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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 9 月 25 日（木）午後 1 時 30 分 

場  所：市場管理棟 2 階 大会議室 

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

          柳町委員、中居委員、畠山委員、佐々木委員、門前委員、木村委員 

欠席委員：豊巻委員、平委員 

事 務 局：山本農林水産部長、船田市場長、寺地次長、岩見副参事、吉田主幹、清水主幹、 

木立主幹、佐々木主査 

 

 

１．開 会 

 

○司 会 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。 

ご案内にもありましたとおり、運営協議会終了後、市場見学小学生用ＤＶＤを一部修正

しましたので、ご覧いただきたいと思います。お時間のある方は、どうぞ参加して下さい。 

    

○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。 

 

○司 会 まずは、運営協議会委員に変更がありましたので、ご報告させていただきます。八戸青

果商業協同組合の高野委員が 6月 25日をもって辞任しておられます。 

青果商業協同組合からは、新たに柳町理事長をご推薦頂き、8 月 5 日に委嘱状をお渡し

したところでございます。 

 

○司 会 続きまして、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、紹介

をさせていただきます。まずは、農林水産部長の山本 寧でございます。 

 

○部 長 山本です。どうぞよろしくお願いします。 

 

○司 会 次に、中央卸売市場市場長の船田泰寛でございます。 

 

○市場長 船田です。どうぞよろしくお願いします。 

 

○司 会 主査の佐々木謙二でございます。 

 

○主 査 佐々木です。どうぞ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。 

 

○司 会 それでは、山本農林水産部長より挨拶申し上げます。 

 

○部 長 本日、皆様には、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、
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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とご協力を賜り、深くお礼申

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す。 

      近年、食品の不適正表示や食品事故等、消費者に不安を生じさせる事件・事故が後を絶

ちません。このような中、消費者の食の安全・安心に対する要請は、ますます高まってい

る状況にあり、卸売市場にとって、品質・衛生管理、表示の適正化、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。                                        

そのような中、当市場におきましては、平成 25 年 1 月に策定いたしました「八戸市中

央卸売市場経営展望」の基本戦略を着実な実行に取り組んでいるところでございます。そ 

の一つとして、本年３月には、品質管理の向上と作業従事者の健康管理のために荷さばき

上屋が完成したところでございます。 

 今後におきましても、生産者と消費者の架け橋として、県産品を中心とした安全・安心

な商品の供給に努めるとともに、皆様とともに卸売市場の機能強化に向け、検討して参り

たいと考えておりますので、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。 

 

○司 会 続きまして、本日の出席状況についてご報告申し上げます。本日は、豊巻委員、平委員

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。 

 

 

２．会長挨拶 

 

○司 会  それでは、小屋敷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」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。 

 

 

３．報告案件 

 

○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、運営協議会規則第 3条第 3項の規定により、小屋敷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お願いします。 

 

○会 長 それでは、案件１の「平成 26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。 
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○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、私の方から平成 26年の 1月から 8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 8月までで開市日数は 175日でございました。その間の取扱数量は、6万 6,197㌧で、

前年比は 95．9％、金額は、135 億 7,798 万 4 千円で、前年比は 109.6％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、1月から 2月は、年明けからの寒波と 2月中旬の記録的な大

雪の被害などで入荷減となりました。3 月は、気温の高低差が大きかった上、大雪の影響

もあり全般に品薄傾向で推移しました。4 月から消費税が引き上げられたものの、野菜を

積極的に売り込むスーパーや顧客の増加、学校給食の開始で荷動きは活発でしたが、全体

的に品薄傾向が続きました。5 月は、今冬の大雪の影響が現れ、果菜類を中心に入荷量が

減少しました。6 月に入り、中心産地は関東産から東北、北海道産へと徐々に移行し、入

荷増となりました。7 月は、雪害と 5 月の干ばつの影響で生育遅れが心配されたが、その

後の気温上昇により徐々に回復しました。8 月は、日照不足と長雨の影響を受け、全般に

生育が不良となり入荷が減少しました。 

価格については、県内産の大根が低温・干ばつの影響で生育が遅れ、例年より遅い入荷     

となりました。その後、気温上昇により予想より早めの入荷となりましたが、産地競合も

あり消費は鈍く、単価安で取引されました。 

県内産のごぼうは、天候不順による秋堀りの在庫不足と雪の影響で春堀りが遅れ品薄と

なり、加工用の引合いが強く、高値基調で推移しました。長いもは、年明けからの寒波で

洗浄作業ができなかったことと、雪により春堀りが遅れたことから入荷が減少し、基調高

で推移しました。 

「果実」につきましては、りんごは、1月から 4月までは順調な入荷となり、5月から 7 

     月までは在庫不足から入荷減となりました。8 月は、つがるが昨年より早い入荷となり、

数量が大幅に伸びました。いちごは、寒さと降雪の影響と気温上昇による品質の低下で、

例年に比べ入荷が少なくなりました。夏場のすいか・メロンは潤沢な入荷となり、前年を

上回りました。 

価格については、りんごは、引合いが強く、荷動きが好調で価格は前年を上回る取引と

なりました。いちごは、寒さと降雪の影響を受け、入荷が前年より少なく単価高で推移し

ました。すいかは、梅雨入り後の低温による軟調相場の影響で、在庫が多く売れ行きが低

迷しましたが、価格は前年をやや上回りました。8 月に入り、お盆までは順調な販売でし

たが、豪雨の影響で病果が発生し、単価安で取引されました。 

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 170 日でございました。その間の取扱数量は、1,233 万 8 千

本で、前年比は 97.3％、金額は、8億 1,702万 6千円で、前年比は 98.9％となっておりま

す。 
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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、切花は、１月から２月は、年明けからの寒波が心配されま 

したが、バラやイベント用カーネーション類を中心に入荷・価格ともに安定した取引と 

なりました。3月は、彼岸時期の大雪の影響で、彼岸需要も例年に比べ伸び悩みました。 

   4月は、消費税の影響が心配されましたが、贈答・イベント用の需要は例年並みであっ 

   たたものの、全体的に安値での取引となりました。6月は、冠婚葬祭需要があり、大菊・ 

   蘭類・バラが多く取引されました。関東以南から、東北地方へ産地の切り替わりの時期 

   でしたが、関東以南からの入荷が続き、数量・金額ともに前年を上回りました。7月は、 

   気温が高く好天の影響で 8月入荷予定の花が早めの入荷となり、相場が不安定となりま 

   した。菊類は、引き合いが弱く、カーネーション・ガーベラ等の卓花・花束用が安定し 

  て取引されました。スプレーカーネーションは、十和田・三沢からの出荷が始まり中値 

  で推移しました。8月は、7月から続く好天の影響で主産地の開花が早まり、お盆に出 

荷予定の花が 7月後半から 8月初めに前倒しで出荷され、お盆時期は不足気味となりま 

した。上旬は、入荷が多く安値であったが、お盆時期は高値で推移し、下旬は入荷がや 

や少なく高値で取引されました。 

「鉢物」につきましては、鉢物は、昨年と同様、燃料高騰でハウス加温ができない状 

     況が続き生育が大幅に遅れ、入荷が少ない状態が続きました。1月は、シクラメンが例 

年に比べ入荷減となりましたが、シンビジュウムや蘭類が多く入荷し、例年並みの価格 

で取引されました。春は、卒業・入学向けのサイネリア・プリムラが取引され、贈答用 

  の蘭類は引合いが強かったが、八戸近郊からの入荷が少なく、価格は例年並みからやや 

  安値で推移しました。カーネーションは、母の日需要により多く入荷し、やや安値で取 

  引されました。夏場は、県内産の苗物、関東・関西産から花物や観葉植物が入荷し、お 

盆時期に重なったため荷動きが鈍くなりました。 

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します。はい、Ａ 

委員。 

 

〇Ａ委員 取扱高の金額に消費税は含まれていますか。 

 

〇事務局 消費税は含まれています。4月からは、8％となっています。 

 

〇Ａ委員 青果の 8 月までの金額は、前年比 109.6％となっていますが、前年比で判断できないが

かなり高い数字が出ていますが、26年の見通しは 200億円位の予想なのですか。 

 

〇事務局 昨年は、青果が 3 年ぶりに 200 億円を越えたが、今後、9 月以降はどうなるかわかりま

せん。昨年は、夏場以降に取扱高が高くなり、200 億円を越えました。今のところ、そこ

までになるかどうかは見通せない状況です。 

 

〇Ａ委員 わかりました。 
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○会 長 他にございましたらお願いします。はい、Ａ委員。 

 

 〇Ａ委員 荷さばき上屋が完成しましたが、利用している方々の反応はどうですか。 

 

 〇事務局 最近の天候は、雨が急に降ったりしているので、そういう点を考えると皆さんには、 

     好評ではないかと思っています。前に比べ、上屋があることによって荷さばきが楽にな 

ってきていると思います。 

 

 〇Ｂ委員 特に生産者の方々に非常に喜ばれています。また、照明もあって明るいと好評です。 

 

〇Ａ委員 駐車場が狭くなったと言う意見はないですか。 

 

〇Ｂ委員 昼までは、買参組合の方達が使って、午後からは、我々、卸売り会社が使っていますの 

    で、狭いということはないです。 

 

〇Ｃ委員 買参の方、仲卸の方、また、市場の方、生産者の方から大変喜ばれています。雨もあた

らないし、風も入ってこない、また、日もあまり入らないということで皆さんから喜ばれ 

    ています。 

 

〇Ｄ委員 やはり、雨を避けれるということが一番大きいと思います。上屋が出来る前は、八百屋

さんなんかは、せっかく売り場できちっとした箱の状態で運んだが、車に積むまでに箱が

濡れてしまい、店に着いたら品物が潰れていたということもあったが、今は、そういうこ

とがなくなった。雨もそうですが、冬場の雪の時には絶大な力を発揮するのではないかと 

    思います。我々、卸売会社としてもトラックを売り場の中に入れなくても、上屋内で降ろ 

    し、フォークリフトで売り場に運び入れられることが、我々にとっても荷姿の保全に非常

に役立っています。 

 

〇Ａ委員 はい、わかりました。 

 

〇会 長 他にございましたらお願いいたします。はい、Ｂ委員。 

 

 〇Ｂ委員 取扱高の金額が税込みになっているが、消費税も 10％になるので税抜きの方がいいの 

ではないかと思うが、全国的にとか業界とかではどうしているのか。市としてどう考えて 

いますか。 

 

 〇事務局 国からは、税抜きという話もあるが、そのことについては、調べさせて下さい。 

 

〇Ｂ委員 はい、わかりました。 

 

〇事務局 通常は、国から報告されているものは税込みで出されていますが、ただ、消費税が 5%

から 8％そして 10％になった場合、税込みだと前年度と比較するには数字としては捉えに

くいかなと個人的には思っていますので、検討させて頂きたい。 
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〇Ｂ委員 はい、わかりました。 

 

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。 

 

 

４．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 

疲れ様でした。 


