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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 24年 2月 13日（月）午後 4 時 

場  所：八戸プラザホテル アーバンホール（芙蓉の間） 

出席委員：島脇会長、外澤副会長、松橋委員、伊藤委員、横町委員、小山委員、川﨑委員、 

八百委員、中居委員、畑中委員、佐々木委員、門前委員、坂野委員、乗上委員、 

杉山委員（15 名全員出席） 

八 戸 市：小林市長、工藤農林水産部長、元沢市場長、根岸主幹、木立主査、石木田主査、 

岩城主事、大高主事、梅花主事 

 

 

１．開 会（午後 4時） 

 

○司会 お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから、八戸市中央卸売市場

運営協議会を開会いたします。 

   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。 

 

 

２．委嘱状交付 

 

○司会 はじめに、市長から皆様へ、委員の委嘱状を交付いたします。お名前をお呼びいたし

ますので、ご起立の上、その場でお受けくださるようお願いいたします。 

    島脇一男 様 

 

○市長 委嘱状、島脇一男 様。八戸市中央卸売市場運営協議会委員を委嘱します。期間、平

成 24 年 2 月 13 日から平成 26 年 1 月 31 日までとします。平成 24 年 2 月 13 日、八戸市長    

小林 眞。 

 

  ○司会 伊藤恵美子 様 

 

  ○市長 委嘱状、伊藤恵美子 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 外澤靖雄 様 

 

  ○市長 委嘱状、外澤靖雄 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 川﨑益美 様 

 

  ○市長 委嘱状、川﨑益美 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 中居 清 様 

 

  ○市長 委嘱状、中居 清 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 佐々木明男 様 

 

  ○市長 委嘱状、佐々木明男 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 門前廣美 様 

 

  ○市長 委嘱状、門前廣美 様。以下同文です。よろしくお願いします。 
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  ○司会 乗上美知子 様 

 

  ○市長 委嘱状、乗上美知子 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 松橋章子 様 

 

  ○市長 委嘱状、松橋章子 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 横町芳隆 様 

 

  ○市長 委嘱状、横町芳隆 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 小山峯正 様 

 

  ○市長 委嘱状、小山峯正 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 八百喜久雄 様 

 

  ○市長 委嘱状、八百喜久雄 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 畑中哲夫 様 

 

  ○市長 委嘱状、畑中哲夫 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 坂野隆雄 様 

 

  ○市長 委嘱状、坂野隆雄 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 杉山靖子 様 

 

  ○市長 委嘱状、杉山靖子 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

○司会 以上で、委嘱状の交付を終わらせていただきます。 

 

 

３．市長あいさつ 

 

  ○司会 続きまして、市長から皆様へご挨拶申し上げます。 

 

  ○市長 それでは、一言ご挨拶を申し上げます。 

    本日は、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

    また、皆様には、八戸市中央卸売市場運営協議会の委員の就任につきまして、ご快諾を賜

り、厚くお礼申し上げます。 

    本協議会は、当卸売市場の運営について、調査審議していただくために設置をしているも

のであり、皆様には、今後２年間、ご協力をお願い申し上げる次第であります。 

    さて、卸売市場を取り巻く環境は、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きており、また、消費者においても、食の安全・安心に対す

る関心の高まりと、商品の品質や価格へのこだわりが一層強まってる状況にあります。 

このような中、当市場といたしましては、北東北の拠点市場としての自負と責任を持ち、

安全・安心な生鮮食料品等の安定供給に努め、地域住民の生活の充実に貢献して参りたいと

考えております。 

また、生産者と消費者から信頼される市場であり続けられるよう、市場の活性化に取り組

んで参りたいと考えておりますので、委員の皆様には、市場の公正かつ円滑な運営と市政発
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展のため、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただき

ます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

４．組織会 

 

  ○司会 それでは引き続き、組織会に移らせていただきます。 

まず、本日の出席状況ですが、15名の委員全員にご出席いただいております。よって、運

営協議会規則第４条第２項の、会議開催の定足数を満たしております。 

本日は最初の会議でございます。規則第４条第１項の規定により、「新たに委員の委嘱が

行われた後最初に召集すべき協議会の会長の職務は、市長が行う。」こととなっております

ので、会長が決まるまでの間、市長が会長の職務を行います。 

それでは、市長、議長席へお願いいたします。 

 

○市長 それでは、会長が決まりますまでの間、暫時、議長を務めさせていただきます。議事

進行へのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

⑴ 会長選任 

 

  ○市長 それでは、会長の選任についてですが、運営協議会規則第３条第 1 項に、「会長及び

副会長 各１名を置く」とあり、また、同条第２項に「会長及び副会長は、委員の互選に   

よって定める」とあります。 

    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。 

 

  ○委員 指名推薦でお願いします。 

 

  ○市長 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－ 

 

○市長 ご異議なしとのことですので、指名推薦の方法によることといたします。どなたがよ

ろしいか、ご推薦をお願いいたします。 

 

  ○委員 島脇委員にお願いしたいと思います。 

 

  ○市長 ただいま、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－ 

 

○ 市長 ご異議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で、決定い

たします。 

 

   －拍手－ 

 

    それでは、議長を交代させていただきます。議事進行へのご協力、大変ありがとうござい

ました。 

 

○司会 ありがとうございました。市長には、元の席へお戻りいただきます。 

    それでは、島脇会長、議長席へお願いいたします。さっそくではございますが、島脇会長

には規則第３条第３項の規定により、議事進行をお願いいたします。 
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⑵ 副会長選任 

 

○会長 どうもご苦労様です。それでは、次第に従って進めさせていただきます。 

    次は、副会長の選任についてでありますが、まずは、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。 

 

  ○委員 指名推薦でお願いします。 

 

  ○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－ 

 

○会長 ご異議なしとのことですので、指名推薦の方法によることといたします。どなたがよ

ろしいか、ご推薦願います。 

 

  ○委員 副会長に、外澤委員を推薦します。 

 

  ○会長 ただいま、外澤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－ 

 

○会長 ご異議なしとのことですので、外澤委員には副会長をよろしくお願いいたします。 

 

 

⑶ 会長就任あいさつ 

 

  ○司会 それでは、会長、副会長が決まりましたところで、島脇会長からご挨拶を頂戴したい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

  ○会長 会長にご指名いただいた、島脇でございます。 

   委員の皆様のご助言とご協力をいただきながら、副会長とともに、協議会の円滑な運営に、

力を尽くして参りたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

    さて、本日は、昨年の取扱高の報告と平成２２年度中央卸売市場特別会計の収支概況の報

告が予定されています。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。 

 

   －拍手－ 

 

  ○司会 ありがとうございました。これで、組織会を終了させていただきます。 

 

 

５．報告案件 

 

  ○司会 続きまして、案件の報告に入らせていただきます。島脇会長には、引き続き議事進行    

   をお願いいたします。 

 

○会長 それでは、本日の案件１の「平成 23 年 八戸市中央卸売市場取扱高実績について」

でありますが、報告を事務局からお願いします。 

 

〇事務局 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 1 ページ目は、青果部の実績でございます。１の取扱高ですが、昨年 1 月から 12 月

までの開市日数 272日において、取扱数量は、前年比 99.2％の 111,904トンとほぼ前年並み
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でしたが、取扱金額は、高値傾向であった前年に比べ 96.5%の 198 億 9,223 万 5 千円と減少

しました。 

  ２の月別取扱高の表ですが、野菜、果実、その他の区分ごとに、点線の上が各月の取扱数

量、点線の下が取扱金額となっております。併せて前年同月比を記載してございます。 

次に、３の入荷及び価格の状況について、ご説明いたします。野菜の入荷につきましては、 

   年末の寒波による影響で 1月から 3月までの入荷量は前年を下回りましたが、その後は東日 

  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多少入荷不安定な状態が続い 

  たものの、前年並みの数量となりました。9月 10月は台風の影響で入荷量が減少しておりま

す。価格については、夏場、猛暑により品質に影響を受けるなどし、前年に比べ全般的に安

値で取引されました。年間取扱高は、上の表の合計欄にありますとおり、数量が前年比 99.4 

  ％、金額で前年比 95.4％となりました。果実につきましては、野菜同様寒波の影響で 3月ま

での入荷量が前年を下回り、4 月は東日本大震災の影響があったものの、5 月以降は前年を

やや上回る入荷量で推移しました。価格については、全体的にやや高値傾向となりました。

期間を通してリンゴは荷動き良好で、数量・金額とも前年を上回りました。年間取扱高は、

上の表の果実の合計欄にありますとおり、数量が前年比 97.9%、金額で前年比 99.8％となり

ました。 

    

続いて、2 ページ目をお開き願います。花き部の実績でございます。１の取扱高ですが、

昨年 1月から 12月までの開市日数 260日において、取扱数量は、前年比 94.0％の 2,003万

8 千本と減少し、取扱金額も前年比 89.3％の 12 億 5,848 万 5 千円と減少しました。２の月

別取扱高の表ですが、切花、鉢物、その他の区分ごとに、点線の上が各月の取扱数量、点線

の下が取扱金額となっております。併せて前年同月比を記載しております。 

次に、３の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地方の生産が減少したことから、3 月の入荷量

が前年を大きく下回りましたが、その後はほぼ前年並みで推移しました。価格については、

震災後、前年を下回る状況が続いております。年間取扱高は、上の表の切花の合計欄にあり

ますとおり、数量が前年比 95.0%、金額で前年比 88.8%となりました。鉢物につきましては、

期間を通して入荷量が前年を下回る月が多く、特に 1月は寒さの影響が大きく、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 2月はシンビジュームやプリムラ類、

秋はベゴニアやアザレアなどが高値警告で取引されました。年間取扱高は、上の表の鉢物の

合計欄にありますとおり、数量が前年比 95.6%、金額で前年比 98.4％になりました。 

以上で平成 23年八戸市中央卸売市場取扱高実績報告を終わります。 

 

〇会長 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、ご質問があ

ればお願いいたします。 

     ご質問がないようですので、続きまして、案件２の「平成 22 年度中央卸売市場特別会

計の収支概況について」事務局から報告をお願いいたします。 

 

  ○事務局 それでは説明させていただきます。「案件２ 平成 22年度中央卸売市場特別会計

の収支概況について」と書かれた資料をご覧ください。こちらは、昨年度から報告してお

ります中央卸売市場の決算についてです。時間の都合もございますので、説明は、平成 22

年度の数字の主な項目を中心に進めさせていただきます。 

まず、１枚目の表の上の部分の「歳入」の枠をご覧ください。1 番の卸売市場使用料で

すが、こちらは、卸売金額の 0.3％の市場使用料 6690 万 4千円と卸売場や事務所などの施

設の使用料 8,749 万 6千円の合計で 1億 5,440万円でございます。 

続きまして、３番の「一般会計繰入金」、こちらは市の一般会計からの補助となり、6,112

万 3千円です。次に 4番の「前年度繰越金」ですが、こちらは前年度の歳入と歳出の差額

がプラスだった場合に計上されるもので、617 万 2千円でございます。続いて、５番の「雑

入」ですが、電気料金や共用箇所の水道料金、清掃、廃棄物処理等の費用のうち、市場内

各社が使用した分について、その費用をいただいているもので、合計で 3,517 万 5千円で

ございます。続いて、６番の「中央卸売市場整備事業債」、こちらは、本来であれば 1,757

万 7千円で外灯改修工事を行ったため、その借入金として計上されるのですが、震災のた

め年度内に完成しなかったため、翌年度の 23年度分の扱いとなるものです。従いまして、
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22年度は 0円となります。歳入の合計は 2億 5,687 万 2千円でございます。 

 

次に、歳出の表をご覧ください。 

1 番の「給料」から 3 番の「共済費」までは管理事務所の職員 9 名の人件費の分で、4 番

の「賃金」はアルバイト 1名分の賃金です。職員とアルバイトの費用を合わせますと 6,487

万 6千円でございます。次に 7番の「需用費」でございますが、電気料金や水道料金など

の光熱水費約 2,434 万 3千円と、市場施設の修繕料 1,585万 1千円が主なもので、合計で

4,138 万 1 千円でございます。続きまして、９番の「委託料」、これは市場の清掃や警備、

廃棄物処理、さらには各種設備の点検等に要した委託料で、合計で 5,134万 4千円でござ

います。続いて２枚目をご覧ください。１１番の「工事請負費」、こちらは歳入の 6番 の

「中央卸売市場整備事業債」とリンクしております。市場の道路側の大型外灯４基の改修

工事を 1,757 万 7千円で実施しましたが、震災により年度内に完成しなかったため、23年

度へ計上され２２年度は 0円となるものです。続きまして、18番の「公債費」をご覧くだ

さい。これは、いままで整備した市場の改修工事の借入金をそれぞれ分割返納している額

で、元金が 6,489 万 4千円、その利子が 1,793 

万 6千円でございます。そして、歳出の合計が 2億 4,986万円となるものでございます。 

続きまして、収支の表をご覧ください。歳入から歳出を引いた額はプラス 701万 2千円

でございます。この額が、翌年度、23年度の歳入の 4番「前年度繰越金」に計上されるこ

とになります。なお、プラスとなっておりますが、これは歳入の３番の部分の一般会計繰

入金として、八戸市の「一般会計」からいただくことによって成り立っております。仮に

この繰入金がなかった場合は、下の行にありますように収支は 5,411 万 1千円の赤字とな

るものであります。 

     次に、平成２２年度と平成２１年度の比較でございますが、歳入合計で 1,429万円の減

額となり、歳出合計も 1,513 万円の減額となっておりますが、これは、震災により 1,757

万 7千円の工事費を 23年度に計上していないためでございまして、仮に計上した場合は、

歳入が 2億 7,437 万 2千円で 21年度より 318万円の増、歳出も 2億 6,743 万 7千円と 21

年度より 244万円の増となるものであります。 

 

最後に、歳入の増減の主なものですが、２２年度は売上高が好調だったため 1番目にあ

ります（１）の市場使用料が 664万 6千円増えたこと。前年度の歳入と歳出の差額である

4 番の前年度繰越金が 437 万 8 千円少なかったことです。歳出の増減の主なものは、職員

の人件費が、育児休業による職員の給料とアルバイトの調整により 1番の給料と４番の賃

金の合計が 242 万 9 千円減ったこと、７番の需用費の中の（４）高熱水費が 22 年度は猛

暑だったため電気代の増額により 72 万円増えたこと、またその下の修繕の額が 190 万円

増えたこと、そして、9番の委託料の中の（10）除雪費が 0 円だったことでございます。

なお、修繕の 190 万円の増額ですが、これは 21 年度は除雪費が足りなくなったため修繕

の予算から 150万円を除雪費に回しました。22年度はそういうことがなかったため増額し

ているものです。10 番の使用料及び賃借料の 75 万 7 千円の増額は、統計システムを更新

したことによるものです。また、18 番の「公債費」については 584 万円増えております

が、これは平成 20年度に実施した ITV監視設備の返済が始まったためでございます。 

     以上で案件２の説明を終わらせていただきます。 

 

  〇会長 ただいま、事務局から報告がありましたが、御質問があればお願いいたします。 

 

 

６．その他 

 

     予定の案件は以上となりますが、「その他」として、「経営展望について」事務局か 

    ら説明をお願いします。 

 

  ○事務局 続きまして、来年度の新規事業についてご説明させていただきます。 

お手元の、経営展望について、と書かれた資料をご覧ください。来年度の事業として、 

「経営展望」を新規に策定することになりました。これは、市場の今後の方向性を議論
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し、計画書としてまとめるものでございます。国の卸売市場法には、第5条において市場

の整備計画を定める項目がございますが、同じく同法第４条において、市場の整備基本方

針を定める項目がございます。これは、平成23年度から27年度までを期間とした第９次の

ものが最新になります。整備計画がハード面の整備なのに対して、整備基本方針はソフト

面の整備ということになり、前回制定した受託拒否の禁止の例外に関する要領も、これを

受けてのものです。その整備基本方針において、今回、国が目玉と位置づけているのがこ

の「経営展望」の策定でございます。これは、各市場でそれぞれ策定することとされてい

るもので、その背景には、中央卸売市場とは、公共の福祉について増進しながら、かつ独

立採算を基礎として能率的な運営を行わなければならないものの、その環境は、少子高齢

化により市場全体の規模が縮小していくこと、直販などの市場外流通が増えてきているこ

と、また、情報化の進展により、消費者の要求にすばやく応えられる事が必要になってい

ることなど、年々厳しくなると予想されており、このことから、今まで以上に、経営戦略

的な視点や市場全体としての意思決定が必要になってきていると考えられているためで

す。そして、今までは、各社で展望を持っていても、市場全体としての展望を持っていな

かったこと、大学教授等の専門家をオブザーバーとして加えて議論していなかったことな

どから、それらを踏まえ、開設者、市場関係者の他に大学教授等の外部のオブザーバーを

加えて、その市場の現在の姿を客観的に評価したうえで、市場全体としてどういうことを

するのか、を整理し経営展望として策定するというものでございます。その「経営展望」

の策定手順についても国より指針が示されており、詳細は割愛させていただきますが、内

容を要約しますと、売買参加者等からアンケートを取り、その市場に対するニーズや不満

などを把握します。その上で、直販を行っているスーパー等や他市場の競合相手と比較し

違いを見つけます。それを踏まえて出来ることを探り、場内関係者や開設者が何をいつま

でに行動するかを検討するというもので、他にも、環境問題、災害に備えての業務継続計

画、市場の広報などを盛り込むこととなっております。そして、その開始時期でございま

すが、策定にかかる費用の２分の１の補助金がございますので、国の補助金事務の動向を

見ながら始めたいと考えております。また、会議は月に１回程度の割合で進めさせていた

だきたいと考えておりますが、策定委員会を立ち上げる前に、市場内の関係業者の方と一

度打合せを行いたいと思いますので、場内関係者の方で委員になられた方はご協力をお願

いいたします。 

 

  〇会長 委員の皆様から、他に何かございましたらお願いいたします。 

 

  〇委員： 東奥日報の 2 月 11 日の新聞なんですけども、魚市場の 2010年度収支が、1億 3,993万 

円の赤字。これは要するに、使用料から経費を引いたとすれば、私どもの中央市場では、5,400 

万円が赤字ということになるわけですか。 

 

〇事務局： ここに載ってございますのは、仮に一般繰入を除いた場合という計算方法の一つでご

ざいまして、経費の赤字ということでございません。 

 

〇委員： 東奥日報の記事を見ましたか。この中央市場が赤字だということが記事に載れば、勘違

いされると思うんですが。 

 

〇部長： 中央市場の収支ということで、一般会計からの繰入金を比較しますと、中央市場よりも

魚市場のほうが多くの繰入金となっております。 

    

〇委員： 要するに、一般会計から繰り入れた 6,100 万円がこの中央市場の赤字ということになる

んですか。 

 

〇市長： それは新聞の書き方なので、表現について我々事前に異論を差し挟めません。 

 

〇委員： 間違っても中央市場はそういう書き方はしてもらいたくない。一般会計からの繰入金

6,100 万円は、給料額と大体同じくなります。これが市場の赤字だという考え方をされると、勘

違いされます。 
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  〇会長 他に何かございませんか。 

    それではこれで、終了いたします。議事進行への御協力、ありがとうございました。 

 

７．閉 会（午後 4時 30 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、お疲れ

様でした。 


