこととする。 

短期的な年次目標として、平成 30 年には 3.2 万トンを回復し、その後、継続的かつ安定

的な取扱数量の回復・拡大により平成 34年の目標数値を達成していくことをめざす。 

 

図表 ５-2 取扱数量年次計画（水産物部・本業） 

 

 

図表 ５-3 （参考）部門別年次計画を踏まえた本市場の取扱数量予測（本業） 
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６．基本戦略と具体的施策 

６．１ 目標達成のための基本戦略 

（1）基本戦略の設定 

「播磨地域の食文化の拠点」～市場関係者が一体となり生産者・消費者・顧客のニーズに

応え続ける卸売市場～をめざす過程では、各部門での取組を進めるとともに、市場関係者が

十分に連携し、市場全体の取組についても強化を図ることで、取扱数量の目標達成とともに、

生鮮食料品流通拠点としての機能・役割等が十分に発揮され、今後も地域・市民にとって必

要となる卸売市場を構築することができる。 

このうち、取扱数量については、本市場における経営の根幹を成すものであり、取扱数量・

金額が確保されることで、生産者・消費者・顧客のニーズに応え続けることが可能になるも

のと考えることから、先述のとおり、青果部・水産物部両部門において、近年の傾向も鑑み

ながら、平成 34年を目標年次とした取扱数量目標を設定した。 

本市場における課題を整理するとともに、効率的かつ効果的な市場経営の改善により、本

市場の基本理念、更には、各部門における取扱数量目標を実現するために７項目からなる基

本戦略を位置づける。 

図表 ６-1 本市場における基本戦略７項目 

【本市場における基本戦略】 

（１） 集荷・販売力の強化・充実と地産地消の推進 

業態間や地場産地との連携等により、ニーズに応える販売・流通体制を構築する 

（２） 食の安全・安心機能の強化 

衛生・品質管理やコールドチェーン等の機能強化により、社会的要請に応える 

（３） 場内業務の効率化 

物流や施設使用等における効率性を追求する 

（４） 市場経営力の強化 

市場取引を支える場内事業者及び市場会計の強化・健全化を進める 

（５） 市民に親しまれ、開かれた市場 

市民・観光客・周辺施設等を巻き込んだ地域全体での市場経営を進める 

（６） 環境負荷の軽減 

省エネ、再生可能エネルギーの導入等環境面からの社会的要請にも対応していく 

（７） 青果部地方卸売市場転換への対応 

事務負担の軽減や規制緩和を機会と捉え、積極的な販売力強化に取り組む 
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６．２ 基本戦略の実現に必要な具体的施策 

（1）集荷・販売力の強化・充実と地産地消の推進 

① 卸・仲卸業者間の連携による営業体制の強化 

１) 卸・仲卸業者の連携による卸売市場の本来機能の充実 

卸売市場の基本的な４機能のうち「集荷（品揃え）・分荷機能」については、多種多様な

品目を集荷し、小売業者や量販店等のニーズに応じて迅速・確実に必要量を分けること。ま

た、「情報受発信機能」については、生産者と消費者の中間に位置する卸売市場が、生産者・

消費者双方のニーズを的確かつ迅速に把握、伝達し、効率的な流通を支えることを意味して

いる。したがって、場内事業者である卸売業者と仲卸業者は、双方向に情報を受発信し、産

地と消費地をつなぐことが重要な任務である。 

卸売市場と市場取引に係る構造は下記のとおりとなる。 

図表 ６-2 卸売市場と市場取引構造 

 

上記のとおり、卸・仲卸業者間の連携を積極的に進めながら、双方が役割分担に応じ、自

らの任務を遂行することが必要不可欠である。 

例えば、卸売業者（集荷）は、仲卸業者の販売力が担保されていることを求め、逆に、仲

卸業者（販売）は、卸売業者に自らのニーズに即した集荷を進めることを求めるなど、卸売

業者の集荷力と仲卸業者の販売力は表裏一体の関係にある。 

こうした実情を踏まえれば、集荷・販売体制は卸・仲卸業者の連携により構築される必要

があり、市場取引の円滑化に向けて、卸・仲卸業者の役割を今一度再考することで、本市場

に求められる本来機能の充実に努める。 

図表 ６-3 卸・仲卸業者間の連携・役割分担（一例） 

市場取引に係る項目 卸売業者 仲卸業者 備考 

産地との情報交換・営業活動 

新規産地開拓 
○ △ 

・ 卸売業者・仲卸業者で訪問 

・ 実需者・消費者ニーズ等の伝達 

地場産品の生産・出荷依頼 ○ △ ・ 卸売業者主導（仲卸業者と連携） 

新規取引先開拓（販路拡大） △ ○ 
・ 仲卸業者・卸売業者で訪問 

・ 生産者動向等の伝達 

卸売業者 仲卸業者
生産地

（生産者）
消費地

（取引先）

 必要数量の出荷依頼
 消費者ニーズ・動向

の伝達

 必要数量の出荷
 産地希望価格の伝達

 必要数量の販売
 価格形成

 分荷・加工
 搬出・価格形成（販売）

 必要数量の販売依頼
 消費者・実需者ニー

ズ・動向の伝達

 必要数量の販売依頼
 消費者ニーズ・動向

の伝達

連
携
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なお、新規取引先開拓（販路拡大）については、消費者の購入形態が小売店から量販店や

ドラッグストア、インターネット販売等へと変化していることを踏まえ、青果部・水産物部

の垣根を超え、両部門が連携し、市場全体で取り組んでいくことも検討しなければならない。 

２) 既存組織の積極的活用と充実 

本市場は、他市場と比べて仲卸業者の数が多く、市場関係者の意思決定・合意形成の難し

さが課題の１つである。さらに、他市場との厳しい競争環境等を踏まえれば、意思決定・合

意形成に時間を要することで、食品流通業界を取り巻く環境の変化に迅速に対応できない等、

卸売市場の存在価値低下を招きかねない。 

現状、市場全体では姫路市中央卸売市場運営協議会が、また、仲卸各部門においては組合

組織がそれぞれ形成されており各事業者の意思決定・合意形成を担っている。 

今後、集荷・販売力の強化を具現化するため、既存組織を活用するとともに、新たな組織

形成も視野に入れ、各年の取扱数量目標や注力分野、集荷・販売活動等による検証（評価・

総括）を確実に実施し、市場関係者の意思決定・合意形成を円滑に進めていく。 

② 地場産地との連携による農水産業の振興と地場産品の育成 

先述のとおり、本市場は消費地市場でありながら地場農水産物を取り扱う産地市場機能も

兼ね備えていることが特徴として挙げられる卸売市場である。 

本市場の周辺地域には家島・坊勢の水産物等、魅力的な地場産品が存在する。また農作物

においては、姫路市内の農産物を『姫そだち』としてブランド化している取組もある。 

図表 ６-4 本市場周辺の主な地場産品 

青果部 水産物部 

・ 姫そだち（ほうれん草、春菊、小松菜等地場

農産物） 

・  網干メロン、太市たけのこ、姫路れんこん 

・  えび芋、妻鹿メロン等の伝統青果物※ 

 

※保存・復活に向けた取組活動中 

・ 坊勢カニ、坊勢サバ等坊勢・家島等の地魚 

・ カキ、ホタテ、ノリ（養殖漁業） 

（出典）兵庫県、姫路市「姫路の漁業」、姫路大同青果等 

本市場の取扱数量の拡大、また、市民に対する地産地消を通じた食文化の継承や食育等、

食を通じた市民生活への貢献という観点から、本市場における地場農水産物の取扱強化に向

けて、地場産地と本市場、本市場と量販店等取引先のネットワーク構築・充実が必要である。

そのためにも産地・消費地双方のニーズを的確に把握するとともに、流通ネットワークへ卸・

仲卸業者双方が参画する方策の検討に着手する。 

また、近年消費者の尐子高齢化と並行して、産地側でも生産者の減尐・高齢化の一方で、

生産・出荷の効率化に向けた産地の機械化・大型化が進んでおり、中小零細産地ではこうし

た方針に対応することができず、生産・出荷量の減尐を余儀なくされている事例も見られる。 
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こうした状況に対して、卸売業者が産地と綿密なネットワークを構築することで、高付加

価値商品の生産・出荷を奨励し、その商品価値を認識する量販店等へ販売していく仕組みを

構築している事例も見られる。他市場や卸・仲卸業者等の優良な取組については、本市場関

係者としても常に情報収集を重ね、参考としながら、本市場と生産者・消費者間で実情に沿

った地場産品の出荷奨励、販売力強化につなげていくこととする。 

図表 ６-5 地場中小生産者の出荷奨励と地場産品の育成 

【地場中小生産者の出荷奨励と高付加価値化（事例）】 

○ 事 業 者：株式会社岩井中央青果（茨城県） 

○ 対象産品：レタス・サニーレタス・チンゲンサイ 等 

○ 取組概要： 

岩井中央青果で出荷している新鮮でおいしい野菜を消費者に浸透させ

るため「うまかっぺ」としてブランド化し、消費者から支持を得て、

販売拡充、生産者の野菜消費に対する意識向上、生産拡大を期待 

○ 生産者・地場産品の育成：出荷奨励・高付加価値化に向けた取組のポイントは次の３点 

・JA の指定産地・産品・数量等取引基準の厳格化に対応出来ない中小零細農業従事者（高齢・

個人生産者中心）を対象に良品集荷（「うまかっぺ」としてブランド化） 

・生産者の実情に即し「作りたいものをつくってもらう」ことを重視 

・消費者ニーズを生産者に伝え、情報交換を密にしながら、コストをかけずに良品を生産・販

売することに尽力 → 消費者の認知度向上 → ブランド形成につながる 

（出典）株式会社岩井中央青果、事業者ヒアリング 

③ 市場ブランド「姫路市場直送品」の確立 

近年、「ながさき市場じまん」等「市場ブランド」の確立に取り組む市場が多数見られる。

本市場においても、地場産地と連携し「姫路市場直送品」に取り組む等、市場ブランドの形

成を推進し、本市場の魅力を最大限発信することに努める。 

図表 ６-6 市場ブランドの事例 

ブランド名称 ブランド水準等の概要 

石川の朝とれもん 

石川中央魚市（株） 

（金沢市中央卸売市場） 

卸売業者と漁協の連携により、石川の漁港で朝上がった魚を、朝市にかけ

「石川の朝とれもん」として、市場に流通させることで「鮮度」を売りと

したブランド化を行っている。 

三陸塩釜ひがしもの 

塩釜市水産振興協議会 

（塩釜市魚市場） 

生鮮食料品流通の起点である卸売市場側でメバチマグロの品質・取扱水準

を設け、認定事業者が商品を消費地に販売することで、ブランド水準を維

持・向上させている。 

ながさき市場じまん 

長崎市中央卸売市場 

安心と安全をモットーとし、卸売市場の活性化策の一環として、取り扱う

商品の中から“青果のプロ”がこだわりをもって選んだ推奨品を「ながさ

き市場じまん」としてブランド化する取組を進めている。 

（出典）各市場・卸売業者、事業者ヒアリング
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④ 他市場との集荷・販売ネットワーク構築 

全国的に中央卸売市場の取扱数量・金額が減尐傾向にある中、他市場においても市場の経

営改革と施設再整備が課題となっており、今後、集荷・販売力の強化や食の安全・安心等に

向けて、市場機能の強化方策が講じられると予測されることから、市場間の競争は一層激し

さを増すと考えられる。 

関西圏の市場では特に大阪（本場・東部・北部）と神戸（本場・東部）、京都が背後に大

規模消費地を有しており、集荷・販売力について強力な競合先となるが、こうした市場との

間で集荷・販売に関して競争に挑むのではなく、それぞれの強みを活かしながら弱みを補完

するための協力関係を構築することが本市場としては望ましいと考える。 

そのためにも、本市場と他市場の市場関係者同士が密にコミュニケーションを取り、お互

いが所有する情報の共有・交換により、関西全域として域内住民に対し多種多様で安全・安

心な生鮮食料品等の継続的な安定供給を可能とする体制の構築とその運用に注力していくこ

ととする。 

⑤ 量販店・中食業者等実需者の多様なニーズへの対応 

１) マーケットニーズの的確な把握と品揃え・入荷数量の強化 

卸売市場の本来的な機能のうち、最も重要な要素は、卸売業者の豊富な集荷と仲卸業者の

充実した販売である。 

本市場の販売力を強化していくため、小売店や量販店、中食業者等との取引拡大に向けて、

卸・仲卸業者が連携して共同で営業活動を行い、実需者のニーズを的確に把握し、それに対

応した品揃えや入荷数量の強化を行う。 

２) 加工機能の強化 

昨今の大型量販店・中食業者等は、バックスペース（保管所）や店内の配置人員・加工場

の縮小、納入から販売までの時間短縮等、卸売市場以外の生鮮食料品等流通構造の多様化及

び流通の迅速化の影響を受けており、市場関係者はこうした状況変化を踏まえた市場機能の

強化に向けた施設整備を進めていかなければならない。 

そこで、大型量販店・中食業者等との取引拡大に向けて、実需者のニーズにあった加工機

能の強化を図ることとし、一次・高次加工等担うべき業務範囲とその業務を完遂するために

必要となる加工場等の施設整備を進めていくこととする。 

３) 仕分け・配送機能の強化 

先述のとおり、昨今の大型量販店・中食業者等には、加工等の付加価値機能とともに、物

流に係る時間短縮、迅速化が求められている。本市場の施設面の弱みとして、通路の狭隘化

や駐車場の配置の問題による作業効率の低下が挙げられるが、物流動線に係る課題は早期解

決が必要である。 
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今後の本市場においては、大型量販店・中食業者等が求める大小必要数量での商品確保や

配送スピード等に対応できるよう、仕分け・配送機能の強化を図ることとし、そのためにも、

駐車場やピッキングスペース等、必要な施設及びその配置のあり方の検討や施設利用に関す

るルール整備・遵守等を進め、適正利用による作業効率の向上に努めていくこととする。 

４) 卸売機能を補完する場外施設の整備 

場外施設に求める付加価値機能としては、市民や観光客を対象とした開かれた市場とする

ほか、卸売機能を補完する機能を備えた施設を市場外にも建設することを促進し、本市場と

その周辺施設を食品流通業界のニーズに幅広く対応できる体制づくりに努めていく。 

具体的には、市場の商品について加工やパッキング、配送等を行うための場外施設の建設

を促進し、場外施設も含め本市場周辺で加工品まで賄える機能を備えることにより、大型量

販店や中食業者等の利便性を高め、取引拡大を図る。 

５) 青果部・水産物部一体となった対応 

大型量販店の一部には、取引先の絞り込みに向けた動きがあるが、それに対応するため、

市場全体で窓口を一本化する、営業活動を青果部・水産物部共同で行う等、総合市場として

の強みを生かし、両部門で連携した集荷・販売活動を行うこととする。 

⑥ 地域と連携した流通体制の構築 

１) 地元小売店への支援策 

(a) 市場での PR活動 

大型量販店やドラッグストア、コンビニエンスストア、インターネット販売等消費者の生

鮮食料品等購入の場所や形態の多様化により、従来の卸売市場との取引の中心であった小売

店は全国的に衰退が進んでいる状況である。 

本市においても小売店の衰退が進んでいるが、その背景には、場内事業者と地元小売店の

間で相互のことを十分に把握できていない状況に陥っていることが挙げられる。地元小売店

との情報交換を通じてきめ細やかな対応を行い、取引を充実させることにより、本市場と地

元小売店が相互に WIN-WIN の関係を築くことができる可能性があることから、地元小売店の

PR活動等に対する支援を進めていく。 

(b) 仲卸業者による小売店向け配送・加工サービス 

小売店は市民の食を支える重要な担い手であり、本市場にとっても非常に重要な取引先で

あるが、中小零細企業が中心であるとともに、小売業界において量販店の主流化が進んでい

ることから、経営状況の悪化や後継者・人手不足等が深刻となっており、配送や加工につい

てきめ細かな消費者ニーズに応えていくことが難しい状況にある。このような状況を踏まえ、

小売店の競争力強化に向けて、仲卸業者による小売店向け配送・加工サービスの充実に向け

た取組を進めていくこととする。 
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２) 買い物弱者対策等地元小売店との連携強化 

近年、我が国においては高齢化や人口減尐等を背景に日常の買い物に不便を感じている買

い物弱者が増加しており、その対策としては、経済産業省「買い物弱者を支えていくために」

（平成 23年５月）において、「（地域住民の）身近な場所に店を作る」、「（地域住民の）家まで

商品を届ける」の２点が主な方法として挙げられている。 

今後、本市及び周辺地域においても買い物弱者の増加が予測されることから、地域住民・

事業者等への生鮮食料品等、供給の基幹インフラとしての役割を担っている本市場としても、

市場関係者同士、また、地元小売店と連携しながら買い物弱者への支援について検討を行う。 

⑦ 販売先に対する商品提案力・企画力・情報発信力の向上 

販売先に対する商品提案力・企画力・情報発信力の向上に向け、各事業者単位での能力開

発とともに、市場全体においても部門ごとに営業会議や勉強会を開くなどの取組を進める。

従来の顧客への提案はもとより、新規顧客の開拓に向けても積極的に取組を推進する。 

また、これらについては、場内事業者のみならず、生産者や販売に携わる実需者の参画や

意見交換が必要となる。そのため、外部有識者等も加えた勉強会を設ける等、様々な取組を

進め、本市場の集荷・販売力の強化・充実に努める。 

⑧ 地産地消の推進 

１) 地場産品の消費拡大 

(a) 学校給食への積極的な導入 

近年、学校給食における食育への関心が高まっており、様々な取組がなされている。 

図表 ６-7 卸売市場と学校給食との連携 

【卸売市場と連携した学校給食への地場産品の導入（事例）】 

○ 事業主体：富士市学校給食地場産品導入協議会 

     ※平成 24 年農林水産省「地産地消優良活動」農林水産大臣賞 

○ 構 成 員：生産者、農協、栄養士、食材納入業者、富士市公設地方卸売市場、富士市等 

○ 取組概要： 

学校給食に地場産品を取り入れ、食育の推進や地場農業の発展、市場の活性化を進める 

○ 「三方よし」のシステム構築：県産割合が平成 23 年度には 41.9％まで向上 

生産者、（卸売市場を含む）流通業者、学校給食の三者いずれにとってもメリットがある仕組み

を構築することで継続的な取組を推進 

＜生産者＞農産品の PR の場   ＜流通業者＞安定した取引先の確保 

＜学校給食＞安心な地場農産物の注文を可能とする仕組みの構築 

（出典）農林水産省「地産地消優良活動表彰事例」 

現在、本市場においても青果物を中心に地場産品の積極的導入が進められており、このよ

うな活動が認められ、平成 26年度に本市の学校給食事業を担っている一般財団法人姫路市学
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校給食会が地産地消優良活動表彰のうち農林水産省食料産業局長賞を受賞した。今後、水産

物などの地場産品についても導入拡大を推進することにより、さらなる地場農水産業の振興

をはかることが期待される。 

また、学校給食については、行政における所管部局が卸売市場とは異なるため、今後の学

校給食と本市場の積極的な連携に向けて、場内事業者と開設者が連携しながら、市場関係者

全体での取組を進めていく。 

(b) 市民への PR活動 

地場産品の消費拡大に向け、本市場と生産者、流通事業者、小売店・量販店等が連携を進

め、各種イベントや市場ホームページの利用、店舗における地場産品の積極的な取扱等を通

じて市民への PR活動を推進していく。 

（2）食の安全・安心機能の強化 

① 衛生・品質管理体制の強化・充実 

本市場では、食の安全・安心を確保するため食品衛生検査センターを設置し、市内に流通

する食品等の安全性を確保するため、大腸菌やノロウイルス、残留農薬や食品添加物等に関

する収去（ぬき取り検査）を計画的に実施するとともに、苦情及び不良食品発生時における

原因究明に向け、微生物検査を実施している。 

また、定期的な早朝監視により食品流通における監視指導、場内事業者への直接的な指導

も行っているほか、事業者側においても卸・仲卸業者が施設ごとに品質管理責任者を定め、

品質管理の高度化に向けた取組を行っている。 

他方、全国的な卸売市場の動向として、場内事業者のモラル向上とルールの徹底が課題と

なっており、その対応策の検討が必要である。 

こうした課題の解決に向けて、本市場では、場内事業者において市場内の衛生・品質管理

についてのルールを再考するとともに、市場内ルールを徹底するための管理体制を明確にす

ることによりその情報の周知・徹底を図る。 

また、こうした取組は、市民の食の安全・安心を確保するために不可欠であり、市場内の

衛生・品質管理については、外部民間事業者の専門的知見も活用しつつ、検査体制の充実や

品質管理講演会の実施による場内事業者の意識啓発等を通じて、現在の卸売市場に相応しい

より効率的・効果的な衛生・品質管理体制の構築と実践を進めていく。 

② コールドチェーン化やトレーサビリティ等への対応 

現状、卸売市場への集荷、卸売市場からの出荷においては物流形態の発達等によりコール

ドチェーン化が進められているが、卸売市場を経由する際に分断される場合がある。したが

って、大型量販店や中食業者等への販売力強化を進めるためにはコールドチェーンは必要不

可欠であると考える。今後、本市場の施設整備に向けて、青果・水産両部門において必要規

模・機能の検討を行い、適正なコールドチェーンの確保を進めていく。 
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また、コールドチェーンへの対応と同様に衛生・品質管理の高度化、それに伴う食の安全・

安心確保に向けてはトレーサビリティの検討も行う。トレーサビリティは、食品流通行程を

データ管理しようとする仕組みであり、そのためには ICTインフラの整備やオペレーション

に係る人材育成等も必要となる。 

③ 食の安全・安心に関する情報提供 

食の安全・安心は、実需者ニーズへの対応や卸売市場の集荷・販売力の強化に直結するも

のであり、市民・実需者等に積極的な情報提供を行っていく必要がある。 

今後、料理教室や市場見学等、市民と卸売市場が交流できる場面や各種情報媒体を積極的

に活用した情報提供に注力することで、卸売市場における食の安全・安心に関する場内事業

者の意識醸成、取組内容の高度化と市民・実需者等の満足度の向上に努めていくこととする。 

④ 大規模災害等非常時への対応と公共性の発揮 

卸売市場には生鮮食料品等の安定供給に関して継続性が求められる。その継続性は、平時

はもちろんであるが、大規模災害等が発生した非常時においてより一層重要なものとなる。 

関西圏においては、自治体間で協定が締結されており、非常時においても本市場を経由し

て市民等に対して生鮮食料品等を安定的に供給する体制が整えられている。 

図表 ６-8 災害時における生鮮食品等の供給協力等相互応援に関する協定（抜粋） 

① 主旨（第１条） 

京都市、大阪府、大阪市、神戸市、姫路市、尼崎市、奈良県及び和歌山市の各都市の中央卸

売市場独自で生鮮食品等を被災者に十分供給出来ない場合、災害を受けていない都市に対し

て生鮮食品等の供給等の協力要請及び支援を定める 

② 供給協力の要請等（第２条） 

被災都市は、緊急に生鮮食料品等の確保を図る必要がある場合、非被災都市に協力要請が出

来る。被災都市が協力要請困難な場合は、非被災都市間で協議して支援を行う 

③ 協力経費の負担（第６条） 

協力及び支援に要した経費負担は、被災・非被災都市間協議で決定する 

（出典）「災害時における生鮮食品等の供給協力等相互応援に関する協定」（平成８年５月 28 日） 

また、全国中央卸売市場協会に加盟する中央卸売市場を開設する都市（40都市）で災害対

策基本法に定める災害や武力攻撃災害等が発生し、被災都市の開設者独自で生鮮食料品を被

災都市に十分供給出来ない場合、他都市の中央卸売市場開設者が相互に救援協力し、生鮮食

料品の確保や市場機能の復旧対策を行うための協定が締結されている。 

このように本市場と他市場の間で相互応援に関する体制が整えられているが、こうした協

力体制が非常時に十分な効果を発揮するためにも、平時から卸売市場間、また、市場関係事

業者間で十分な連絡を取り合うことに注力していくことが必要であると考える。 

また、本市場においては、施設・設備の老朽化が著しく、大規模災害等発生時における公

共性の十分な発揮が懸念されるため、市場再整備や非常用電源等、必要となる施設・設備の
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充実を通じて機能を維持させることにより、生鮮食料品等の流通体制の継続性を確保すると

ともに、災害・非常時への対応力を強化していくこととする。 

（3）場内業務の効率化 

本市場の機能強化には、小売店から大型量販店・中食業者・飲食業者等、多様な実需者の

多様なニーズへの対応が求められ、流通形態に対応した場内物流のあり方を見直す必要があ

る。 

① 場内物流機能の強化・効率化 

搬入から搬出までの市場内物流において、物流動線の煩雑化による業務効率の低下や作業

の長時間化は市場機能の低下を招き、取扱数量・金額減尐の要因ともなりうる。 

そこで、本市場の再整備に際し、ヒト・モノ・車両の一方通行化や施設配置のあり方等、

取引の現状に合った効率的な物流システムの構築に注力するとともに、例えば、駐車場管理

や出入口の管理等について従来の場内物流システムに執着しない新しいシステムとオペレー

ション方法の検討を進める。 

② 施設の効率的な使用形態の確立 

現市場は仲卸業者・関連事業者の店舗区画について、約 1,700㎡の空き店舗が存在する。

今後の市場再整備に際して、仲卸棟・関連棟を中心とした空店舗を作らないような施設使用

のあり方、市場内の空きスペースの有効活用方法等、より効率的な施設使用形態の確立に向

けて検討を進めていく。 

（4）市場経営力の強化 

① 場内事業者の経営基盤の強化 

１) 経営改善への取組強化 

卸売業者の近年の経営状況をみると、兼業を含めた事業全体では経常利益はプラスとなっ

ているが、卸売業務（本業）だけみるとマイナス傾向となっており、市場における本業では

安定的な利益が確保できていない状況となっている。仲卸業者についても、経常赤字の店舗

が青果部で約半数、水産物部では半数以上にのぼっている。このように場内事業者は厳しい

経営状況にあり、今後、経営改善に向けた取組が求められる。 
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図表 ６-9 場内事業者の経営状況 

 

２) 仲卸業者の経営基盤強化 

仲卸業者については、経営規模の小さな事業者ほど厳しい経営状況にある傾向がみられ、

廃業する事業者も多い。市場全体の販売力を向上させるには、仲卸業者の経営基盤を強化し、

積極的な営業活動を行うことが必要不可欠であるため、今後、事業者数の適正化や経営規模

の拡大に向けた取組等について検討を進めていく必要がある。 

３) 関連事業者の新規参入促進の検討 

関連事業者の新規募集は、他の中央卸売市場で行われているが、本市場の関連事業者は、

事業者数が一貫して減尐傾向にあるとともに、経営状況も厳しいことから、資金信用面はも

とより本市場関係者及び市場利用者の利便性等、一定の条件を設定することを前提に、新規

参入の促進についても検討を進めていく。 

② 売買参加者のあり方の検討 

近年は、大型量販店や外食産業など、仲卸業者を通さない大口事業者との取引が増加して

いる。市場の活性化に向けて、これらの事業者を売買参加者として新規参入させるなど、既

存仲卸業者との共存をはかりながら、一定の条件設定を前提とした検討を進めていく。 

③ 卸売市場事業特別会計の健全化 

本市場事業における一般会計からの繰入金は、近年は約３億円／年となっている。市場会

計については、原則として経営に伴う収入で経費を賄うことが求められていることから、一

般会計からの繰入金を一定限度に抑えるために、本市場の使用料収入の改善や指定管理者制

度等、民間活力の導入によるコスト削減等の検討を進める。 

（5）市民に親しまれ、開かれた市場 

① 市民の受入体制の充実 

本市場においては、市場見学会や市民対象の各種教室をはじめとした取組を進めている。 

（単位：百万円）

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

本業 37,606 35,767 33,471 32,954 30,430 28,401 27,915

兹業込 43,312 39,359 35,128 34,942 32,359 30,867 31,198

本業 ▲ 31 10 ▲ 19 ▲ 30 ▲ 42 ▲ 185 ▲ 67

兹業込 3 36 103 130 129 46 157

本業 ▲0.08％ 0.03% ▲0.06％ ▲0.09％ ▲0.14％ ▲0.65％ ▲0.24％

兹業込 0.01% 0.09% 0.29% 0.37% 0.40% 0.15% 0.50%

本業 118 81 ▲ 19 ▲ 66 48 ▲ 152 ▲ 12

兹業込 152 106 103 94 243 59 217

本業 0.31% 0.23% ▲0.06％ ▲0.20％ 0.16% ▲0.54％ ▲0.04％

兹業込 0.35% 0.27% 0.29% 0.27% 0.75% 0.19% 0.70%

事業者数 42 40 38 36 36 36 33

経常赤字事業者数 15(11) 17(12) 13(8) 14(5) 18(5) 19(10) 10(7)

事業者数 48 48 45 44 42 40 37

経常赤字事業者数 18(12) 12(10) 19(8) 21(10) 24(16) 20(17) 22(18)

※（　）内の数字は、３期連続経常赤字業者数

区分

卸
売
業
者

仲
卸
業
者

売上高

営業利益

営業
利益率

経常利益

経常
利益率

青果部

水産物部



 31 

しかし、市民における市場の役割の認知度は十分と言えず、今後、さらなる取組が必要と

考えられることから、市民の受入の拡大に向けて市民モニター制度の構築等を進めるため、

場内の受入体制の充実を図る。 

② 食に関する情報発信 

１) 各種教室・イベントの充実 

本市場では、数多くの教室やイベントを通じて広く食に関する情報発信の場を設けている

が、播磨地域の食の流通基盤を担う市場として、食や栄養に関する専門家の協力を得るなど、

市民に関心を持ってもらうための工夫を行い、さらなる充実を図る。また、播磨の食文化の

拠点として地域に貢献するため、食文化の推進を図る団体等と連携し、食文化や食と健康に

関する事業を展開する。 

図表 ６-10 旪果旪菜親子朝ぜり見学会      図表 ６-11 潮彩いちば塾 

   

２) 市場開放事業の推進（市場まつり等） 

市場を一般市民に開放する市場開放事業は、市場に対する市民の理解を得るためには非常

に重要な事業である。市場まつり等の市場開放事業のさらなる推進に向け、より多くの市民

が来場できるようなイベント内容の充実や市場関係者のおもてなしの心の育成を図る。 

図表 ６-12 市場まつり         図表 ６-13 市場市民感謝デー 
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３) ケーブルテレビやインターネット等による情報発信 

ケーブルテレビ等のマスコミやインターネットを積極的に活用し、市民に対する情報発信

を市場全体で戦略的に行うことが重要である。そのためには、メディアに取り上げられるよ

うな「話題性」を持った事業を展開するなど PRの手段として積極的に活用し、本市場の魅力

を PRしていく。 

③ 場外施設の充実と市場の魅力・賑わいづくり 

近年の市場施設整備では、卸売市場の本来的な機能強化に加え、市民・観光客に対する賑

わいの創出に着目し、場外施設の充実を図る動きが強い。全国的な動向として、直近では、

東京都豊洲新市場の整備における「千客万来施設」の整備のような動きが見られる。 

場外施設の整備についてはターゲット（主たる顧客）を明確にすることが、第一義として

必要であり、そのターゲットの満足度を最大限に満たすために場外施設に求める機能を検討

していく必要がある。 

ターゲットと場外施設に求める機能を明確にした次の展開としては、場外施設の整備主体

についての検討である。他市場においては、第３セクター方式や不動産事業者など整備・経

営主体が様々であることから、本市場に望ましい場外施設の整備・経営体制のあり方につい

て、その主体を検討する。 

本市場には、従来、場外施設が整備されていなかったことから、その具体的な施設内容等

について、他市場の動向や既存施設の事例等も参考としながら、本市場の強み・特徴を活か

すことを前提に、整備方針の検討を進めていくこととする。 

市場関係者以外の人を対象におもてなしすることが場外施設の前提となるが、そのターゲ

ットについては市民と観光客のいずれか、または双方が考えられ、ターゲットの設定により

整備内容が異なる。具体的な集客のための施設内容の一例としては、以下のとおりである。 

１) 市場直送品直売所 「道の駅」「海の駅」 

市場からの直送直売所を整備する。地場の青果物、水産物を中心とした物販施設を整備す

る。鮮度やおいしさ、品揃え、価格等において、近隣の量販店等と差別化を図っていく必要

がある。 

２) 特色ある飲食店 

地元の野菜を食材として使用するレストランや、地場の魚を使用する寿司屋など、姫路市

場ならではの特色ある飲食店を運営する。 

３) 観光客向けサービス 

本市場が付加価値機能を高めるためには、場外施設を本市における新たな観光資源と位置

づけ、市の観光部門や姫路観光コンベンションビューロー等との連携により、観光客の誘致

を図っていくことも考えられる。観光客を積極的に誘致するためには、店舗の充実はもとよ



 33 

り、観光客向けの大型バス駐車場の整備や、観光客が生鮮食料品等を持ちかえることや店舗

から直接配送できるようなサービスについても導入していく必要がある。 

４) 食肉市場・花き市場との連携 

場外施設においては本市場に加えて、市内の食肉市場、花き市場等との連携方策について

検討を行う。 

（6）環境負荷の軽減 

① 廃棄物の抑制・減量化、再資源化 

事業者において廃棄物の抑制・減量化を推進するとともに、資源化のための分別回収を徹

底し、発泡スチロールや段ボールの再資源化等に向けた取組を行う。 

② 省エネの推進 

再整備に際しては、躯体の断熱性や建築設備の効率性などの省エネルギー性能の高い建

物・設備の導入を進めるとともに、事業者の活動においても節電を行うなど省エネ化を進め

る。 

③ 再生可能エネルギー導入の検討 

近年、高崎市総合地方卸売市場（群馬県）、札幌市中央卸売市場（北海道）、北足立市場（東

京都）等、他市場において太陽光発電施設等を導入する動きがみられる。本市場においても、

再整備に際して太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入を検討する。 

図表 ６-14 卸売市場施設への再生可能エネルギーの導入 

【再生可能エネルギーの導入（事例）】  

○ 市 場：高崎市総合地方卸売市場 

○ 導入内容： 

全国の卸売市場では最大規模（定格出力 200KW）

の太陽光発電施設を整備 

○ 取組概要： 

・年間の日照時間が極めて長い高崎の地域特性と、

平面的な施設構造で周囲に高層建築物がなく、日

昇から日没にわたって日照を利用できる高崎市場の施設特性を活用 

・平成 16 年度の NEDO・太陽光発電フィールドテスト事業の採択を受け、開設会社であ

る第３セクター法人の高崎市総合卸売市場株式会社が建設 

・今後、場内の青果棟と水産棟の屋上に出力約 650KW の太陽光発電施設を増設すること

とし、卸売市場として全国最大規模の太陽光発電施設を整備していく予定 

（出典）高崎市総合地方卸売市場 
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④ 場内・周辺地域の環境への配慮 

卸売市場は交通、騒音、排ガス等、周辺地域へ与える影響が大きいことから、周辺地域の

環境に十分配慮を行う。また場内においても、電動フォークリフトの導入等、場内事業者等

が事業活動をしやすい環境づくりに努める。 

（7）青果部地方卸売市場転換への対応 

① 事業者の事務負担の軽減 

地方卸売市場転換に伴い、事務の簡素化や各種申請書類の廃止等が行われるため、業務の

スリム化や経費の削減が可能になるとともに、人員の有効活用も図れるため、経営の効率化

や売上増も期待される。 

② 規制緩和等新たなルールのメリットを活かした取組 

平成 27 年４月の地方卸売市場への転換に伴い、新業務条例・施行規則をはじめ各種要綱

等の見直しが行われ、事務の簡素化とともに取引に関する一定の規制緩和が実施された。以

下の項目を中心に、地方化したことのメリットを最大限に生かしつつ、取引の活性化を図る。 

１) 売買取引の方法（せり・相対取引区分等）の規制緩和 

せり割合等の売買取引の方法について見直しを行い、卸・仲卸間の協定書で具体的な内容

（品目・割合等）を決定する形態に変更し、規制緩和を進めることにより、取引の状況に応じ

て、きめ細かい柔軟な対応が可能となる。 

２) 開設区域撤廃による規制緩和 

開設区域内における卸売業者・仲卸業者の小売等に関する規制が撤廃されるなど規制緩和

が行われるため、場内事業者の新たな事業展開や経営基盤の強化が期待される。 

３) 市場外物品の卸売禁止（商物一致の原則）規制の撤廃 

中央卸売市場では、商品を市場内に持ち込んで卸売を行うことが原則であるが、商物分離

を行うことにより、商品について産地から小売業者への直送が可能となり、衛生・品質管理

面の強化や取引の効率化が進み、量販店をはじめとする食品流通業界の幅広いニーズに対応

することが期待される。 

６．３ 基本戦略に対する具体的施策の取組主体とスケジュール 

基本理念や取扱数量目標を達成するため、基本戦略と具体的な施策を位置づけたが、市場

関係者の役割の明確化と各施策の実施スケジュールについて次の図表のとおり整理を行っ

た。今後、開設者も含めた市場関係者で実施状況の確認、検証を重ねながら実行していく。 
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図表 ６-15 基本戦略に対する具体的施策の取組主体とスケジュール 

 

卸
売
業
者

仲
卸
業
者

卸
売
業
者

仲
卸
業
者

(1)　集荷・販売力の強化・充実と地産地消の推進

① 集荷力の強化と卸・仲卸の連携 ◎ ○ ◎ ○ ●

　 販売力の強化と卸・仲卸の連携 ○ ◎ ○ ◎ ●

② 地場産地との連携による産地育成 ◎ ○ ◎ ○ ●

③ 市場ブランドの構築 ◎ ○ ◎ ○ ○ ●

④ 他市場との集荷・販売ネットワークの構築 ◎ ◎ ◎ ◎ ●

⑤ 量販店・中食業者等への対応 ○ ◎ ○ ◎ ●

⑥ 地域（小売店・買物弱者対策等）との連携 ○ ◎ ○ ◎ ○ ●

⑦ 商品提案力・企画力・情報発信力の向上 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ●

⑧ 地産地消の推進 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ●

(2)　食の安全・安心機能の強化

① 衛生・品質管理体制の構築（検査、管理体制） ○ ○ ○ ○ ◎ ●

② コールドチェーン化、トレーサビリティ対応 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ●

③ 市民・実需者への情報提供 ◎ ●

④ 大規模災害等非常時への対応 ○ ○ ◎ ●

(3)　場内業務の効率化

① 場内物流機能の強化・効率化 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ●

② 施設の効率的な使用形態の確立 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ●

(4)　市場経営力の強化

① 場内事業者の経営基盤強化 ○ ○ ○ ○ ◎ ●

 　関連事業者の新規参入促進 ◎ ○ ●

② 売買参加者のあり方検討 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ●

③ 卸売市場特別会計の健全化 ◎ ●

(5)　市民に親しまれ、開かれた市場

① 市民の受入体制充実 ○ ○ ○ ○ ◎ ●

② 食に関する情報発信（各種教室、市場開放事業） ○ ○ ○ ○ ◎ ●

③ 場外施設の検討 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ●

(6)　環境負荷の軽減

① 廃棄物の抑制・減量化、再資源化 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ●

② 省エネの推進 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ●

③ 再生可能エネルギー導入の検討 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ●

④ 場内・周辺地域の環境への配慮 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ●

(7)　青果部地方卸売市場転換への対応

① 事業者の事務負担の削減 ○ ○ ◎ ●

② 新たなルールのメリットを活かした取組 ◎ ◎ ○ ●

◎：実施主体　○：サポート

中期
(5年)

長期
(10年)

基本戦略と具体的施策

取組主体 取組期間

青果部 水産物部

開
設
者

そ
の
他

短期
(3年)
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７．事業推進体制の構築 

７．１ 各施策の推進体制 

本市場においては、他の多くの市場と同様に市場全体の経営戦略的な視点に基づく開設者

と場内事業者が一体となった市場運営は行われてこなかった。加えて、事業者においても、

それぞれの自助努力のもとに個々に事業展開を行うことに終始し、本市場の基本理念・目標・

果たすべき役割等の共有やそれに基づく市場としての戦略や取組についてはあまり重要視し

てこなかった。 

さらに、場内事業者の経営状況が悪化の一途をたどるとともに、開設者の財政状況も厳し

さを増している中、個々の事業者の自助努力には限界が見えてきており、市場全体での経営

戦略的な視点が必要となってきている。 

このため、今後の市場経営においては行政に依存するのではなく、場内事業者が主体性、

自立性を十分発揮していくことが極めて重要であると認識し、場内事業者と開設者が一体と

なって、基本理念に基づく基本戦略や具体的な施策に取り組んでいく。 

７．２ 取扱数量目標達成に向けた進行管理 

（1）場内事業者による進行管理組織の組成 

現在、本市場には姫路市中央卸売市場運営協議会が組織され、市場の適正な運営に寄与し

ているが、取扱数量目標の達成に向け、一定の権限と責任をもって実行に移していく体制は

整っていない。今後、場内事業者自らが目標達成に向けた取組方針を決定し、関係主体への

働きかけを行うとともに、取扱数量及び各取組の進行管理を行う組織を組成する。 

（2）進行管理組織が担う役割 

平成 34 年の取扱数量目標の達成に向け、各取組の具体的な進め方とスケジュールについ

て、場内事業者自らが合意形成を図り、PDCAサイクルにより各年次の取扱数量目標の達成状

況や各取組の進捗状況等について進行管理を行う。 



 37 

８．経営戦略推進に向けた施設整備・運営のあり方 

８．１ 市場施設に関する課題と方向性 

（1）施設の現状と課題 

現在の姫路市中央卸売市場は、開場から 60 年近くが経過しており、昭和 40 年代から 60

年代に仲卸棟、卸売場棟を改築して以降、市場施設の大規模改修を実施していない。 

さらに、現市場の関連店舗の多くは開設当初の建物であり、老朽化が著しく、取扱数量・

金額の減尐や空き店舗の増加に伴い、施設・設備が有効に活用されていないなど、施設面に

様々な課題が存在している。 

図表 ８-1 場内施設配置図及び施設概要 

 
 

 

また、昨今の量販店対応の増加に伴い、市場取引において相対取引が増加傾向となってい

る現状からすると、市場内流通における効率性・迅速性が求められている。 

特に、産地から卸売業者に至る集荷における物流動線、集荷後の卸売業者から仲卸業者に

至る物流動線及び温度・品質・衛生管理、仲卸業者から市場取引先に至る物流動線及び作業

 

 

＜１＞

水産卸売業者
事務所

図中
番号

名称 建築年月 構造
建築面積
（㎡）

延べ面積
（㎡）

図中
番号

名称 建築年月 構造
建築面積
（㎡）

延べ面積
（㎡）

＜１＞ 水産卸売業者事務所 昭和43.11 RC造３階建 689 1,907 ＜10＞ 買荷保管・積込所 昭和41.12 RC造平屋造 2497 2,480

＜２＞ 卸売場棟 昭和57.03 RC造２階建 6775 11,458 ＜11＞ 関連店舗A 昭和31.06 S造２階建 230 459

＜３＞ そ菜卸売場棟 昭和63.01 RC造２階建 2997 5,095 ＜12＞ 関連店舗B 昭和31.06 S造２階建 459 918

＜４＞ 鮮魚仲卸棟 昭和45.03 RC造４階建 2416 3,214 ＜13＞ 関連店舗C 昭和35.01 B造２階建 292 584

＜５＞ 塩干仲卸棟 昭和46.03 RC造４階建 2386 2,787 ＜14＞ 関連店舗D 昭和31.06 S造２階建 439 878

＜６＞ 練製仲卸棟 昭和49.03 RC造４階建 1935 3,504 ＜15＞ 関連店舗E 昭和32.11 S造平屋造 71 71

＜７＞ 青果仲卸棟 昭和48.03 RC造４階建 5015 8,717 ＜16＞ 関連店舗F 昭和36.12 RC造２階建 443 885

＜８＞ 低温冷蔵庫 昭和44.07 RC造平屋造 560 1,119 ＜17＞ 関連店舗G 昭和37.05 RC造２階建 352 676

＜９＞ 青果冷蔵庫棟 昭和46.10 RC造５階建 789 3,114 ＜18＞ 管理棟 昭和59.11 RC造３階建 809 2,341

＜１＞

＜２＞

＜３＞

＜４＞

＜５＞

＜６＞

＜７＞

＜８＞

＜９＞

＜10＞

＜11＞

＜12＞

＜13＞

＜14＞

＜15＞

＜16＞

＜17＞

＜18＞

水産卸売業者事務所

卸売場棟

そ菜卸売場棟

鮮魚仲卸棟

塩干仲卸棟

練製仲卸棟

青果仲卸棟

定温冷蔵庫

青果冷蔵庫棟

買荷保管・積込所

関連店舗A

関連店舗B

関連店舗C

関連店舗D

関連店舗E

関連店舗F

関連店舗G

管理棟

昭和43.11

昭和57.03

昭和63.01

昭和45.03

昭和46.03

昭和49.03

昭和48.03

昭和44.07

昭和46.10

昭和41.12

昭和31.06

昭和31.06

昭和35.01

昭和31.06

昭和32.11

昭和36.12

昭和37.05

昭和59.11

S造３階建

SRC造２階建

RC造２階建

RC造４階建

RC造４階建

RC造４階建

RC造４階建

RC造平屋造

RC造５階建

RC造平屋造

S造２階建

S造２階建

S造２階建

B造２階建

S造平屋造

RC造２階建

RC造２階建

RC造３階建

689

560

789

230

459

292

439

443

352

809

459

918

584

878

885

676

7171

6,775

5,095

3,214

2,787

3,504

8,717

1,119

3,114

2,997

2,416

2,386

1,935

5,015

1,907

11,458

2,497 2,480

2,341
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の迅速化・効率化、加工・配送施設の整備による卸売市場の高付加価値化が集荷力・販売力

強化に大きな影響を与えることとなっている。 

卸売市場の高付加価値化が必要とされているのは、量販店等における店内の配置人員やバ

ックスペース（保管所）・加工場の縮小、納入から販売までの時間短縮等、卸売市場以外の生

鮮食料品等流通構造の多様化及び流通の迅速化も大きな要因となっている。 

卸売市場内外の生鮮食料品等流通構造の多様化及び流通の迅速化を踏まえ、卸売市場整備

基本方針及び昨今の主たる検討論点を的確に把握・反映した市場整備が求められる。 

一方、本市場が将来にわたり、食の拠点としての機能が維持できるよう、財政状況や各事

業者の経営状況にも見合った本市場にふさわしい施設整備のあり方についても十分議論す

る。 

（2）施設整備の基本的な考え方 

市場を取り巻く環境が厳しくなる中、施設整備に伴う市場使用料の増加は事業者の経営に

大きく影響すると考えられる。市場の競争力強化のためには、事業者の経営の安定・改善が

不可欠であることから、基本戦略を実現できる施設のあり方を検討するとともに、施設・設

備の費用対効果や市場使用料への影響等を十分精査したうえで施設整備を行う。特に、施設

整備にあたっては、官民の役割分担を明確にするなど、効率的・合理的な事業手法について

検討を進める必要がある。 

したがって、市場の経営面・施設面双方の課題を鑑み、事業者の経営を支え、持続的で競

争力を有する市場の構築に向けて、必要な施設整備を進めながら、その本格的な運用により、

取扱数量・金額を回復・拡大させていくことが求められる。 

施設整備を進めるにあたって、必要となる基本的な考え方は次のとおりである。 

① 費用対効果や市場使用料への影響等を踏まえた施設整備 

② 市場競争力強化、食の安全・安心の観点からの施設整備 

③ 開かれた市場に向けた施設整備 

④ 環境面・防災面に配慮した施設整備 

（3）施設整備にあたり必要な施設・機能イメージ 

基本的な考え方を踏まえ、施設整備を進める際には、物流動線やコールドチェーンの確立

等の最適性・効率性を追求し、市場関係者にとって最適な市場施設を形成するとともに、市

場機能の事業継続性を確保することが必要である。そこで、次の点に留意しながら、施設整

備を検討していくことが重要と考えられる。 

① 場内物流の一方向化 

今後の卸売市場では商品の流通効率化を念頭に置き、市場内物流の効率化に向けた工夫が

求められる。多くの車両が日々行き交う卸売市場の物流動線を効率化するため、入荷から配

送・出荷に至る過程を最大限一方向化する。 
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② コールドチェーンへの対応 

場内事業者の経営状況を鑑み、市場機能の事業継続性を確保することも必要であることか

ら、費用対効果の高いコールドチェーンの導入に向け、規模、設備内容、整備主体等につい

ては精査が必要である。 

③ 卸売場、仲卸店舗の見直し 

現在の市場の課題や利用状況等を踏まえて、施設面積の見直しを行う必要がある。卸売場

については取扱数量が最盛期と比較して大きく減尐していることから、現状の流通状況を分

析したうえ、縮小化を検討する必要がある。しかしながら、本市場の基本理念や取扱数量目

標及び必要な機能に対応した施設規模を有する必要があるため、適正な面積の把握も必要で

ある。 

一方、仲卸店舗については、現在、手狭な状況にあり、市場内流通の効率化と大型量販店

対応をはじめとした販売力の強化を図るうえで拡充・効率化が必要と考えられることから、

１店舗あたりの適正な面積について検討する。また、仲卸店舗は業務効率の向上を図るため、

店舗・事務所の一体型について検討を進める必要がある。 

④ 大型量販店への対応 

本市場の弱みとして大型量販店への対応力不足が掲げられているが、それらへの対応とし

て、大量・定時配送を見据えた場内動線、通路や搬出入スペース、加工場の設置等が必要で

あるとともに、品質管理の徹底が求められると考えられるため、本市場における最適面積と

運用のあり方を検討していく必要がある。 

⑤ 開かれた市場づくり 

見学者が安全かつ楽しみながら市場を見学できる施設整備のあり方を検討する。 

⑥ 環境面・防災面での対応 

環境にやさしい施設、災害時に強い施設や設備の導入にあたっては、費用面や運用時の課

題、平時の利用等についても十分検証を重ね、平時・災害時双方において最大限に効果を発

揮する環境・防災機能の導入を他市場の取組についても参考としながら、進めていくことと

する。 
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８．２ 本市場の施設整備パターンの考え方 

施設整備においては、「現地改修」、「現地建替」、「移転新築」の３つのパターンが想定さ

れ、それぞれ施設整備、管理運営の観点からメリット・デメリットが存在する。 

まず、「現地建替」は、本市場の最大の強みと言われる「立地条件の良さ」を最大限活か

した市場整備が可能となり、従業員の通勤や場外施設併設時の誘客に利点がある一方で、整

備に向けた検討段階から市場のコンパクト化、柔軟な施設配置等を前提とすることが難しく、

工事期間の長期化、整備後の借地料負担継続等も課題となる。 

一方、「移転新築」とした場合は、「現地建替」にみられる難しい課題が解決され、市場の

機能強化に向けた取組が容易になる一方で、本市場の「立地条件の良さ」が失われ、重要な

取引先である地元小売店等との関係において影響が懸念される。 

市場関係者に対するアンケート調査では、「現地改修」を望む声が多くみられたが、「現地

改修」は、既存課題の先延ばしとなり、長期的には整備コストが最もかさむことになる。 

図表 ８-2 施設整備パターンの比較検討 

【施設整備面のメリット・デメリット】 

手法 メリット デメリット 

現地 

改修 

○（現地改修の場合）最小限の投資で市場

機能の維持が可能 

○（現地建替の場合）安全、衛生面に十分

配慮した設備等の設置が可能 

○跡地の土地区画整理事業に係る事業費

が発生しない 

○既存施設を活用した市場整備が可能（必

要箇所に限定） 

○立地条件の良さを活かした付帯施設等

の設置が可能 

●（現地改修の場合）将来的に施設整備を

再度検討する必要がある 

●（現地改修の場合）安全、衛生面に十分

配慮した設備設置の工夫が必要 

●借地取得が困難 

●借地料負担（年間 1.5 億円）は継続 

●工事期間が長期間となる 

●事業者意向を反映した柔軟な施設配置

は困難であり、コンパクト化には工夫が

必要 

現地 

建替 

移転 

新築 

○借地料が丌要 

○事業者意向を反映した柔軟な施設配置

が可能 

○安全、衛生面に十分配慮した設備等の設

置が可能 

○土地を新たに取得することで、規模縮小

等も容易（コンパクト化） 

○現地建替と比べ工事期間が短期間化 

●周辺の土地利用との調和、流通上有利と

なる交通条件の良さ等を満たす大規模

用地が必要 

●用地取得費が発生し、事業費が増大 

●移転場所の検討、地元調整及び都市計画

決定が急務 

●現市場の新土地利用計画策定が必要 

●跡地の土地区画整理事業に係る事業費

が発生 
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【管理運営面のメリット・デメリット】 

手法 メリット デメリット 

現地 

改修 

○（現地改修の場合）短期的には事業者の

負担が他２手法より小さい 

○（現地建替の場合）安全、衛生面での適

切な維持管理、確認体制の確立が可能 

○場外事業者（買出人等）への影響が尐な

い（立地条件が良い） 

○市場周辺にある場内事業者関連施設へ

の影響は最小限 

○従業員等の通勤条件等が維持可能 

○場外施設を併設する場合、中心部に立地

するため、当該施設への誘客が容易 

●（現地改修の場合）既存課題の先延ばし

のため、結果として事業者の負担が他２

手法より大きくなる可能性がある 

●（現地改修の場合）安全、衛生面での適

切な維持管理、確認体制の確立には工夫

が必要 

●場内事業者の使用料負担が増大 

●施設整備を実施しながらの業務・市場運

営が必要（制約が発生し、長期間に及ぶ） 

 

現地 

建替 

移転 

新築 

○市場のコンパクト化、借地使用料負担の

解消による事業者負担の緩和 

○市場の機能強化に向けた取組を実施し

やすい 

○安全、衛生面での適切な維持管理、確認

体制の確立が可能 

○整備期間中の業務に支障が無い 

○場外施設を併設することにより、様々な

誘客プランを創造できる 

●場内事業者の使用料負担が増大 

●場外事業者（買出人等）に対する利便性

低下懸念あり 

●市場周辺にある場内事業者関連施設に

影響が生じる 

●従業員等の通勤条件が変化する（悪化す

る懸念がある） 

●場外施設を併設する場合、立地場所によ

っては、当該施設への誘客が困難となる

懸念 

 

以上、本市場の施設整備を進めるという観点から「現地改修」、「現地建替」、「移転新築」

の３つのパターンのメリット・デメリットについてまとめたが、今後は、それらの結果と本

市場の現状を十分分析したうえ、本市場の基本理念や目標達成に向けて最も望ましい再整備

の方針について早急に検討を行うこととする。 

８．３ 望ましい施設整備・運営手法 

持続的で競争力を有する卸売市場を構築するためには、開設者と場内事業者が一体とな

り、市場施設の整備・運営に携わっていく必要がある。 

施設整備・運営には様々な手法があり、本市場にとって最適な手法を選択し、実践してい

くことが求められる。 

（1）施設整備・運営のパターン 

卸売市場の施設整備・運営については、「公設公営」、「公設民営」、「民設民営」の３つの

形態に分けられる。それぞれの特徴は以下のとおり整理される。 
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① 公設公営 

市が開設者となり、市が土地の取得、施設整備及び施設運営を行う方式。現在、本市場は

この手法をとっている。 

② 公設民営 

１) 指定管理方式 

市が開設者となり、市が土地の取得、施設整備を行い、施設運営の一部について指定管理

者へ委託する方式。 

２) PFI2方式 

市が開設者となり、市の施設整備に関して民間資金・ノウハウを導入するとともに、施設

運営の一部を民間が運営する方式。 

③ 民設民営 

１) 市整備・保有方式 

民間賃借方式：民間が開設者となり、市が土地の取得、施設整備を行い民間へ賃借し、民

間が施設運営する方式。 

２) 市整備・譲渡方式 

民間譲渡方式（有償又は無償）：民間が開設者となり、市が土地の取得、施設整備を行い、

民間へ有償または無償で譲渡し、民間が施設運営する方式。 

３) 民間整備・保有、市助成方式 

民間が開設者となり、民間が土地の取得、施設整備及び施設運営を行い、費用の一部につ

いて市が助成する方式。 

４) 完全民間整備方式 

民間が開設者となり、民間が土地の取得、施設整備及び施設運営の全てを完全に行う方式。 

 

以上の施設整備・運営の方式について評価を行った結果は次のとおりとするが、本市場が

将来にわたり食の拠点としての機能を維持し続けられるような選択を行うため、各方式につ

いてさらなる調査・検討を行っていく必要がある。 

 

 

                             
2 プライベート・ファイナンス・イニシアティブの略称。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法。 
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図表 ８-3 想定される施設整備・運営のパターンの評価 

 

②市負担 ③業界負担

市が開設者となり、市が土地の取得、
施設整備及び施設運営を行う現在と

同様の方式。
公 公 公 公 公

〇
・従来通り公設であり信
頼性・集荷への影響はな
い。

〇
・市による運営、監督の
ため運営力は安定。

△
・民間による運営よりは
効率性は低い。

×
・整備費・維持管理費と
もに民間と比較し割高と
なる。

×
・他の方式と比較し、市
負担が大きい。

△
・他の方式と比較し、業
界負担は少ない。ただし
再整備した場合、使用料

が従来より値上がりする
ことが予測されるため、
負担は軽くない。

①
指定管理方式

市が開設者となり、市が土地の取得、
施設整備を行い、施設運営の一部に
ついて指定管理者へ委託する方式。

公 公 民 民 公

〇
・従来通り公設であり信
頼性・集荷への影響はな

い。

〇
・市による運営、監督の
ため運営力は安定。

〇
・民間による運営が行わ
れるため、効率化が可

能。

△
・整備費が民間と比較し
割高となる。

・維持管理費は民間委
託により低減が見込め
る。

△
・指定管理により、現在と
比較し、市による運営費

負担の減少が見込まれ
る。

△
・他の方式と比較し、業
界負担は少ない。ただし

再整備した場合、使用料
が従来より値上がりする
ことが予測されるため、

負担は軽くない。

・大阪府中央卸売市場等において指定管理者制度
導入。

②
PFI方式

市が開設者となり、市の施設整備に関

して民間資金・ノウハウを導入するとと
もに、施設運営の一部を民間が運営
する方式。

公 公 民 民 公/民

〇
・従来通り公設であり信
頼性・集荷への影響はな
い。

〇
・市による運営、監督の
ため運営力は安定。

△
・施設整備や運営におい
て調整を要する内容が
多く、民間のノウハウが

発揮にしにくい。

△
・整備費・運営費ともに
低減が見込まれるもの
の民間のノウハウが発

揮しにくい。

△
・VFMを発揮しにくいとの
ことから、市負担の大き
な軽減は図られないと考

えられる。

△
・VFMを発揮しにくいとの
ことから、業界負担につ
いても大きな軽減は図ら

れないと考えられる。

・国内における卸売市場のPFI導入事例は、神戸市
中央卸売市場本場のみとなっている。なお同市場

においては卸売場や仲卸店舗等の市場の中心施
設はPFI事業の対象となっていない。
・東京都豊洲新市場、福岡市新青果市場といった

大規模な市場においてPFI導入が見送られている。

①
市整備・
保有方式

民間賃借方式：民間が開設者となり、
市が土地の取得、施設整備を行い民

間へ賃借し、民間が施設運営する方
式。

民 民 公/民 民 公

△
・民設となり市場の信頼
性が低下する懸念があ
り、集荷への影響を及ぼ

す可能性がある。（ただし
民営化した市場におい
て、大きな影響は出てい

ない事例も存在）

△
・民間による運営となり財
政基盤、監督力等は公
設に劣る。

・開設者は民だが、施設
保有が公のため、責任分
担が極めて不明瞭。

〇
・民間による運営が行わ
れるため、効率化が可
能。

△
・整備費が民間と比較し
割高となる。
・維持管理費は民間委

託により低減が見込め
る。

×
・他の方式と比較し、市
負担が大きい。

－
・公からの賃借料によ
る。

・伊勢崎市場等において本方式を導入。

・公・民のリスク分担が大きな課題。

②
市整備・
譲渡方式

民間譲渡方式（有償又は無償）：民間
が開設者となり、市が土地の取得、施
設整備を行い、民間へ有償または無

償で譲渡し、民間が施設運営する方
式。

民 民 民 民

公→民
有償
又は
無償
譲渡

△
・民設となり市場の信頼

性が低下する懸念があ
り、集荷への影響を及ぼ
す可能性がある。（ただし

民営化した市場におい
て、大きな影響は出てい
ない事例も存在）

△
・民間による運営となり財

政基盤、監督力等は公
設に劣る。

〇
・民間による運営が行わ

れるため、効率化が可
能。

△
・整備費が民間と比較し

割高となる。
・維持管理費は民間委
託により低減が見込め

る。

－
・有償の程度による。

・無償の場合、市の負担
が大きくなる。

－
・有償の程度による。

・運営の負担は大きい。
・無償の場合、業界の負
担は軽い。

・有償譲渡の場合、市の負担が過大にならず、業
界の負担が相応であれば市民や議会の理解が得
られる可能性がある。

・無償譲渡の場合、市の負担が過大、業界の負担
が過少となり、市民や議会の理解が得られない。

③
民間整備・

保有、市助成方式

民間が開設者となり、民間が土地の

取得、施設整備及び施設運営を行
い、費用の一部について市が助成す
る方式。

民 民 民 民
民

（公助成）

△
・民設となり市場の信頼
性が低下する懸念があ

り、集荷への影響を及ぼ
す可能性がある。（ただし
民営化した市場におい

て、大きな影響は出てい
ない事例も存在）

△
・民間による運営となり財
政基盤、監督力等は公

設に劣る。

◎
・民間による施設整備と
一体となった維持管理等

の運営が行われるため、
効率化が可能。

〇
・整備費・維持管理費と
もに民間が担うことによ

り低減が見込める。

－
・助成の程度による。

－
・助成の程度による。
・運営の負担は大きい。

・一部助成の場合、市の負担が過大にならず、業
界の負担が相応であれば市民や議会の理解が得
られる可能性がある。

④
完全民間
整備方式

民間が開設者となり、民間が土地の

取得、施設整備及び施設運営の全て
を完全に行う方式。

民 民 民 民 民

△
・民設となり市場の信頼
性が低下する懸念があ
り、集荷への影響を及ぼ

す可能性がある。（ただし
民営化した市場におい
て、大きな影響は出てい

ない事例も存在）

△
・民間による運営となり財
政基盤、監督力等は公
設に劣る。

◎
・民間による施設整備と
一体となった維持管理等
の運営が行われるため、

効率化が可能。

〇
・整備費・維持管理費と
もに民間が担うことによ
り低減が見込める。

◎
・行政の財政負担はな
い。

××
・現在の場内事業者の
経営状況を踏まえると、
業界が土地取得、施設

整備、運営を行うことは
極めて困難である。

◎：非常に良い　〇：良い　△：あまり良くない　×：悪い　××：非常に悪い　－：ケースによるため、判断できない

（3）
民設民営

（2）市場経営力

①総事業費
　・整備費
　・運営費

①安定的運営力
　・財政基盤力
　・監督力　等

②運営効率性

（1）市場の信頼
性・集荷力

（2）
公設民営

（1）公設公営

１．事業方式 ２．評価

①
監督
業務

③
運営

（その他）

（1）
開設

事業パターン・特徴

（4）留意点・課題（3）財政負担（2）運営 （3）
土地
取得
・

施設
整備

②
施設
維持
管理
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８．４ 今後の運営手法 ～指定管理方式の検討～ 

（1）指定管理者制度の概要 

① 制度概要 

平成 15 年９月に施行された指定管理者制度により、従来、公の施設の管理運営の委託先

が地方公共団体の出資法人や公共的団体などに限定されていたのが、株式会社等の民間事業

者も含めた幅広い団体が公の施設の管理運営を行うことが可能となった。 

卸売市場で指定管理者制度を導入している事例としては、中央卸売市場では大阪府中央卸

売市場、地方卸売市場では川崎市地方卸売市場南部市場 、三重県地方卸売市場等がある。 

② 指定管理者制度導入のメリット 

従来行政が担っていた市場の運営や維持管理業務を、場内事業者等の民間事業者が担うこ

とにより、柔軟かつ効率的な業務運営が可能となり、管理運営経費の削減等につながるメリ

ットがある。 

③ 業務範囲 

指定管理者制度を導入している多くの市場が、開設者が実施しなければならない行政判断

を必要とする業務を除き、ほとんどの業務を指定管理者へ委託している。 

④ 選定事業者 

市場に関する業務は大きく市場運営（ソフト）と施設維持管理（ハード）に区分できる。

施設維持管理に関しては、施設のメンテナンス会社等、多くの民間事業者がノウハウを有す

るものの、市場運営に関しては場内事業者しかノウハウを持っていない。そのため、市場運

営と施設維持管理がセットとなった指定管理業務の場合、場内事業者が出資し設立した事業

主体のみの応募しかないケースがほとんどである。 

⑤ 事業者の収入 

指定管理の運営事業者として、場内事業者が出資し設立した事業主体を想定している場

合、指定管理者制度に民間事業者同士の競争性を求めているというよりは、場内事業者へ自

立的な市場運営を求めているケースが多いものと考えられる。そのため、指定管理者制度の

導入に合わせて「利用料金制」としている事例が多い。 
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図表 ８-4 指定管理者制度を導入している卸売市場の事例 

 大阪府中央卸売市場 川崎市地方卸売市場南部市場 三重県地方卸売市場 

市場 

概要 

開設者：大阪府 

部門：青果、水産 

数量：27.9 万ｔ（H25） 

・青果部 22.8 万ｔ 

・水産物部 5.1 万ｔ 

金額：921 億円（H25） 

・青果部 526 億円 

・水産物部 395 億円 

開設者：川崎市 

部門：青果、花き、水産 

数量：3.3 万ｔ（H25） 

・青果部 0.7 万ｔ 

・花き部 2.2 万ｔ 

・水産物部 0.4 万ｔ 

金額：57.3 億円（H25） 

・青果部 13.5 億円 

・花き部 14.7 億円 

・水産物部 29.1 億円 

開設者：三重県 

部門：青果、水産 

数量：5.0 万ｔ（H25） 

・青果部 4.5 万ｔ 

・水産物部 0.5 万ｔ 

金額：149 億円（H25） 

・青果部 102 億円 

・水産物部 47 億円 

指定 

管理 

期間 

平成 24 年 4 月 1 日～ 

平成 29 年 3 月 31 日 

平成 26 年 4 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 31 日 

第Ⅱ期 

平成 26 年 4 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 31 日 

※第Ⅰ期 

平成 21 年 4 月 1 日～ 

平成 26 年 3 月 31 日 

委託 

業務 

①施設の利用に関する業務 

②市場施設の維持及び補修

に関する業務 

③卸売予定数量等の調査及

び統計に関する業務 

④府市場の広報、社会見学の

受入れ、各種問い合わせ等

に関する業務 

⑤活性化事業に関する業務 

⑥自主事業の実施 

⑦施設・設備への改修・整備 

①施設に関すること 

・施設維持管理 

・施設の利用許可 

・市場内事業者の新規出店の

募集 

②料金の徴収に関すること 

・市場利用料徴収 

③取引・業務許可に関するこ

と 

・せりの監視 

・帳票類の点検・保管 

・卸売予定数量・価格の公表 

④その他 

・周辺地域・利用者への対応 

・市場の秩序の保持 

・市場の活性化 

①市場内での業務の承認等

に関する業務 

②施設の利用の許可等に関

する業務 

③利用料金の収受等に関す

る業務 

④施設の維持管理等に関す

る業務 

⑤その他知事が県市場の管

理運営上必要と認める業

務 

方式 利用料金制度 利用料金制度 利用料金制度 

指定 

管理 

者 

大阪府中央卸売市場管理セ

ンター株式会社 

（場内事業者出資会社） 

川崎市場管理株式会社 

（場内事業者出資会社） 

みえ中央市場マネジメント

株式会社 

（場内事業者出資会社） 

 

（2）本市場における指定管理者制度の考え方 

これまで、指定管理者制度の仕組みやメリット等について検討を行ってきたが、場内事業

者の経営状況や本市の財政状況を鑑みると、市場管理運営費の削減とともに、市場活性化に

向けて場内事業者が一体となった市場経営及び管理・運営を行う必要があり、本市場として

は、指定管理者制度の導入により一定の効果があるものと考えている。したがって、指定管

理者制度の本市場への導入に向けて、他市場の先進事例も踏まえつつ、開設者・場内事業者

双方で具体的な協議を進め、その方針を打ち出していく。 
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さいごに 

≪本市場の経営戦略の実践にあたって≫ 

本戦略では市場を取り巻く厳しい環境を踏まえ、本市場が今後目指すべき方向性（基本理

念、目標）を示すとともに、それを実現するための施策や施設整備・運営のあり方について

基本的な方向を示した。 

市場の再構築のためには、場内事業者による主体的な取組が不可欠であり、今後、本戦略

の十分な共有化と、事業者が一体となった施策展開が求められる。また目標の達成に向け、

事業の進捗状況の管理や効果検証を適切に行い、卸売市場をめぐる情勢の急激かつ大きな変

化に柔軟かつ機敏に対応できる経営改善と市場施設整備の着実な推進に向けて歩みを進めて

いくことが望まれる。 

開設者（市）においても、場内事業者による主体的な取組の効果を最大化できるよう支援

を行い、官民一体となった市場経営に取り組んでいくことが必要である。 

 

 


