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八戸市中央卸売市場運営協議会会議録 

 

日  時：平成 23 年 9 月 30 日（木）午後２時 30 分 

場  所：市場管理棟２階 大会議室 

出席委員：島脇会長、横町副会長、松橋委員、伊藤委員、小山委員、川崎委員、八百委員、 

     中居委員、畑中委員、佐々木委員、坂野委員、菅原委員、平委員 

欠席委員：赤坂委員、向谷地委員 

事 務 局：工藤農林水産部長、元沢市場長、畑崎次長、根岸主幹、木立主査、梅花主事 

 

 

 

 

報告及び職員紹介 

 

○司 会 本日は、ご出席いただきましてありがとうございます。私は、本日の司会を務めます、

管理事務所の木立と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

会議に先立ちましてご報告がございます。八戸市議会の委員会の組織編成に伴い、大島会長が、

5月 1日をもって退任しておられます。 

市議会からは、新たに島脇議員をご推薦いただき、6 月 14 日に委嘱状をお渡ししたところで

ございます。 

続きまして、4 月 1 日付けの人事異動に伴う新しい事務局職員の紹介をさせていただきます。

まずは、根岸主幹でございます。 

 

○主 幹 根岸です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司 会 私、木立です。よろしくお願いします。 

 

○司 会 以上、ご報告と職員の紹介でございました。 

 

 

１．開 会 

 

○司 会 それでは、ただいまから、八戸中央卸売市場運営協議会を開会いたします。 

まず、本日の出席状況についてご報告申し上げます。本日は、赤坂委員、向谷地委員がご欠席

でございますが、15 名中 13 名の委員にご出席いただいております。従いまして、運営協議会規

則第４条第２項の規定の、会議開催の定足数を満たしております。 

それでは、協議会開催にあたりまして、工藤農林水産部長からご挨拶がございます。 

 

○部 長 皆さんどうもこんにちは。農林水産部の工藤でございます。いつも大変お世話になって

おります。本日は大変お忙しい中、八戸市中央卸売市場運営協議会にご出席いただき、誠にあり

がとうございます。 

また、日頃から、当市場の運営につきまして格別のご支援を賜り、深く感謝申し上げます。 

 さて、昨年 10 月に第 9 次卸売市場整備基本方針が策定されたところでありますが、卸売市場 
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を取り巻く環境は、産地の大型化や市場外流通の増大、消費者ニーズの多様化などにより大きく 

変化しております。 

   また、消費者においても、食品の品質と価格へのこだわりが一層と強まっている状況にあり、 

  今後は食の安全・安心、トレーサビリティの確保が益々重要になると認識しているところでござ 

います。                                        

当市場としましても、市民の台所として、諸機能を発揮していけるよう、今後の整備等につい 

  て検討してまいりたいと考えておりますので、皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し 

  上げ、私からの挨拶とさせていただきます。 

 

 

２．会長選任 

 

○司 会 それでは会長の選任に移らせていただきます。会議の議長は、会長の職務代理者である

横町副会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○副会長 それでは、会長が決まるまでの間、議長を務めさせていただきます。議事進行へのご協

力をお願い申し上げます。 

運営協議会規則第３条第２項により、会長は、委員の互選によって定めることになっておりま

す。会長の互選の方法をどのようにしたらよろしいか、お諮りいたします。はい、Ａ委員。 

 

○Ａ委員 指名推薦でお願いいたします。 

 

○副会長 ただいま指名推薦とのご意見がございましたが、ご異議はございませんか。 

 

－異議なしの声－ 

 

○副会長 ご異議がなしということですので、指名推薦の方法によることといたします。どなたが

よろしいでしょうか。推薦をお願いいたします。はい、Ｂ委員。 

 

○Ｂ委員 会長に、島脇委員を推薦いたします。 

 

○副会長 ただいま、Ｂ委員から島脇委員のご推薦がございましたが、ご異議はございませんか。 

 

－異議なしの声－ 

 

○副会長 ご異議がなしとのことですので、島脇委員に会長をお願いするということに決定いたし

ます。 

   それでは、議長を交代させていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

○司 会 横町副会長、ありがとうございました。 

それでは、島脇会長、議長席へお願いいたします。 

それでは、島脇会長より就任のご挨拶をちょうだいしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 
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○会 長 一言ご挨拶を申し上げます。本日は、大変お忙しい仲、ご参集いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

  さて、次第にありますように、本日は、取扱高の報告と、「八戸市中央卸売市場受託拒否の禁

止の例外措置に関する取扱要領の制定について」が案件に上がっております。 

  委員の皆様には、忌憚のないご意見等をいただくとともに、議事のスムーズな進行に、ご協力

くださるようお願い申し上げ、私からの挨拶といたします。 

 

○司 会 ありがとうございました。島脇会長には、運営協議会規則第３条第３項の規定により、

議事進行をお願いいたします。 

 

○会 長 それでは早速ではございますが、進めさせていただきたいと思います。 

４の報告案件でございますが、まず１つめは、「平成 23年八戸市中央卸売市場取扱高実績につ

いて」でございます。それでは、事務局から報告をお願しいたします。はい、畑崎次長。 

 

〇次 長 畑崎でございます。平成 23年八戸市中央卸売市場取扱高実績について、ご報告いた 

 します。 

資料の１ページ目は青果部の実績でございます。集計した期間は、１月から 6月までで、開市

日数は１３３日でございました。その間の取扱数量は、４４，６７６㌧で、前年比は９６．６％、 

金額は、９０億 ８２７万円で、前年比は９８．３％となっております。野菜、果実等の区分

別、月別の取扱状況は、表のとおりでございます。 

   次に、入荷及び価格の状況について、ご説明いたします。 

   野菜につきましては、昨年の猛暑や干ばつ、年末の寒波による影響で、冬場の入荷量が前年を

やや下回りました。その後も、東日本大震災や福島原子力発電所の事故による出荷制限の影響で、

入荷不安定な時期が続きました。価格については、1月から 3月までは、大根が安値傾向、人参、

ごぼうが高値で取引されました。4 月以降は、出荷制限が解除された産地の品に買い手がつかな

い等、風評被害が続き、安値で取引される品が見られました。 

   果実につきましては、野菜と同様、昨年の猛暑や年末の寒波の影響で、1 月から 2 月の入荷量

が前年を下回りました。その後も、東日本大震災や福島原子力発電所の事故による出荷制限の影

響で、入荷不安定な状態が続きました。 

価格に関しては、全体的に入荷が尐なかった分、高値傾向となりました。期間を通して、りん

ごが高値傾向で取引された他、春先に荷動きが良好であったいちごも高値で取引されました。 

 

   資料の２ページ目をお開き願います。 

   花き部の取扱実績についてご報告いたします。 期間は、１月から 6月までで、開市日数は 128

日でございました。 取扱数量は、９４９万本で、前年比は８７．１％、金額は、５億９，５５

１万円で、前年比は８４．３％となっております。切花、鉢物等の区分別、月別の取扱状況は、

表のとおりでございます。 

   次に、入荷及び価格の状況について、ご説明いたします。 

   切花につきましては、東日本大震災の影響により、流通経路の寸断や、東北の生産地が減尐し

たことから、３月の入荷量が大きく下回りました。その後も、不安定な状況が続き、全体的に前

年の９割に満たない入荷量となりました。価格については、東日本大震災以降、秀品などの高値

で取引される切花の入荷が減尐したことから、安値での取引となりました。 
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鉢物につきましては、６月を除き、入荷量は前年を下回りました。特に１月は、寒さが続い

たことで入荷が遅れ、前年の６割に満たない入荷量となりました。価格については、１月から

３月にシンビジュウム、プリムラ類が高値傾向で取引され、それ以外の月でも、前年並みをや

や下回る価格での取引となりました。 

   以上で、取扱高実績の報告を終わります。 

 

 

○会 長 ありがとうございました。ただいま事務局から取扱高実績についてご報告をいただきま

した。何かご質問ございませんか。 

 

－ありませんとの声－ 

 

○会 長 よろしいですか。無いようでございますので次にまいります。 

２つめの報告案件は、「八戸市中央卸売市場受託拒否の禁止の例外措置に関する取扱要領の制

定について」であります。こちらも事務局から報告をお願いします。 

 

○主 幹 八戸市中央卸売市場受託拒否の禁止の例外措置に関する取扱要領」の制定についてご説明さ

せていただきます。これは、昨年 10 月に農水省が策定した第９次となる「卸売市場整備基本方針」

の中で、各市場は、受託拒否の運用見直や温室効果ガスの削減、品質管理の高度化に向けた規範の

策定に取り組むこととされたのを受け制定するものであります。 

    この受託拒否の運用見直しに至る経緯ですが、国は先の整備基本方針を策定するに当たり、有識

者で構成された「卸売市場の将来方向に関する研究会」を開催しました。その研究会において、卸

売市場法第 36 条第２項に「卸売業者は卸売のための販売の委託の申し込みがあった場合には、正

当な理由がなければその引き受けを拒んではならない」と規定されているが、その「受託拒否禁止

の例外となる「正当な理由」の範囲について、より明確化を図る必要がある」旨の提言がなされま

した。それが今回の整備基本方針に反映され、各市場で整備することとされたものであります。 

そして、この例文の内容ですが、平成１６年１１月１日付けで当時の農水省総合食料局の卸売市

場室長通知で発せられたものに、今回、国において新たに項目を追加して整備したものです。 

この中身について、次に読み上げさせていただきます。 

 

 

八戸市中央卸売市場受託拒否の禁止の例外措置に関する取扱要領（案） 

 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、八戸市中央卸売市場条例（昭和 52 年八戸市条例第 38 号）第 46 条第２項に定めるも

ののほか、受託拒否の禁止の例外措置である「その他の正当な理由」について必要な事項を定めるもの

とする。 

（目的） 

第２ この要領は、受託拒否の禁止の例外措置である受託拒否ができる「その他の正当な理由」について、

一定の基準を置くことにより適切な運用を図ることを目的とする。 

（開設者の指導） 
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第３ 開設者は、卸売業者が正当な理由なしに受託拒否を行ったことにより出荷者が不利益を被った場合

には、受託契約約款に基づき出荷者へ賠償するなどの指導ができるものとする。 

（受託拒否ができる「その他の正当な理由」の基準） 

第４ 卸売業者が受託拒否できる「その他の正当な理由」の基準は、次の各号によるものとする。 

(1) 衛生上有害な物品等の場合 

ア 厚生労働省が危害の発生を防止するために必要があると認め、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233

号）に基づく検査命令により安全確認を指示している物品について、安全確認が終了するまでの間、

受託を拒否する場合 

イ 委託物品が、食毒の危険性から保健所と卸売業者との協議に基づき取扱品目外とした野生の山菜、

きのこ等である場合において、受託を拒否する場合 

(2)  過去の実績からみてすべて残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であるとして開設

者の指定する検査員が認めた場合 

ア 出荷された花き・野菜の大半が一部変色したり、しおれるなどにより、販売に至らないと思われ

たことから、開設者の指定する検査員に検査してもらった結果、検査員が過去の実績からみてすべ

て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であると認めた場合において、その受託を拒

否する場合 

(3) 市場施設の処理能力の超過の場合 

ア 地震等の災害により市場が被害を受け、委託を受けた物品を保管する場所がない場合において、

受託を拒否する場合 

イ 倉庫や冷蔵庫等施設の能力を超えて同一商品を大量に委託された場合であって、販売までに著し

く品質が低下し廃棄せざるをえないことが明らかな商品について、受託を拒否する場合 

(4) 法令違反又は行政当局の指示・命令があった場合 

  ア 原子力発電所の事故を踏まえ政府の原子力災害対策本部による出荷制限の指示又は地方公共団体

による出荷自粛の要請がなされた対象地域の対象品目について、受託を拒否する場合 

イ JAS 法で、産地表示が義務づけられている物品について、産地が不明（容器包装、送り状等に原

産地情報が記載されていないとき又は容器包装、送り状等に記載された原産地情報に齟齬があると

き等）であるものが出荷された場合において受託を拒否する場合 

ウ 植物防疫法（昭和 25 年法律第 151 号）に基づく移動制限がかかっている物品について、受託を

拒否する場合 

エ 原産地情報の信憑性に疑義があるために委託者に対して当該原産地情報が正しいものであること

を証明する書類の提示を求めた場合であって、当該委託者からその書類の提示がない場合 

なお、原産地情報の信憑性に疑義がある場合とは、具体的には、 

① その物品の外観上の特徴（大きさ、形状）や出荷時期が当該原産地に係る商品の一般的な特

徴や出荷時期と異なっていると判断されるとき。 

② 原産地表示について JAS 法上の指示等を受けた者からの委託を受けたとき 

     等をいう。 

オ 製法について知的財産権が取得されている物品について、当該製法を無断で使用したとしてトラ

ブルが発生し、裁判がなされている場合について、受託を拒否する場合 

(5)  卸売のための販売の委託の申込みが開設者の承認を受けた受託契約約款によらない場合 

ア 受託契約約款に定める委託手数料率よりも低い手数料率を条件とする出荷について、受託を拒否

する場合 

イ 委託者が残品の廃棄費用等受託契約約款に定める費用負担をしないことを条件とする出荷につい

て、受託を拒否する場合 
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(6) 市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であり、かつ、これが同一の出荷者により繰

り返し行われ、その量も相当程度ある場合 

ア 市場外取引も行っている出荷者が、市場外取引での残品であることが明白である物品を、市場に

繰り返しかつ大量に持ち込んでいるという事実が判明した場合において、その残品を受託すること

により、市場の適正な価格形成が阻害されると判断されるときにその受託を拒否する場合 

(7) 暴力団関係者から販売の委託の申込みがあった場合 

ア 所在地に不審な点があるなど委託者の事業活動に疑義があることから専門機関に照会したところ、

その業務を執行する役員が暴力団関係者であることが明らかとなったため、当該委託者からの受託

を拒否する場合 

なお、暴力団関係者とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2 条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者で、次

のいずれかに該当する者をいう。 

① 暴力団関係者をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している者 

② 暴力団関係者によりその事業活動を支配されている者 

 

 

 附 

 この要領は、平成 23 年  月  日から実施する。 

 

 以上でございます。 

 

 

○会 長 はい、ありがとうございました。ただいま、事務局から報告がありましたが、何か皆様

からご質問ございませんでしょうか。 

 

 

 〇Ａ委員 要領を定めるときは、議会を通す必要があるのですか。 

 

〇次 長 条例は議会を通す必要がありますが、要領は、その必要はございません。 

 

 

〇Ａ委員 ああ、そうですか。ただ、役所言葉が多くて、詳しく読まないと分かりにくいですね。 

 

 

〇会 長 他にありませんか。 

 

 

〇Ｃ委員 放射性物質はきちんと検査して集荷していますか。 

 

 

〇次 長 はい。基準値を超えたものは出していません。県、市が協力してモニタリング調査して 

います。県内は、3 月 11 日の前後とも、基準値以内を保っております。 
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５．その他 

 

〇会 長 予定の案件は以上となりますが、委員の皆様から、他に何かございませんか。 

 

 

〇Ｄ委員 3月 11日東日本大震災の後、公民館を回って、下着や靴下など日用品をお届けしました。 

   炊出しをするとき、畑崎次長を通して、横町委員に協力してもらい、新鮮な野菜を提供しても 

   らいました。鮫、白銀、市川公民館や、岩手県野田村でも 80人分の炊出しができました。勇 

気をもらいましたし、本当にありがとうございました。この場をかりて、お礼申し上げます。 

 

〇会 長 ほかにありませんか。 

 

 

－ありませんとの声－ 

 

 

〇会 長 それでは、無いようでございますので、これで終了いたします。議事進行へのご協力 

  ありがとうございました。 

 

 

６．閉 会（午後 3時 05分） 

 

○司 会 これをもちまして、八戸市中央卸売市場運営協議会を閉会いたします。皆様、大変お疲

れさまでした。 


