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■はじめに■ 

●経営展望計画とは 

少子高齢化・人口減少の進展等による消費の変化、消費者ニーズの多様化、農林水産物の生産・流通構造の

変化、生鮮食料品等流通の国際化、大震災等を踏まえた災害時対応機能の強化など、卸売市場を取り巻く環境

や社会的な要請は大きく変化しています。 

このような状況の下、平成28年1 月に農林水産省「卸売市場整備基本方針（第 10 次・策定）※」が示され、「卸

売市場ごとの立地条件等を踏まえたビジネスモデルの確立と市場取引の活性化に向けた創意工夫の発揮に向けた

経営戦略の確立（経営展望の策定）」がこれまで以上に強く位置づけられることになりました。 
 
 

※ 「卸売市場整備基本方針」 

「卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号）」に基づく卸売市場の整備運営の基本的な方針として、おおむね 

5 年ごとに農林水産大臣が定めるもの 

 

 

神戸市中央卸売市場東部市場（以下「東部市場」という。）が取り巻く環境の変化や社会的要請の高まりに対応

し、卸売市場として求められる役割や機能を果たしながら自立的・安定的な市場運営を実現していく経営展望として、

また、行動計画の実施主体が中心となって実行していくアクションプランとして、「神戸市中央卸売市場東部市場経

営展望計画（2017－2021）」（以下「本計画」という。）を策定します。 

なお、東部市場では、平成 22 年 10 月に示された農林水産省「卸売市場整備基本方針（第 9 次）」を踏まえ、

「神戸市中央卸売市場東部市場経営展望計画（平成 24 年 3 月）」（以下、「前計画」という。）を定めて様々な取組

を行なってきており、本計画は、これらの取組状況や課題等を踏まえた計画とします。 

 

●経営展望計画の計画期間 

本計画の計画期間は、平成 29 年度（2017 年度）から平成 33 年度（2021 年度）の 5 年間とします。 

 

計画の位置づけと計画期間 
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■東部市場の市場運営概況■ 

●場内事業者 

東部市場の卸売業者は、青果部 1 社、水産物部 2 社、花き部 1 社、仲卸業者は青果部 34 社、水産物部 23

社、花き部 3 社となっています（いずれも平成 29 年 3 月末時点）。水産物部の仲卸業者数は漸減傾向にある一方

で、近年の青果部の仲卸業者数は微増傾向にあります。 

東部市場の場内事業者（平成 29 年 3 月末時点） 
部門 卸売業者 仲卸業者数 

⻘果部 神⼾中央⻘果㈱ 34 社 

水産物部 
㈱⼤水神⼾東部⽀社 

神港魚類㈱東部⽀社 
23 社 

花き部 ㈱ＪＦ兵庫県生花 3 社 

東部市場仲卸業者数の推移（⻘果部・⽔産物部） 

 

●取扱数量・⾦額 

東部市場の近年の取扱数量は、青果・水産物ともに減少傾向にありますが、近年の取扱数量の減少率は緩やか

になっています。東部市場の近年の取扱金額は、青果・水産物・花きともに微減傾向にありましたが、平成 26 年か

ら平成 27 年にかけて、全部門で前年比増に転じています。  

東部市場の取扱数量・取扱⾦額の推移 
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■東部市場の経営環境及び重要取組課題■ 

本計画期間における東部市場の経営環境及び重要取組課題は以下の通りです。 

 

 

②東部市場の主な事業環境動向（機会を捉え、脅威に対応する）

①東部市場の主な特⻑・動向（内部環境︓特⻑を伸ばし、課題を解決する）

＜⽴地・施設等の状況＞
①－a. 安定的な商圏・後背圏（神⼾市・芦屋市・⻄宮市等） ⇒商圏との結びつきを強化
①－b. 兵庫県内・近隣府県の魅⼒的な産地との近接性 ⇒特色ある集荷を推進
①－c. 利便性の⾼い⽴地、物流中継点としてのポテンシャル ⇒需要に応じた調達を実現
①－d. 現在の⽴地に開場して半世紀の歴史 ⇒市⺠・実需者・産地との信頼を改めて構築
①－e. 段階的な施設整備の進展、場内施設の⽼朽化への対応 ⇒整備効果を発揮する
①－f. 周辺まちづくりと連動した賑わいづくりへの期待 ⇒周辺エリアの賑わいづくりに貢献
＜場内事業者の動向＞
①－g. ⻘果・水産・花きの3部門の総合卸売市場 ⇒3部門の協働を推進
①－h. 仲卸業者等の新規参入に対する寛容性・柔軟性 ⇒風通しのよい特⻑を維持
①－i. 仲卸業者の厳しい経営状況、後継者不在 ⇒仲卸業者の経営合理化の推進

＜集荷・販売環境の変化＞
②－a. 生産量等の減少と産地の⼤型化・集約再編の進⾏ ⇒出荷先として選ばれる市場へ
②－b. 市場間競争の激化 ⇒特⻑ある取引・本場と共同した取組の推進
②－c. 産地⽀援、産地・産品のブランド化への貢献の期待 ⇒産地支援・貢献の推進
②－d. 少子⾼齢化・核家族の進展（個食化・食の外部化） ⇒生活様式の変化への対応
②－e. 実需者構造・消費形態の変化 ⇒新たな実需者の獲得
②－f. 食育・花育を通じた豊かな暮らしへの貢献の要請 ⇒より魅⼒的な⾷育・花育の推進
＜その他社会的要請等＞
②－g. 場内事業者の経営⼒強化の要請 ⇒場内事業者の経営体質の強化・生産性の向上
②－h. 安⼼・安全の要求の⾼まり（衛生品質管理・災害時対応） ⇒管理・備えの徹底
②－i. 付加価値創出・6次産業化起点の機能発揮への期待 ⇒企画、加工・調製等強化
②－j. 輸出への期待 ⇒状況に応じた輸出対応
②－k. 合理的な施設整備・施設運営 ⇒⺠間活⼒の活⽤、計画的な整備・運営・管理
②－l. 法改正・制度改⾰等への迅速な対応 ⇒国の動向の注視・対応

③前計画における取組総括（主な継続課題に対応する）

③－a. 共同集荷の継続・拡充、安定的な集荷の確保に向けた産地との協業の模索 等
③－b. 卸売業者と仲卸業者の協働の場の再構築を通じて販売⼒を強化 等
③－c. 施設整備効果の発揮、品質管理⽔準の保持 等
③－d. 東部市場に関する市⺠の理解・関⼼の深度化 等
③－e. 市場施設の最適レイアウト検討、花き卸売市場の再整備、市場施設の高機能化 等
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本計画期間における東部市場の重要取組課題

＜法改正・制度改革等の変化＞
農協の委託販売から買取販売へのシフト・直接販売の強化
等、卸売市場法の抜本的な⾒直し（第三者販売・直荷引き
の緩和、商物一致原則の廃止等）

重要取組課題１
法改正・制度改革等に対応した東部市場の
ビジネスモデルを確⽴・運⽤する

重要取組課題３
安⼼・安全に関する要求の高まりに対応する

重要取組課題２
場内事業者の協働を促進し、経営⼒を強化する

重要取組課題４
東部市場に対する市⺠の理解・関⼼を深め、
豊かな市⺠生活や周辺地域も含めた
賑わいづくりに貢献する

重要取組課題５
必要に応じた施設・設備の整備と管理を的確に
推進する

卸売市場のあり方の抜本的な見直しが図られる中、東部
市場の特長・機会を捉え直し、課題を解決し、法改正・制
度改革等の変化に対応したビジネスモデルを確立する。

環境の変化に柔軟かつ速やかに対応して、東部市場のビ
ジネスモデルを再構築・運用するための場内事業者の協
働を促進するとともに、経営体質の強化を図る。

安心・安全に関する要求の高まりを踏まえ、公設の卸売
市場として、衛生・品質管理や災害時対応がなされた安
心・安全な東部市場の流通環境・機能を確立する。

開かれた市場づくりをさらに進め、市民との関わりを深め、
市民の豊かな暮らしに貢献するとともに、周辺まちづくりと
連動した賑わいの創出にも貢献する。

市場施設の老朽化対策や、東部市場の安定的な経営に

必要な施設・設備の整備及び管理を的確に推進する。

①－e. 整備効果を発揮する
②－h. 管理・備えの徹底
③－c. 施設整備効果の発揮、

品質管理⽔準の保持

①－d. 市⺠・実需者・産地との
信頼を改めて構築

①－f. 周辺エリアの賑わいづくりに
貢献

②－f. より魅⼒的な⾷育・花育の推進
③－d. 東部市場に関する市⺠の理解・

関⼼の深度化

①－e. 整備効果を発揮する
②－h. 管理・備えの徹底
②－k. ⺠間活⼒の活⽤、計画的な

整備・運営・管理
③－e. 市場施設の最適レイアウト検討、

花き卸売市場の再整備、
市場施設の高機能化

①－g. 3部門の協働を推進
①－h. 風通しのよい特⻑を維持
①－i. 仲卸業者の経営合理化の推進
②－g. 場内事業者の経営体質の強化・

生産性の向上
③－b. 卸売業者と仲卸業者の協働の

場の再構築を通じて販売⼒を
強化

①－a. 商圏との結びつきを強化
①－b. 特色ある集荷を推進
①－c. 需要に応じた調達を実現
①－e. 整備効果を発揮する
②－a. 出荷先として選ばれる市場へ
②－b. 特⻑ある取引・本場と共同し

た取組の推進
②－c. 産地支援・貢献の推進
②－d. 生活様式の変化への対応
②－e. 新たな実需者の獲得
②－i. 企画、加工・調製等強化
②－j. 状況に応じた輸出対応
②－l. 国の動向の注視・対応
③－a. 共同集荷の継続・拡充、

安定的な集荷の確保に向
けた産地との協業の模索



 

 

5 
 

■東部市場の経営展望〜ビジョン及び５つの基本戦略■ 

東部市場の重要課題を踏まえた東部市場のビジョン及び５つの基本戦略を以下のように掲げます。 

 

 

地域密着・商圏回帰
東灘・灘・中央区の市内主要商圏をはじめ、芦屋・西宮・宝塚・尼崎・川西等の後

背圏への安定供給を担う販売力を発揮する。

また、食料品専門店や飲食店、地元資本の量販店・食品スーパー、その他食料品

や花の需要がある施設等、地域に根差した実需者の仕入れを支える。

神⼾産・兵庫産へのこだわり／産地とのパートナーシップ
地元・近隣産品のブランド化、生産・出荷支援を通じて、地元・近隣産地と共栄の

関係を構築することで、東部市場として特長ある品揃えを実現する。

また、商圏・後背圏の厚みを活かして、主要産地に選んでいただけるパートナーシッ

プを確立し、安定的な集荷を実現する。

総合⼒の発揮／経営体質の強化
東部市場の風通しの良さを保ち、東部市場の信頼を高めるために場内事業者が共

に歩み寄り、実需者・産地の目線に立って、互いの役割分担を明確にした新たな協

働体制を機能させる。

また、部門間協働を促進し、サービス力向上と経営体質の強化を図る。

安⼼・安全で豊かな生活を担う／開かれた市場づくり
社会的な要請に応え、生産者・実需者・神戸市民から確固たる信頼を寄せていた

だけるような衛生・品質管理、災害時対応などの取組を進める。

また、食育や花育の取組や、開かれた市場づくり、周辺地域も含めた新たな賑わい

創出に寄与する取組を推進する。

施設整備効果の発揮／市場施設の最適化
施設整備効果を最大限発揮して、東部市場のサービスを強化する。

また、民活も視野に入れながら、必要な施設・設備の整備や管理・運営について、

受益者負担を原則とした合理的な事業を推進する。

法改正・制度改革等への迅速な適応
農政・卸売市場等に関する議論を注視し、関連する法改正・制度改革等に速やか

に適応して、産地・実需者から信頼され、選ばれる、競争力の高い東部市場の運営
を目指した対応の検討・行動に場内事業者が一体となって取り組む。

[前提] 本計画期間においては、3部門での「中央卸売市場」としての市場経営の存
続を⽬指す。（ただし、取扱数量・⾦額等が農水省の中央卸売市場再編基準に該当
する場合や、国の動向等に応じて、集約再編や地方化等の検討の必要性が出てくる
ことに留意）

本計画期間（平成29〜33年度）において⽬指す姿
本計画期間における

東部市場の
重要取組課題

重要取組課題１

法改正・制度改革等
に対応した東部市場
のビジネスモデルを
確⽴・運⽤する

重要取組課題３

安⼼・安全に関する
要求の高まりに対応
する

重要取組課題２

場内事業者の協働を
促進し、経営⼒を
強化する

重要取組課題４

東部市場に対する市⺠
の理解・関⼼を深め、
豊かな市⺠生活や周辺
地域も含めた賑わいづ
くりに貢献する

重要取組課題５

必要に応じた施設・
設備の整備と管理を
的確に推進する

－ビジョン－
コンパクトで時代に適合した機動性のある卸売市場の実現

（前計画のビジョンを継承）

＜ビジョンに込める東部市場の姿勢＞
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⽬指す姿の実現に向けた５つの基本戦略

基本戦略１
実需者・産地から選ばれる販売・集荷の展開

基本戦略３
安⼼・安全な市場流通環境・機能の確⽴

基本戦略２
特⻑を際⽴たせる市場運営と場内事業者の経営体質の強化

基本戦略４
開かれた市場づくりによる豊かな市⺠生活と新たな賑わい創出への貢献

基本戦略５
施設の効果的な管理運営と最適な施設整備の推進

新加⼯場・冷蔵庫棟の活⽤（⻘果部・水産物部）など、⼩売店への⽀援の充
実による販売の強化と、販売⼒を背景にした、産地との関係性強化による特⾊
ある集荷を、仲卸業者・卸売業者の連携・役割分担の下で展開。法改正・制度
改⾰等に迅速に適応し、実需者・産地から求められる東部市場を⽬指す。

卸売業者・仲卸業者による戦略会議等の実効性を⾼めて、部門⽬標の達成に
向けた取組を推進。新たな実需を有する仲卸業者等に開かれた市場として、市
場全体での共栄を追求。併せて、場内事業者の経営体質の強化や、後継者不⾜
等による廃業時の販路継承等の取組、部間連携による新たな取組等を推進。

卸売業者・仲卸業者・関連事業者・開設者をはじめ、その他東部市場利⽤者
も含めて、個々⼈が安⼼・安全な市場流通環境・機能の確⽴に向けた⾼い規範
意識を持ち、⾏動する。場内業務における衛生・品質管理水準を⾼く保つとと
もに、災害時等の緊急対応⼒を⾼める。

東部市場お買物デー、場内料理教室、市場⾒学会等の機会の拡充や、実需者
の場外イベントへの協⼒、食育・花育事業の展開、広報の充実などにより、市
⺠や実需者・産地との関係性強化を図る。市場施設の再配置・活⽤等に関する
検討状況に応じて、周辺地域を含む賑わいづくりへの貢献も図る。

低温卸売場、新加⼯場・冷蔵庫棟の整備効果を最⼤化する管理運営を実施。
市場区域・施設の効率化・コンパクト化と、⺠活も視野に入れた最適な事業⼿
法による花き卸売市場の再整備、関連事業所棟の⽼朽化対策等、必要な施設整
備を合理的に推進。
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■５つの基本戦略の全体構造及び各戦略の重点取組■ 

５つの基本戦略の全体構造及び各戦略の重点取組は以下の通りです。 

 

 

東部市場の信頼を高める

低温卸売場（水産物部）、新加⼯場・
冷蔵庫棟を活かしたサービス拡充
（⻘果部・水産物部）

実需者ニーズへの対応
産地⽀援と地元産品のブランド化
実需者・産地への共同営業の展開

衛生・品質管理体制の確⽴・運⽤
法令遵守・場内ルールの確⽴・運⽤
災害時等緊急時対応の強化

実効性を追求した戦略会議等の運⽤
部門が連携した取組の推進
新たな仲卸業者・売買参加者の

参入促進
場内事業者の経営合理化と

事業承継の推進

市⺠をはじめとする関係者との関係性強化
神⼾市⺠の食育・花育の促進
周辺まちづくりと連動した賑わいづくり

新施設の活⽤・管理の推進
市場施設の最適レイアウトの検討
必要な施設・設備の整備と活⽤・管理の推進 等

[チェックポイント]
□取扱数量・取扱⾦額
□実需者サービス拡充状況
□販売動向・実需者状況
□産地との関係構築状況
□仲卸・卸連携事例

[チェックポイント]
□衛生・品質管理状況
□場内クレーム状況
□災害時等緊急時対応状況

[チェックポイント]
□関係者の拡がり・深まり

[チェックポイント]
□戦略会議等運⽤状況
□仲卸業者事業規模・利益率
□部門間連携事例

[チェックポイント]
□新施設の活⽤・管理状況
□施設整備等の進捗状況

基本戦略１
実需者・産地から選ばれる
販売・集荷の展開

基本戦略３
安⼼・安全な市場流通環境・機能の確⽴

基本戦略２
特⻑を際⽴たせる市場運営と
場内事業者の経営体質の強化

基本戦略４
開かれた市場づくりによる豊かな市⺠生活と
新たな賑わい創出への貢献

基本戦略５
施設の効果的な管理運営と最適な施設整備の推進

地域密着・商圏回帰／
神⼾産・兵庫産へのこだわり／
産地とのパートナーシップ／
法改正・制度改革等への迅速な適応

総合⼒の発揮／経営体質の強化／
法改正・制度改革等への迅速な適応

施設整備効果の発揮／
市場施設の最適化

安心・安全で豊かな生活を担う／
開かれた市場づくり

東部市場
ビジネスモデル

安心・安全で豊かな生活を担う

東部市場の経営を支える

東部市場のビジネスモデルを支える

コンパクトで時代に
適合した機動性のある

東部市場
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■⻘果部⾏動計画■ 

 

⻘果部⽬標 取扱数量・取扱⾦額 H33 年 15％増加（対 H28 年⽐） 
 

◎現在の実需者への販売状況、産地からの集荷状況を共に維持します。 

（H28 年：取扱数量・青果 3.2 万ｔ、取扱金額・青果 100 億円） 

◎加えて、青果部で取扱数量・約 0.5 万ｔ分、取扱金額・約 15 億円分の新たな取引獲得を目指します。 

（H28 年比：取扱金額 野菜・62 億円→約 71 億円、果物・38 億円→約 44 億円） 

◎小売専門店への販売の維持を図りながら、新加工場・冷蔵庫棟の整備効果を発揮して、特に量販店・ 

業務への販売を拡大していくことを目指し、その実需に応じた集荷を実現します。 

 

 

 

⻘果部 先導的取組（初年度から重点的に取り組む項⽬、下線︓とりわけ注⼒する項⽬） 
 

 
 

□国の動向の注視と法改正・
制度改革等への速やかな対応

□新加工場・冷蔵庫棟を活かした
実需者サービスの拡充

□既存実需者のニーズへの対応

□新加工場・冷蔵庫棟整備効果等の

周知による産地との関係性の強化

□地域に根差す新たな実需者への共同営業

□近隣・主要産地への共同営業

□品質管理規範・品質管理マニュアル等の運用
□市場施設の適正利用の推進
□青果部全体の緊急時対応の強化

□実効性を追求した戦略会議等の
運用

□部門連携の配送・集荷システムの

検討

□新たな実需者を有する新規仲卸業者等の

誘致

□ 「東部市場お買物デー」の発展展開
□場内料理教室の発展展開

□新加工場・冷蔵庫棟の活用及び管理の推進

基本戦略１
実需者・産地から選ばれる販売・集荷の展開

基本戦略３
安⼼・安全な市場流通環境・
機能の確⽴

基本戦略２
特⻑を際⽴たせる市場運営と場内事業者の
経営体質の強化

基本戦略４
開かれた市場づくりによる豊かな市
⺠生活と新たな賑わい創出への貢献

基本戦略５
施設の効果的な管理運営と
最適な施設整備の推進

信頼を高める自主的な取組・
部門連携の取組を展開

⻘果部の
ビジネスモデル

を確⽴
コンパクトで時代に

適合した機動性のある
⻘果部へ
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⻘果部 取組事項・スケジュール 
 

 

基本戦略１ 実需者・産地から選ばれる販売・集荷の展開  
 

チェック 

ポイント 

□国の動向のモニター・共有状況、法改正・制度改革等への対応状況 

□青果部の部門目標に対する取扱数量・取扱金額の動向 

□新加工場・冷蔵庫棟を活かした新たな取組の状況 

□場内事業者の販売動向及び新たな実需者の獲得状況 

□実需者ニーズに応じた兵庫県産品・近隣主要産品の産地との関係構築状況 

□実需者・産地に対する仲卸・卸が連携した取組に関する事例・実績等の蓄積状況 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

1-1 法改正・制度改革等への適応       

① 国の動向の注視と法改正・制度改革等への速やかな対応☆ 卸・仲卸 ◆     

1-2 実需者ニーズへの対応⼒強化       

① 新加工場・冷蔵庫棟を活かした実需者サービスの拡充☆ 仲卸・卸      

 □具体的な実需者サービスの確定  ◆     

 □実需者サービスの提供・断続的なサービス拡充       

② 既存実需者のニーズへの対応◎ 仲卸・卸 ◆     

③ 神戸本場との共同運行便の継続運用◎ 卸      

1-3 産地支援と地元産品のブランド化       

① 
新加工場・冷蔵庫棟整備効果等の周知による産地との関係性の強

化☆ 
卸・仲卸 ◆     

② 「こうべ旬菜」をはじめとした地元産品の取扱強化◎ 卸・仲卸      

③ ひょうご卸売市場協働ネットワークの有効活用◎ 卸      

④ 近隣・主要産地等との集荷に関する戦略的提携の検討★ 卸      

1-4 実需者・産地への共同営業の展開       

① 地域に根差す新たな実需者への共同営業★ 仲卸・卸 ◆     

② 近隣・主要産地への共同営業★ 卸・仲卸 ◆     

1-5 輸出に関する検討       

① 輸出振興策の検討☆ 仲卸・卸      
 

 

基本戦略２ 特⻑を際⽴たせる市場運営と場内事業者の経営体質の強化  
 

チェック 

ポイント 

□実行性を追求した戦略会議等の運用状況 

□部門間連携の個別事例・実績等の蓄積状況 

□仲卸業者全体の経営動向（事業規模・利益率等） 
 

  

国の動向と併せて随時 

戦略会議を通じて随時 

☆新規 ★拡充 ◎継続 太字：先導的取組◆（とりわけ注力する取組） 
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NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

2-1 卸売業者・仲卸業者の協業の追求       

① 実効性を追求した戦略会議等の運用★ 卸・仲卸      

 □実需者別の実需者動向・産地動向のすり合わせ、役割分担・連携

方策の検討 
 ◆ 

    

 □国の動向及び法改正・制度改革への対応策の検討・行動確認  ◆     

 □特色ある集荷の実現に向けた東部市場としてのブランド化の取組

の検討・行動 
 

     

 □輸出の取組に関する課題整理・検討等       

2-2 部門が連携した取組の推進       

① 部門連携の配送・集荷システムの検討・運用☆ 卸・仲卸      

 
□プロジェクトチーム設置、ニーズのすり合わせ、課題の洗い出し、 

実証に向けた準備 
 ◆     

 □部門連携の配送・集荷システムの実証       

 □継続可否判断・本格稼働に向けた取組       

② 部門が連携した共同販売・営業の展開☆ 卸・仲卸      

2-3 新たな仲卸業者・売買参加者の参入促進       

① 新たな実需者を有する新規仲卸業者等の誘致◎ 卸・仲卸 ◆     

2-4 場内事業者の経営合理化と事業承継の推進       

① 仲卸業者の経営の合理化の推進☆ 仲卸      

② 廃業時の販路継承の仕組みの検討・運用☆ 仲卸・卸      
 

 

基本戦略３ 安⼼・安全な市場流通環境・機能の確⽴   
 

チェック 

ポイント 

□品質管理規範、品質管理マニュアル等の運用状況 

□市場施設の使用に関する指摘・クレームの発生状況、指摘・クレームに対する改善状況 

□災害発生時に職場全員がどのように動くかが理解されている状況であるか 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

3-1 衛生・品質管理体制の確⽴・運⽤       

① 品質管理規範・品質管理マニュアル等の運用◎ 卸・仲卸 ◆     

② コールドチェーンの推進◎ 卸・仲卸      

③ 食品衛生検査所と連携した各種取組の推進◎ 卸・仲卸      

3-2 法令遵守・場内ルールの確⽴・運⽤       

① 法令遵守の徹底◎ 卸・仲卸      

② 市場施設の適正利用の促進☆ 卸・仲卸 ◆     

③ 活気があり清潔な売り場づくりの推進☆ 卸・仲卸      

④ 通い容器の流通の推進◎ 卸・仲卸      

⑤ 適正なごみ処理・リサイクル等の推進◎ 卸・仲卸      

⑥ 場内美化の取組の推進◎ 卸・仲卸      
 

実⾏性を確認しながら随時

国の動向と併せて随時 

状況に応じて 
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NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

3-3 災害時等緊急時対応の強化       

① 青果部全体の緊急時対応の強化☆ 卸・仲卸      

 □開設者の取組と併せた関係者の意識の醸成  ◆     

 □開設者方針に併せた部門の緊急時対応の体制・内容の整理       

 □緊急時対応の理解・備えの徹底       

② 緊急時の卸売市場間の相互支援のあり方の検討☆ 卸・開設者      
 

 

基本戦略４ 開かれた市場づくりによる豊かな市⺠生活と新たな賑わい創出への貢献  
 

チェック 

ポイント 

□東部市場お買い物デーの来場者の拡がり、関係の深まりの変化（人数・属性、満足度・再訪意欲等） 

□場内料理教室の参加者の拡がり、関係の深まりの変化（人数・属性、満足度・再訪意欲等） 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

4-1 市⺠をはじめとする関係者との関係性強化       

① 「東部市場お買物デー」の発展展開★ 仲卸・卸 ◆     

② 場外イベント等への参加★ 仲卸・卸      

③ 近隣商店街・小売市場との連携◎ 仲卸・卸      

④ HP 等情報発信の充実◎ 卸・仲卸      

4-2 神⼾市⺠の⾷育の促進       

① 小学生等を対象とした市場見学会への対応◎ 卸・仲卸      

② 場内料理教室の発展展開★ 卸・仲卸 ◆     

③ 食育事業の推進◎ 卸・仲卸      

4-3 周辺まちづくりと連動した賑わいづくり       

① 全体検討の進捗に応じた検討・連携☆ 卸・仲卸      

 

 

基本戦略５ 施設の効果的な管理運営と最適な施設整備の推進  
 

チェック 

ポイント 
□新加工場・冷蔵庫棟の活用状況 

 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

5-1 施設・設備の活⽤と管理の推進       

① 新加工場・冷蔵庫棟の活用及び管理の推進☆ 仲卸・卸      

 □最適な管理手法・管理体制の構築  ◆     

 □適正な活用及び管理の実施       

② 保冷・予冷設備の必要性の検討◎ 卸・仲卸      

5-2 市場施設の最適レイアウトの検討       

① 場内業務の合理化に関する検討★ 卸・仲卸      
 

 

開設者検討と併せて随時 
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■⽔産物部⾏動計画■ 

 

⽔産物部⽬標 取扱数量・取扱⾦額 H33 年 2％増加（対 H28 年⽐） 
 

◎現在の実需者への販売状況、産地からの集荷状況を共に維持します。 

（H28 年：取扱数量・水産 0.9 万ｔ、取扱金額・水産・81 億円） 

◎加えて、水産物部で取扱数量・約 180ｔ分、取扱金額・約 2 億円分の新たな取引獲得を目指します。 

（H28 年比：取扱金額 生鮮・38 億円→約 39 億円、加工・34 億円→約 35 億円、冷凍・9 億円） 

◎小売店への販売の維持を図りながら、新加工場・冷蔵庫棟の整備効果を発揮して、特に量販店・業務 

への販売を拡大していくことを目指し、その実需に応じた集荷を実現します。 

 

 

 

⽔産物部 先導的取組（初年度から重点的に取り組む項⽬、下線︓とりわけ注⼒する項⽬） 
 

 

□低温卸売場及び新加工場・冷蔵庫棟

を活かした実需者サービスの拡充

□既存実需者のニーズへの対応

□低温卸売場及び新加工場・冷蔵庫棟整備

効果等の周知による産地との関係性の強化

□地域に根差す新たな実需者への共同営業

□品質管理規範・品質管理マニュアル等の運用
□市場施設の適正利用の推進
□水産物部全体の緊急時対応の強化

□実効性を追求した戦略会議等の

運用

□部門連携の配送・集荷システムの

検討

□ 「東部市場お買物デー」の発展展開
□場内料理教室の発展展開

□低温卸売場及び新加工場・冷蔵庫棟の活用及び
管理の推進

基本戦略１
実需者・産地から選ばれる販売・集荷の展開

基本戦略３
安⼼・安全な市場流通環境・
機能の確⽴

基本戦略２
特⻑を際⽴たせる市場運営と場内事業者
の経営体質の強化

基本戦略４
開かれた市場づくりによる豊かな市
⺠生活と新たな賑わい創出への貢献

基本戦略５
施設の効果的な管理運営と
最適な施設整備の推進

信頼を高める自主的な取組・
部門連携の取組を展開

⽔産物部の
ビジネスモデル

を確⽴
コンパクトで時代に

適合した機動性のある
⽔産物部へ
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⽔産物部 取組事項・スケジュール 
 

 

基本戦略１ 実需者・産地から選ばれる販売・集荷の展開  
 

チェック 

ポイント 

□水産物部門の部門目標に対する取扱数量・取扱金額の動向 

□低温卸売場及び新加工場・冷蔵庫棟を活かした新たな取組の状況 

□場内事業者の販売動向及び新たな実需者の獲得状況 

□実需者ニーズに応じた近隣漁業者をはじめとする産地との関係構築状況 

□実需者・産地に対する仲卸・卸が連携した取組に関する事例・実績等の蓄積状況 

□国の動向のモニター・共有状況、法改正・制度改革等への対応状況 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

1-1 実需者ニーズへの対応⼒強化       

① 
低温卸売場及び新加工場・冷蔵庫棟を活かした実需者サービスの

拡充☆ 
仲卸・卸      

 □具体的な実需者サービスの確定  ◆     

 □実需者サービスの提供・断続的なサービス拡充       

② 既存実需者のニーズへの対応◎ 仲卸・卸 ◆     

③ 新たな需要に応える市場間転送等の検討★ 卸      

1-2 産地との関係性強化と近海・天然物等のブランド化支援       

① 
低温卸売場及び新加工場・冷蔵庫棟整備効果等の周知による産地

との関係性の強化☆ 
卸 ◆     

② 近隣漁業者との関係性の強化◎ 卸・仲卸      

③ 近海・天然物等のブランド向上への貢献◎ 卸・仲卸      

1-3 実需者・産地への共同営業の展開       

① 地域に根差す新たな実需者への共同営業★ 仲卸・卸 ◆     

② 近隣・主要漁協等への共同営業★ 卸・仲卸      

1-4 輸出に関する検討       

① 輸出振興策の検討☆ 卸・仲卸      

1-5 法改正・制度改革等への適応       

① 国の動向の注視と法改正・制度改革等への速やかな対応☆ 卸・仲卸      
 

 

基本戦略２ 特⻑を際⽴たせる市場運営と場内事業者の経営体質の強化  
 

チェック 

ポイント 

□実行性を追求した戦略会議等の運用状況 

□部門間連携の個別事例・実績等の蓄積状況 

□仲卸業者全体の経営動向（事業規模・利益率等） 
 

  

☆新規 ★拡充 ◎継続 太字：先導的取組◆（とりわけ注力する取組） 
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NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

2-1 卸売業者・仲卸業者の協業の追求       

① 実効性を追求した戦略会議等の運用★ 卸・仲卸      

 □水産物部のあり方に関する協議  ◆     

 □実需者別の実需者動向・産地動向のすり合わせ、役割分担・連

携方策の検討 
 ◆ 

    

 □国の動向及び法改正・制度改革への対応策の検討・行動確認  ◆     

 □輸出の取組に関する課題整理・検討等       

2-2 部門が連携した取組の推進       

① 部門連携の配送・集荷システムの検討・運用☆ 卸・仲卸      

 
□プロジェクトチーム設置、ニーズのすり合わせ、課題の洗い出し、 

実証に向けた準備 
 ◆     

 □部門連携の配送・集荷システムの実証       

 □継続可否判断・本格稼働に向けた取組       

② 部門が連携した共同販売・営業の展開☆ 卸・仲卸      

2-3 新たな仲卸業者・売買参加者の参入促進       

① 新たな実需者を有する新規仲卸業者等に開かれた環境づくり◎ 仲卸・卸      

2-4 場内事業者の経営合理化と事業承継の推進       

① 仲卸業者の経営の合理化の推進☆ 仲卸      

② 廃業時の販路継承の仕組みの検討・運用☆ 仲卸      
 

 

基本戦略３ 安⼼・安全な市場流通環境・機能の確⽴  
 

チェック 

ポイント 

□品質管理規範、品質管理マニュアル等の運用状況 

□市場施設の使用に関する指摘・クレームの発生状況、指摘・クレームに対する改善状況 

□災害発生時に職場全員がどのように動くかが理解されている状況であるか 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

3-1 衛生・品質管理体制の確⽴・運⽤       

① 品質管理規範・品質管理マニュアル等の運用◎ 卸・仲卸 ◆     

② コールドチェーンの推進◎ 卸・仲卸      

③ 食品衛生検査所と連携した各種取組の推進◎ 卸・仲卸      

3-2 法令遵守・場内ルールの確⽴・運⽤       

① 法令遵守の徹底◎ 卸・仲卸      

② 市場施設の適正利用の推進☆ 卸・仲卸 ◆     

③ 活気があり清潔な売り場づくりの推進☆ 卸・仲卸      

④ 適正なごみ処理・リサイクル等の推進◎ 卸・仲卸      

⑤ 場内美化の取組の推進◎ 卸・仲卸      

 

実⾏性を確認しながら随時

実⾏性を確認しながら随時

国の動向と併せて随時 

状況に応じて 
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NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

3-3 災害時等緊急時対応の強化       

① 水産物部全体の緊急時対応の強化☆ 卸・仲卸      

 □開設者の取組と併せた関係者の意識の醸成  ◆     

 □開設者方針に併せた部門の緊急時対応の体制・内容の整理       

 □緊急時対応の理解・備えの徹底       

② 緊急時の卸売市場間の相互支援のあり方の検討☆ 卸・開設者      
 

 

基本戦略４ 開かれた市場づくりによる豊かな市⺠生活と新たな賑わい創出への貢献  
 

チェック 

ポイント 

□東部市場お買い物デーの来場者の拡がり、関係の深まりの変化（人数・属性、満足度・再訪意欲等） 

□場内料理教室の参加者の拡がり、関係の深まりの変化（人数・属性、満足度・再訪意欲等） 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

4-1 市⺠をはじめとする関係者との関係性強化       

① 「東部市場お買物デー」の発展展開★ 卸・仲卸 ◆     

② 近隣商店街・小売市場との連携◎ 卸・仲卸      

③ 場外イベント等への参加◎ 卸・仲卸      

④ HP 等情報発信の充実◎ 卸・仲卸      

4-2 神⼾市⺠の⾷育の促進        

① 小学生等を対象とした市場見学会への対応◎ 卸・仲卸      

② 場内料理教室の発展展開★ 卸・仲卸 ◆     

③ 食育事業の推進◎ 卸・仲卸      

4-3 周辺まちづくりと連動した賑わいづくり       

① 全体検討の進捗に応じた検討・連携☆ 卸・仲卸      
 

 

基本戦略５ 施設の効果的な管理運営と最適な施設整備の推進  
 

チェック 

ポイント 
□低温卸売場及び新加工場・冷蔵庫棟の活用状況 

 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

5-1 施設・設備の活⽤と管理の推進       

① 低温卸売場及び新加工場・冷蔵庫棟の活用及び管理の推進☆ 卸・仲卸      

 □最適な管理手法・管理体制の構築  ◆     

 □適正な活用及び管理の実施       

② 保冷・予冷設備の必要性の検討◎ 卸・仲卸      

5-2 市場施設の最適レイアウトの検討       

① 場内業務の合理化に関する検討★ 卸・仲卸      
 

開設者検討と併せて随時 
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■花き部⾏動計画■ 

 

花き部⽬標 取扱⾦額 H33 年 10％増加（対 H28 年⽐） 
 

◎現在の実需者への販売状況、産地からの集荷状況を共に維持します。 

（H28 年：取扱金額・花き 32 億円） 

◎加えて、花き部で取扱金額・約 3.2 億円分の新たな取引獲得を目指します。 

（H28 年比：取扱金額 切り花・24 億円→約 26.4 億円、その他・8 億円→約 8.8 億円） 

◎売買参加者への販売の維持・拡大を図りつつ量販店・業務への販売を拡大し、その実需に応じた集荷

を実現します。 

 

 

 

花き部 先導的取組（初年度から重点的に取り組む項⽬、下線︓とりわけ注⼒する項⽬） 
 

  

□花屋への支援の強化

□地元生産者との連携強化・

ブランド向上への貢献

□市場施設の適正利用の推進
□花き部全体の緊急時対応の強化

□実効性を追求した企画会議等の
運用

□せりの活発化・取引利便性の
さらなる向上

□部門連携の配送・集荷システムの
検討

□ 「東部市場お買物デー」との連携
□場内料理教室との連携

□新施設を想定した場内業務の合理化・パッキング
及びデリバリー機能のあり方の検討

□新施設の運営・維持管理方策の検討

基本戦略１
実需者・産地から選ばれる販売・集荷の展開

基本戦略３
安⼼・安全な市場流通環境・
機能の確⽴

基本戦略２
特⻑を際⽴たせる市場運営と場内事業者の
経営体質の強化

基本戦略４
開かれた市場づくりによる豊かな市
⺠生活と新たな賑わい創出への貢献

基本戦略５
施設の効果的な管理運営と
最適な施設整備の推進

信頼を高める自主的な取組・
部門連携の取組を展開

花き部の
ビジネスモデル

を確⽴
コンパクトで時代に

適合した機動性のある
花き部へ



 

 

17 
 

花き部 取組事項・スケジュール 
 

 

基本戦略１ 実需者・産地から選ばれる販売・集荷の展開  
 

チェック 

ポイント 

□花き部の部門目標に対する取扱金額の動向 

□場内事業者の販売動向及び新たな実需者の獲得状況 

□実需者ニーズに応じた兵庫県産品・近隣主要産品の産地との関係構築状況 

□国の動向のモニター・共有状況、法改正・制度改革等への対応状況 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

1-1 実需者ニーズへの対応⼒強化       

① 花屋への支援の強化☆ 卸・仲卸 ◆     

② 日持ち品質管理認証等を活かした実需者との関係性の強化★ 卸（・仲卸）      

③ 需要に応える市場間転送の確保★ 卸      

1-2 産地との関係性強化と県内・近隣産品のブランド化支援       

① 地元生産者との連携強化・ブランド向上への貢献★ 卸（・仲卸） ◆     

② 日持ち品質管理認証等を活かした産地との関係性の強化★ 卸      

③ 近隣・主要産地等との戦略的提携の検討◎ 卸      

1-3 輸出に関する検討       

① 輸出振興策の検討☆ 卸・仲卸      

1-4 法改正・制度改革等への適応       

① 国の動向の注視と法改正・制度改革等への速やかな対応☆ 卸・仲卸      

 

 

基本戦略２ 特⻑を際⽴たせる市場運営と場内事業者の経営体質の強化  
 

チェック 

ポイント 

□実行性を追求した企画会議等の運用状況 

□部門間連携の個別事例・実績等の蓄積状況 

□仲卸業者全体の経営動向（事業規模・利益率等） 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

2-1 卸売業者・仲卸業者・売買参加者の協業の追求       

① 実効性を追求した企画会議等の運用☆       

 □専門店企画会議（取引利便性向上、神戸の花の振興等、東部

市場の特長を発揮する連携方策の検討） 
卸(仲卸)・買参 ◆ 

    

 □量販・業務等企画会議（部門としての取扱維持・拡大に向けた役 

割分担・連携方策、兵庫県産品のブランド化支援方策の検討） 
卸・仲卸 ◆ 

    

 □国の動向及び法改正・制度改革への対応策の検討・行動確認       

 □輸出の取組に関する課題整理・検討等       

② せりの活発化・取引利便性のさらなる向上★ 卸・仲卸 ◆     

 

  

実⾏性を確認しながら随時

実⾏性を確認しながら随時

☆新規 ★拡充 ◎継続 太字：先導的取組◆（とりわけ注力する取組） 
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NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

2-2 部門が連携した取組の推進       

① 部門連携の配送・集荷システムの検討・運用☆ 卸・仲卸      

 
□プロジェクトチーム設置、ニーズのすり合わせ、課題の洗い出し、

実証に向けた準備 
 ◆     

 □部門連携の配送・集荷システムの実証       

 □継続可否判断・本格稼働に向けた取組       

② 部門が連携した共同販売・営業の展開☆ 卸・仲卸      

2-3 新たな仲卸業者・売買参加者の参入促進       

① 
新たな実需者を有する新規仲卸業者に開かれた環境づくり・新た

な売買参加者の獲得◎ 
卸・仲卸・買参      

2-4 場内事業者の経営合理化と事業承継の推進       

① 仲卸業者の財務体質の強化☆ 仲卸      
 

 

基本戦略３ 安⼼・安全な市場流通環境・機能の確⽴  
 

チェック 

ポイント 

□市場施設の使用に関する指摘・クレームの発生状況、指摘・クレームに対する改善状況 

□災害発生時に職場全員がどのように動くかが理解されている状況であるか 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

3-1 衛生・品質管理体制の確⽴・運⽤       

① 花き部全体での品質管理水準の向上◎ 卸・仲卸      

3-2 法令遵守・場内ルールの確⽴・運⽤       

① 法令遵守の徹底◎ 卸・仲卸      

② 市場施設の適正利用の推進★ 卸・仲卸 ◆     

③ 活気があり明るい売り場づくりの推進☆ 卸・仲卸      

④ 適正なごみ処理・リサイクル等の推進◎ 卸・仲卸      

⑤ 場内美化の取組の推進◎ 卸・仲卸      

3-3 災害時等緊急時対応の強化       

① 花き部全体の緊急時対応の強化☆ 卸・仲卸      

 □開設者の取組と併せた関係者の意識の醸成  ◆     

 □開設者方針に併せた部門の緊急時対応の体制・内容の整理       

 □緊急時対応の理解・備えの徹底       
 

  

状況に応じて 



 

 

19 
 

 

 

 

 

基本戦略４ 開かれた市場づくりによる豊かな市⺠生活と新たな賑わい創出への貢献  
 

チェック 

ポイント 

□東部市場お買い物デー、場内料理教室の来場者の拡がり、関係の深まりの変化 

（人数・属性、満足度・再訪意欲等） 

□花育に関する取組事例・実績等の蓄積状況 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

4-1 市⺠をはじめとする関係者との関係性強化       

① 「東部市場お買物デー」との連携★ 卸（・仲卸） ◆     

② 場外イベント等への参加★ 卸・仲卸      

③ HP 等情報発信の充実◎ 卸・仲卸      

4-2 神⼾市⺠の花育の促進       

① 小学生等を対象とした市場見学会への対応◎ 卸・仲卸      

② 場内料理教室との連携★ 卸（・仲卸） ◆     

③ 花育事業の推進★ 卸（・仲卸）      

4-3 周辺まちづくりと連動した賑わいづくり       

① 全体検討の進捗に応じた検討・連携☆ 卸・仲卸      
 

 

基本戦略５ 施設の効果的な管理運営と最適な施設整備の推進 
 

チェック 

ポイント 
□花き卸売市場の再整備の進捗状況 

 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

5-1 市場施設の最適レイアウトの検討       

① 
新施設を想定した場内業務の合理化・パッキング及びデリバリー機能のあ

り方の検討★ 
卸・仲卸      

5-2 必要な施設・設備の整備と活⽤・管理の推進       

① 新施設の運営・維持管理方策の検討☆ 卸・仲卸      

 

 

 

  

開設者検討と併せて随時 

開設者検討と併せて随時 

開設者検討と併せて随時 
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■関連事業者⾏動計画■ 

 

関連事業者⽬標  

関連事業者の本来業務を拡充するとともに、新たな魅⼒・賑わいを創出 
 

◎関連事業としての主たる事業をあらためて強化し、特色ある商品・サービスの提供に努めるとともに、

「市場横丁まつり」に工夫を凝らして市民の東部市場に対する認知度・関心度を高めます。 

◎関連事業所棟の老朽化対策を進め、できるだけ速やかに新たな関連事業者の参入を促進し、魅力的 

な店舗構成としていくことで新たな賑わいの創出を図ります。 

 

 

 

関連事業者 先導的取組（初年度から重点的に取り組む項⽬、下線︓とりわけ注⼒する項⽬） 
 

 

 

 

  

□関連事業としての主たる事業の強化

□特色ある商品・サービスの提供

基本戦略２
特⻑を際⽴たせる市場運営
と場内事業者の経営体質の強化

□市場施設の適正利用の推進

□関連事業者全体の緊急時対応の強化

□ 「市場横丁まつり」の充実

□関連事業所棟の老朽化対策に伴う最適な

規模・配置等のあり方の検討

□関連事業所棟の老朽化対策に伴う運営・

維持管理方策の検討

基本戦略３
安⼼・安全な市場流通環境・
機能の確⽴

基本戦略４
開かれた市場づくりによる豊かな市
⺠生活と新たな賑わい創出への貢献

基本戦略５
施設の効果的な管理運営と
最適な施設整備の推進

信頼を高める自主的な取組・
部門連携の取組を展開
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関連事業者 取組事項・スケジュール 
 

 

 

基本戦略２ 特⻑を際⽴たせる市場運営と場内事業者の経営体質の強化  
 

チェック 

ポイント 

□東部市場の関連事業者としての主たる事業に関する取引・売上の動向 

□各関連事業者の特色ある商品・サービスの提供状況 

□新規関連事業者の参入状況 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

2-1 場内事業者との協業の追求       

① 関連事業としての主たる事業の強化☆ 関連全体 ◆     

2-2 場内事業者の経営活性化と事業承継の推進       

① 特色ある商品・サービスの提供★ 関連全体 ◆     

② 廃業時の販路継承等の仕組みの検討・運用☆ 関連全体      

2-3 新たな関連事業者の参入促進       

① 集客力の高い新規事業者の誘致◎ 関連全体      
 

 

 

基本戦略３ 安⼼・安全な市場流通環境・機能の確⽴  
 

チェック 

ポイント 

□市場施設の使用に関する指摘・クレームの発生状況、指摘・クレームに対する改善状況 

□災害発生時に職場全員がどのように動くかが理解されている状況であるか 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

3-1 法令遵守・場内ルールの確⽴・運⽤       

① 法令遵守の徹底◎ 関連全体      

② 市場施設の適正利用の推進★ 関連全体 ◆     

③ 適正なごみ処理・リサイクル等の推進◎ 関連全体      

④ 場内美化の取組の推進◎ 関連全体      

3-2 災害時等緊急時対応の強化       

① 関連事業者全体の緊急時対応の強化☆ 関連全体      

 □開設者の取組と併せた関係者の意識の醸成  ◆     

 □開設者方針に併せた部門の緊急時対応の体制・内容の整理       

 □緊急時対応の理解・備えの徹底       
 

 

 

 

  

☆新規 ★拡充 ◎継続 太字：先導的取組◆（とりわけ注力する取組） 



 

 

22 
 

 

 

 

基本戦略４ 開かれた市場づくりによる豊かな市⺠生活と新たな賑わい創出への貢献  
 

チェック 

ポイント 

□市場横丁まつりの来場者の拡がり、関係の深まりの変化（人数・属性、満足度・再訪意欲等） 

□市場横丁まつりの情報発信の方法・効果（人数・属性、参加者の情報受信手段の確認等） 
 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

4-1 市⺠をはじめとする関係者との関係性強化       

① 「市場横丁まつり」の充実★ 関連全体 ◆     

② HP 等情報発信手法の検討・運用◎ 関連全体      

4-2 周辺まちづくりと連動した賑わいづくり       

① 全体検討の進捗に応じた検討・連携☆ 関連全体      

 

 

 

基本戦略５ 施設の効果的な管理運営と最適な施設整備の推進 
 

チェック 

ポイント 
□関連事業所棟の老朽化対策に伴う運営・維持方策の検討の進捗状況 

 

NO 取組事項 主体 H29 H30 H31 H32 H33 

5-1 市場施設の最適レイアウトの検討       

① 
関連事業所棟の老朽化対策に伴う最適な規模・配置等のあり方の

検討☆ 
関連全体      

5-2 必要な施設・設備の整備と活⽤・管理の推進       

① 関連事業所棟の老朽化対策に伴う運営・維持管理方策の検討☆ 関連全体      
 

 

  

開設者検討と併せて随時 

開設者検討と併せて随時 

開設者検討と併せて随時 
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■開設者⾏動計画■ 

 

開設者⽬標 ビジョン及び部⽬標の達成に向けた主体的な取組を公的に支援 
 

◎ビジョンの達成に向けた市場全体の取組を公的な立場から推進します。 

◎各部門の目標達成に向けた主体的な取組を公的な立場から支援します。 

◎中央卸売市場としての役割・機能を高めるとともに、市場施設の適正な運用を促進します。 

 

 

 

開設者 先導的取組（初年度から重点的に取り組む項⽬、下線︓とりわけ注⼒する項⽬） 
 

  

□品質管理規範・品質管理マニュアル等の運⽤⽀援
□市場施設の適正利⽤の推進
□駐⾞場の適正な管理
□東部市場全体の緊急時対応体制の整備

□実効性を追求した会議体の
運営支援

□部門連携の配送・集荷
システムの検討支援

□「東部市場お買物デー」「市場横丁まつり」の開催⽀援
□⼩学生等を対象とした市場⾒学会の受け入れ・開催
□場内料理教室の開催⽀援

□市場施設の最適レイアウトの検討
□花き卸売市場の新施設整備の推進
□関連事業所棟の⽼朽化対策の推進
□新施設等の事業⼿法（整備・運営・維持管理）

の検討

基本戦略３
安⼼・安全な市場流通環境・
機能の確⽴

基本戦略４
開かれた市場づくりによる豊かな市
⺠生活と新たな賑わい創出への貢献

基本戦略５
施設の効果的な管理運営と
最適な施設整備の推進

信頼を高める取組展開支援・
部門の取組促進支援

□国の動向の注視と
法改正・制度改革等への
速やかな対応支援

基本戦略１
実需者・産地から選ばれる
販売・集荷の展開

基本戦略２
特⻑を際⽴たせる市場運営と
場内事業者の経営体質の強化

各部門のビジネス
モデルの構築

に関する主体的な
取組を支援

コンパクトで時代に
適合した機動性のある

東部市場へ



 

 

24 
 

開設者 取組事項・スケジュール 
 

 

基本戦略１ 実需者・産地から選ばれる販売・集荷の展開  
 

チェック 

ポイント 

□国の動向のモニター・共有状況、法改正・制度改革等への各部の対応状況 

□実需者と連携した東部市場（神戸市をはじめとする公的な事業・施策）の取組状況 

□産地と連携した東部市場（神戸市をはじめとする公的な事業・施策）の取組状況 

□場内事業者要請による帯同営業等の事例・実績等の蓄積状況 
 

NO 取組事項 H29 H30 H31 H32 H33 

1-1 法改正・制度改革等への適応      

① 国の動向の注視と法改正・制度改革等への速やかな対応支援☆      

 □国の動向及び他市場動向のモニター、場内事業者への周知・共有 ◆     

1-2 実需者との関係性強化支援      

① 本市の商業振興部局との連携による実需者との関係性強化支援◎      

1-3 産地との関係性強化支援      

① 本市・兵庫県の農水産部局との連携による産地との関係性強化支援◎      

1-4 実需者・産地への共同営業の展開      

① 新たな実需者や主要産地への帯同営業支援☆      

1-5 輸出に関する検討支援      

① 輸出振興策の検討支援☆      
 

 

基本戦略２ 特⻑を際⽴たせる市場運営と場内事業者の経営体質の強化  
 

チェック 

ポイント 

□実行性を追求した各部の会議体の運用状況 

□部門間連携の個別事例・実績等の蓄積状況 

□仲卸業者全体の経営動向（事業規模・利益率等） 
 

NO 取組事項 H29 H30 H31 H32 H33 

2-1 卸売業者・仲卸業者の協業の追求      

① 実効性を追求した会議体の運営支援★      

 □各部門の会議体の設置・運営支援 ◆     

2-2 部門が連携した取組の推進      

① 部門連携の配送・集荷システムの検討支援☆      

 
□プロジェクトチーム設置支援、ニーズのすり合わせ、課題の洗い出し、実証に向け

た準備の支援 
◆     

 □部門連携の配送・集荷システムの実証支援      

 □継続可否判断支援・本格稼働に向けた取組支援      

② 部門が連携した共同販売・営業支援☆      

2-3 新たな仲卸業者・売買参加者の参入促進      

① 新たな実需者を有する新規仲卸業者・売買参加者の誘致◎      

 

☆新規 ★拡充 ◎継続 太字：先導的取組◆（とりわけ注力する取組） 

国の動向と併せて随時 

実⾏性を確認しながら随時

状況に応じて 
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NO 取組事項 H29 H30 H31 H32 H33 

2-4 場内事業者の経営合理化と事業承継の推進      

① 仲卸業者の経営合理化支援☆      

② 廃業時の販路継承の仕組みの検討・運用支援☆      
 

 

基本戦略３ 安⼼・安全な市場流通環境・機能の確⽴ 
 

チェック 

ポイント 

□品質管理規範、品質管理マニュアル等の運用状況 

□市場施設の使用に関する指摘・クレームの発生状況、指摘・クレームに対する改善状況 

□災害発生時に職場全員がどのように動くかが理解されている状況であるか 
 

NO 取組事項 H29 H30 H31 H32 H33 

3-1 衛生・品質管理体制の確⽴・運⽤      

① 品質管理規範・品質管理マニュアル等の運用支援◎      

 □チェックシートの周知と運用状況の確認・チェックシートの更新 ◆     

3-2 法令遵守・場内ルールの確⽴・運⽤      

① 法令遵守の徹底◎      

② 市場施設の適正利用の推進★      

 □卸売場、仲卸店舗、買荷保管所、関連店舗の使用ルールの策定・指導 ◆     

 □公正な使用料徴収 ◆     

③ 駐車場の適正な管理★      

 □違法駐車の取締強化 ◆     

 □駐車場使用ルールの整理・運用支援 ◆     

④ 環境に配慮した取組の推進◎      

⑤ 場内美化の取組の推進◎      

⑥ 適正なごみ処理・リサイクル等の指導◎      

⑦ 防犯カメラの設置等による防犯対策の強化◎      

3-3 災害時等緊急時対応の強化      

① 東部市場全体の緊急時対応体制の整備☆      

 □関係者の意識の醸成の取組 ◆     

 □緊急時対応の体制・内容の開設者方針の整理      

 □緊急時対応の理解・備えの徹底      

② 全国中央卸売市場協会災害時相互応援の対応◎      

 

 

基本戦略４ 開かれた市場づくりによる豊かな市⺠生活と新たな賑わい創出への貢献  
 

チェック 

ポイント 

□場内イベントの実施内容・効果等（人数・属性、満足度・再訪意欲等） 

□場外イベント等の事例・実績等 

□東部市場としての情報発信の取組状況 
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NO 取組事項 H29 H30 H31 H32 H33 

4-1 市⺠をはじめとする関係者との関係性強化      

① 「東部市場お買物デー」「市場横丁まつり」の開催支援★（50 周年事業） ◆     

② 場外イベント等への支援◎      

③ 近隣商店街・小売市場との連携支援◎      

④ HP 等情報発信の充実◎      

4-2 神⼾市⺠の⾷育・花育の促進      

① 小学生等を対象とした市場見学会の受け入れ・開催◎ ◆     

② 場内料理教室の開催支援★ ◆     

③ 食育・花育事業の企画・実施支援◎      

4-3 周辺まちづくりと連動した賑わいづくり      

① 全体検討の進捗に応じた検討・連携促進☆      
 

 

基本戦略５ 施設の効果的な管理運営と最適な施設整備の推進  
 

チェック 

ポイント 

□花き卸売市場の新施設整備の進捗状況 

□関連事業所棟の老朽化対策の進捗状況 

□水産物部低温卸売場、新加工場・冷蔵庫棟の活用状況 
 

NO 取組事項 H29 H30 H31 H32 H33 

5-1 市場施設の最適レイアウトの検討      

① 市場施設の最適レイアウトの検討★ ◆     

5-2 必要な施設・設備の整備と管理の推進      

① 花き卸売市場の新施設整備の推進☆ ◆     

② 関連事業所棟の老朽化対策の推進☆ ◆     

③ 新施設等の事業手法（整備・運営・維持管理）の検討☆      

 □花き卸売市場の事業手法の検討 ◆     

 □関連事業所棟の老朽化対策の事業手法の検討 ◆     

 □新加工場・冷蔵庫棟の運営・維持管理、水産物部低温卸売場の活用方策 ◆     

④ 機能的・効率的な花き卸売市場の運営体制の検討☆      

⑤ 老朽化施設の補修・修繕等の推進◎      

⑥ 環境負荷を低減する施設・設備整備の推進☆      

⑦ コールドチェーンの確立に向けた整備等に関する支援◎      

5-3 市場跡地等の活⽤の推進      

① 市場跡地等の活用に関する検討☆      
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■経営展望計画 先導的取組事項一覧（とりわけ注⼒する取組）■ 

 

コンパクトで時代に適合した機動性のある卸売市場の実現

基本戦略１
実需者・産地から選ばれる
販売・集荷の展開

基本戦略３
安⼼・安全な市
場流通環境・機能の確⽴

基本戦略２
特⻑を際⽴たせる市場運営と
場内事業者の経営体質の強化

基本戦略４
開かれた市場づくりによる
豊かな市⺠生活と
新たな賑わい創出への貢献

基本戦略５
施設の効果的な管理運営と
最適な施設整備の推進

東部市場の
経営を支える

東部市場のビジネス
モデルを支える

東部市場のビジネス
モデルを確⽴

東部市場の信頼を高める

基本戦略

⻘果部 水産物部

□国の動向の注視と法改正・

制度改革等への速やかな対応

□新加工場・冷蔵庫棟を活かした
実需者サービスの拡充

□既存実需者のニーズへの対応

□新加工場・冷蔵庫棟整備効果等の

周知による産地との関係性の強化
□地域に根差す新たな実需者への

共同営業
□近隣・主要産地への共同営業

青果部目標（H33年）
取扱数量：3.7万ｔ（部全体）

取扱金額：115億円（部全体）

□実効性を追求した戦略会議等の
運用

□部門連携の配送・集荷システムの
検討

□新たな実需者を有する新規仲卸
業者等の誘致

□品質管理規範・品質管理マニュア
ル等の運用

□市場施設の適正利用の推進
□青果部全体の緊急時対応の強化

□ 「東部市場お買物デー」の発展

展開
□場内料理教室の発展展開

□新加工場・冷蔵庫棟の活用及び
管理の推進

水産物部目標（H33年）
取扱数量：0.9万ｔ（部全体）
取扱金額：83億円（部全体）

□低温卸売場及び新加工場・

冷蔵庫棟を活かした実需者
サービスの拡充

□既存実需者のニーズへの対応
□低温卸売場及び新加工場・冷蔵庫

棟整備効果等の周知による産地と
の関係性の強化

□地域に根差す新たな実需者への
共同営業

□実効性を追求した戦略会議等の
運用

□部門連携の配送・集荷システムの
検討

□品質管理規範・品質管理マニュア
ル等の運用

□市場施設の適正利用の推進

□水産物部全体の緊急時対応の強化

□ 「東部市場お買物デー」の発展
展開

□場内料理教室の発展展開

□低温卸売場及び新加工場・
冷蔵庫棟の活用及び管理の
推進

－ビジョン－



 

 

28 
 

 

 

関連事業者 開設者

□関連事業としての主たる事業の
強化

□特色ある商品・サービスの提供

関連事業者目標
関連事業者の本来業務を拡充

新たな魅力・賑わいを創出

□市場施設の適正利用の推進

□関連事業者全体の緊急時対応の
強化

□ 「市場横丁まつり」の充実

□関連事業所棟の老朽化対策に

伴う最適な規模・配置等の
あり方の検討

□関連事業所棟の老朽化対策に
伴う運営・維持管理方策の検討

開設者目標
ビジョン及び部目標の達成に向けた

主体的な取組を公的に支援

□国の動向の注視と法改正・

制度改革等への速やかな
対応支援

□実効性を追求した会議体の

運営支援
□部門連携の配送・集荷システムの

検討支援

□品質管理規範・品質管理マニュア

ル等の運用支援
□市場施設の適正利用の推進

□駐車場の適正な管理
□東部市場全体の緊急時対応体制

の整備

□ 「東部市場お買物デー」「市場横丁
まつり」の開催支援（50周年事業）

□小学生等を対象とした市場見学会

の受け入れ・開催

□場内料理教室の開催支援

□市場施設の最適レイアウトの検討
□花き卸売市場の新施設整備の推進
□関連事業所棟の老朽化対策の

推進

□新施設等の事業手法（整備・運営・
維持管理）の検討

花き部

□花屋への支援の強化
□地元生産者との連携強化・

ブランド向上への貢献

花き部目標（H33年）
取扱金額：35億円（部全体）

□実効性を追求した企画会議等の
運用

□せりの活発化・取引利便性の

さらなる向上

□部門連携の配送・集荷システムの
検討

□市場施設の適正利用の推進

□花き部全体の緊急時対応の強化

□ 「東部市場お買物デー」との連携
□場内料理教室との連携

□新施設を想定した場内業務の

合理化・パッキング及び
デリバリー機能のあり方の検討

□新施設の運営・維持管理方策の

検討

地域密着・商圏回帰 神⼾産・兵庫産へのこだわり／産地とのパートナーシップ 総合⼒の発揮／経営体質の強化
安⼼・安全で豊かな生活を担う／開かれた市場づくり 施設整備効果の発揮／市場施設の最適化 法改正・制度改⾰等への迅速な適応

＜ビジョンに込める東部市場の姿勢＞
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■計画管理（PDCA の運⽤）■ 

本計画の計画管理は、開設者が取組状況をとりまとめ、「東部市場専門部会※」において計画の取組状況の評

価を行うとともに、より効果的な取組に向けた助言をいただくこととします。 
 

※ 「東部市場専門部会」 

卸売市場法第 13 条及び神戸市中央卸売市場業務条例第 68 条に基づく「神戸市中央卸売市場業務運 

営協議会」で市場ごとに設置することができる部会 

 

 

なお、卸売市場においては、全国的な気候変動、経済変動などの不確定要素の他、現在国において検討が進

められている関連法改正・制度改革等に大きな影響を受ける可能性があり、これらの変動や関連法改正・制度改

革等に対して柔軟かつ迅速に対応していく必要があります。そこで、東部市場専門部会では、本計画内容の見直し

も対象とします。 
 

計画管理方法（PDCA の運用）の内容は以下の通りです。 

 

□東部市場専門部会による評価・検証、計画⾒直し等 

○本計画の取組の進捗状況の確認・評価、必要に応じた計画の見直しを年度末（2 月）に 1 回実施 

○本計画のより効果的な取組に関する助言を行うとともに、必要に応じて計画の見直しを実施 

 

本計画全体の計画管理の枠組み 
 

 

PLAN

CHECK

各部門における
各年度のPDCA

（上半期/下半期）

PLAN

DO

CHECK

ACTION

取組⽀援
など

必
要
に
応
じ
た
本
計
画
の
見
直
し

専
門
部
会

東
部
市
場

（2月）

[計画]

取組状況
とりまとめ
(1〜2月)

助言等の
確認・共有

実
施
主
体
（
場
内
事
業
者
等
）

(2〜3月)

(3月／9月)

(9月/３月)

(4〜9月／10〜3月)

(9月/３月)

ACTION

改善に
向けた
助言等

取組状況
の報告

開
設
者

DO
[実⾏]

[評価]

[改善]

[計画]

[実⾏]

[評価]

[改善]
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□場内における会議体を通じた取組進捗確認・PDCA の運⽤ 

○青果部・水産物部の戦略会議・花き部の企画会議を通じた部門別行動計画（部門目標及び主なチェック 

ポイント）に関する取組進捗確認・PDCA 

○部間連携のプロジェクトチームにおける連携した取組に関する進捗確認・PDCA 

各部⾨における計画管理の枠組み 

 
 

□その他、本計画の進捗確認のための⼿法 

○事業報告等を通じた取組進捗確認（場内事業者） 

 ・卸売会社の事業報告（毎年 6 月頃） 

 ・仲卸業者の決算書・添付書類（アンケート）（仲卸業者の提出時期に準じて） 

○開設者の確認、場内事業者の問合せ・意見等を通じた状況確認 

 ・開設者の日々の業務における気付き、確認、対応状況等を蓄積（随時） 

 ・場内事業者の日々の問合せやクレーム・意見、対応状況等を蓄積（随時） 

○来場者アンケート等による状況確認（場内事業者・開設者） 

 ・東部市場お買物デー、市場横丁まつり、場内料理教室などにおけるアンケート等の実施（属性、満足度・

再訪意欲、情報収集手段、改善方策等の収集） 

○ヒアリングを通じた取組進捗確認（開設者） 

 ・取組事例を有する卸売会社・仲卸組合等への個別ヒアリング（随時）
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