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中央卸売市場の活性化に向けたアンケート　
結果報告

－別冊資料－

大阪市中央卸売市場事業分析調査報告　Ⅰ．本場・東部市場（青果・水産）　　

２００６年２月９日

市政改革本部
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今回の調査について

• 市政改革本部では中央卸売市場事業分析にあたり、開設者側からの情報だけでは
不充分であると考え、利用者である食品卸業者の方々の意見を伺うこととした。

• 本アンケートに加え、卸・仲卸の経営者の方々に直接インタビューもさせて頂いた。
（本場：卸５人、仲卸２人、　東部：卸３人、仲卸２人）

• 業者の方々は調査に大変協力的で、繁忙期にも拘らずアンケートの回収率は5割近く
に上った。また、自由回答欄には実に積極的にコメントを記入して頂き、問題意識の
高さを反映する意義深いものとなった。

• 多数ある意見の中でも目立ったのが、使用料の値下げに対する要望であった。これに
ついては個別に答えを出せる課題ではないので、今後慎重に検討していく必要があ
る。

• また、市役所に対する合理化要望が強かった。管理部門の人数が多過ぎる、光熱費
が高過ぎるといった意見に対し、すぐに見直しに取り掛かるべきである。

• 更に、開場日の変更や共同配送体制作り等の具体的な提案もあり、即、検討を始め
るべきと考える。
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事業者アンケートについての各場長コメント

＜本場＞
　本場は平成元年度より平成14年度まで大規模整備事業を行ってまいりました。この整備に伴う費用
について、事業者との費用分担の適正化を図るため、使用料改定による業界の応分の負担、開設者の
経費削減等の経営改善に取り組んでおります。
　今回のアンケートでは、使用料や光熱費の問題だけでなく、市場のPRや衛生対策について多くのご
意見をいただきました。
　開設者として、消費者への食の安全・安心の確保に重点をおきながら、市場の活性化に向けて事業
者の皆様とともに取り組むとともに、今後より一層コスト削減を進め、効率的な市場運営に努めてま
いります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市中央卸売市場 本場長　 中尾 勝彦

＜東部市場＞
　事業者の皆様からは、光熱水費等大阪市に支払うものに対する不満を従来から聞いてきましたが、
アンケートの集計結果から、さらに事業者の方々の切実さを感じております。
　一方で、市場のPRやイメージアップ、東部市場の強みを作る、知名度アップや共同配送システム、
人材育成について前向きな意見も寄せられており、東部市場の強みを作る再整備への期待の大きさを
再認識したところです。
　これからも市場のユーザーである事業者の意見を取り入れながら、熱意を持って取り組んでいきた
いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市中央卸売市場 東部市場長 　梶並 利光
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Ⅰ 調査の概要
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○調査期間

　 2005年11月21日～30 日

○対象

　本場・東部市場の卸・仲卸業者

○質問内容

　Ｑ１　市場（大阪市）に対する要望・意見　　自由記述方式

　Ｑ２　卸・仲卸業者自身の取り組み　　　　　自由記述方式

　Ｑ３　市場の活性化に向けたアイデア　　　　自由記述方式

○調査の目的

　現在、市政運営の抜本的な改革を図るため、市政改革本部を中心に、組織や事業のあり方を
総点検している。

　中央卸売市場については、近年の市場を取り巻く環境の変化への対応が求められており、特
に市場の活性化のための現場の機能強化、コスト・効率の向上、さらに競争力を高めることが
重要である。そこで、市場の業務の見直しや将来戦略について、卸・仲卸業者の方々からの意
見を伺うこととした。

　アンケート結果を分析し、具体的な意見を通しての課題認識や具体提案をもとに市場の発展・
活性化に向けた改善・改革を進めていく。

調査の概要
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集計結果

市場別 業態別 配布件数 回答件数

青果 185 152

水産 284 72

青果 53 40

水産 101 43

623 307

本場

東部

計
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１．施設・設備 Ａ．新たな施設・設備

Ｂ．既存施設の改良

Ｃ．施設の稼働率アップ・有効利用

Ｄ．ＩＴ化

２．運用・ソフト Ａ．開場時間、開場日

Ｂ．安全・セキュリティ

Ｃ．衛生

Ｄ．規制緩和

Ｅ．買出人への配慮

Ｆ．一般消費者への対応（ＰＲ強化、情報収集・提供、市場開放）

３．使用料 Ａ．対大阪市に支払うもの（施設使用料、駐車場使用料、水道料金）

Ｂ．その他（電気料金、ガス料金）

４．生産性とサービス Ａ．個々の職員

Ｂ．組織運営のあり方

５．経営形態 Ａ．経営形態の見直し（民営化等）

Ｂ．市場の整理統合

Ａ．市場間競争力アップ

Ｂ．役割と機能の拡張

Ｃ．規制緩和

Ａ．業者間の協力・連携

Ｂ．経営統合

Ｃ．業務内容の枠の柔軟化

Ｄ．情報収集・提供

Ｅ．ＩＴ化の充実

Ｆ．企画力等の充実、付加価値のある商品等の開発

Ｇ．取引について

Ｈ．人材育成

Ｉ．講座、勉強会、経営相談

Ｊ．モラル・マナーの向上

③ 卸・仲卸業者自身の取り組み

カテゴリー 分類

① 市場（大阪市）に対する要望・意見

② 市場の役割と競争力強化について

件

合計
カテゴリー分類表
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Ⅱ　分析結果
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カテゴリー ① 市場（大阪市）に対する要望・意見

１．施設・設備に関して、

・まずコールドチェーンに対応する施設・設備の整備や加工場、配送センターの設置等、これまでの
　市場機能をよりグレードアップするための意見が多く寄せられた。

・また、場内通路の整備や駐車場の拡張等、より利用しやすく、より機能アップするための改善を求
　める意見も多かった。

・一方、コスト削減のためにも空店舗や空駐車場について稼働率を上げ、有効利用の図るべきとの要
　望があった。

・IT化を求める意見も多かったが、本場におけるLANシステムが余り利用されていないとの意見も多
　かった。

・本場、東部ともに施設の整備・充実を求める意見が多く、特に東部市場については、今後の整備計
　画への反映を求める意見が多かった。

２．運用・ソフト面に関して

・まず開場時間・開場日については、毎週水曜日の休日を求める意見と、365日24時間の開場を求め
　る両方の意見があった。

・また安全・セキュリティについても不充分との意見が多く、交通混雑の緩和・解消や監視カメラの
　増設、不審者のチェック強化を求める意見が多かった。

・衛生面についても、生鮮食品の扱う市場としてもっと美化すべきや衛生面にもっとお金をかけてる
　べきとの意見も多く、HACCPの採用や衛生検査所の体制強化、低温売場確保を求める意見もあった。

・規制緩和については、市場の活性化のため、推進するべきとの意見がある一方、乱れている取引の
　市としての規制強化を求める意見もあった。

・買出人への配慮として、駐車料金の無料化・見直しを求める意見もあった。

・また一般消費者に対しては、市民参加のイベント、産地直売キャンペーン、安く美味しい食事が出
　来る飲食店設置など一般市民への開放を求める意見が多かった。

全体像
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３．使用料に関して

・今回のアンケートで一番多く要望があったのは、使用料に関するもので、施設使用料、駐車場使用料、
　水道料金のほぼ全てについて値下げを望むものであった。また電気、ガス料金等についても、一般の
　料金と比較して高いため、その違いの理由を説明してほしいとの意見があった。

・使用料を上げないために経費削減、市職員の削減を求める意見もあった。

・東部市場については、今後、市場整備に伴う使用料アップの対応策を求める意見もあった。

４．生産性とサービスに関して

・簡易な電気工事等を4、5人でしているなど、市職員の必要人数の再考が求められており、人員・経費
　削減、民間委託、市場運営のスリム化を求める意見が多かった。

５．経営形態に関して

・保守点検、掃除、その他民で出来ることは民へ移行など、市場の民営化を望む意見もあった。

・大阪の公設卸売市場は集約すべきとして、本場と東部市場の合併を求める意見もあった。
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カテゴリー ② 市場の役割と競争力強化について

・市場間競争力のアップを図るため、場外流通に勝つための各市場の特徴、独自性を生かした市場間の
　連携体制を求める意見や、組織がもっと他市場との競争力強化に努めるべきとの意見があった。

・役割と機能の拡張については、物流センター的機能強化や、市場内に大型店を参入させ複合施設化を
　図る、共同配送体制をつくるなどの意見があった。

・また東部市場に関しては、再整備を進めるにあたって、東部の強みを作るべきとの意見があった。
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カテゴリー ③ 卸・仲卸業者自身の取り組み

・業者間の協力・連携についての意見も多く、情報交換や設備の共有化・協業化、分荷・物流（保管・
　仕分）機能の共同化などの意見があった。

・また産地との連携強化や、市・卸・仲卸でプロジェクトチームを作り活性化に取り組むなどの意見も
　あった。

・経営統合については、仲卸の大型化は必要不可欠、仲卸の数が多すぎるなどの意見がある一方、大型
　化は必ずしもベストではない、少数精鋭の合理的会社も出来ると思うなどの意見もあった。

・情報収集・提供については、入荷数量、産地、加工メーカー等の情報を速やかに発信出来る体制作り
　（インターネットを活用）や、市場全体として情報の一元化、全体としてのPR戦略、店舗つくりが必
　要との意見があった。

・ＩＴ化の充実については、ネット販売・トレーサビリティへの取組や、卸・仲卸相互のコンピューター
　の統一されたシステムの構築が必要との意見があった。

・企画力等の充実、付加価値のある商品等の開発については、オリジナル商品を企画･開発していかない
　と生き残れないや、産地と資金等を投入して協同研究し付加価値の高い商品を開発、トレサビリティ
　の確立した商品の発信・提供などの意見があった。

・取引については、先取り禁止、せり取引の改善、相対取引の改善を求める意見が多かった

・人材育成については、若手の育成、社員のレベルアップが不可欠で、市場の将来は人材の育成確保に
　かかっているなどの意見があった。

・モラル・マナーの向上に関する意見も多く、不法駐車や駐車場・共用部分（通路、階段踊場）への荷
　物置きが多い、ルールに従わない者への罰則強化を求める意見もあった。
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１．施設・設備

Ａ．新たな施設・設備
（本場）
　・卸売場の低温施設の建設（卸）
　・配送センターの建設（卸）
　・付属売店の充実化を図り、食事や買い物のし易いコーナーを設ける（卸）
　・エレベーターを増やしてほしい
　・エスカレーターを市場の真ん中につける
　・市場全体を屋根で覆うくらい雨への対策を考えてほしい
　・コールドチェーンの確立（卸売場をすべて保冷庫にする、産地からの商品をすべてパレット
　　ごと置けるスペースの確保とシステム作り）
　・加工場の設備がない
　・場内で衛生面にピッキング出来る場所がほしい（量販店取引ではピッキングが不可欠）
　・不要な設備投資を早く止めるべきだ
（東部）
　・現在計画進行中の東部市場整備事業の推進（売場全面低温化、手洗い場等衛生面の整備）
（卸）
　・卸売場を縮小して配送センターを作る（卸）
　・市場全体の屋根の取りつけ
　・商品積み込み場所の不足
　・コンビニや食事を気軽に出来る施設の開店

カテゴリー ① 市場（大阪市）に対する要望・意見

記述内容抜粋
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Ｂ．既存施設の改良
（本場）
　・地下施設の排気ガス対応、換気対策（卸）
　・場内案内の充実（全体配置地図、動線表示等を行う）（卸）
　・道路の凹凸舗装してほしい
　・照明が暗い、一定時間（4:00～7:00）でも明るくして欲しい
　・女子トイレの改善
　・果実棟、青果棟を一体化する(顧客が仕入れしやすい環境作り) 
　・通路幅が狭く、天井高も低い
　・荷受けの売り場面積の拡張を
　・３ｔ、４ｔの駐車場が少ない
　・駐車場の整備・拡張を
　・階段の設置場所が悪かったり、排水溝がないために不便である
　・卸売場、仲卸売場を含めた全体の温度管理が今後の至上命題
（東部）
　・冷蔵庫の整備充実を
　・コールドチェーンに対応できていない
　・加工場冷蔵設備を整備すべし
　・段差が多い
　・トラックのUターンする場所がない
　・一般の車の出入りが速やかに出来るように
　・改築工事の北側大屋根は不要ではないか
　・関連棟の改善または取り壊し
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Ｃ．施設の稼働率アップ・有効利用
（本場）
　・駐車場等施設利用の効率化（卸）
　・店舗の4階事務所は要らない3階で十分（店による）
　・店舗の2階は使用していないので返却したい
　・屋上駐車料金を安くして利用を増やす
　・１Ｆ駐車場を少なくして売場をもっと広く
　・空店舗は加工場にしてでも埋めるべき
　・体育館、施設の有効活用
（東部）
　・平面駐車場の有効利用（仲買運送屋の車は別の場所へ移す）
　・空店舗の早期利用
　・市場内店舗の用途を洗いなおすべき

Ｄ．ＩＴ化
（本場）
　・代金の決済における市場内ＬＡＮシステムの構築を（卸）
　・ＬＡＮ整備が使われていない
　・場内LAN活用による場内通信の無料化
　・IT設備は利用目標や利用企画が示されていないのでこれ以上の設備は必要ない
　・インターネットを全市場で費用安くしてほしい。
（東部）
　・ＩＴ化で効率化を図る。但し、投資が問題（卸）
　・インターネット等ITを充実させる
　・市場全体の配送をITを使って行い配送コストを下げる
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２．運用・ソフト

Ａ．開場時間、開場日
（本場）
　・京浜の開場日にあわせるべき（卸）
　・全水曜日を休場日とし、全祝日を開場日に設定した場合の検討を （卸）
　・365日開場を選択肢として検討を（卸）
　・労働時間の問題から休みは毎水曜日、毎日曜日にするのがいい
　・毎週水曜日を休日にする方が火曜日木曜日の商品の動きが大きくてよい
　・開場日は365日が原則で休場日は毎週日曜と水曜に決める、開場日は市役所業務もすべて行う
　・開場日は自由にすること
　・365日24時間の開場にするべき
　・現在の入荷状況から考えると24時間体制が現実的
（東部）
　・日曜日を開市し、量販店、外食等に対応を（卸）
　・月の何日かの日曜は消費者にオープン（卸）
　・祝日は営業して水曜日を休みにする（日曜日は今までどおり休日）
　・得意先が年中無休になっているのに対応できていない（産地も含む）
　・仲卸は365日24時間体制になりつつある。正面口以外の門の開放をしてほしい
　・開場日の門をもう少し早く開けて 　
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Ｂ．安全・セキュリティ
（本場）
　・交通混雑の緩和、解消（不法駐車の排除、通路環境の整備）（卸）
　・入場者の監視対策（ほとんどフリーパス状態、商品盗難等が起こっている）（卸）
　・市場全体の警備をもっと厳しくするべき
　・監視カメラの高精度化
　・不審者のチェック強化
（東部）
　・監視カメラをもっと設置してほしい
　・盗難が多い（外部からの流入が容易）
　・車両の往来が危ない
　・車両往来を一方通行にする、フォークリフトは免許所持者に限定する

Ｃ．衛生
（本場）
　・生鮮食品の扱う市場として美化する
　・衛生面のお金をかけてもっときれいな市場にした方がよい
　・加工場の商品選別等も不衛生である、統一規格を作ってはどうか
　・安心安全な市場として食品衛生検査所は積極的役割を担ってほしい
　・HACCPを採用する（少なくともトイレの出口は消毒液を通るようにする）
（東部）
　・トイレ、市場全体が汚い
　・鳩の糞に困っている（鳥インフルエンザ問題）
　・ゴミの分別収集をすべき（生ゴミ・ダンボールは再生利用が出来る）
　・入荷商品の品質管理
　・衛生検査所の体制強化・卸売場と仲卸の低温売場確保
　（品温の確保が難しいからと取引を停止された）
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Ｄ．規制緩和
（本場）
　・場内業者の資格制限の見直し（経営が弱体化した業者の統合･廃業を監督指導、新しい元気のある
　　企業を育成し、規制緩和を推し進め、場外業者の導入を図る）（卸）
　・仲卸業者との取引制約の見直し（現在、鮮魚・塩干・淡水の３部門に区分）（卸）
　・いろいろな商品が販売できるように規制緩和をどんどん進めていく
　・まだまだくだらない規制が多すぎて身動きが取れない
　・規制緩和は大賛成だが、場内のルールに従わない会社へのペナルティーが甘すぎる
　・果実、野菜の両方扱えるようにして欲しい
　・毎年赤字の仲卸の営業権には期限をつけないと市場は活性化しない
　・今は規制を強化して乱れている取引を市は規制を強めるべし
　・規制緩和は現在利用者に百害あって一利なし
　・店舗の認可許可の規制緩和（水産業、外国企業、東部市場仲卸等の参入）
　・売参権は廃止すべき（仲買にとって百害あって一利なし）。
　・場外仕入れの規制をなくしてほしい。
（東部）
　・本場・東部両方で買付が出来るようにしてほしい
　・規制緩和が過ぎるのも悪い結果を招く。
　・手数料は規制緩和しないほうがよい（規制緩和するとトラブルのもと）

Ｅ．買出人への配慮
（本場、東部）
　・買出人の駐車料金の無料化
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Ｆ．一般消費者への対応（ＰＲ強化、情報収集・提供、市場開放）
（本場）
　・大阪の台所としての積極的なＰＲ（卸）
　・市はもっと頻繁に情報開示すべき
　・生鮮３品の重要性や市場の立場をもう少しPRすべき、市場の存在意義をPRすべき
　・市民参加のイベント（市場まつり）の開催
　・産地直売キャンペーンなどを開催
　・飲食店をもっと入れて、一般市民にも開放
　・大阪市の観光ルートや観光船の入れる
　・消費者が自由に出入りできて安く美味しい食事が出来る施設を作る
　・一般の客（主婦など）も入りやすい、人通りの多い市場に
（東部）
　・PR強化（知名度が低い）
　・場外流通よりも市場が安全安心をPRすべき
　・一般客も入りやすく市場の環境をよくする。
　・市場を経由するメリットをアピールする
　・一般人の来場誘致
　・飲食店も入店して地域の人たちも自由に出入りできて楽しめるようにする
　・市場独自のイベント開催がなればいい
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Ａ．対大阪市に支払うもの（施設使用料、駐車場使用料、水道料金）
（本場）
　・施設使用料の凍結（全国青果卸売会社の半数が１７年度は赤字）（卸）
　・市場経営の民間委託等で使用料引き下げにつながる経営改善を（卸）
　・売り場使用料の値下げ、見直し（卸）
　・使用料、水道代等が高すぎる
　・使用料を上げないために取扱高の増大を
　・使用料を上げないために経費削減を
　・使用料、水光熱費が高い理由として、市職員が多すぎる事がある
　・３Ｆ、４Ｆの使用料が高い
　・駐車場無料開放
　・５Ｆ駐車料金が高い
　・業務管理等の賃料が安ければ仲卸も入れる
　・事務所使用料が高い、店の２Ｆ部分はいらない
　・2階事務所の使用料が高い
　・場外流通との競争を考えると使用料は特に安く押さえるべき
　・店舗は高くてもよいが事務所は安くしてほしい
　・店舗と事務所がセットで、不必要な2階部分も借りさせられる
　・場外の駐車場に比べて駐車料金が高すぎる
　・共同利用設備（店舗、事務所の冷蔵庫、空調）の維持管理料が高い

３．使用料
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（東部）
　・今後、市場整備に伴う売場低温化による卸売場の使用料アップの対応策（卸）
　・売上高割使用料の廃止、若しくは率を下げる（卸）
　・定期的に使用量が上がるのはおかしい（行政はコスト意識を持って運営してほしい）
　・駐車場が近隣と比べて高すぎる。
　・駐車場の空きが目立つ賃料を下げて有効活用すべし（市場に活気が出てくる）
　・場内清掃費が少し高い（商品加工としてゴミを出す店舗が負担すべき）
　・2階部分は返還するので家賃をなくしてほしい

Ｂ．その他（電気料金、ガス料金）
（本場）
　・光熱電気料金が高すぎる電力供給会社との値下げの交渉を
　・電力の入札を
　・電気料金は、一般の料金と比較して違いの理由を明確にしてほしい
　・ソーラー発電風力発電で電気料金を負担削減を図ってほしい
　・電気代は関電に、ガスは大阪ガスに直接払うようにすべき
（東部）
　・電気代が一般と比べて高すぎる
　・超低温の電気料の見直し
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４．生産性とサービス

Ａ．個々の職員
（本場）
　・工事をするときも人数が多い、必要人数を再考する余地がある
　・簡易な電気工事等を4、5人でしている
（東部）
　・役所は役に立たない統計を取るな
　・電気水道の修繕用部品は買いだめしておいください（修繕を頼んでも遅い・急場の間に合わない）
　　・仲卸組合に市の出先のような仕事をさせずに市の管理者が前向きに取り組んでほしい。
　・市役所の職員は声を大にして矛盾点をあげてほしい

Ｂ．組織運営のあり方
（本場）
　・人員を削減すべく努力せよ
　・人員をさらに減らす（民間並みに働きなさい）
　・歳出や職員の数を削減せよ
　・市は職員の人数を減らして経費を削減に努めて使用料を安くしてほしい
　・市場運営のスリム化
　・中央市場組織の簡素化と責任体制の明確化を
（東部）
　・役所の人間が多い。
　・市の人数を減らして民間委託をすすめる
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５．経営形態

Ａ．経営形態の見直し（民営化等）
（本場）
　・行政業務のアウトソーシングの導入（例えば電気業者等）（卸）
　・保守点検、掃除、その他民で出来ることは民へ移行
　・中央市場の運営は民間に任せた方がよい、それができないのなら経営理念、指針を明確にしてほしい
（東部）
　・市場を民営化すべき

Ｂ．市場の整理統合
（本場）
　・本場と東部市場が合併する
　・大阪に公設卸売市場は3つも要らない、1～2に集約すべき
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Ａ．市場間競争力アップ
（本場）
　・各市場が同じやり方では場外流通に勝てない。特徴、独自性を生かした市場間の連携体制が必要 （卸）
　・他市場との競争には荷受会社により多くの商品の荷引きをしてもらいたい
　・組織がもっと他市場との競争力強化に努めるべき
　・他市場との連携強化
　　（入荷数量を他市場のものも表示する、各市場間の運送便を定期化し、商品の流通促進を）
（東部）
　・東部市場の強みを作る
　・質的に東部市場の知名度を上げる

カテゴリー ② 市場の役割と競争力強化について

Ｂ．役割と機能の拡張
（本場）
　・コンビニへの青果物供給体制の確立も新規分野の課題（卸）
　・市場全体が卸業から小売業への転換を図る
　・物流センター的機能強化
　・市場内に大型店を参入させ、複合施設化を図る
　・共同配送体制つくり
　・市場を食品アウトレットとして一般の消費者が興味を持つようにする
（東部）
　・今後は集荷機能・加工機能・分荷機能・配送機能で将来がある
　・荷受の集荷力によって市場は繁栄する
　・市場外流通といっても産地市場はかなりあるこれらを市場に引いてくる
　・共同物流システムの検討を
　・大型量販店の売買参加
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Ｃ．規制緩和
（本場）
　・大店法規制緩和を見直して、もっと規制すべき、大規模店だけが生き残る
（東部）
　・あらゆる規制緩和を
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Ａ．業者間の協力・連携
（本場）
　・産地との連携強化
　・仲卸どうしの情報交換
　・卸・仲卸の枠を超えた協力、連携（情報提供あるいは業務内容も出来る限り協力する）
　・卸・仲卸の協力・連携に向けた全体会議の設置
　・共同仕入、共同配送の取り組み
　・市・卸・仲卸でプロジェクトチームを作り活性化に取り組む
　・チームを組んで販売先へのアプローチ（卸、仲卸同士）
（東部）
　・卸・仲卸が協力して冷蔵庫の拡張する必要がある
　・トレサビリティーのためにも卸と情報の共有化・分析・加工、そのためのデータの標準化が必要
　・設備の共有化・協業化
　・分荷・物流（保管・仕分）機能の共同化

カテゴリー ③ 卸・仲卸業者自身の取り組み

Ｂ．経営統合
（本場）
　・仲卸の大型化は必要不可欠（勉強する機会を作ってほしい）
　・仲卸の数が多すぎる。仲卸間で無駄な競争をしている
　・仲卸を統合で大型化しても経営内容は変わらない、大きい店小さい店があって市場は繁栄する
　・大型化は必ずしもベストではない、少数精鋭の合理的会社も出来ると思う
　・市は毎年経営診断書を作成しており業績不振の店舗を把握しているのだから積極的に経営統合を提起
　　してはどうか
　・近年中に自然淘汰される
（東部）
　・小規模で決算内容の悪い店は半強制的に他の仲卸に吸収させるべき
　・仲卸の数がまだ多い。旧い体質である
　・一仲卸では資金的な制約で何も出来ない（大と小は一緒になれない）
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Ｃ．業務内容の枠の柔軟化
（本場）
　・市場取引委員会で協議するべき内容
　・卸・仲卸は資金力の差もあり現状でよいと思う
　・合併、経営統合の最終形だと思う
（東部）
　・卸は卸機能、仲卸は仲卸機能に特化すべき（枠を柔軟にすると市場が衰退する）
　・仲卸の柔軟な取引推進（市場内の取引規制が活性化を遅らせている）

Ｄ．情報収集・提供
（本場）
　・情報公開で情報が簡単に入手できるようになり市場間の価格競争も激しくなった
　・メディア等を利用して早く市民に情報を提供する
　・産地の情報収集とニーズの情報提供をもっとすべきである
　・小売業者に産地情報をもっと流したい
　・地方市場の状況を卸だけでなく仲卸にも把握させてほしい
　・入荷数量、産地、加工メーカー等の情報を速やかに発信出来る体制作り（インターネットを活用）
　・卸から産地情報とをもっと詳しく入手する方法があれば
（東部）
　・産地の情報は卸が一方的に仲卸に報告するだけで役に立っていない
　・情報収集できる者がいない
　・産地の情報が正確に伝わらない。また正確さにかけている
　・従業員のレベルを上げて顧客に商品情報を提供する
　・市場全体として情報の一元化、全体としてのPR戦略、店舗つくり
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Ｅ．ＩＴ化の充実
（本場）
　・ネット販売してみたいが生鮮食料品の場合は難しい
　・ネット販売への取組・トレーサビリティへの取組
　・IT活用の場を広げもっと簡単に値決め、分荷の機能を高め、無駄な時間を省いて営業力を高める
　　必要がある
　・卸、仲卸相互のコンピューターの統一されたシステムの構築
　（卸からの仕入情報がワンタッチで入力され仲卸にとって大幅な経費削減になる）

Ｆ．企画力等の充実、付加価値のある商品等の開発
（本場）
　・市場流通コスト高消化のため、高付加価値（安全、安心）の商品供給のシステム化の構築（卸）
　・目玉商品の開発
　・同じ商品を販売していてはダメ、オリジナル商品を企画･開発していかないと生き残れない
　・産地と資金等を投入して協同研究し、付加価値の高い商品を開発する
　・農家と提携して品種改良した商品の開発
　・トレサビリティの確立した商品の発信、提供
（東部）
　・卸仲卸が連携して商品を開発すべき
　・独自の商品産地の開拓を行い差別化を図る
　・お客様はオンリーワンの商品を求めている
　・大卸に依存しないで魅力ある商品を品揃えできるかが最大のテーマ
　・加工部の育成（付加価値を高めるための技術、独自商品の開発を増やしたい）
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Ｇ．取引について
（本場）
　・時間外取引を少なくし、セリ中心に
　・同一商品で値段が違う、商品の先取りは公正な価格が生まれない
　・取引上の規則違反が多い
　・セリ時間の見直し、先取り禁止
（東部）
　・商品の先取りをするのを止めさせてほしい
　・大型量販店の影響を受けない市場のルールを
　・せり取引の改善。
　・予約相対取引の改善

Ｈ．人材育成
（本場）
　・市場全体としての労働力の確保（市が窓口になっての協同求人活動
　・専従者（単身者）用の居住マンション棟共同で設置して通勤もマイクロバスで配置する
　・現場作業の外国人労働者の受け入れ体制を
　・若者が働きやすい職場環境を
（東部）
　・求人方法を含め人材育成の方法を検討しなければならない
　・研修施設を市場に作る
　・若手の育成。　社員のレベルアップが不可欠
　・市場の将来は人材の育成確保にかかっている
　　（そのためには、経営の安定、労働条件の改善、シンクタンクからの提言、協同組合による
　　　人材派遣）
　・年金をもらいながら営業している古い業者が多すぎる後進に道を譲るべきだ
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Ｉ．講座、勉強会、経営相談
（本場）
　・異業種又は専門家による講演会、シンポジウム等の開催
　・産地への農業体験等を行う、
　・産地側から量販店や病院、学校、料理屋へのヒアリングを行い商品作りの参考にする
（東部）
　・今後は市職員、卸、仲卸を交えていろいろな会議をするべき
　・市による設備の貸し出し、先端技術の紹介指導

Ｊ．モラル・マナーの向上
（本場）
　・市場内の不法駐車（荷物を含む）で大型トラックが曲がれない
　・駐車場、共用部分（通路、階段踊場）への荷物置きが多い
　・ルールに従わない者への罰則強化
　・店だし限界線を超えた店だしによる他店舗への迷惑
　・通路にゴミ、箱類を投棄
　・ターレット、バイクの運転が悪い
（東部）
　・各店舗が品物を通路に出しすぎ（ターレットの通行に支障がある）
　・冷蔵庫に預かり荷物が多過ぎて荷物を取り出せない。
　・ゴミのモラルがなさ過ぎる（厳しく取り締まるべき）
　・買出し人が商品をつんだままメイン通りで動かない

33

　このたび、市政改革本部が実施いたしました「中央卸売市場の活性化に向けたア
ンケート」にご多忙中にもかかわらずご協力いただきました卸売業者・仲卸業者の
皆さんに厚くお礼申し上げます。
　さて、今回のアンケートに関しまして、まず特徴としてあげらるのは、同封した
回等用紙では書き切れないほど多岐にわたり詳しく具体的に記述していただいた方
が多数おられたことです。
　このことは、将来の市場のことを真剣に考えておられる卸売業者・仲卸業者の皆
さんが、いかに多いかという表れだと思います。
　市政改革本部といたしましても、この貴重なご要望、ご意見を参考に、さらに分
析と検討を重ね、新しい時代にふさわしい市場のあり方を早急に考えていきたいと
思います。
　市場の発展・活性化に向け、中央卸売市場と連携してさらなる取り組みを進めて
行きたいと考えますので、引き続き皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

終わりに


