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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 26年 2月 12日（水）午後 4時 

場  所：八戸プラザホテル 2階 桜の間 

出席委員：小屋敷会長、小山副会長、松橋委員、岡沼委員、横町委員、外澤委員、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、平委員 

八 戸 市：小林市長、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、山田主幹、木立主幹、櫻井主査 

 

 

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、管理事務所の吉田と申します。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。 

    小屋敷 孝 様 

 

○市長 委嘱状、小屋敷 孝 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 26年 2月 12日から平成 28年 1月 31日までとします。平成 26年 2月 12日、八戸市長    

小林 眞。 

 

  ○司会 松橋菊代 様 

 

  ○市長 委嘱状、松橋菊代 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 岡沼栄比子 様 

 

  ○市長 委嘱状、岡沼栄比子 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 高野 博 様 

 

  ○市長 委嘱状、高野 博 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 畠山真一 様 

 

  ○市長 委嘱状、畠山真一 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 木村清美 様 

 

  ○市長 委嘱状、木村清美 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 平 さよ 様 

 

  ○市長 委嘱状、平 さよ 様。以下同文です。よろしくお願いします。 

 

  ○司会 なお、本日ご欠席された豊巻智子様には、後日、お渡しさせていただきます。 

 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。 

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るとともに、情勢の変化に的確に対応し、市場機能を十分発揮

するため、卸売市場の機能強化に取り組んで参りたいと考えており、その一つとして、現在、

品質管理の向上と作業従事者の健康保持のために、荷さばき上屋を建設中であり、3 月下旬

には完成予定でございます。 

どうか、委員の皆様には、様々な見地から忌憚のないご意見を賜り、今後とも、市場の公

正かつ円滑な運営と市政発展のため、ご理解とご協力をいただき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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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名中、14名の委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、会長が決まるまでの間、暫時、議長を務めさせていただきます。議事進行

へのご協力をお願いいたします。 

 

 

⑴ 会長選任 

⑵ 副会長選任 

   

○市長 それでは、会長及び副会長の選任を行います。会長及び副会長の選任は、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。 

    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、指名推薦とのご発言がございましたが、ご異議はございませんか。 

 

   －異議なしの声－ 

 

○市長 ご異議なしと認め、選任の方法は指名推薦といたします。どなたか、ご推薦願います。 

 

  ○委員 小屋敷委員を会長に、小山委員を副会長に推薦いたします。 

 

  ○市長 ただいま、小屋敷委員を会長に、小山委員を副会長にというご発言がございましたが、

ほかにご意見はございませんか。 

 

   －意見なしの声－ 

 

○市長 ご意見がないようですので、これより会長の選任につきまして、委員の皆様にお諮り

いたします。小屋敷委員を会長に選任することにご異議はございませんか。 

 

   －異議なしの声－ 

 

○市長 ご異議がないようですので、小屋敷委員に会長をお願いするということで、決定いた

します。 

     

○市長 続きまして、副会長の選任につきまして、委員の皆様にお諮りいたします。小山委員

を副会長に選任することにご異議はございませんか。 

 

－異議なしの声－ 

 

○市長 ご異議がないようですので、小山委員に副会長をお願いするということで、決定いた

します。 

 



4 

－拍手－ 

 

○市長 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、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、小屋敷会長、議長席へお願いいたします。 

 

⑶  会長あいさつ 

 

  ○司会 それでは、会長、副会長が決まりましたところで、小屋敷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、小屋敷でございます。 

   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 24 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。 

 

○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。小屋敷会長には、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。 

 

○会長 それでは、本日の案件１の「平成 25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。 

 

〇事務局 それでは、案件１「平成 25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。 

ホチキス止めの会議資料の 1ページ目をお開き願います。青果部の実績でございます。 

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 269日

で、取扱数量は、11 万 3,178 トンで、前年比 103.1％、取扱金額は、205 億 7,468 万 4 千円

で、前年比 104.7%となりました。なお、取扱金額が 200 億を超えたのは、平成 22 年以 3 年

ぶりでございます。 

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。野菜・果実など

の区分ごとの合計で見ますと、野菜は数量で前年比 102.3％、金額で前年比 105.5％、果実

は数量で前年比 107.6％、金額で前年比 103.1％と前年を上回っておりますが、漬物や卵な

どのその他では、数量で前年比 87.4％、金額で前年比 91.3％と前年を下回っております。 

   漬物や卵などのその他が前年を下回った理由のひとつといたしましては、卵の動きが鈍く、

数量、金額とも下がったものでございます。 

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」の入荷状況につきましては、年明けは、低温の影響で品薄傾向でありましたが、

その後、適度な降雨と気温の高い日も続き各品目とも増加傾向となりました。４月後半から

は低温と北海道・東北の産地は乾燥気味の天候も加わり出遅れが懸念されましたが、5 月中

旬からの気温上昇に伴い、徐々に回復し潤沢に出回りました。昨年は、東北・沖縄を除き、

平年より早い 5月から梅雨入りした地域が多くありましたが、降雨量が少なく 6月に入って

干ばつの影響が現れ入荷減となりました。7 月上旬に関東以西では記録的な速さで梅雨が明
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け、その後、猛暑となりました。また、北陸・東北地方では梅雨が長引き、9 月には降雨や

朝晩の冷え込みもあり、全般的に品薄傾向になりました。10月以降は、夏から続く不安定な

天候と台風の影響により、生育に遅れが生じたため、入荷量は減少しました。 

価格につきましては、県内産の大根は春の天候不順などによる品薄傾向のため、5 月から

年間を通して基調高となりました。ごぼうは年明け以降潤沢な入荷となり単価安が続きまし

たが、9 月以降は天候不順により生育が遅れ、若干短めでしたが、単価高で推移しました。

長芋は消費の動きが好調で基調高が続きましたが、春掘りが本格化する 3月からは単価安が

続きました。7月以降は引き合いが強く、基調高で推移しました。にんにくは年間を通して、

安定した価格で取引されました。 

「果実」の入荷状況につきましては、年末から年始にかけ、厳しい寒さの影響が心配され

ましたが、日照量に恵まれ、また、4 月は低温が続き桜の開花も遅れましたが、5 月中旬か

らの気温の上昇により、生育が回復傾向となりました。その後、空梅雨による干ばつと夏場

の猛暑、集中豪雨などの異常気象により、7月、8月は入荷量が減少しました。9月に早生り

んごの入荷が始まり、梨は関東産の出荷が早まり、県内産の梨の入荷と重なり、入荷増とな

りました。10 月は台風の影響で入荷が減少し、11 月、12 月はりんご、みかん、イチゴを中

心に潤沢な入荷となりました。 

価格につきましては、りんごは、潤沢な入荷となり、9 月までは単価は前年を下回りまし

た。8 月はお盆用の早生りんごが取引され、10 月は早生種から中生種に変わり品質も良く、

11月以降は贈答需要も良好で、高値相場で推移しました。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。11月は荷動きが活発で価格（全体）は前年を上回りました。さくらんぼは

６月に県内産が始まり、近年にない豊作で入荷量が大幅に上回り、単価安となりました。 

続きまして、裏面の２ページ目の花き部の実績をご覧ください。 

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 292

日で、取扱数量は、1,884万 8千本で、前年比 89.4％、取扱金額は、12億 6,137万 3千円で、

前年比 96.5％となりました。 

2の月別取扱高の表ですが、切花・鉢物などの区分ごとの合計で見ますと、切花は数量で

前年比 88.9％、金額で前年比 97.2％、鉢物は数量で前年比 93.9％、金額で前年比 93.9％、

観葉植物や苗物などのその他は、数量で前年比 95.7％、金額で前年比 91.1％と前年をいず

れも下回っております。 

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。 

「切花」の入荷状況につきましては、年明けの厳しい寒さの影響で商品の動きも鈍く、産

地からの入荷が不安定でありましたが、2 月下旬の贈答用の需要の増加、3 月になり沖縄産

の菊、国内産、輸入のカーネーションが潤沢な入荷となりました。4 月は低温が続き、スプ

レー菊などが開花不順となり入荷減となりましたが、カーネーションは母の日の需要で引き

合いが強く、品質が良い国内産に注目が集まりました。お盆時期は、アスター、ケイトウ、

リンドウなどの定番商品の引き合いが強く、秋彼岸の引き合いは平年並みでありました。10

月は台風の影響で入荷減となりましたが、12月は年末商材、正月用の需要があり数量は前年

を上回りました。 

価格につきましては、1 月はスプレー菊、バラが安定した価格で取引され、3 月に入り沖

縄県産の菊、特に黄色が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

引き合いが良く、安定した価格で取引されました。7 月は八戸近郊の一輪菊やトルコキキョ

ウの出荷が始まり、中値から高値で取引されました。お盆時期はアスターなどの定番商品が

例年より高値で取引されました。9 月は菊が秋彼岸の需要により、数量、金額とも前年を上

回りました。10月はカーネーションの品種・色が良く、中値から高値で取引されました。12

月は単価の高い国内産の引き合いが弱く、輸入品は中値で安定していました。 

「鉢物」の入荷状況につきましては、年明けの１月はシクラメンやシンビジュームの入荷

が多く、春の卒業・入学シーズンはサイネリアや蘭類が活発に取引されました。5 月後半は

大鉢から苗物まで活発に取引されました。11 月は贈答用・イベント用の動きが弱く、12 月

はシクラメンや蘭類など年末贈答用が多く取引された。 

価格につきましては、1 月、2 月はシンビジュウム、プリムラ類が高値傾向で取引されま

した。夏場は苗物中心にやや安値で取引されました。秋は、ベコニア、ポットマム、アザレ

ア、シンビジュウムが前年を上回る価格で取引されました。 
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以上で平成 25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 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 24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 24年度中央卸売市場特別会計収 

支概況について」と書かれた資料をご覧ください。時間の都合もございますので、説明は、 

平成 24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「使用料及び手数料」ですが、こちらは、卸売金額の 0.3％の市場使用料 6,155万 

2千円と卸売場や事務所などの施設の使用料 8,819万 5千円の合計で 1億 4，974万 7千円で

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、5,753 万 8 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、1,024万 8千円でございます。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 3,648万 2千

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、床面補修工事の借

入金であり、1,210万円となります。歳入の合計は 2億 6,611万 8千円でございます。 

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 10名の人件費分で、合計で  

7，639万 3千円でございます。次に 8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 2,422万円と、市場施設の修繕料 1,580万 9千円が主なもので、合計で 4,134

万 1 千円でございます。続きまして、10 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 5,491 万 5千円でございます。 

続いて２枚目をご覧ください。12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が、床面補修工事金額で、1,219万 1千円となります。

続きまして、20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

等の借入金をそれぞれ分割返納している額で、元金が 5,263万 4千円、その利子が 1,403万

円でございます。そして、歳出の合計が 2億 5,959万 8千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 652万円でござ

います。この額が、翌年度、25年度の歳入の 4番「前年度繰越金」に計上されることにりま

す。      

次に、平成 24年度と平成 23年度の比較でございますが、歳入合計で 3,122万 1千円の減

額となり、歳出合計も 2,749万 3千円の減額となっております。 

最後に、歳入の増減の主なものですが、3番の一般会計繰入金、こちらは、23年度と比べ

て事業規模が縮小しているため 1,759万 6千円少なくなっております。続いて、5番の（2）

水道使用料等が廃棄物と電気料の増加によりの 136万 2千円増加しております。 

次に、歳出の増減の主なものは、職員の平均年齢が上がったことにより人件費関係が 972万

4千円増えたこと。また、8番の需用費の中の（5）高熱水費の電気料が、46万 9千円増えた

こと。これは、原発の事故の関係で 23 年度が少なかったため、元に戻ったものと思われま

す。そして、9番の役務費は、主に側溝清掃の料金の開きで 53万 9千円の減額となっており

ます。また、10番の委託料については、（2）の廃棄物運搬業務委託料で、廃棄物の増加によ

り 135 万 7 千円増加したこと。（10)の除雪業務委託料で、除雪回数が減ったことにより 104

万 3千円減額となったこと。また、（13）の統計機能修正業務委託料がなくなったかわりに、

（17）の経営展望作成のための調査委託料が 88 万 1 千円発生したことにより、62 万７千円

が減額となっております。また、12 番の工事請負費については、23 年度は床面補修工事の

他に、外灯補修工事が計上されていたため 23年度の額が多かったものです。 

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。 
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６．その他 

 

  〇会長 ご質問ないようですので、それでは、６のその他について、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。 

 

 〇会長 ないようですので、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。 


