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１．は じ め に

　全国の卸売市場において，大規模小売店数の増大に
よる市場外流通の増加，市場を利用する小規模小売店
の減少，少子高齢化，消費者の食生活の変化など多様
な要因に起因して，一部の大都市の市場を除き，取扱
高が年々減少している状況にある。福島県内の卸売市
場は，それに加えて，2011年３月の東日本大震災およ
び東京電力福島第一原発事故によって集荷，出荷の両
面で大きな影響を受け，とりわけ放射能災害に起因す
る実被害，風評被害は長期化し，震災前の市場環境に
復帰してはいない。
　全国の卸売市場に対して，農林水産省が５年ごとに
制定する「卸売市場整備基本方針」（第10次）が2016

年１月に公表され，生鮮食料品の定温設備や流通情報
の利用といった市場機能の高度化と戦略的な経営と
いった課題への対応が，第９次の方針に引き続き，全
国の公設卸売市場に求められた。また，国の基本方針
に基づいて，それぞれの県が整備計画を策定する必要
があるが，福島県は11年振りに「第９次福島県卸売市
場整備計画」を制定することとなり，2016年10月にそ
の素案を公表し広く意見を求めたのち，同年11月の日
付で公表されたところである。
　筆者は，福島県内で取扱高の多い市場である，福島
市公設地方卸売市場（以下，福島市場），会津若松市
公設地方卸売市場（以下，会津若松市場），郡山市総
合地方卸売市場（以下，郡山市場），いわき市中央卸

売市場（以下，いわき市場）において，東日本大震災
後，ほぼ同時期に運営協議会あるいは時限的な検討委
員会に参加し，それぞれの卸売市場が直面する課題を
身近に知る機会を得た。本稿は，上記主要４市場（以
下「県内４市場」と略す）の現状をもとにして，国や
県の整備方針，整備計画に対応する課題を整理し，今
後の検討に資することを目的とする。

２．県内４市場の取扱高の現状

　卸売市場の規模あるいは取扱実績を測定，表示する
指標として，金額尺度と数量尺度があり，取扱高は取
扱金額あるいは取扱数量で表される。卸売市場の取
扱金額は原則として卸会社の売上高によって示され 
る１。貨幣尺度は総合市場（青果，水産物，花き）に
おける単価や数量単位の異なる各部門の金額を合算す
ることに適しているので，ひとつの市場の各部合計の
業績を，他市場の業績や過去実績と比較するさいには
適している。しかし，生鮮食料品の単価は工業製品の
それとは性質が異なり，気象条件，災害といった外部
環境の変化によって容易にかつ大幅に変動する。仕入
単価の上昇が販売単価に反映されるので，取扱金額の
増加をもって，取扱数量が増加したとか，付加価値の
高い商品にシフトしたという評価には単純に結び付か
ない。
　一方，取扱数量は通常，青果，水産物はトン，花き
は本数・鉢数で表示される。数量は，それぞれの部門
の市場流通の規模を直接的に表現し，市場施設および
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人員のキャパシティとも関連する数値である。国の「基
本方針」においても，一定の水準を満たさなくなった
中央卸売市場に対して他市場との統合あるいは地方卸
売市場への転換等を求める基準（再編基準）や，地方
卸売市場のなかで地域の中心となる市場（拠点市場）
を選定する基準も，各部ごとの数量基準が基本となっ
ている。以上のことから，本稿では，県内の４卸売市
場の取扱数量の推移を，各部ごとに示すこととする。

　図－１から図－３のグラフで表された取扱高（数量）
の推移をみると，各市場のほぼすべての部において，
震災が起きた平成22年度あるいは翌23年度に，取扱数
量を一旦大きく落とし，そのまま減少傾向が続いてい
ることがわかる。消費者や流通機構の変化といった全
国の卸売市場に共通に見られる要因に加えて，福島県
内の卸売市場の取扱数量は，明らかに震災の影響を受
けていると考えられ，なかでも原発事故の要因が深刻
かつ長期化している。具体的に原発事故の影響だけを
数値として抽出するのは困難であるが，県内４市場の
運営協議会その他委員会の席で卸売会社から出された
震災後の状況は次のようなものであった。
　青果については，原発事故による被害が大きく，当
初の出荷制限による集荷減，その後の長引く風評被害
によって，地場野菜の価格形成も混乱したという。地
産地消のひとつの場であった学校給食において，保護
者からの要請によって県内農産物の使用が拒否された
という事例もあった。水産物については，原発事故に
より沿岸漁場が壊滅的な被害を受け，遠方産地や他市
場を通しての集荷に依存せざるを得ない状況となり，
震災後５年を経過した現在も回復のめどは立っておら
ず，コスト高が経営を圧迫しているという状況にある。
花きも，県内の生花の一部の産地が原発事故に伴う避
難区域に指定され，集荷に影響を及ぼしている。他方，
販売面では，県外避難による人口減や，浜通りの市場
では帰宅困難，避難指示地域に指定された消費地が喪
失した影響も大きい。そのためいわき市場の業者では，
取引先を新規開拓するための費用も追加発生したとの
ことであった。
　福島県内の卸売市場は，震災以前にすでに各部の取
扱高は年々減少しており，平成14年に開設した郡山市
場は別としても，各市場の青果，水産物は，いわゆる
ピーク時の取扱高から半減している。市場の取扱高が
減少すれば，場内の卸会社，仲卸会社の売上高もそれ
に応じて減少する。その結果，各市場において廃業あ
るいは倒産した会社も少なくない。通常，卸売市場の
開設にさいしては，健全な競争環境の確保を目的とし
て，各部ごとに複数の卸会社が入場する。しかし，た
とえば福島市場では，青果卸，水産卸で各１社がその
後廃業し，現在は各１社の卸会社によって卸業務が行
われている。
　このように，市場の安定的経営のためには，場内業
者の経営の健全性も求められる。しかし，取扱高（各
業者の売上高）の減少を典型とする経営状況の悪化に
よって，場内業者が容易に利益を計上できる状況では
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図－３　県内４市場花き部取扱数量の推移
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図－１　県内４市場青果部取扱数量の推移
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図－２　県内４市場水産物部取扱数量の推移
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なくなっている。中央卸売市場を対象とした農林水産
省の調査によれば，平成26年度に営業損失を計上した
卸売業者は青果で31.5％，水産物で19.3％あり，仲卸
業者はさらに経営状況が悪く，青果で52.5％，水産物
でもやはり52.5％の企業が営業損失を計上している。
（表－１，表－２参照）

は，損益状況を容易に圧迫してしまうことが予想される。
　農林水産省の，全国の市場を取りまとめたデータは
上述のとおりであるが，福島県内市場について，個々
の卸業者，仲卸業者の経営状況を判断しようと思って
も，個々の場内業者についての財務諸表が公表されて
はいないため，各業者の経営状況を直接的に評価する
ことはできない。しかし県内４市場の各部において取
扱数量がほぼ減少傾向にあり，前述した原発事故に起
因する調達コストの増加をも想定すると，県内４市場
の卸売会社，仲卸会社の経営状況は困難さを増してい
ると考えられる。

３．卸売市場をめぐる国の検討

　農林水産省が策定する「卸売市場整備基本方針」（以
下，「基本方針」と略す）は，卸売市場法の規定によっ
て，おおむね５年ごとに農林水産大臣が定めることと
なっており，第９次の「基本方針」は平成22年10月に
策定され，今般，第10次「基本方針」が平成28年１月
に公表された。「基本方針」の策定に先立ち，平成26

年７月に，農林水産省に「卸売市場流通の再構築に関
する検討会」が設置され，総合的な検討が開始されて
おり，その検討経過については，次の文書も農林水産
省より公表されている。
　「卸売市場をめぐる情勢について」（平成26年７月）
　「事務局ヒアリング結果とりまとめ」（同年10月）
　「多様化するニーズへの的確な対応」（同年11月）
　「卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化」（同上）
　「市場の活性化に向けた新たな取組の推進」（同上）
　「卸売市場に対する社会的要請への適切な対応」
（同上）
　「『卸売市場流通の再構築に関する検討会』報告」
（平成27年３月）

　卸売市場法は「基本方針」に記載される項目につい
ても下記のように規定しており，実際，「基本方針」
はそれに従って記述されている。
　　第１　卸売市場の整備及び運営に関する基本的 

事項
　　第２　卸売市場の適正な配置の目標
　　第３　近代的な卸売市場の立地並びに施設の種

類，規模，配置及び構造に関する基本的 
指標

　　第４　取引及び物品の積卸し，荷さばき，保管等
の合理化並びに物品の品質管理の高度化に
関する基本的な事項

　表－１　中央卸売市場卸売業者の損失計上割合

青　果 水産物 花　き
営 業 損 失 31.5% 19.3% 17.4%
経 常 損 失 13.7% 7.0% 13.0%

（農水省「平成27年度　卸売市場データ集」51頁を一部修正）

　表－２　中央卸売市場仲卸業者の損失計上割合

青　果 水産物 花　き
営 業 損 失 52.5% 52.5% 35.4%
経 常 損 失 34.6% 43.2% 29.1%

（農水省「平成27年度　卸売市場データ集」52頁を一部修正）

　営業損失あるいは経常損失を計上する卸会社，仲卸
会社がこれだけの割合となっていることは，市場にお
ける卸売事業の収益性がそもそも低いことを示してい
る。表－３は，中央卸売市場の青果，水産物，花き部
の卸会社の利益率を，一般卸売業，飲食料品卸売業の
それと比較したものである。

　表－３　中央卸売市場卸売業者の収益性比較
（単位：%）　

卸売業 飲食料品
卸売業

売上高総利益率 15.0 12.9
売上高経常利益率 1.9 1.0

中央卸売市場
青　果

中央卸売市場
水産物

中央卸売市場
花　き

売上高総利益率 6.6 5.2 9.7
売上高営業利益率 0.2 0.4 0.4
売上高経常利益率 0.3 0.7 0.6

（農水省「平成27年度　卸売市場データ集」51頁の⑴およ
び⑶の表をもとに作成。中央市場のデータは26年度。）

　この表によって，卸売市場内の卸会社の収益性は，
一般の卸売業と比較しても相当低いことがわかる。売
上高総利益率は，販売価格と仕入原価の差額，いわゆ
る利幅の多寡を表す数字であるから，青果部あるいは
水産物部における５～６％は相当低い数字である。仕
入単価の上昇を価格に反映させることが難しい場合に
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　　第５　卸売業者及び仲卸業者の経営の近代化の 
目標

　　第６　その他
　第10次「基本方針」における各項目の内容は，第９
次のそれと比較して，一部に加筆修正がみられるもの
の，大きな方向性に変化はない。次に，各項目の概略
を示す。
　第１の基本的事項では，卸売市場を取り巻く環境の
変化によって，卸売市場に期待される機能・役割が多
様化している一方で，市場内業者の経営や開設者の財
政が厳しい状況にあると指摘され，各市場はそれぞれ
の経営戦略を「経営展望」に明記して，高度な物流シ
ステムを目指す必要があることが強調されている。第
２の適正配置では，中央卸売市場に対しては，一定水
準を下回ることとなった市場に対して，他市場との統
合・連携あるいは地方卸売市場への転換といった「再
編」を指示する４基準（「再編基準」という）が示され，
地方卸売市場に対しては，地域（都道府県）内の生鮮
食料品等流通において重要な役割を担う特定の地方
卸売市場（「地域拠点市場」という）の水準が示され
て，これらに基づき市場の配置を行う指示がなされて
いる。なお，「再編基準」は第10次「基本方針」にお
いて若干緩和２されたので，全国の中央卸売市場の再 
編３のペースは少し減速することになると思われる。
第３の立地・施設では，新たな卸売市場を設置するさ
いの立地条件および，施設の配置について，多様なニー
ズに応じた加工・貯蔵等施設，品質へのニーズに応じ
たコールドチェーンの確立など施設の高度化を，市場
ごとの経営展望に即して計画的に推進すべきことが示
されている。第４の取引の合理化等では，電子商取引
の推進，取引事務手続の簡素化，荷さばきや品質管理
の合理化，高度化を求めている。第５の各業者の経営
の近代化では，経営の統合や産地，実需者との連携，
都道府県による卸売業者への指導監督の強化などが提
言されている。

４．卸売市場をめぐる福島県の検討

　国の「基本方針」を受けて，各都道府県がそれぞれ
「卸売市場整備計画」を策定すべきことも卸売市場法
で規定されている。福島県は，第８次（平成17年度策
定）まで国の「基本方針」に対応する整備計画を策定
してきたが，国の第９次「整備方針」（平成22年10月）
に対応して策定予定であった第９次「卸売市場整備計
画」が，東日本大震災及び原発事故の影響のため策定

が見送られていた。
　今般，国の第10次「整備方針」が策定されたことに
対応して，福島県は，「現時点で想定できる範囲にお
いて暫定的なもの」として，復旧途上の相双地域およ
び沿岸漁場に依存していた水産物産地市場に対する整
備検討を保留するという内容で，第９次「卸売市場整
備計画」を平成28年11月に策定し公表した。
　この福島県の第９次「卸売市場整備計画」では，青
果物，水産物，花きともに今後の市場流通量の減少が
見込まれる状況において，青果物および水産物の流通
圏を県北，県中，県南，会津，いわきに分割し４，中
央卸売市場であるいわき市場５に加えて，福島市場，
郡山市場，会津若松市場を，国の「基本方針」に定め
る「地域拠点市場」として改めて配置し６，経営展望
の策定を求めることとしている。

　表－４　市場流通量の見通し
（単位：全国は千トン，百万本。福島県はトン，千本）　

全 国

平成24年度
（基準年度）

平成32年度
（目標年度）

野菜 10,722 10,510～11,160
果実 3,821 3,620～3,850
水産物 4,221 4,180～4,440
花き 6,137 7,020～7,450

福島県

平成25年度
（基準年度）

平成32年度
（目標年度）

野菜 137,024 123,477～127,448
果実 63,512 57,027～59,133
水産物 74,150 65,811～67,919
花き 67,820 61,641～63,403

（農水省「基本方針」21頁，福島県「卸売市場整備計画」3

頁をもとに作成）

　表－４は，国の「整備方針」，福島県の「卸売市場
整備計画」に記載されていた，市場流通量の見通しを
示している。目標年度における予想値の範囲をみても，
福島県の見通しが国と比較して減少度合いが大きい。
このことからも，福島県内の卸売市場を取り巻く環境
は今後一層厳しくなると考えられる。
　卸売市場の機能強化へ向けた取り組みについては，
福島県の「市場整備計画」において，国の「基本方針」
の文言を受け，次の項目が列挙されている。
ア）卸売市場における経営戦略の確立
イ）立地・機能に応じた市場間における役割分担と
連携強化
ウ）産地との連携強化と消費者，実需者等の多様化
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するニーズへの的確な対応
エ）卸売市場の活性化に向けた国産・県産農林水産
物の流通・販売に関する新たな取組の推進
オ）公正かつ効率的な売買取引の確保
カ）卸売業者および仲卸業者の経営体質の強化
キ）卸売市場に対する社会的要請への適切な対応
　この７項目のそれぞれについて，詳細な説明はなさ
れていないが，これらは，今後，各市場が経営展望を
策定するうえでの検討事項となると考えられる。

５．県内主要４卸売市場の動向

　福島県内の主要４市場である福島市場，郡山市場，
会津若松市場，いわき市場は，その取扱高からみても
４大市場であり，県の第９次「卸売市場整備計画」に
おいても，それぞれの地域での拠点市場として位置づ
けられているが，取扱数量が低減し続ける状況におい
て，卸業者を中心とする場内業者の経営状況も好まし
い状況にないことから，その要望を受け入れ，各開設
者（それぞれの市）は市場使用料の減免を伴う施策を
策定している。東日本大震災以降における，それぞれ
の市場の検討の概要を次に示す。

⑴　福 島 市 場
　中央卸売市場であった福島市場は，水産物部の取
扱高が国の第８次「基本方針」に明記された中央卸
売市場の再編基準に該当したため，福島市は平成22

年７月に「福島市中央卸売市場のあり方検討委員会」
を設置し，水産物部の再編措置（水産物部のみ地方
市場への転換），市場活性化，使用料に関する検討
を開始した。しかし，東日本大震災の発生により検
討は中断された。
　同検討委員会は24年２月に再開されたが，震災お
よび原発事故による市場業務が混乱するなか，青果
部，花き部をも自主再編（地方化）し，三部とも地
方卸売市場に同時に転換することを，市場内業者が
自主的に合意し，より効率的な市場運営を目指すた
めの指定管理者制度導入と併せて，開設者である福
島市に要望書が提出された。これにもとづき，福島
市は，25年２月に「中期経営プラン」を策定し，福
島市中央卸売市場は，26年４月より福島市公設地方
卸売市場に全面的に転換し，同時に，市場協会（一
般社団法人福島市公設地方卸売市場協会）を管理者
（当初３年間）とする指定管理者制度を導入して現
在に至っている。また，場内業者の経営状況を考慮

し，売上高使用料および施設使用料を29年度までの
４年間にわたり，一部減額している。

⑵　郡 山 市 場
　郡山市場（郡山市総合地方卸売市場）は，平成14

年に郡山市大槻町の現在地に開設された，県内主要
市場のうちでも群を抜いて新しい卸売市場である。
しかし，取扱高は建設計画当時の見込み高を大きく
割り込み右肩下がりとなっており，その見込み高に
対応して設定された市場使用料の減額を開場当初よ
り継続してきた。平成25年に，市場使用料の評価お
よび資産の有効活用など市場運営を検討するための
「郡山市総合地方卸売市場あり方検討会」が設置さ
れ，使用料減額措置の延長および市場敷地内空地（当
初設計では増設予定地）の有効活用，計画的修繕な
どが市に提言された。市は，使用料の減額延長を26

年度から２年間措置することとした。
　27年度には，28年度以降の使用料を検討するため
に，同委員会が再び設置され，市場敷地から収入を
獲得する目的で，空地の有効活用についてより具体
的な検討を行うとともに，将来的には指定管理者制
度の導入に向けた検討も必要となることが確認され
た。

⑶　会津若松市場
　会津若松市場（会津若松市公設地方卸売市場）に
おいても，取扱高が年々減少する状況において，場
内業者から市場使用料の引き下げを求める陳情が市
に提出されたのを受けて，平成24年７月に「会津若
松市公設地方卸売市場運営検討懇談会」が設置され，
25年度から３年間の使用料減額措置，および28年度
からの指定管理者制度の導入が市に提言された。ま
た，平成20年度に策定されていた「公設地方卸売市
場活性化プラン」の改訂に向けた検討が行われ，26

年２月，検討結果が「『公設地方卸売市場活性化プ
ラン』策定に関する検討結果報告書」として市に提
出された。さらに27年には，使用料の減額措置を28

年度から30年度までの３年間について延長すること
とした。

⑷　いわき市場
　いわき市場は昭和52年の開場以来，青果部，水産
物部，花き部（昭和62年より）を持つ中央卸売市場
として業務を行ってきたが，花き部のみ，国の「基
本方針」の再編基準に該当したため，地方市場に転
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換する措置を行い，平成28年４月より，青果部およ
び水産物部は中央卸売市場，花き部が地方卸売市場
という二重の運営がなされることとなった。
　平成26年，市場使用料の改定要望書が市に提出さ
れたことを受け，「いわき市中央卸売市場のあり方
検討委員会」が設置され，市場運営と使用料につい
て検討を行い，取扱高の減少が見込まれる今後に向
けて，指定管理者制度の導入など，市場運営の合理
化を今後の検討課題とすべきこと，使用料の一定程
度の減額を必要とすることを市に提言した。使用料
に関しては，28年４月より，施設使用料の一部のみ，
減額されることとなった。
　県内主要４市場の最近の検討状況は以上の通りで
ある。注目すべきことは，表－５に示すように，４
市場のいずれも場内業者に対する市場使用料を軽減
していることである。

６．まとめ－県内卸売市場の課題

　以上述べたように，福島県内の主要卸売市場である
福島市場，郡山市場，会津若松市場，いわき市場では，
取扱数量が全体的に減少するなか，場内卸会社，仲卸
会社の経営も困難さを増している。また，開設者であ
る各市にとっても，取扱高の減少，使用料の軽減措置
により特別会計の歳入が減少し財政上の負担も増大し
ている。
　卸売市場に求められる機能は，一般的には，集荷・
分荷機能，価格形成機能，代金決済機能とされるが，
東日本大震災を契機として，災害時に於ける食材集積・
供給基地としての公設卸売市場の重要性が再認識され
ることとなった。たとえば福島市場では，震災１年後
の平成24年４月１日に「緊急時事業継続計画」が策定
されている７。従って，公設卸売市場を安定的に存続
させるためにも，次のような課題を認識すべきである。
　ひとつは市場機能の高度化であって，市場経由率が
低下傾向にあるなかで，生産者や実需者のニーズに的
確に対応できる施設や設備の整備が求められる。外気
を遮断する閉鎖的な卸売場やコールドチェーンの確
立，産地情報の的確な表示，加工施設の設置による取
扱品目の付加価値向上といった施策が考えられる。と
くに昭和47年に開設された福島市場，同50年に開設さ
れた会津若松市場は建物や設備の老朽化が進んでお
り，大規模な再整備が必要な時期となっており，高度
化に向けた検討が求められる。国の「基本方針」では，
市場の整備の整備，運営にPFI手法を活用すべきこと
が指摘されているが，大掛かりな施設整備は商品の付
加価値を向上させる一方で，場内事業者の使用料負担
の増大は免れない。収支の見込み等，十分なシミュレー
ションを行う必要がある。
　いまひとつの課題は，市場経営の安定化である。公
設卸売市場の経営は，開設者の立場からの市場経営と，
場内業者の立場からの事業経営がともに成立する必要
があるという二面性を持っている。市場経営は，市場
特別会計にもとづいて，原則的には市場の使用料収入
で必要支出をまかなう独立採算が求められる。しか
し，取扱高の減少によって使用料収入が減少する一方
で，施設の老朽化による維持や修繕コストは増加して
いる。開設者としての歳出が増加しても，使用料（率）
を上げることは，場内業者の経営状況も悪化している
ため困難である。指定管理者制度の導入も，確かに人
件費の削減によって特別会計の歳出を抑制する効果が

　表－５　県内４卸売市場の使用料軽減措置

福島市場 郡山市場 会津若松市場 いわき市場

売上高割 ３分の１軽減 ２分の１軽減 ４分の１軽減 軽減なし

面 積 割 軽減あり 軽減あり 軽減あり 軽減あり

備 考 29年度まで 30年度まで 30年度まで しばらく適用

　市場使用料について補足すると，市場使用料は，
売上高使用料と施設使用料に分かれる。売上高使用
料（売上高割）は，卸売会社のみが売上高に対する
一定比率を支払う部分で，その率はいずれの市場も，
1000分の３と条例で定められている。この比率につ
いて，表－５のように，各市場で軽減措置を講じて
いる。施設使用料は，各卸売会社，仲卸会社が，売
り場や冷蔵庫といった市場内の施設の利用すること
に対して固定的に課されるものである。売り場は平
米当たり単価，冷蔵庫などは設備当たり単価で算出
されるが，ここでは細かい区分は省略し，表中では
売上高割に対する面積割と表現した。また，軽減数
値も施設ごとに異なるなど複雑であるため詳細は省
略する。
　いずれの使用料にせよ，市場使用料を軽減すれ
ば，市場特別会計における歳入が減少し，各市の財
政における一般会計からの繰り入れ額の増大に結び
つく。よって軽減措置を講ずるためにはそれぞれの
市議会の審議を経なければならない。県内４市場に
ついて使用料の軽減が措置されていることは，卸売
市場が直面している状況について，それぞれの市長
や議会も理解を示していると考えてよい。
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ある。しかし導入２年目以降に，初年度を超える削減
効果が期待されるわけではない。
　開設者，場内業者，さらには市場の利用者が公設卸
売市場の存在意義を再確認し，一致協力して市場の運
営を行っていくことが肝要である。

【注】
１　卸会社のみの売上高で計算するのは，仲卸会社は
原則として卸会社から仕入れを行うので，仲卸会社
の売上げを合算すると二重計算になるからである。
ただし，仲卸会社が場内の卸会社以外から仕入れた
場合（それを「直荷引き」という）は，その品物に
関する仲卸会社の売上高は算入される。
２　中央卸売市場に対する「再編基準」は，それぞれ
の部ごとに，①開設区域の需要を満たしていない，
②各部ごとに定められた取扱数量を満たしていな
い，③取扱量が３年連続で減少し，かつ３年前を基
準年とする減少率が一定基準を超えている，④その
開設自治体において一般会計からの繰り入れが３年
連続で一定基準を超えている，あるいは主たる卸売
業者の財務比率が３年連続で基準以下である，と定
められており，この４基準のうち３基準が該当する
場合に再編措置が求められる。第10次では，③の基
準に対して「ただし，当該３年間において取扱金額
が前年に比べて増加している年がある場合には，こ
の限りではない」という例外規定が追加された。
３　「再編基準」に抵触した場合に求められる再編措
置は，①市場運営の広域化，②他の卸売市場との統
合，③他の卸売市場との連携，④地方卸売市場への
転換，⑤廃止その他市場流通の効率化，と定められ
ているが，同じ域内の市場の統合のケースを除けば，
ほぼ④の地方卸売市場への転換措置が講じられて 
いる。
４　相双地区に設定されていた流通圏は，前述したよ
うに，今次「整備計画」の検討対象から除外された。
５　いわき中央卸売市場は，国の「卸売市場整備基本
方針」の再編基準に該当することとなった花き部の
みが，平成28年４月に地方市場に転換した。
６　福島県第８次「卸売市場整備計画」（平成17年）
当時は，福島市場は中央卸売市場であったため，今
般の第９次において地域拠点市場となり，会津若松
市場は新たに地域拠点市場に設定された。その他，
水産物産地市場の一部が，「福島県水産物産地市場
再編整備計画（平成14年３月）」にもとづいて地域

拠点市場に設定されていたが，第９次では検討対象
から除外された。
７　このような事業継続計画は，一般にBCP（Business 
Continuity Plan）と呼ばれる。冒頭に，この計画の
目的について，「この計画は，地震・台風をはじめ
とした自然災害や大規模事故など，市民生活に深刻
な影響を与える危機事象が発生し，人，物，情報通
信手段及びライフライン等利用できる資源に制約が
生じる中で，市民の食生活を支える市場として，被
害を最小限にとどめ，市場流通機能を維持し，生鮮
食料品等の安定供給に努めることを目的とする」と
明記されている。


