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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 28年 2月 16日（火）午後 4時 30分 

場  所：八戸プラザホテル アーバンホール 

出席委員：田中会長、荒巻委員、松橋委員、横町副会長、外澤委員、小山委員、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、平委員、阿部委員 

事 務 局：小林市長、山本農林水産部長、上村農林水産部次長兼農政課長、佐々木正喜市場長、 

山田主幹、加藤主幹、清水主幹、佐々木謙二主査、高橋主査、獅子内主事、 

 

１．開 会（午後 4時 30分） 

 

○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、管理事務所の獅子内と申します。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。 

    田中 哲 様 

 

○市長 委嘱状、田中 哲 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

28年 2月 16日から平成 30年 1月 31日までとします。平成 28年 2月 16日、八戸市長 小林 眞。 

 

   (以下、全委員へ委嘱状を交付) 

 

  ○司会 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、一言御挨拶申し上げます。本日は、大変お忙しい中、御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、御快諾を賜り、

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しているもので

あり、皆様には、今後２年間、御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
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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、本年１月に策定された国の「第１０次卸売市場整備基本方針」に基づき、平成３２年度

を目標年度とした「第１０次八戸市中央卸売市場整備計画」を策定し、皆様とともに卸売市場

の機能強化に取り組んで参りたいと考えておりますので、より一層のお力添えを賜りますよう

お願い申し上げます。 

結びに、委員の皆様には、様々な見地から忌憚のない御意見を賜り、今後とも、市場の公正

かつ円滑な運営と市政発展のため、御理解と御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。 

 

 

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名全員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 田中委員を会長に、横町委員を副会長に推薦いたします。 
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  ○市長 ただいま、田中委員を会長に、横町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。田中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、田中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。横町委員を

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、横町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。 

 

－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、田中会長、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、田中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、田中でございます。 

   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、本日の報告案件は、「平成 27 年八戸市中央卸売市場取扱高実績について」、「第 10 次

中央卸売市場整備計画について」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。 
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○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、案件に入らせていただきます。田中会長には、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 これから議事に入るわけですが、議事に入る前に、「審議会の公開」並びに「会議録の

確定方法」を皆様にお諮りしたいと思います。 まず最初に、「審議会の公開」につきまして、

事務局から説明をお願いします。 

 

  ○事務局  市場長の佐々木と申します。よろしくお願いいたします。 

    それでは、お手元にお配りしております「附属機関の会議の公開等に関する取扱い」をご覧

いただきたいと存じます。１枚もので裏表に記載のあるものでございます。  

それでは、ご説明いたします。  

附属機関等の会議につきましては、「附属機関の会議の公開等に関する取扱い」の第２「会

議の公開基準」において、原則として公開することとなってございます。公開・非公開の決定

は、第３「会議の公開又は非公開の決定」で附属機関等の長が会議に諮って行うものとなって

おります。  

また、第６「会議録の作成及び公開」につきまして、公開・非公開に関わらず、速やかに作

成し、会議において公開しないこととした情報を除き、公開することとなってございます。  

当協議会でご協議いただきます案件につきましては、会議の公開によって議事運営に著しく

支障が生じることはないと思われますことから、事務局といたしましては、会議は原則として

公開とする、会議における発言は会議録として記録する、会議録は公開する、傍聴者は会議で

発言することはできない、その他詳細については附属機関の会議の公開等に関する取扱いのと

おりとする、ということで、協議会を運営していただきたいと考えてございます。  

なお、会議及び資料の公開に関する取扱いにつきまして、公開する会議録について、誰の発

言か特定できないように、氏名は表記せず、発言者については会長、副会長、委員、事務局等

と表記させていただきたいと考えてございます。  

また、公開する委員名簿については、個人情報保護の観点から、委員の氏名のみの記載とし、

その他の所属や役職等の情報については記載しない取扱いとさせていただきたいと考えてご

ざいます。  

以上でございます。 

 

  ○会長 ありがとうございました。ただいま事務局から当協議会の公開について、ご説明がござ

いましたが、ご意見、ご質問等難しいかもしれませんが、よくわからなかったということも含

めてご意見等ありましたら、お願いいたします。 

 

  ○会長 無いようですので、「審議会の公開」につきましては、事務局の案を採用させていただ

きたいと思います。次に、「会議録の確定方法」につきまして、事務局から説明をお願いした

いと思います。 
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  ○事務局 それではご説明いたします。会議録の確定方法につきましては、特に取り決めがござ

いません。確定方法といたしましては、会議における議決、委員全員による個別の承認、あら

かじめ指名された委員による承認、などを考えてございます。  

事務局といたしましては、会議録を速やかに作成し、確定後、公開する必要がございます。

従いまして、あらかじめ指名された委員による承認によって承認を受けた後に、公開するとい

う方法でお願いしたいと考えてございます。そのあらかじめ指名された委員というのは会長に

お願いしたいと考えてございます。  

また、会長が欠席した会議など、会長が承認することができない場合につきましては、規則

第３条第４項の規定を準用いたしまして、副会長からの承認を受けた後に、公開させていただ

きたいと考えてございます。  

以上でございます。 

 

  ○会長  ありがとうございました。ただいま事務局から会議録をすみやかに確定して、公開し

たいというための方法としまして、会長の私が確認し、また、私が欠席した審議会においては

横町副会長にご承認をいただくということでどうだろうかという案が事務局から説明があり

ました。このことについてご意見、ご質問等がありましたら、お願いしたいと思いますがいか

がでしょうか。 

 

  ○会長 それでは、「会議録の確定方法」につきまして、事務局の案を採用させていただきたい

と思います。 

 

 

  ○会長  続きまして、案件１の「平成 27 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 それでは、平成 27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。 

    お手元の資料の１ページをお開き願います。青果部の取扱高実績でございます。取扱高は、 

昨年１月から１２月までの実績となりますが、開市日数２６７日で、取扱数量は、１１万３，  

９８８トンで、前年比１００．５％取扱金額は、２３１億９，２６２万７千円で、前年比１０

８．１％となりました。 

    なお、取扱金額は、今までの最高額でありました、平成 3年の２２６億３，８６５万円（１

０２．４％）以来、２４年ぶりに更新し、また、花き部との合計金額も２４４億８，２１５万

６千円となり、平成 10年の２４１億２，４７１万円（１０１．５％）以来、17年ぶりに取扱

金額を更新しました。 

     続きまして２の、月別取扱高の表は、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１０２．９％、金額で前年比１１０．９％、 

漬物や卵などのその他では、数量で前年比１０４．２％、金額で前年比１０２．１％と前年を  

上回っておりますが、果実は数量で前年比 ９０．１％、金額で前年比 ９８．９％と前年を

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」の入荷状況につきまして

は、１月から３月は天候に恵まれ、入荷量が増加しましたが、４月は、入荷量は減少しました。 

５月以降は、主に北海道、東北で好天に恵まれたことにより、入荷量は徐々に回復し潤沢に入  
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荷しました。夏場になりますと、全国的な高温等の影響により全般的に品薄傾向となりました

が、９月に入り穏やかな天候に恵まれ、入荷量は昨年並みとなりました。 

価格につきましては、１月から３月までは潤沢な入荷となり、単価安で取引されましたが、  

夏場になりますと、高温や干ばつの影響による品薄傾向により、高値基調となりました。県内

産の大根、人参は夏に入荷量が減少したことから単価高となりましたが、年間を通して比較的

安定した価格で取引されました。県内産のごぼう、長いもは、暖冬となったために春掘りが多

く入荷となり単価安となりました。にんにくは引き合いが強く、需要が好調なことから基調高

で推移しました。 

「果実」の入荷状況につきましては、りんごは、１月から５月頃までは高値相場で推移した

ため動きが悪くなりました。６月以降は、入荷量も前年並みまで回復しました。お盆以降は、

前進出荷となり高値での取引となりました。秋になるとは前進出荷の影響を受け荷動きは鈍く

なりました。いちごは、１月・２月の寒波の影響により着色が遅れ、入荷量は少なくなりまし

た。 

４月・５月は天候不順のため全体的に品薄傾向となりましたが、６月には関東産のメロンや

すいかを中心に夏物果実の出回りが増え、潤沢な入荷となりました。夏場は、天候とお盆需要

に恵まれ果実全体に好調な取引が続きました。秋になると、ぶどうの荷動きがよく、取扱量、

金額共昨年を上回りました。 

続きまして、２ページをお開き願います。花き部の取扱高実績でございます。取扱高は、昨

年１月から１２月までの実績となりますが、開市日数３０９日で取扱数量は、１，７９９万４

千本で、前年比９８．３％取扱金額は、１２億８，９５２万９千円で、前年比１０１．９％と

なりました。 

月別取扱高の表は、切花、鉢物、その他の区分ごとに、青果部と同様の記載となっておりま   

す。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９８．０％、金額で前

年比１０２．０％、鉢物は数量で前年比９８．９％、金額で前年比９７．７％観葉植物や苗物

などのその他は、数量で前年比１０２．３％、金額で前年比１０３．４％となりました。 

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、１月は、天候不順が続き不安定な入荷となり、引き合いは強くなりました。春彼岸に入

ると天候に恵まれ潤沢な荷動きとなりました。４月・５月は贈答用、イベント用の需要があり、

母の日用としてカーネーションやバラなどが多く入荷しました。夏場になりますと、高温続き

のため開花が進み前倒し傾向の出荷となり、全体的に中値から安値で販売されました。 

菊は７月後半で出荷がほぼ終了してしまった産地が多くなり、お盆期間は高値で推移しまし 

たが、お盆以降は動きが鈍ったため中値から安値の取引となりました。１０月は切花全体的に

引き合いが弱く荷動きが鈍りましたが、１１月になると、気温が高いため開花が進み持ち直し

ました。 

「鉢物」の入荷状況につきましては、１月・２月は蘭類・プリムラ類が入荷し、卒業・入学

シーズンでは式典用として多少引き合いが強くなりました。 

４月以降は、贈答用品を中心に、蘭類・観葉植物の動きが良好となりましたが、梅雨時期前  

に出荷のピークは過ぎたため荷動きがあまりよくありませんでした。梅雨が明けると気温が高

い日が続いたため、荷動きは鈍くなりました。その中でも蘭類は安定した入荷となりましたが、

観葉植物は安値傾向で推移しました。お盆明け頃になると蘭類の動きも鈍り、鉢物全体を通し

てもやや動きが鈍くなり、１０月は贈答用品が多く取引されましたが、１１月になると、全国

的な安値傾向を受け荷動きはよくありませんでした。 

     以上で、報告を終わります。 
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  ○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。 

 

  ○委員  取扱高の中に輸入品のものは含まれているのですか。 

 

  ○事務局 輸入品といいますと、バナナとかそういうものは含まれております。 

 

  ○委員  その割合はわかるのでしょうか。 

 

  ○事務局 細かい資料となりますと、今日は手元にございませんので、即答はできかねます。申

し訳ございません。 

 

  ○会長  よろしいでございますでしょうか。その他、何かございますでしょうか。 

 

  ○会長  それでは、続きまして、案件２の「第 10 次中央卸売市場整備計画について」事務局

から報告をお願いします。 

 

 ○事務局 第１０次中央卸売市場整備計画の策定について、ご説明いたします。国では、5 年毎

に中央卸売市場整備計画を策定することになっており、平成 28 年度から平成 32 年度までの 5

ヵ年の第１０次整備計画を策定することになります。 

農林水産省はこの度、第１０次整備計画の前提となる卸売市場整備方針（案）を公表いたし

ました。５年ごとに見直されるこの整備計画は、社会環境・経済環境の変化の中で、全国の卸

売市場の整備・運営のあり方について国が指針を示すものであります。その基本方針にある「立

地・機能に応じた市場間における役割分担と連携強化」で示されたコールドチェーンの確立に

ついては当市場にとっても長年の懸案事項であります。 

現在、産地でも小売店でも、集荷・保管・販売上の低温（定温）化が進んでいますが、流通

経路の中間に位置する卸売市場は低温（定温）化が総じて立ち遅れており、卸売市場でコール

ドチェーンが途切れている状況にあります。当市場におきましても夏場でも高温の売場に荷が

置かれたままになっておるのが実状であります。 

そこで基本方針では、低温の卸売場や荷捌き場、温度帯別の冷蔵庫等の低温（定温）管理・

多湿度帯管理や、衛生施設などの品質管理の高度化に資する施設の整備・配置を計画的に推進

すること、また、施設の整備・配置にあたっては数値目標や方針を事前に策定することとして

おり、コールドチェーンの早期確立を指示しております。 

このことにより、当市場におきましても、第８次中央卸売市場整備計画から継続して要望し

ておりますとおり、長年の懸案事項でございましたコールドチェーンを確立するために低温売

場の整備を計画として提出致しました。なお、「中央卸売市場整備実施計画書」も農林水産省

に提出し、平成 28年度の強い農業作り交付金を要望しております。 

工事の概要につきましては、事業年度は、平成 28年度に実施設計をおこない、平成 29年度

に建設工事を施工する２ヶ年の計画でございます。面積は合計 825㎡を計画しております。建

物の構造は、鉄骨造を計画しております。全体事業費は、2 億 198 万２千円を予定しており、

その内訳は、設計費に 1,080万 2千円、工事費に 1億 9,118万円となっております。なお、国

庫補助率は 40％を見込んでおります。 

２枚目をご覧ください、中央卸売市場の施設配置図でございます。新規低温庫の位置は、北
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側に２部屋、図面中央の青果部卸売場内の北側に低温売場を新たに建設する計画でございます。 

   以上で、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。 

 

  ○委員  配置図を見ているのですが、予定箇所についてですが、今せりを行っている場所だと

思われるのですけれども、新たに施設を作るということは、生産者にとって置き場がなくなる

ようなことが考えられるのですが。 

 

  ○事務局 今回の計画についてですが、先ほども説明したとおり、既存の卸売場内に新たに区画

を作って低温売場を建設するということです。一応卸売場の中に低温で取引・せり等ができる

場所を建設したいということで計画しております。 

 

  ○委員  大きな建物を別に建てるというわけではないのですね。 

 

  ○事務局 売場を建物内に仕切りを作って、エアコンで冷やして低温の売場を増やすということ

です。全体の売場面積は変わりませんが、常温ではなくて、低温で取引ができる区画を建設す

るということです。 

 

  ○市長  この図面ですとやや縮尺が正確ではないです。 

 

  ○委員  では大きな冷蔵庫を別に建てるということではないのですね。はい、わかりました。 

 

  ○会長  その他、何かございますでしょうか。 

 

  ○委員  売場の中に低温売場を建設するという計画なのですけれども、お聞きしたいことは二

点あります。市場の中の売場というのは通路部分と売場があると思うのですが、この資料の中

の部分というのは、通路部分と売場との使用料の関係はどのようになっているのでしょうか。

あともうひとつは、縮尺があってないのでどうかわかりませんが、シャッターがあるところの

駐車場を利用している人たちの不便さが若干気になるということと、シャッターを作るという

ことは、災害時は避難路を確保しなければいけないので、そのあたりをどのように考えている

のかをお聞きしたいです。 

 

  ○事務局 まず第一点目の、卸売場の使用料の件につきましては、売場と通路の区分けの関係の

ことでご質問をいただきましたけれども、市のほうで使用料はあくまでも卸売場ということで、

１平方メートルあたりいくらということで使用料をいただいております。通路、売場という区

分関係なく全体で。 

 

  ○委員  全体というのは通路部分を含めてということですか。 

 

  ○事務局 はい、通路、売場を含めて１平方メートルあたりの単価で使用料をいただいておりま

す。あと、二点目のシャッターの件ですけれども、まずシャッターがつぶれるかもしれないと

いうことでしたが、その辺につきましては、来年度に設計を行いますので、もしあれでしたら
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そのときに大きいシャッターになるかわかりませんが、脇のほうに出入りできるような通路部

分とかそのようなものを確保できるのか、設計のほうで業者とも協議しながら、どのような低

温売場にするか、細かいところは後日、設計業者が決まりましたら、打合せをしながら、設計

を進めていきたいなと考えております。 

 

  ○委員  通路の大きさはどのような感じになるのでしょうか。 

 

  ○事務局 そこのところは荷物の出し入れもございますでしょうから、それなりの通路が必要な

のかなと私は考えております。 

 

  ○会長  よろしいでございますでしょうか。その他、何かございますか。 

 

  ○委員  駐車場の奥のほうの場所を利用して、土地の有効活用として、駐車場が比較的空いて

きているのですけれども、そのようなことができればよいのでしょうが、青果の売上が増えて

いることから、場内のこともございますし、予算的な問題もありますから。まだこれは申請は

下りていないのですよね。 

 

  ○事務局 今の計画は既存の卸売場の中のほうに新しく仕切りを作って低温売場を作るという

ことで、外部のほうに新たな建物を作るということではないので、内部の改修といいますか、

そういうことで計画をしております。 

 

  ○会長  はい、設計段階でいろいろなご意見を伺いながら進めていくということでございまし

た。その他、何かございますでしょうか。この辺につきましては設計段階ということですので、

積算が出た段階で皆様方からのその他のご意見を伺いつつ、進めていきたいということでござ

いますので、そのようにしていただければと思います。 

 

６．その他 

 

  〇会長 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 5時 15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。 

 

 

 


