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これまでの「卸売市場再生整備事業について」の所管事務報告でいた

だきましたご意見を踏まえ、追加のご説明について、報告いたします。 
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１ 西宮市卸売市場の現状について 

（１）現状の取扱数量・金額、近隣他市場との比較 

①卸売業者の取扱高 

これまでの統計は、取扱の主要品目に限定していたことから取引規模全体の正

確な数値の把握ができていなかったため、各社の決算書ベースに統計方法の見直

しを行った。 

 

平成 29年西宮市卸売市場取扱高(※残留希望事業者のみ) 

 取扱量（ｔ） 取扱金額（百万円） 

野 菜 １７，９８６ ４，１８２ 

果 物 １３，９４０ ３，７２６ 

合 計 ３１，９２６ ７，９０８ 

（※残留を希望している 21者の内、卸売業を営む 16者） 

   

②取扱金額の推移 

過去 5 か年の取扱金額の推移では、約 70～80 億円前後で推移しており、市場

事業者間の集約化等は想定されるが、取扱金額は一定規模維持されることを見込

んでいる。 

 

過去 5 か年の取扱金額の推移              （単位：百万円） 

 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

野 菜 3,692 3,722 4,116 4,524 4,182 

果 物 3,416 3,591 3,778 3,878 3,726 

合 計 7,108 7,313 7,894 8,402 7,908 
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③近隣他市場との比較 

近隣他市場との比較では、兵庫県卸売市場整備計画における青果を取扱う地域

拠点市場において、姫路市に次ぐ取扱高を有し、兵庫県内で青果を取扱う１１の

地方卸売市場のうち、２番目の取扱高を有しており、阪神間の青果物流通におけ

る中心的な役割を担っている。 

 

近隣他市場の青果物取扱高(※1) 

区分 市場名 
面積 

(㎡) 

取扱数量 

(ｔ) 

取扱金額 

(百万円) 

地方 

※2 

西宮市卸売市場(残留卸売業者のみ) 16,158 31,926 7,908 

尼崎市公設地方卸売市場 63,202 28,599 5,898 

明石市公設地方卸売市場 57,395 25,266 6,490 

姫路市青果地方卸売市場 30,623 40,335 10,390 

豊岡中央青果地方卸売市場 33,678 6,841 2,187 

中央 

神戸市中央卸売市場(本場) 107,867 135,845 34,829 

神戸市中央卸売市場(東部) 117,437 31,509 10,007 

大阪府中央卸売市場 201,351 219,218 61,177 

大阪市中央卸売市場 177,955 509,912 153,902 

※1 西宮市卸売市場は平成２９年分、他市場は平成２８年度分 

※2 兵庫県卸売市場整備計画における青果物取扱の地域拠点市場 
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（２）卸売業者、関連業者等の本市納税額 

市税の納付状況（直近の年間納付額） 

種別 金額（千円） 

法人市民税（個人事業主は市民税） ３，３５４ 

事業所税 ３６９ 

固定資産税・都市計画税 ３，９２８ 

償却資産税 ０ 

市内在住従業員の市民税（特別徴収のみ） ７，５３４ 

合計 １５，１８５ 

    ※残留を希望 21者（卸売業、関連業）及び西宮東地方卸売市場協同組合 

 

（３）卸売業者、関連業者の従事者数 

 従事者数 うち、西宮市民 

卸売業者 ２１０人 １７５人 

関連業者 ３５人 ３１人 

合計 ２４５人 ２０６人 

   ※平成 30年 2月調査時点 

 

（４）市内流通割合（推計値） 

①青果物１人当たりの年間需要量 

   0.1186ｔ／人・年（農林水産省、中央卸売市場再編基準の算定ルール） 

②西宮市推計人口 

   488,095人（平成 30年 3月推計人口） 

③西宮市卸売市場の取扱量 

    ・野菜 17,986ｔ×50.75％（出荷調査による市内流通割合）＝ 9,128ｔ 

    ・果物 13,940ｔ×16.29％（出荷調査による市内流通割合）＝ 2,271ｔ 

   

西宮市民の年間青果物需要量      57,888ｔ／年・・・（①×②） 

西宮市卸売市場からの青果物市内出荷量 11,399ｔ／年・・・（③の合計） 

 

西宮市民の青果物需要量に対する西宮市卸売市場の供給割合 

（③）÷（①×②）＝  19.69％ 

 

 

 

 

 

市内流通量については、流通過程が複雑化している現代において、市民

一人当たりの青果物需要量の把握が困難であり、上記のとおり、農林水産

省による一般的な 1 人当たり年間需要量からの推計値を基に、試算した。 



 

4 

 

（５）卸売市場立地による市内への経済波及効果 

①産業連関表による経済分析 

産業連関表は、ある地域で１年間における全ての財・サービスの産業相互間の

取引や産業と最終消費者との間の取引状況を一覧表にした経済表で、この経済モ

デルを活用し、市内の経済分析や特定事業の経済効果及び効果額を算出すること

が可能である。 

西宮市の産業連関表を用いて、西宮市卸売市場（西宮市地方卸売市場及び西宮

東地方卸売市場）が西宮市経済に及ぼす経済波及効果及び効果額を簡便的な方法

で算出した。 

試算に当たっては、西宮市卸売市場の平成29年市内流通の取扱高27億29百万円

を基に、平成26年度食品流通段階別価格形成調査（国）の生鮮食料の小売価格に

占める各流通経費等の割合により推計した、小売価格37億47百万円を最終需要と

して用いている。 

 

②卸売市場立地の市内への経済波及効果 

・ 卸売市場の立地による経済波及効果を算出すると、最終需要額（直接効果

額）は約 37億円、間接波及効果として約 15億円、経済波及効果（総合効果）

は約 52億円と推計しました。 

・ これらのことから、西宮市卸売市場が立地していることにより、市内への

経済波及効果を生んでおり、産業活動や雇用に一定の影響を及ぼしていると

ともに、西宮市民の青果物需要に対しても一定規模の供給が推計される。 

 

 卸売市場が西宮市域に及ぼす経済波及効果 

最終需要額（直接効果額）  野菜 市内流通額 ２１億２２百万円（※１） 

３７億４７百万円（※２）  果物 市内流通額   ６億０７百万円（※１） 

 

経済波及効果（総合効果） 

５２億７１百万円 

 

うち、経済波及効果額（間接波及効果） 

    １５億２４百万円 

 

※１ 平成 29年市内流通の取扱高 

   野菜 41億 82百万円（取扱金額）×50.75%（市内流通割合）＝21億 22百万円 

   果物 37億 26百万円（取扱金額）×16.29%（市内流通割合）＝ 6億 07百万円 

   合計 21億 22百万（野菜）＋6億 07百万円（果物）＝27億 29百万円 

※２ 小売価格（最終需要）を算出 

  ・27億 29百万円÷66.2％（卸売経費）×90.9％（仲卸経費）＝37億 47百万円 

  ・卸売経費・・平成 26 年度食品流通段階別価格形成調査（国）の生鮮食料の小売

り価格に占める卸売経費率 66.2％を用いて小売価格を算出。 

・仲卸経費・・西宮市卸売市場の卸売業者は、卸売と仲卸を兼業しており、小売価

格には仲卸経費が反映されないため仲卸経費率 9.1％を除いた

90.9％を乗す。 
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２ 西宮市卸売市場の事業継続性について 

平成 29 年 8 月に実施した買受人へのヒアリング調査では、当市場へのアクセスの

良さが評価されている。商品のほとんどが車両による運送となっていることから、当

市場は、南部市街地のほぼ中央部に位置し、また、国道 2号に隣接し、名神高速、阪

神高速 3号神戸線も近く、集荷及び出荷に適しており、立地優位性がある。 

当該ヒアリング調査結果に加え、平成 25 年の西宮市卸売市場整備基本方針策定時

から一定の時間が経過しているため、卸売業者、買受人、生産者それぞれの現状を把

握し、将来への課題の把握と課題に対してどのような対応が必要かを分析するため、

改めて平成 30年 2月に、新市場へ残留を希望する 21者の市場事業者（生産者情報を

含む）並びに買受人への調査を行った。 

 

（１）市場事業者の動向 

市場事業者（卸売業者、関連業者）へ経営者の年代構成、後継者の有無、従業員

の年代構成などについて、アンケート調査を行った。 

 

①経営者：年代構成 

・ 50代以下が 10人、60代以上は 11人 

・ 60代以上の経営者 11人のうち、後継者がある者は 7人(63.6%) 

年代 20代以下 30代 40代 50代 60代以上 合計 

人数 1人 2人 2人 5人 11人 21人 

割合 4.8% 9.5% 9.5% 23.8% 52.4% 100.0% 

【課題と対応】 

すでに世代交代が進んでおり、後継者がある者も多い。後継者がいない 4名

は、近い将来に廃業する可能性が高いが、廃業が見込まれる場合は、吸収合併

などにより、比較的若い経営者を中心に、買受人及び生産者の円滑な引継ぎが

なされることが望ましい。 

 

②従業員：年代構成 

・ 約 6割(224人のうち 128人)が 40代以下 

・ 従業員 224名のうち、189人(84.4%)が西宮市民 

年代 20代以下 30代 40代 50代 60代以上 合計 

人数 18人 40人 70人 38人 58人 224人 

割合 8.0% 17.9% 31.2% 17.0% 25.9% 100.0% 

【課題と対応】 

・ 40代を中心に比較的若い年代の従業員も多く従事している。また、従業員

の市民割合も高く、市民の雇用にも寄与している。 

・ 将来の高齢化に備え、若い世代の雇用や育成が必要である。 
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（２）買受人の動向 

卸売業者を通じ買受人（残留希望の卸売業を営む 16 者と取引）に対して、経営

者の年代構成、後継者の有無、当市場での仕入れ状況などのアンケート調査を実施、

また、卸売業者に対し過去 3か年の買受人の増減とその主な理由を調査し、主に小

売店である個人事業主の買受人より回答を得た。 

法人の買受人については、卸売業の許可権者である兵庫県が行った業務及び財務

に関する調査結果を基礎に、法人取引に関する聴き取り調査を主要な卸売業者に対

して実施した。 

 

①小売店経営者（主に個人事業主）：年代構成 

・ 人数では、50 代以下は 28 人、60 代以上は 32 人で約半数ずつであるが、

取扱金額の割合では 50代以下の者の取引が約 7割(71.4%)を占めている。 

・ 60代以上の経営者 32人のうち、約半数 18人が後継者がいる。金額割合に

いたっては、約 7割で後継者がいる。 

年代 20 代以下 30 代 40 代 50 代 50 代以下 60 代以上 合計 

人数 2人 5人 14人 7人 28人 32人 60人 

人数割合 3.3% 8.3% 23.4% 11.7% 46.7% 53.3% 100.0% 

金額 10,880万円 52,208万円 176,512万円 36,080万円 275,680 万円 110,474 万円 386,154万円 

金額割合 2.8% 13.5% 45.7% 9.4% 71.4% 28.6% 100.0% 

         市内を主な営業地区としている者 

 50 代以下 60 代以上 合計 
50代以下の 

全体に占める割合 

人数 15 人 13 人 28 人 53.6％ 

金額 200,588万円 41,868万円 242,456万円 82.7％ 

 

【課題と対応】 

取扱金額で見ると、取引先となる小売店で後継者がない者は、全体の約 1割

に留まっている。今後も小売店経営者の高齢化を順次迎えていくことが予想さ

れ、新たな小売店の取り込みに限らず、法人取引のウェイトを見直していく必

要がある。 
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②小売店経営者（主に個人事業主）：今後の仕入量の見込み 

・ 今後の仕入量の見込みは、「増加」、「変化なし」が多くを占めている。 

 増加 変化なし 減少 合計 

人数 28人 27人 5人 60人 

人数割合 46.7% 45.0% 8.3% 100.0% 

金額 265,792万円 107,720万円 12,642万円 386,154万円 

金額割合 68.8% 27.9% 3.3% 100.0% 

        市内を主な営業地区としている者 

 増加 変化なし 減少 合計 
増加、変化なしの

全体に占める割合 

人数 13 人 13 人 2 人 28 人 92.9％ 

金額 168,752万円 70,712万円 2,992万円 242,456万円 98.8％ 

 

【課題と対応】 

・ 小売店には、中小規模スーパーの青果部門を委託されるなど、店舗数を増加

させている者もあり、小売店の複数店舗化や大型化も進んでいる。 

・ 買受人の取引量増加は、産地の開拓を進めやすくすることにつながり、買受

人数や取引量を増加させることを優先して取り組む必要がある。 

 

③小売店経営者（主に個人事業主）：当市場の仕入割合 

・ 7割以上を当市場で仕入れている者は、人数ベースで約 7割、金額ベースで 

約 8割となっている。 

仕入割合 人数 人数割合 金額 金額割合 

100％ 15人 25.0% 

70.0％ 

50,592万円 13.1% 

82.8％ 
90％以上 100％未満 12人 20.0% 79,012万円 20.5% 

80％以上 90％未満 11人 18.3% 150,164万円 38.9% 

70％以上 80％未満 4人 6.7% 39,920万円 10.3% 

70％未満 17人 28.4％ 63,746万円 16.5％ 

不明 1人 1.6％ 2,720万円 0.7％ 

合計 60人 100.0％ 386,154万円 100.0％ 

 市内を主な営業地区としている者 

 70%以上 70%未満 合計 
70％以上の 

全体に占める割合 

人数 25 人 3 人 28 人 89.3％ 

金額 233,084万円 9,372万円 242,456万円 96.1％ 

 

【課題と対応】 

・ 多くの買受人が当市場を主たる調達先としており、約 4割の方は、90％以上

の仕入れを当市場のみで行っている。 
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・ 屋根掛けした買受人駐車場の整備など、より買い易い環境を整え、本市場で

の仕入率を更に増加させる。 

 

④小売店経営者（主に個人事業主）：雇用者数 

・ 回答のあった買受人の雇用者数は 688人、うち市内を主な営業地区としてい

る買受人 28人の雇用は 273人。 

雇用者数 うち市内 

688人 273人 

 

⑤３年以内の買受人の増加数及び減少数とその主な理由 

【状況】 

・ 取引を開始した買受人の数 60人（重複あり） 
・ 取引を開始した主な理由 

新たに市内や市外で対面販売の青果店を始めた理由が多く、また、本市
場でしか取扱いのない商品がある、価格などで有利であるからなど 

 
    ・ 取引を終了した買受人の数 80人（重複あり） 
    ・ 取引を終了した主な理由 

後継者がなく経営者の高齢による廃業の理由が多く、また、他の店への
取引を変更した場合や売上高減少による廃業によるなど 

    

【分析・考察】 

     取扱金額が比較的少ない卸売業者の買受人が減少傾向にあり、買受人が減少

しても取扱金額が減少していない要因であると推定される。 

 

【参考】(P1から抽出) 

過去３か年の取扱金額の推移                （単位：百万円） 

 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

野 菜 ４，１１６ ４，５２４ ４，１８２ 

果 物 ３，７７８ ３，８７８ ３，７２６ 

合 計 ７，８９４ ８，４０２ ７，９０８ 
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⑥法人取引の関係図 

法人の買受人については、卸売業の許可権者である兵庫県が行った業務及び財務

に関する調査結果を基に、法人取引に関する聴き取り調査を主要な卸売業者に対し

て実施した。 

・ 法人取引では、様々な食品業態への卸売を行っており、市内を含む食品流通

関連のサプライチェーンが卸売市場を起点に構築されている。 

   ・ 加工、給食、納入業者への２次流通から、コンビニや保育所などの各種施設

への３次流通まであり、卸売市場を起点に複数の商品取引が広がっている。 

   ・ スーパーへの納品は、①スーパーの配送センターへ納品し各店舗へ配送され

るルートと、②市内各店舗への直接のエリア配送があり、商品種別や数量に応

じ使い分けされており、少なくとも市内 31店舗のスーパーへ出荷されている。 

   ・ 大手卸売業者では、法人取引の比率が 6割を超え、増加傾向にある。 

   ・ 西宮市は、購買意欲の高い子育て世代の増加などにより、スーパー等の新規

出店が増加しており、法人取引の拡大が期待される。 

 

 

 

 

  

 

 



 

10 

 

（３）生産者の動向 

卸売業者に対し、様々な規模の個人生産者（残留希望の卸売業を営む 16 者と取

引）の経営者年代構成、後継者の有無や、ＪＡ・共同出荷団体・農業法人との取引

先数、並びに、過去 3か年の生産者の増減とその主な理由、長年取引をしている生

産者の特徴、生産者が当市場と取引を行っている理由などについて、アンケート調

査を行った。 

 

①経営者(主に個人農園)：年代構成 

・ 60代以上が約 6割を占めている。 

・ 60代以上の経営者のうち、約 6割が後継者がいないと回答 

年代 20代以下 30代 40代 50代 60代以上 合計 

人数 3人 22人 7人 29人 107人 168人 

割合 1.8％ 13.1％ 4.2％ 17.2％ 63.7% 100.0% 

【課題と対応】 

・ 高齢で後継者がいない者が多いが、世代交代若しくは新規就農したと思わ 

れる 30代の個人農園もある。 

・ 当市場の強みであるこだわりある商品の品揃えのためには、新たな個人農

園との取引を拡大する必要がある。 

 

②生産者及び出荷団体等との取引先数 

    個人農園が約 7割を占めており、当市場の強みである特色ある商品の品揃えが

行えている。 

新規就農した若い世代の農家は、ＪＡなどを通さずに商品の売り先を探してい

る場合も多くあり、現在の取引先である個人農家との関係性を活かし、新たな若

い世代の個人農家の開拓を行うとともに、農業法人との取引率なども増加させて

いく必要がある。また、市内の生産者からの入荷を増やし、地産地消の経済循環

を拡大させる必要がある。 

 取引先数 割合 

個人農園 １６８ 72.1％ 

ＪＡ ２５ 10.7％ 

共同出荷団体 ３４ 14.6％ 

農業法人 ６ 2.6％ 

合計 ２３３ 100.0％ 
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③３年以内の生産者の増加数及び減少数とその主な理由 

【状況】 

・ 取引を開始した生産者の数 19人 

・ 取引を開始した主な理由と新規開拓の方法 

取引のある生産者からの紹介などにより、こだわりをもって生産してい

る農家などと高付加価値の商品として新たな取引を開始したなど 

 

    ・ 取引を終了した生産者の数 14人 

    ・ 取引を終了した主な理由 

生産者の高齢化により、出荷するほどの生産ができなくなった場合や廃

園となった場合など 

    

【分析・考察】 

   半数の卸売業者は、増減なし。近年でも新たな個人農園との新規取引開拓を

行っており、集荷力を落とさないことで、買受人との取引を減少させないよう、

すなわち、取扱高の維持に取り組んでいる。 

 

④長年に亘り取引を実施している生産者の特徴 

    ・ 取引年数約 60年：兵庫県産のブランドになっているトマトを扱って 

おり量販店で好評を得ている。 

・ 取引年数約 50年：長年に亘り市内農家と取引しており、市内産の野菜 

を卸している。 

・ 取引年数約 40年：独占販売している商品を扱っている 

 

   ⑤生産者が他市場ではなく当市場との取引を選択した主な理由 

・ 相対取引のため、相場の乱高下が少なく安心して出荷しやすい。 

・ 客層が幅広いため色んな商品が売れる。 

・ 生産、出荷、価格等をこまめに連絡を取ってくれる。 

・ 商品規格に応じてなど、きめ細かい売り方をしてくれる。 

・ 大型市場では取り扱ってくれない細かい商品も販売してくれる。 
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（４）人口形態の変化 

   流通量調査における西宮市卸売市場の流通圏域については、阪神間を主とし、大

阪市、神戸市となっている。 

   人口減少社会の進展により、絶対的な食品消費量は減少することが推測されるが、

全国平均に比べ、阪神間、特に西宮市では人口減少は緩やかであると考えられてい

る。 

   今後、さらなる高齢化により販売量は減少すると見込まれるが、買い物弱者など

の増加が予想され、近くの顔が見える小売店に対する需要や必要性は増えると考え

られることから、その支えとして本市地方卸売市場の役割が重要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」平成 30年(2018年)推計 
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３ 西宮市卸売市場の現状と分析について 

 （１）現状 

① 阪神間の青果物物流の中心的な存在である。 

阪神間の青果物物流における中心的な地方卸売市場として高い取引水準を維

持している。また、他市場と敷地面積、取扱高で比較すると、狭い敷地で高い

取扱高を有しており、店舗が分散している非効率な業務環境の中でも、市場事

業者の経営努力が伺える。 

 

   ② 市内経済における産業活動・雇用へ一定の影響を及ぼしている。 

     西宮市卸売市場が立地していることにより、市内への経済波及効果を生んで

おり、産業活動や雇用に一定の影響を及ぼしているとともに、西宮市民の青果

物需要に対しても一定規模の供給がなされている。 

 

 （２）分析・考察 

① 産地と小売業者等のパイプ役として多様化するニーズに対応できている。 

     当市場は、卸売業と仲卸業を兼業し、情報分断されることなく消費者ニーズ

をスーパーなどの小売業者を通じて把握し、産地と小売業者のパイプ役として、

多様なニーズに対応できていることである。そのため、現在も高い取扱量を維

持し、卸売市場としての事業の継続がなされている。 

 

② 交通アクセスの良さを活かした質と量を兼ね備えた卸売市場である。 

集荷では、各高速道路を活用した当市場独自の生産者からの入荷ルートとと

もに、量が必要な場合にも、国道２号、４３号など交通アクセスの良さを活か

すことで、近隣中央市場から転送し対応できている。 

 

③ 中央市場（大量出荷）にはない細かなサービスが産地から選ばれている。 

スーパー、食品加工業者、各種給食などの大口取引から、小売店、飲食店な

どの小口取引まで、幅広い出荷先があるため幅広い商品を扱うことができ、大

量出荷から多品種、少量出荷まで、大型市場では対応できない産地の状況に応

じた細かな出荷が可能である。 

 

④ 市内スーパー等の流通センター機能や加工機能を担っている。 

買受人にとっては、アクセスし易く、出荷も近距離で行うことができる。特

に市内スーパー各店舗へのエリア配送では、スーパーの配送センターを経由し

ないため、より鮮度の高い商品を流通させることが出来ている。（配送センター

を経由した場合、１日遅れる場合もある。） 
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⑤ 卸売市場を起点に市内でサプライチェーンが構築されている。 

食品加工業者に納入した商品がコンビニ、保育所などへ納品され、また、給

食業者へ納入した商品が学校や介護施設などに納品されるなど、加工業者、給

食業者などの２次流通から、コンビニや保育所などへの 3 次流通まであり商品

取引が広がっており、卸売市場を起点に、市内を含む食品流通関連のサプライ

チェーンが構築されている。 

 

⑥ 世代交代の進捗と後継者の存在がある。 

     新卸売市場に残留を希望している市場事業者の多くは、すでに世代交代を行

っている、若しくは、後継者がある。また、卸売市場のおかれている状況を認

識し、将来に亘って必要な当市場の強みを活かし、事業拡大の意向が強い。 

 

⑦ 民設市場に移行することで高齢社会、人口減少など時代の変化に迅速に対応 

できる。 

今後、高齢社会のさらなる進展により、食品消費量の絶対量は減少すること

が見込まれるが、当市場の強みと現在も取り組んでいる時代の変化に応じた対

応を継続していくことで、卸売市場は持続的な運営がなされると期待できる。 

 

⑧ 老朽化などの課題を解決し、阪神間の青果物流通のプラットホームとして 

継続発展していく。 

施設が老朽化している課題と駅近の立地が活用されていない点において、市

場の再生整備を含む地区全体の再開発により、課題の解消と新たな価値を創出

することで、新市場は、阪神間の青果物流通のプラットホームとして継続発展

していくものと考える。 
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西宮市卸売市場の食品流通のサプライチェーン 

  

学校給食 

病院給食 

公共施設 
自衛隊、刑務所等 

スーパー 

配送センター 

ＪＡ 農園 共同出荷団体 農業法人 

国内各地の２３３事業者から年間取扱数量３１，９２６ｔ 

市内農業者 

西宮市卸売市場 

２１事業者、従事者２４５人 

市内への経済波及効果約１５億円 

食品流通サプライチェーン 

個人事業主 

(小売店等) 

６０事業者 

従業員６８８人 

（うち、市内 273 人） 
大学 

飲食店 

食品ﾒｰｶｰ 

加工業者 給食業者 納入業者 
スーパー 

３１店舗以上 

保育所 

飲食店 

取扱金額 約７９億円 

約３８億円 
うち、市内が主な営業地区 

約２４億円 

学校 病院

校 

介護施設 

コンビニ 

惣菜 

給食ｻｰﾋﾞｽ 

介護施設 
店

舗

校 

店

舗

校 

店

舗

校 

店

舗

校 
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４ 卸売市場経営においての将来の課題と必要な取組みについて 

  前項の調査結果から西宮市卸売市場における将来課題について考察した。 

（１）卸売業者 

経営者(後継者を含む)及び従業員では、40 代、50 代の占める割合も多く、直ち

に後継者問題や雇用問題に発展するとは考えにくい状況である。しかしながら、将

来的に市場事業者は高齢化を迎えることが推定され、また、全国的に中小企業や個

人事業主の事業承継が、重要な経営課題となっている。 

したがって、西宮市卸売市場として、若い後継者の育成を行うとともに、卸売業

者の廃業が生じる場合は、生産者及び買受人の円滑な引継ぎがなされるよう事業者

間の普段からの連携が必要である。 

また、他業種を含む全国的な労働力不足などの課題がある中、現在地の立地のよ

さを活かした従業員の雇用確保などに取り組む必要がある。 

 

（２）買受人 

   小売店との取引では、50代以下の経営者及び後継者がある小売店も多く、それら

との取引の占める割合が高いため、小売店の廃業等により直ちに売上高へ大きな影

響を及ぼさないと考えられるが、小売店は減少していく可能性もあるため、その備

えとして、量販店などの法人取引へのウェイトシフトも必要である。 

ただし、顔の見える地域に根差した小売店は、都市部での買い物弱者などの課題

に対して必要であり、新たに対面販売の青果店を始める若い経営者もあることから、

これらを新たな取引先として取り込んでいく必要がある。 

 

（３）生産者 

   国の農業政策の動向としては、高齢により廃園する農家が増加すると推測される

中、概ね国・県レベルで農業の担い手政策が進められており、例えば、研修や就農・

経営の費用助成など資金面での援助や、農業技術や経営などの研修支援などサポー

ト体制の強化など様々な支援が実施され、その成果も徐々に出始めている。また、

本市においても、市内農家に対し、国県事業の情報提供や事務手続き等の支援を行

っている。 

したがって、そのような新規の農家について、当市場の強みである特色を強化し、

きめ細かな取引を継続していくことで他市場ではなく当市場への入荷を促すとと

もに、人手不足の農家での商品分別作業等を当市場で行うなど、都市部にある当市

場の強みを活かした入荷を促進する工夫も必要である。 
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５ 西宮市卸売市場の将来展望について 

（１）「西宮市卸売市場再生推進委員会」策定の（仮称）新西宮市地方卸売市場経営展望 

新市場への残留を希望する市場事業者 21者で構成される「西宮市卸売市場再生推進委員会」において、「（仮称）新西宮市地方卸売市場経営展望」（以下「経営展望」という。）が、別紙「資料３」

のとおり取りまとめられた。 

経営展望は、平成 34年度の新市場の稼働に向けて、新民設市場の新たな開設者となる法人並びに各市場事業者が、新市場の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、持続可能な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に策定された。 

 

（２）「西宮市卸売市場再生推進委員会」が策定した「経営展望」の概要 

                                               ②公益的要素のある施設として 

 

 

 

 

 

 

 

①卸売市場を持続的に運営していくための主な基本戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

卸売市場機能の本質追求と迅速な環境変化対応、弾力的運営による 

持続可能な卸売市場へ 
～西宮市民を始めとした消費者へ、新鮮・安心・安全な生鮮食料品を届ける～ 

～市民の公共スペースとして、施設遊休時間の利活用による駅近の空間提供～ 

基本方針 

（特色強化） 

強み、特色を活かした卸売市場へ 

【経営展望 P8,9参照】 

（選択と集中） 

将来需要に対応する卸売市場へ

【経営展望 P10,11参照】 

（持続性） 

持続可能な卸売市場へ 

【経営展望 P12,13参照】 

（柔軟性） 

流通変化に迅速、弾力的に対応

する卸売市場へ 

【経営展望 P14,15参照】 

 

（公益性） 

市民に開かれた卸売市場へ 

【経営展望 P17,18,19参照】 

休場日の市場開放事業 

・県内農家や八百屋によるﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄと買える場所の PR 
・市内スイーツ店による卸売市場青果を使ったｹｰｷｺﾝﾃｽﾄと販売 
・市内酒蔵による日本酒と卸売市場青果のｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾞｰ 
・卸売市場青果を使ったキッチンカーの食イベント 
・フードバンク関西と連携した食品ロス削減ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞﾁｬﾘﾃｨｰ 
・市内飲食料品関連産業などによる市内食品産業イベント 
・子育てと食、離乳食、アレルギー食など市内で活動する団体やＮＰ
Ｏなどによる食をテーマとした管理栄養士、保育士などの支援を含
む仲間づくりイベント etc 

誘致に取組むイベントの事例案 

西宮市卸売市場の強み、特色を強化す

るため、施設更新により効率化すると

ともに、設備の機能更新、運搬などの

共同化などにも取組む。 

変化していく将来需要に迅速に対応で

きる卸売市場として、流通センター機

能、加工機能の充実に取組むとともに、

法人取引を拡大する。 

他流通と違う卸売市場の本来の強み、

特色を磨き上げ、次世代への承継を図

りつつ、青果マーケットでの卸売市場

の地位の継続に取組む。 

市場外流通や市内小売展開にも積極的

な進出を検討し、ＩＣＴ技術を活用し

た他市場にはない先駆的なシステム構

築にも取組む。 

イベント実施のみに留まることなく、

卸売市場の取引機会の創出や社会的責

任の役割を果たすよう西宮市や各種団

体との連携に取組む。 

 

・イベントが開催されやすい環境づくり 
→ 屋根付き広場、駅に近い、ＪＲ北側の駐車場利用など、施設環境のＰＲ 
→ 既存の市民団体等と初動期に西宮市とともに調整し、イベントを定着化 

 
・イベントを通じた新たな機会や価値の創出 

→ 市内の食品関連業者でのイベントを積極的に誘致し、卸売の取引機会を創出 
→ 近隣施設や団体と積極的に連携し、地域コミュニティとして認めてもらう 
 

・イベントからつながる卸売市場のＣＳＲ活動 
→ 卸売市場の青果物の子ども食堂への提供やフードドライブへの提供 
→ 市内活動団体が地域拠点として活動しやすい民間貸会議室の環境づくり 
→ 食育をテーマに、関連団体などと連携 
→ 学校給食における安心安全な食材提供と地産地消の提供 
→ 児童の社会見学施設としての受入と食育の提供 
→ 市内独居高齢者への見守り青果宅配事業の実施を検討（他団体連携） 
→ 買い物に困っている高齢者等に小型トラックなどで青果や日用品を届ける移動スーパーサ

ービスを中小規模スーパーや地域ボランティアと連携して進めるとともに、地域の防犯、見
守りサービスへも繋げる。 

イベントから繋がる卸売市場のＣＳＲ活動 
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６ 市の考える卸売市場の役割及び連携について 

（１）卸売市場の役割 

阪急西宮北口駅周辺、阪神西宮駅周辺、阪神甲子園駅周辺は、重要な交通結節点であり、大

手民間資本による開発が進み、都市核、地域核にふさわしい商業機能が充実し、都市機能を高

めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、「農業施策」の面では、全国で生産されている質の高い農産物を出荷している農家の

販路拡大を支援する産地と消費地を繋ぐ食のプラットホームとなるとともに、市内農業振興に

寄与する地産地消を循環させるなど、行政課題の解決ツールとしての活用も期待できる。 

（２）卸売市場と連携した取組み 

市として、このような役割、活用の実現に向け、この度の投資効果が最大化できるよう下

記のことに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、ＪＲ西宮駅周辺、ＪＲ甲子園口駅周辺

も、ＪＲ沿線の都市核・地域核で重要な交通結

節点であるが、大手民間資本の参入がなく、Ｊ

Ｒ西宮駅周辺は、行政主導でまちづくりを行っ

てきた経過がある。 

ＪＲ西宮駅前は、本市の玄関口の一つで、か

つ、市の中心部となる都市核であるが、長年充

分な活用がなされていない。当事業は、卸売市

場をおよそ半分にして再整備し、残る残地を再

開発することで、すでに整備されたフレンテ西

宮や近隣商店街などの今ある施設とともに、地

域一帯の商業の活性化を図るものである。ま

た、当事業の施行によって、再開発地区を起点

として、人口の増加などにより、新たな消費行

動が喚起され、新たな経済循環、地域一帯のに

ぎわいに繋がっていくと考えている。 

卸売市場は、「商業振興や産業振興施策」の面では、商業機能を高める役割を期待するとと

もに、市内に広がるサプライチェーンを通じて、小売店や飲食店等へ質の高い農産物を提供し、

スーパー、学校給食等への安定した食の供給基地となる。 

 また、「にぎわいの創出」の

面では、駅前立地の利便性と

全国から質の高い農産物を集

められる強みを活かし、フレ

ンテ西宮、エビスタ西宮など

の商業施設と連携した物産展

を開催するなど、地域の商業

施設との連携を深め、地区一

帯の活性化に繋がる役割を担

うことができる。 

 

①持続する卸売市場の運営 

・市としては、新卸売市場の開設者が、経営展望で示した基本戦略に取り組むことにより、
市場のポテンシャルを維持し、青果物流通のプラットフォームとして、民営の卸売市場が
持続的に運営され、雇用など市内への経済面に対し貢献していくことを期待している。 

 
・市の商業・産業施策として、卸売市場の活性化につながる側面的な支援、例えば、市場事
業者の取引機会の拡大につながるマッチング事業や市内生産農家とのコーディネートなど
を行っていきたい。 

・高水準の取扱高の維持、向上 

・卸売市場による市内経済への貢献 

目 標 

・生産地自治体、市内食品関連事業者な

どとのマッチング支援 

・市内生産農家とのコーディネート 

市の関わり 

・経営展望では、月 2 回大屋根下駐車場の市場休場日を開放することで、市民に開かれた卸
売市場を目指すとしており、再開発される地区全体、フレンテ西宮を含む地域一帯のにぎ
わいづくりへの貢献を期待している。 

 
・市として、経営展望で挙げられたイベント誘致などの事例の実現に向け、市内団体等との
コーディネートなど、新卸売市場の開設者に対する側面的な支援を行っていきたい。 

 
・また、フレンテ西宮、エビスタ西宮などの商業施設と連携し、ＪＲ西宮から阪神西宮にか
けた地区一帯の活性化に繋がる取組みへのコーディネートも行っていきたい。 

・屋根下駐車場でのイベント(月 2回) 

・商業施設と連携した地域一帯 

の活性化 

・食品関連を中心とした市内団体やフ 

レンテ等地域のコーディネート 

②ＪＲ西宮駅前のにぎわいの創出 

・物流施設の機能を有する卸売市場は、大規模災害時における支援物資の集積場所として、
支援物資の分荷、配送などその特性を生かすことができる施設である。 

 
・卸売市場は、市内農家からの入荷を増やし地産地消の経済循環の拡大、買い物弱者への対
策や、子ども食堂への食材提供など、行政課題の解決ツールの一つとしての活用も可能な
施設であり、市として、その役割を大いに期待している。 

・大規模災害時の支援物資等集積地 

・行政課題解決ツールとしての市場 

・市民の食に繋がる行政課題に対し、 

卸売市場と連携して取組みを進める 

③行政課題の解決ツールとしての活用 

目 標 市の関わり 

目 標 市の関わり 

 

都市計画マスタープラン 
まちづくり方針図 
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７ 卸売市場施設の市への返還後の利活用について 

（１）１／４返還の場合（建物：約 500㎡＋空間スペース約 750㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）１／２返還の場合（建物：約 1,000㎡＋空間スペース：約 1,500㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※駐車場は、卸売市場営業時間外の併用利用など 

 

（３）全部返還の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空間コンセプト提案型による民間活用 
・駅前空間として、にぎわいをもたらす都市空間 

参考事例 
・カフェやガーデニング店の併設など 

 

卸売市場と親和性を持たす利活用 
・卸売市場青果や市内農産物などの道の駅の小型版 

参考事例 
・卸売市場の青果を利用した市場食堂や他

の漁業協同組合と提携した直売所など 

 

 
・現状有姿での利活用の場合 
・駅近の公共スペース（屋根付き公園イメージ） 
・カフェや緑などを設置し、市民憩いのスペース 
・イベント利用など、市民活動の発表の場としても 

 

 

参考事例 
・保育園併設複合型児童館など 
屋内子ども広場など 

ボリュームイメージ 
2,000 ㎡×2 階建 
3,000 ㎡の駐車場 

参考 施設再築後の施設ボリュームイメージ 

・建蔽率 80％、容積率 80％ 

・敷地面積：約 5,000 ㎡ 

・再建築できる建物の延床面積：約 4,000㎡ 

 

市民広場（屋根付き） 

 ・市民が集い、にぎわいを創出する空間利用 

 


