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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 9 月 27 日（木）午後 3 時 00 分 

場  所：市場管理棟２階 大会議室 

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 

     中居委員、畑中委員、佐々木委員、坂野委員、乗上委員、杉山委員 

欠席委員：八百委員、門前委員 

事 務 局：工藤農林水産部長、畑崎市場長、寺地次長、岩見副参事、根岸主幹、山田主幹 

木立主査、梅花主事 

 

 

報告及び職員紹介 

 

○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、管理事務所の山田と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

当会は、平成 24 年度に入りまして、本日、初めての開催となっております。つきましては、

この度、4月 1日付けの人事異動により、事務局にも変更がありましたので、この場をお借りし

てご紹介させていただきます。まずは、中央卸売市場長になりました畑崎 茂でございます。 

 

○ 市場長  畑崎です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

次に、次長の寺地 圭次でございます。 

 

 ○ 次長   寺地です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  

施設担当の岩見 裕道でございます。 

 

○ 副参事   岩見です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

業務担当の私、山田 恵理子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

１．開 会 

 

○司 会  続きまして、本日の出席状況につきまして、ご報告いたします。本日は、八百委員、

門前委員がご都合によりご欠席でございますが、15名中、13名の委員に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充たしております。それでは、島脇

会長よりご挨拶をお願いいたします。 
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○会 長  本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、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、条例等の一部改正が、案件に上がってお

ります。今回の、条例等の一部改正内容は、国が概ね 5年ごとに定めることになっている「卸売市

場整備基本方針」が平成２２年１０月に策定され、また、国で規定した「中央卸売市場業務規程例」

が一部改正されました。同時に市場の事務運営にかかる国の考え方も一部改正がされております。

今回は、その中にある事務の簡素化を受けての条例や規則等の改正となっております。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。それでは、案件の報告に入らせていただきます。会議の議

長は、規則第 3条第 3項の規定により、島脇会長にお願いいたします。 

 

○会 長 それでは、議長を務めさせていただきますので、議事進行へのご協力をよろしくお願し

ます。それでは、案件 1「平成 24年八戸市中央卸売市場取扱高実績について」事務局から報告をお

願いします。 

 

○次 長 管理事務所の寺地と申します。よろしくお願いいたします。 

  それでは、私の方から、平成 24 年八戸市中央卸売市場取扱高実績について、ご報告させていただ

きます。座ったままで、説明させていただきます。 

 

 それでは、会議資料の１ページ目をお開き願います。資料の 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、集計した期間は、１月から８月までで開市日数は、１８１日でございま

した。その間の取扱数量は、６４，７０４㌧で、前年比は９５．９％、金額は、 

１２７億７６７２万円で、前年比は１０２．３％となっております。 

  

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各月の取扱数量、取扱金額、 

及びそれぞれの前年同月比を記載しております。野菜の８月は、ニンジンなどの入荷減等により、 

数量で９．４％、取扱高で１７．９％、前年同月を下回っております。 

 また、果実の６月においては、サクランボなどの不作により、数量で１８．１％、 

取扱高で１０．３％、前年同月を下回っております。 

 

 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。 

 野菜につきましては、年明けから干ばつ・冷え込みが続いたため、全般的に品薄傾向での 

スタートとなりました。 

また、春先の降雪・冷え込みの影響から定植遅れ・生育遅れの品目も多くなったため、入荷量は減

尐いたしました。その後、適度な降雨と気温上昇で生育は回復傾向となり、入荷量も昨年並みとな

りました。 
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なお、空梅雨気味の天候と夏場の猛暑の影響が心配されましたが、全体といたしましては、 

生育は、概ね順調でありますが、お盆過ぎからの残暑（猛暑）に加え、雨が尐ない状態と 

なっておりますので、一部の品目においては、高温・乾燥障害が懸念されるところであります。 

 

価格につきましては、本県産の大根が、低温の影響を受けて品薄高で取引されました。 

また、本県産ごぼうは、雪解けが遅く、春堀り作業に遅れが生じました。そのため、入荷の時期が

ずれ込んでの入荷増となりましたが、価格は上がらず、むしろ下げ気味の状態となりました。 

長いもは、ごぼう同様、掘り取り作業が大幅に遅れました。そのため、品薄感から下位の等級も底

上げとなり、全般的に好調な荷動きとなりました。 

 

 果実につきましては、野菜と同様、年明けからの厳しい寒さの影響で県内及び関東産も低温・曇の

影響を受けました。そのため、全般的に出荷が遅れ気味となり、入荷減の状態が続きました。 

その後、県内産と県外産の出荷時期が重なり、入荷は尐しずつ回復傾向となりました。 

 

価格につきましては、期間を通して、りんごの入荷量が尐なかったことにより、高値傾向が続きま

した。いちごは、寒さから、3 月まで入荷が尐なく単価は高めで推移しておりましたが、4 月に入

り、一気に産地からの出荷が増え、価格は落ち着きました。また、先程も月別取扱高のところで、

お話しましたとおり、県内産さくらんぼは、不作により、入荷は平年を大きく下回り、品薄高とな

りました。猛暑だった夏場には、メロン・すいかが潤沢に出回りましたが単価は安めで取引されま

した。桃は、県外産を中心に入荷され、堅調な荷動きとなりました。 

 

続きまして、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。 

 

  １の、取扱高ですが、集計した期間は、１月から８月までで、開市日数は、１７２日でございまし

た。その間の取扱数量は、１，４３７万３千本で、前年比は１０９．１％、金額は、 

８億 ７３８０万円で、前年比は１０６．９％となっております。 

 

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、各月の取扱数量、取扱金額及び

それぞれの前年同月比を記載しております。各月とも平年並み若しくは、平年を上回る取扱量、取

扱高であります。６月の鉢物については、全国的に花物・苗物が品薄状態になったことと、東北の

作付も減尐傾向にあるため、入荷量・取扱金額ともに減尐したものであります。 

 

 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、年明けからの寒波の影響で、生育遅れがみられた品目もありましたが、卒業・

入学など、各種行事の引き合いが強まったことにより、総じて入荷量は、平年を上回りました。 

その後、夏場になり、東北が主な産地となりましたが、高温のため開花が遅れ、作付けも例年より

尐なく、お盆中は品薄状態となった品目（スプレー菊、県内産カーネーション）もありました。 
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価格につきましては、菊が、当初、寒波の影響で生育に遅れが目立ち、入荷は減尐いたしましたが、

平年並みの価格で取引されました。 

その後は、暑さのため、全国的に品不足となり、中値から高値で取引されました。 

カーネーションは、春の終わりから県南産の出荷が始まり、安定した価格で取引されておりました。

しかし、夏に入り、暑さのため開花せず、主に県外産がやや高めに取引されました。バラは、主に

宮城県産を中心に平年並みの価格で取引されました。 

 

鉢物につきましては、切花同様、寒さの影響で全体的に成長が遅れており、種類は多いが、数は尐

ない状態が続きました。 

その後、春先から花苗・野菜苗、ゴーヤなどのつる植物がよく取引されました。 

６月になって、鉢物は、全国的に花物・苗物が品薄状態になったことと、東北の作付も減尐傾向に

あるため、入荷量、取扱額ともに減尐しました。 

価格につきましては、春先の卒業・入学シーズン向けとして、サイネリア・プリムラを中心に活発

に取引されました。 

夏場は、県内の苗物が平年並みの価格で取引されました。 

 

  以上で、取扱高実績の報告を終わります。 

 

○会 長 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。 

 

－ありませんとの声－ 

 

○会 長 次に、案件 2「八戸市中央卸売市場条例等の一部改正について」事務局から説明をお願

いします。 

 

○ 事務局  管理事務所の根岸と申します。よろしくお願いします。 

それでは、私のほうから、「八戸市中央卸売市場条例等の一部改正について」説明させていただき

ます。座って説明させていただきます。まず、資料の差替えがございます。資料２－１の５ページ

につきまして、規則の 60条第 1項が省略として抜けておりましたが、必要な部分ですので追加い

たしました。申し訳ございませんが、差替えをお願いします。 

では、お手元の資料２と資料２－１をご覧ください。資料２が概要をまとめたもので、資料２－１

がその条文と様式となります。 

説明は、資料２の方でさせていただきますので、資料２をご覧ください。1の改正の理由ですが、

中央卸売市場の業務については、国の卸売市場法によるほか、国で規定している「中央卸売市場業

務規程例」に準じて、各自治体で条例等を制定し運営しております。この度、その条例の基となっ

ている「中央卸売市場業務規程例」が一部改正されましたので、それに準じて八戸市中央卸売市場

条例も一部改正するものです。また、同時に卸売市場整備基本方針を踏まえて国で「中央卸売市場

における運営について」というものを策定しております。 
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これは、市場の業務指針に当たるもので、受託拒否の禁止の例外措置に関する要領や経営展望の策

定もその内容を受けてのものです。そして、その中で事務の簡素化も求めており、各市場でそれぞ

れ改正しているものです。因みに、盛岡市は２３年１２月、仙台市は平成２４年３月に改正してお

り、青森市といわき市は八戸市と同様、今年の１２月議会での改正を予定していると伺っておりま

す。また、改正する項目ですが、国より対象項目が指定されております。市場取引の根幹に係る部

分は除かれており、卸売業者が管理事務所に対して提出する書類の廃止又は保存義務がその内容に

なっております。その中で、業務上、指導する上で支障のないものを掲げております。 

 

それでは、２の改正の内容の要約を説明されていただきます。 

  まず、八戸市中央卸売市場条例についてですが、（1）の登録証の携帯等についてです。１７条にあ

りますが、せりに従事するときは、登録証を携帯し、せり人記章を着用しなければならないという

規定が任意規定となったため、その義務を廃止するものです。 

 

続いて、(2)の出荷奨励金の交付についてです。６５条にありますが、取扱品目の安定的供給の確

保を図るため、卸売業者が市長の承認を受けて、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができ

る規定について、現行の事前承認制から事後の報告制に変更するものです。 

 

続いて、(3)の買受代金の即時支払義務についてです。66 条にありますが、卸売業者が、仲卸又は

買参人との間で支払猶予の特約を結んだときは、その書面を市長に届け出なければならない規定に

ついて、市長への届出を省略し保存義務とします。これにより、資料２－１の１３ページをご覧く

ださい。支払猶予特約変更届出書が廃止となります。 

 

続いて、資料２に戻りまして、(4)の完納奨励金の交付についてです。68 条にありますが、卸売代

金の期限内の完納を奨励するため、卸売業者が市長の承認を受けて、仲卸業者又は売買参加者に対

して完納奨励金を交付することができる規定について、事前の承認制から事後の報告制に変更しま

す。 

 

続いて、八戸市中央卸売市場条例施行規則になりますが、(1)のせり売り以外の方法による販売担

当者についてです。14条にありますが、せり売以外の方法で物品を卸売しようとするときは、卸売

業者はあらかじめ市長に届け出なければならないという規定について、届出を廃止し保存義務とし

ます。 

これにより、資料２－１の７ページをご覧ください。販売担当者変更届出書が廃止となります。 

 

続いて資料２に戻りまして、(2)の上場の順位についてです。40 条にありますが、同一品目に属す

る物品については、受託物品を自己の計算による卸売物品（これは買付け品のことです。）に優先

して上場しなければならないが、それによりがたいときは、市長に届け出で上場の順位を変更する

ことができるという規定について、市長への届出を廃止します。 
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続いて、裏面に移りまして、(3)の現品又は見本による卸売についてです。42 条にありますが、卸

売は、現品又は見本によって行わなければならないが、銘柄による取引慣習があるときは、市長に

届け出てその慣習によることができるという規定について、市長への届出を廃止します。 

 

続いて、(4)の指値等のある受託物品の措置についてです。 

45条にありますが、卸売業者は、受託物品に指値その他の条件があるときは、その品目等を市長に

提出しなければならないという規定について、市長への届出を廃止し保存義務とします。これによ

り、資料２－１の８ページをご覧ください。指値等条件付受託物品届出書が廃止となります。 

 

続いて資料２に戻りまして、(5)の委託条件にそえない場合の措置です。46 条にありますが、卸売

業者は、指値その他の条件がある物品について、直ちに販売しなければ、委託者に著しい損害を及

ぼすおそれがあると認めるときは、市長の承認を受けて指値その他の条件がなかったものとして販

売することができるという規定について、市長への届出を廃止します。これにより、資料２－１の

９ページをご覧ください。販売条件変更承認申請書と続く 10 ページの販売条件変更証明書が廃止

となります。 

 

続いて、資料の１に戻りまして、(6)の販売原票等の作成です。60 条にありますが、販売原票、売

渡票を作成し、その写しを当日中に市長に提出しなければならないという規定について、事後にま

とめて提出できるようにします。 

 

続いて、(7)の 売買仕切書についてです。69条にありますが、卸売業者は、売買仕切書を委託者に

送付したときは、直ちにその写しを市長に提出しなければならないという規定について廃止します。 

 

続いて、(8)の使用料の納期ですが、月額で定められている施設使用料は毎月 25日までにその月分

を納付しなければならないという規定について、駐車場使用料については前納が可能なように変更

します。 

 

続いて、これに関連した要領についての改正です。 

(1) の販売原票取扱要領についてですが、規則の（６）で説明した販売原票の副本を事後にまとめ

て提出することから、毎日の提出だった部分を、毎月 10日までに前月分の副本を提出するよう

に提出頻度を下げます。続いて、(2)の出荷奨励金取扱要領ですが、条例の（２）で述べた出荷

奨励金を事後報告にすることから、毎月 10日までに前月分の支出状況について報告していた部

分を、４半期ごと（3 ヶ月に 1 回）の報告に提出頻度を下げます。ここで、資料の２－１の２

０ページをご覧ください。出荷奨励金の支出明細書について、花き部の分についてはランクが

ないため廃止となります。続いて資料２に戻りまして、(3)の支払猶予の特約に関する要領です

が、条例の（３）で述べた売買代金の即時支払い義務について、届出ではなく保存義務となり

ましたので、届出の規定である要領を廃止します。これにより、資料２－１の２１ページをご

覧ください。買受代金支払状況報告書が削除となります。 
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続いて、資料２に戻りまして、(4)の完納奨励金取扱要領ですが、条例の（４）で述べた完納奨励

金を事後報告制にすることから、資料２－１の 23 ページをご覧ください。支出明細表を廃止しま

す。 

改正予定は以上のとおりです。 

なお、このスケジュールとして、24 年 12 月に市議会定例会への条例改正案の提案及び農林水産省

への認可申請をして、25 年４月に改正条例施行となる運びですが、今後の農水省との調整により、

表現方法等、微調整が入る可能性もあることをご了承願います。説明は以上でございます。 

 

○会 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、ご質問があればお願いいたします。 

 

○委 員 これは、もう尐し具体的に詳しく説明を受けたい場合は、個別に対応してもらえるので

すか。 

 

○会 長 はい。事務局で対応いたします。 

 

○委 員 今、たくさんのことを棒読みで言われても見たことがないものばかりで、個別に対応し

てもらいたいと思います。 

 

○事務局 はい。いつでも私たちの事務所で対応いたします。 

 

○委 員 ２の（１）のせり人についてですが、せり人記章をつけなくてもいいとなれば、誰でも

せりができるのですか。みかけでは分からないわけですよね。 

 

○事務局 今までは、条例上着けなければなりませんでしたが、これからは着けてもいいし、着け

なくてもいい、ということでございます。せり人記章を着けなければ分からないということですが、

ほとんどの方は、せり人試験を通っておりますので、そのような可能性は尐ないと思っております。 

 

○委 員 卸売会社は分かりますが、仲卸や買参人が何者であるのか、せりをやる資格があるかど

うか分からないわけですよ。 

 

○事務局 卸売会社は、３年の実績を積んでから、せり人の登録をしてもらっておりますし、また、

せり人の資格を持っていないと取引させないわけですから、実際、支障は出てこないと考えていま

す。 

 

○委 員 何も着けていなければ誰でも販売できる、というふうに解釈できるわけですよ。 

 

○事務局 誰がやっていても分からないということですね。それは、資格が無い人がやっていても、

分からないということですね。卸の方も３年の実績が無い人にせりをやらせるわけが無いと思いま

す。 
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○委 員 ちょっといいですか。せりに従事するときは、登録証を携帯し、の所です。 

その部分については、携帯する必要は無いでしょう、ということで理解していただいて、ただ、記

章については、今までどおり着けたままで頑張りたいなと考えています。そういうふうに、解釈し

てもらえればと思います。記章は、我々の勲章だと思います。 

 

○事務局 文言的にそうですが、実際は着けて行うということですね。 

 

○会 長 他市はどうなっていますか。 

 

○事務局 各自治体で対応しています。秋田でもせり人登録の条文を削除したと聞いております。 

 

○会 長 文言はそのままで、実際は両卸とも着用させて分かる形でやっていけばよいのではない

かと思います。 

 

○委 員 せり人ではない人に、せりはやらせていません。せり人記章は着けさせたほうがいいと

思います。 

 

○委 員 相対はどうでしょうか。 

 

○委 員 あくまでも、せりに従事するときは着けて行うということです。先程も申したとおり、

卸としては、文言はそのまま決めて頂くとして、登録証は持たなくてもいい、という形は許してい

ただいて、ただ、せり人記章に関しては、我々としては、着けます、着けさせます、ということを

繰り返して言っておきたいと思います。 

 

○会 長 他に何かございませんか。 

 

－ありませんとの声－ 

 

   無いようですので、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。 

 

２．閉 会 

 

○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。 


