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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 25 年 2 月 15 日（金）午後 4 時 00 分 

場  所：八戸プラザホテル アーバンホール「あずさ」 

出席委員：島脇会長、松橋委員、伊藤委員、小山委員、川﨑委員、中居委員、門前委員、佐々木委員、

高野委員、乗上委員、杉山委員 

欠席委員：外澤副会長、横町委員、坂野委員、畑中委員 

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、山田主幹、木立主査、 

石木田主査、梅花主事 

 

 

報告 

 

○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。 

まず、本日の出席状況ですが、外澤委員、畑中委員、坂野委員がご都合によりご欠席でござい

ますが、１５名中１１名が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

規定により、会議が成立することをご報告いたします。 

続きまして、資料の確認をさせていただきます。資料は事前にお配りしておりました次第、委

員名簿、案件１から３までの資料、経営展望の冊子です。不足等ございましたら、事務局までお

申し出をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

それでは、はじめに市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

 

○市 長  それでは、一言ご挨拶申し上げます。 

   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、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、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おり、また、少子高齢化の進行や長引く景気低迷の中で、厳しさが増し

ているところであります。 

   このような中、当市場では、平成２２年１０月に農林水産省が策定した第９次卸売市場整備基

本方針に基づき、今後の市場運営のあり方を明確にし、また市場機能の維持・強化を図るため、

「経営展望」を策定したところであります。 

今後とも、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

給に努めるとともに、さらなる卸売市場の活性化と機能強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、挨拶といたします。 
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○司 会  続きまして、島脇会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○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。   

    前回 9 月の会議に続く、今年度 2 回目の会議ということになりますが、次第にありますように、

昨年 1 年間の取扱実績と 23 年度の決算報告、そしてちょうど 1 年前の当協議会で案件として報

告いただいた「経営展望」が完成したとのことで、その報告がございます。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。 

 

○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。 

 

○事務局  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、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」ご報告いたします。 

会議資料のクリップをはずしていただきまして、Ａ４横の右の上に案件１と書いてある資料でご

ざいます。それでは、座って、ご説明させて頂きます。  

１ページは、青果部の実績で、２ページ目は花き部の実績でございます。初めに、１ページの青

果部の実績を説明させて頂きます。 

１の取扱高でございますが、昨年１月から１２月までの実績となりますが、開市日数２７４日

で平成２３年より２日多く開市いたしました。取扱数量は、１０万９，７４５トンで、前年比９

８．１％、取扱金額は、１９６億４，８１８万７千円で、前年比９８．８％となりました。 

２は、月別取扱高でございますが、野菜、果実、その他の区分ごとに、点線の上が取扱数量、

下が取扱金額となっており、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。 

「野菜」の入荷量につきましては、年明けから春先の「干ばつ」と「冷え込み」や夏場の猛暑の 

影響で入荷量は、やや減少いたしましたが、全体的には、生育状況は、概ね順調で前年並みの 

数量となりました。 

価格につきましては、８月から１０月の夏場は、猛暑や残暑の影響を受けたものの、本県産の

大根は春先まで品薄高で取引され、また、本県産のごぼうについては、雪解けの遅れによる春堀

り作業が遅れたものの、消費需要が活発で高値相場となりました。その他にも、ネギや長いもに

ついても好調な荷動きとなりました。年間取扱高は、上の表の野菜の合計欄にありますとおり、

数量が前年比９９．３パーセント、金額で前年比９９．２パーセントとなりました。 

「果実」につきましては、野菜同様、厳しい冷え込みのため、入荷量が前年を下回る月が続きま

した。その後、入荷は少しずつ回復に向かい、秋口からは、りんごを中心に潤沢な入荷量となり

ました。 
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価格につきましては、りんごが、９月ごろまで入荷減による高値が続きました。その後は、入

荷量は前年並みまで回復しましたが、着色遅れや着色不足が生じ、価格は下回りました。いちご

は、寒さにより３月まで単価高で推移しておりましたが、４月になり、一気に産地からの出荷が

増加し、価格は落ち着きました。県内産さくらんぼは、不作により、品薄高となりました。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９２．９パーセント、金額で

前年比９７．４パーセントとなりました。 

続きまして、２ページをご覧ください。 

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月までの実績となりますが、

開市日数２５９日で平成２３年より１日少なく開市いたしました。取扱数量は、 ２，１０９万

２千本で、前年比１０５．３％、取扱金額は、 １３億６５２万円で、前年比１０３．８％と平

成２３年より増加いたしました。 

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、点線の上が取扱数量、下が取

扱金額となっており、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、卒業・入学、母の日などの各種行事において需要が高まり、入荷量は

前年を上回りました。その後は、夏場の高温、秋の台風の影響を受けて開花が遅れ、品薄傾向が

続きました。 

価格につきましては、菊が年明けからの冷え込みの影響で入荷減となりましたが、平年並みの

価格で取引されました。その後は、夏に入り、暑さの影響で、菊やカーネーションが品不足とな

り、中値から高値で取引されました。バラは、宮城県産を中心に平年並みの価格となりました。 

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１０５．７パーセント、

金額で前年比１０３．９パーセントとなりました。 

「鉢物」につきましては、切花同様、厳しい冷え込みのため、全体的に成長が遅れ、種類は多いが、

数は少ない状態が続きました。春先からは、花苗・野菜苗、ゴーヤなどのつる植物が取引されま

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、活発に取引が行われました。 

夏場は、県内の苗物を中心に、また、秋からは主に蘭類が平年並みの価格で取引されました。 

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９１．１パーセント、金

額で前年比９６．６パーセントとなりました。 

  以上で、平成２４年八戸市中央卸売市場取扱高実績報告を終わります。 

 

○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特別会計の収支概況について」事務局から説明を

お願いします。 
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○事務局  それでは、案件２「平成２３年度 中央卸売市場特別会計の収支概況について」をご

説明させていただきます。Ａ４たての、右上に案件２と書かれた資料をご覧ください。 

それでは、座って、ご説明させて頂きます。 

まず、１枚目の表の上の「歳入」の枠をご覧ください。 

１の卸売市場使用料でございますが、（１）の市場使用料と（２）付属施設等使用料がございま

して、（１）の市場使用料は、卸売金額等の０．３％に相当する売上高割使用料で、 

６，４８１万８千円でございます。（２）付属施設等使用料は、卸売場や事務所などの施設に係

る面積割の使用料で、８，７５３万５千円となり、合計で１億５，２３５万３千円でございます。 

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

７，５１３万４千円でございます。 

次に４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、７０１万１千円でございます。 

続きまして、５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 

３，４６３万９千円でございます。 

続きまして、６の「中央卸売市場整備事業債」、こちらは、東日本震災で工事が延びたことに

より２３年度扱いになった外灯改修工事と２３年度に工事を行った卸売場の床面補修工事の財

源として借り入れたもので、２，８２０万円となります。歳入を合計しますと  

２億９，７３３万９千円でございます。 

また、平成２２年度と比較しますと、合計で４，０４６万７千円の増額となっております。 

主な理由といたしましては、職員の育児休業が終了したことによる人件費の増に伴う３の一般会

計繰入金が増えたことと、６の中央卸売市場整備事業債のうち外灯改修工事分の 

１，７５０万円が震災の影響で、平成２２年度から平成２３年度の歳入となったためでございま

す。 

次に、歳出の表をご覧ください。 

１の「給料」から３の「共済費」までは管理事務所の職員１０名の人件費分で、４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６，６６６万９千円で

ございます。 

次に７の「需用費」でございますが、主なものといたしましては、（４）の電気料金や水道料

金などの光熱水費の２，３７５万１千円と、（５）市場施設などの修繕に伴う、修繕料の 

１，５９９万２千円で、合計しますと４，１０４万７千円でございます。 

続きまして、９の「委託料」でございますが、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５，５５４万２千円でございます。 

続きまして２枚目をご覧ください。 

１１の「工事請負費」、こちらは歳入の６の「中央卸売市場整備事業債」とリンクしておりま

す。東日本震災で工事が延びたことにより、完成が平成２３年度になった外灯改修工事と平成２

３年度に予定していた卸売場の床面補修工事を足した金額で、２，８２８万１千円となります。 

 

続きまして、１９の「公債費」をご覧ください。 

 

 

平成２５年２月

１５日運営協議

会読み原稿（案

件２） 
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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 

６，８２３万円、その利子が１，５９２万８千円でございます。 

以上、歳出を合計しますと２億８，７０９万１千円となるものでございます。 

また、平成２２年度と比較しますと、合計で３，７２３万１千円の増額となっております。主

な理由といたしましては、歳入のところでも申しましたが、１の職員の人件費と３の共済費が、

育児休業を終了したことにより増えたこと、９の委託料の（１０)除雪業務委託料、（１３）統計

機能修正業務委託料が増えたこと、１１の工事請負費で、平成２２年度に完成予定の外灯改修工

事が東日本震災より、平成２３年度に延びたことによるものでございます。 

続きまして、２枚目の中段の収支のところをご覧ください。 

歳入から歳出を引いた増減額はプラス１,０２４万８千円でございます。この額は、翌年度、  

２４年度の歳入の「前年度繰越金」に計上されることになります。 

以上で案件２の説明を終わらせていただきます。 

 

○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  歳出のほうの１９番の公債費の残高はどれくらいあるんでしょうか。 

 

○事務局  だいたい５億くらいです。 

 

○委 員  あと何年くらいの償還なんでしょう。 

 

○事務局  平成３６年までです。 

 

○会 長  よろしいですか。 

 

○市 長  表の一番下のところですけど、今のところはこの額ですけど、毎年変わってくるわけ

でございます。 

 

○市場長  償還の終わった工事もあれば、これからの工事もあるわけです。 

 

○委 員  利息も随分高いもんだと思いまして。 

 

○会 長  それでは、あとよろしいでしょうか。では、「八戸市中央卸売市場経営展望策定につ

いて」事務局から報告をお願いしします。 

 

○事務局  それでは、案件 3「八戸市中央卸売市場 経営展望の策定について」ご報告いたしま

す。Ａ４縦の右上に案件３と書いてある資料をご覧ください。それでは、座って、説明させて頂

きます。 
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初めに、策定の根拠でございますが、平成２２年１０月に国で策定した第９次卸売市場整備

基本方針において、中央卸売市場は「経営展望」を策定するように示されたものであります。 

続きまして策定の趣旨でございますが、卸売市場を取巻く環境は、人口減少による市場規模

の縮小や市場外流通の増加、など、年々厳しさが増しており、これらの課題に対し、開設者や卸

売業者などの業界関係者および学識経験者や消費者代表を加え、今後の八戸市中央卸売市場のあ

り方を検討し、市場全体としての位置づけを図るという観点から策定したものであります。策定

委員のメンバーは、八戸大学の田中教授を会長にお願いしまして、学識経験者 3名、消費者代表

2名、市場関係者 14名の計 19名で策定しました。策定の経過でございますが、第 1回目を 7月

3 日に開催し、その後９月まで、出荷者・購入者へのアンケート調査を実施するとともに、盛岡

市中央卸売市場と東京都の大田市場の現地調査を実施しました。2 回目以降は、アンケートや他

市場の調査結果を踏まえ、青果と花きの各部会ごとに協議し、計 4回開催し取りまとめたもので

ございます。 

続きまして、概要でございますが、A３の別紙「八戸市中央卸売市場経営展望」（概要版）でご

説明させて頂きます。詳細な内容につきましては、お手元にお配りしてございます冊子になって

いる「八戸市中央卸売市場経営展望」を、後程、ご覧いただきたいと思います。それでは、２枚

目の別紙Ａ３の「八戸市中央卸売市場経営展望」（概要版）をご覧ください。 

一番上に策定の趣旨がございますが、先程、述べさせていただきましたので、省略させていただ

きます。内容といたしましては、第 1部から第３部の構成になっておりますが、第１部は、当市

場を取り巻く環境として、「市場の予算構造」、「取扱高使用料、施設使用料の推移」、「八戸市の

人口等の推移」および「八戸市の農業の現状」について述べております。 

第２部といたしましては、当市場の取扱数量、取扱金額の推移等として、「国内の総流通量か

らみた市場経由量」、「取扱数量、金額等の推移」、「売買参加者、買出人等の変化」について、述

べており、また、全国の中央卸売市場の取扱高平均と当市場を比較しております。 

第３部はまとめになる基本戦略ですが、第３部の前半は、八戸市中央卸売市場を取り巻く環境

の評価として、第 1 に、外部環境の評価しており、「卸売市場をめぐる環境の変化」、「当市場の

出荷者・購入者からのアンケート調査結果の分析」、「盛岡市中央卸売市場・大田市場など他市場

の現状調査」、「当市場の地理的・経済的・社会的条件の分析」を行い、機会として、「産地市場

の優位性を発揮できる」、「立地において利便性が高い」などを挙げております。脅威としては、

「人口・世帯構造の変化」、「出荷団体の大型化」、「他市場の競争激化」などを挙げております。 

次に内部環境の評価として、「施設・設備の他市場との比較による経営資源の分析」や「マー

ケティング力や品揃えの充実などの経営能力の分析」を行い、強みとして、「ながいも、にんに

く、ごぼうなど産地市場の優位性」、「八幡馬ブランドの段ボール箱の統一化」、「野菜ソムリエの

資格取得による専門性の向上」など挙げております。弱みとしては、「冷蔵、定温管理の対応が

不十分」、「荷捌施設上屋等の充実が求められている」などを挙げております。その結果を踏まえ、

資料の右側に示してある基本戦略（実施計画）は、取り組みの方向性を示したものであります。  

具体的には、 

① 市場経営の安定性を確保するソフト面からは、「集荷力・販売力を中心とするマーケティング能力の

向上」、「経営を担う従業員の質的向上」、「情報受発信能力の向上」を取り組みに挙げております。 
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② 市場経営の安定性を確保するハード面からは、「荷捌き上屋の建設」、「冷蔵・定温機能の確保」

など６項目を挙げております。 

③ 情報受発信機能の充実、 

④ 食育・花育教育との関わりとしては、 

「大人の市場見学の強化」、「食育・花育に積極的に参加」、「マスメディアなどを活用し、広報活

動の強化」などを挙げております。 

⑤ 環境問題の取り組みといたしまして、「現在、電動化率が約６０％のフォークリフトを平成２９

年度までには、１００％にすること」や「二酸化炭素排出量を平成２６年度までに、平成１９

年度比５．２％以上削減すること」また、「市場内廃棄物を平成２７年度までに平成１９年度比

２０％以上削減」することを挙げております。 

⑥ 安全・安心な市場づくりの取り組みとしては、 

「平成２６年度までに、ＢＣＰ（事業継続計画）を市場内各社で策定する」、 

「災害時に対応できる機器導入の検討」、「被災者に対する供給支援」、 

「平成２４年９月に締結した全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定の活用」など

安全・安心な市場づくりを強化することとしております。 

 

以上の基本戦略について、今後、卸売業者、仲卸売業者、売買参加者の利害を超えて、当市場全

体で取り組んでいく方向性を示したものであります。 

以上で「八戸市中央卸売市場「経営展望」策定の報告についての報告を終わります。 

 

○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します。 

 

○会 長  予定の案件は以上となりますが、委員の皆様から、他に何かございましたらお願いい

たします。 

 

○委 員  栄養士会でございますけれども、昨年６月市場を見学させていただき、いろいろ学ば

せてもらいありがとうございました。この前、八戸地域保健医療推進協議会に出席したんですが、

その中で、健康青森２１の八戸圏域版の最重要項目というのがありまして、栄養食生活の項目の

なかで野菜摂取不足というのがありました。目標値は一日３５０ｇ以上となっているんですが、

平成８年が２８９ｇ、平成１７年が２７７ｇ、平成２２年が２６６ｇと年々減少してるというこ

とでございました。栄養士会では、今後、食事バランスガイドを活用した食育活動を展開してい

く必要を感じております。成人病予防には野菜の効果というのが大きいと思いますので、野菜摂

取量を安定して取るということで、皆様方からご協力を頂くこともあると思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

○会 長  他に何かございませんか。 

 

－ありませんとの声－ 
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 ○会 長  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。 

 

○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。 


