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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 8 月 30 日（金）午後 2 時 00 分 

場  所：市場管理棟２階 大会議室 

出席委員：小屋敷会長、外澤副会長、横町委員、松橋委員、伊藤委員、小山委員、川﨑委員、 

高野委員、中居委員、畠山委員、佐々木委員、門前委員、木村委員、乗上委員、 

杉山委員 

欠席委員：なし 

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、吉田主幹、根岸主幹、 

木立主幹、櫻井主査 

 

 

報告及び職員紹介 

 

○司 会 お待たせいたしました。本日は、畠山委員から、所用により遅れて到着する連絡を頂戴 

しておりますが、定刻となりましたので、はじめさせていただきます。 

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

務所の吉田と申します。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、島脇会長が、

6月 7日をもって退任しておられます。 

市議会からは、新たに小屋敷議員をご推薦いただき、7 月 19 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、櫻井主査でございます。 

 

○主 査 櫻井です。どうぞよろしくお願いします。 

 

○司 会 そして、私、吉田です。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、八戸市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、15 名中 14 名の委員にご出席を

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。 

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 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。  
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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。                                        

当卸売市場におきましては、国の第 9 次卸売市場整備基本方針に基づき、今年 1 月に市場運営 

のあり方などを明確にした「八戸市中央卸売市場経営展望」を策定しました。 

その中の基本戦略のひとつに設備環境の改善がございますが、今年度、青果部の荷捌き上屋の 

  建設を進めさせていただい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、更に「経営展 

  望」の基本戦略を着実に実行していき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。どうぞ、よろしくお願いいたし

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

外澤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

力をお願いいたします。 

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。はい、Ｂ委員。 

 

○Ｂ委員 会長に、小屋敷孝委員を推薦いたします。 

 

○副会長 ただいま、Ｂ委員から小屋敷孝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、小屋敷孝委員に会長をお願いするということで、決定



3 

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 外澤副会長、ありがとうございました。それでは、小屋敷会長、議長席へお願いいたし

ます。 

 

 

３．会長挨拶 

 

○司 会  では、小屋敷会長から就任の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 ただいま、会長の任をおおせつかりました、八戸市議会経済常任委員長の小屋敷でござ

います。限られた期間となりますけれども、会長の任を全うしてまいりたいと考えておりますの

で、どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。 

本日は、大変お忙しい中、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、「取扱高実績の報告」と、「荷捌き上屋の使用料につい

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。小屋敷会長には、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。 

 

 

４．協議案件 

 

○会 長 早速ではございますが、４の協議案件について、進めていきたいと思います。 

まず、案件１の「平成 25年(1月～7月)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。 

 

〇次 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 25 年の 1 月から 7 月までの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７

月までで開市日数は 153日でございました。その間の取扱数量は、５８，６０４㌧で、前年比は

１０７．０％、金額は、１０５億 ７,５８５万６千円で、前年比は９３．６％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、上段が各月の取扱数量と前年

同月比、下段が取扱金額と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。 

   野菜につきましては、年明けは、低温の影響で品薄傾向でありましたが、２月、３月は適度な

降雨と気温の高い日も続き好天に恵まれ、日照量も多かったため、各品目とも増加傾向となりま

した。その後、気温の高低差が大きく、４月後半からの低温と北海道・東北の産地は乾燥気味の 
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  天候も加わり出遅れが懸念されましたが、５月中旬からの気温の上昇に伴い、徐々に回復し潤 

  沢に出回りました。東北・沖縄を除いて、平年より早い５月から梅雨に入った地域が多かった 

ものの、降雨量が少なく６月に入って干ばつの影響が徐々に現れました。また、７月上旬に関 

東以西では記録的な速さで梅雨明けとなったものの、関東以西の猛暑、北陸・東北地方では梅 

雨が長引き、気温の低い日が続くなど、天候不順のため全般的に品薄傾向が続きました。 

価格については、ほうれん草の入荷量が前年を上回り、安定した相場となりました。県内産 

大根は、春の天候不順などの生育遅れにより、７月上旬までは品薄高傾向でありましたが、中 

旬以降は潤沢な入荷と高値崩れで軟調に推移しました。ごぼうは、１月以降潤沢な入荷量とな 

ったこともあり、単価安が続きました。ながいもは、年明けは消費の動きが好調で基調高が続 

きましたが、３月からの春堀りが本格的となり、順調に入荷増となったため、３月、４月は、 

単価安となりました。 

   果実につきましては、野菜と同様、年末から年明けにかけて、厳しい寒さの影響を心配され 

  ましたが、その後も気温の低い日もあったものの、日照量に恵まれました。また、４月下旬か 

  ら低温続きで桜の開花も遅れたものの、５月中旬からは気温の上昇に伴い、序々に回復傾向と 

  なりました。 

   価格については、りんごは、昨年は品薄高でありましたが、潤沢な入荷となり、価格は前年 

  を下回りました。いちごは、３月中旬より入荷が増え、軟調相場で推移しましたが、４月以降 

  ５月までは、需要が活発で荷動きが良好となり、単価高で推移しました。さくらんぼは、６月 

  に県内産が始まり、昨年は不作でありましたが、近年にない豊作で入荷量が大幅に昨年を上回 

  りましたが、昨年より単価安となりました。スイカは、数量・金額ともに前年を上回りました。 

   

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 7月までで、開市日数は 165日でございました。その間の取扱数量は、１，０８２万４千本 

で、前年比は８９．０％、金額は、６億９，２３２万９千円で、前年比は９３．８％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、上段が各月の取扱 

数量と前年同月比、下段が取扱金額と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、年明けの厳しい寒さの影響で商品の動きも鈍く、産地からの入荷の不 

安定な状況が続きましたが、２月下旬には贈答用の需要が増加傾向となりました。３月になり 

沖縄産菊が潤沢な入荷となり、また、カーネーションは国産・輸入ともに潤沢な入荷となりま 

した。４月は、低温が続き、菊・スプレー菊が開花不順となり、入荷減となりました。カーネ 

ーションは、母の日需要で引き合いが強く、品質が良い国産品に注目が集まりました。 

 価格については、１月は、スプレー菊、カーネーション、バラともに安定した価格で取引さ 

れました。３月に入り、菊は、沖縄県産が潤沢に入荷し、特に黄色が少なく高値で取引されま 

した。また、カーネーションは、国産・輸入ともに引き合いも良く安定した価格で取引されま 

した。７月には、八戸近郊の一輪菊やトルコキキョウなどの出荷が始まり、中値から高値で取 

引されました。バラは、宮城県産が多く、安定した価格で取引されました。 

鉢物につきましては、鉢物は、燃料高騰でハウス加温が厳しい状況が続き生育が大幅に遅れ 

ました。１月は、シクラメンやシンビジュウムの入荷が多く、平年並の価格で取引されました。

春先の卒業・入学シーズンには、鉢物は卒業・入学向けとしてサイネリア、プリムラ、蘭類が 

活発に取引された。５月に入って前半は天候不順のため、動きが鈍かったが、後半は大鉢から 

苗物まで活発に取引され、苗物はやや高値で取引されました。 
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   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、ご質問があればおねがいします。 

 

－ありませんとの声－ 

 

○会 長 よろしいでしょうか。無いようでございますので次にまいります。 

次に、案件２の「荷捌き上屋の使用料について」であります。こちらも事務局から報告をお 

願いいたします。 

 

○主 幹 中央卸売市場主幹の根岸です。本日はよろしくお願いします。 

それでは、私の方から本日の案件であります、荷捌き上屋の使用料についてご説明させてい 

ただきます。座って説明させていただきます。 

お手元の、「案件２の荷捌き上屋の使用料について」をご覧ください。 

まず、１の建設の経緯ですが、現在、卸売場への青果物等の搬出入は青空駐車場で行なって 

いるため、降雨時などの悪天候時には荷が濡れたり、また作業従事者の安全・健康の面からも、

上屋建設の要望が従来からありました。このため、悪天候及び炎天下における生鮮食料品の品 

質管理、また積雪時におけるフォークリフトの安全運転の確保や荷捌き従事者の健康保持のた 

めに卸売場の南側に隣接して荷捌き上屋を建設いたします。 

つまり、卸売場の八食センター側の駐車場に大きな屋根を架けるものです。 

２の施設の概要としまして、幅は約 100 メートル、奥行きは約 20 メートル、高さは有効作 

業高さ、一番低い所で約 5 メートルでございまして、構造は鉄骨造りでございます。 

そして、３の完成時期ですが、平成２６年３月を予定しております。 

続いて、４の使用料金と算定根拠についてですが、⑴使用料の目的としまして、市場の施設 

整備、維持管理、市場内業者の指導監督及び施設整備に係る公債費の償還など、市場の管理運 

営を行うために必要な経費を賄うために使用料を徴収いたします。そして、⑵の使用料金ですが、

こちらは、八戸市中央卸売市場条例で１平方メートル当たり月額１５０円とし、同施行規則で 

１平方メートル当たり月額１２０円としたいと思います。なお、このように 2つで規定するのは、

八戸市中央卸売市場条例第７６条に、「市場の使用料は別表第４の金額の範囲内で規則で定める」

とあることから、条例と施行規則の両方で設定するものです。因みに、施行規則での金額は、概

ね条例の８割程度となっております。 

続いて、⑶の算定根拠ですが、業界の経営について過度の負担とならないように、また、荷捌

き上屋は卸売場のプラットホーム的な役割であることから、現状の卸売場の使用料と同額とする

ものです。 

以上で説明を終わります。 

 

○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します。はい、Ｃ委

員。 

 

 〇Ｃ委員 使用料のことですが、負担金はどういう形で負担するのか。 

 

〇次 長 使用する方、卸売業者、中卸業者、売買参加者の組合の皆さんで、ご負担いただくこ 

とになります。  
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〇Ｃ委員 使用料は、どのくらいになるのでしょうか。 

 

〇次 長 １２０円で計算しますと月額２４万円（税別）となります。 

 

〇Ｃ委員 月２４万円ということなんですが、我々生産者からみると、今までも雪や雨が降った 

りと大変だったので上屋が出来れば大変ありがたいことであります。ただ、各業者の負担が増 

える心配がありますが、月２４万円ですと経営上何とかカバー出来る範囲なのかなと思います。 

  

〇会 長 他にありませんか。はい、Ｄ委員。 

 

〇Ｄ委員 魚市場の使用料は、どのくらいになっているのですか。 

 

〇部 長 魚市場につきましては、取扱金額の 1,000分の３の使用料をいただくということで、 

 場所ごとの使用料ということではございません。 

 

〇会 長 他にありませんか。よろしいでしょうか。ありませんということでございますので、 

 ただ今の案件は以上で終了いたします。 

 

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、他に何かございましたらお願いい 

たします。はい、Ｅ委員。 

 

〇Ｅ委員 案件２の上屋の使用料について、各業者への負担についてはどう考えていますか。 

 

〇次 長 今までにも何回か説明をしておりまして、ある程度の比率で卸売が一番比率が高く、仲 

卸と買参は同じ比率ということで考えております。現在、それぞれの業界の方々とも協議を重ね 

ております。 

 

〇会 長 よろしいでしょうか。他に何かありませんか。 

 

－ありませんとの声－ 

 

〇会 長 それでは、これで案件審議を終了いたします。議事進行へのご協力ありがとうございま 

した。 

 

６．閉 会 

 

○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。 


