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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 10月 7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：田中会長、横町副会長、荒巻委員、松橋委員、外澤委員、小山委員、柳町委員、中居委員、

佐々木委員、小笠原委員、木村委員、阿部委員 

欠席委員：川﨑委員、畠山委員、平委員 

事 務 局：出河農林水産部長、上村農林水産部次長兼農政課長、佐々木市場長、畑内参事、加藤主幹、

高橋主査、福田技師、獅子内主事 

 

１．開 会 (午後 2時 00分) 

 

○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、

管理事務所の獅子内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ただ今から、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。八戸農業協同

組合の門前委員が７月１日をもって辞任しておられます。八戸農業協同組合からは、新たに小笠

原賢一代表理事常務をご推薦いただき、８月９日に委嘱状をお渡ししたところでございます。 

また、八戸花き株式会社の小山峯正委員が、御逝去されましたことにより、八戸花き株式会社

からは、新たに小山哲生代表取締役社長をご推薦いただきました。 

 

２．委嘱状交付 

 

 ○司 会 はじめに、市長に代わりまして、出河農林水産部長から、小山委員へ、委嘱状を交付い

たします。小山委員は、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。 

 

 (委嘱状交付) 

 

○司 会 以上で、委嘱状の交付を終わらせていただきます。 

  続きまして、本年 4月 1日付け人事異動により、事務局に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 出河 守康 でございます。 

 

○部 長 出河です。よろしくお願いいたします。 

 

○司 会 次に、中央卸売市場 参事の 畑内 俊一 でございます。 

 

○参 事 畑内です。よろしくお願いいたします。 

 

○司 会 技師の、福田 修平 でございます。 

 

○技 師 福田です。よろしくお願いいたします。 

 

○司 会 以上、ご報告と職員の紹介でございました。 
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３．会長挨拶 

 ○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、川﨑委員、畠山委

員、平委員が、ご都合によりご欠席でございますが、15 名中、12 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。 

   それでは、田中会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

 ○会 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御出席いただき、

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、「平成 28 年(1 月～9 月)八

戸市中央卸売市場取扱高実績について」及び、「八戸市中央卸売市場経営展望の見直しについて」、

「八戸市中央卸売市場条例の一部改正について」が案件に上がっております。委員の皆様におか

れましては、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。よろしくお願いいたします。 

 

４．協議案件 

 ○司 会 それでは、４．協議案件に移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、田中会長にお願いいたします。 

 

 ○会 長 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い申し上げま

す。それでは、案件１「(平成 28年 1～9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。 

 

 ○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、私の方から、平成

28年の 1月から９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。

着席して、説明させていただきます。 

事前に配布いたしました資料には８月分までの数量・金額でございましたが、本日、差し替え

分として９月分を追加した資料をもとに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．取扱高でございますが、集計した期間は、１月から９月までで開市日数は、１９７

日でございました。その間の取扱数量は、７８，３５８㌧で、前年比は９８．３％、金額は、１

７３億３千６３０万円で、前年比は１０２．５％となっております。次に、２．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。３．入荷及び価格の状況について、ご説明いたします。 

事前に資料をお渡ししておりました資料と変更はございませんので、概要のみを、ご説明させて

頂きます。 

野菜につきましては、前年も、夏には全国的な高温、干ばつの影響がありましたが、今年も８

月下旬から９月にかけて台風の影響を受け入荷が不安定となり、北海道が主力の品目を中心に入

荷量を落とした品目がありました。果実につきましては、りんごについては、総じて前年と似た

ような動きでした。いちごは、１、２月は寒波の影響により、取扱数量が少なく高値となりまし

た。例年であれば６月頃から夏物果実の出回りが増えてきますが、今年は７月上旬頃まで、曇り

や低温の日が多く、全体的に荷動きは鈍くなりましたが、７月中旬以降は天候が回復し好調な取

引となりました。 

   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
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す。１．取扱高ですが、集計した期間は、１月から９月までで開市日数は、２３２日でございま

した。その間の取扱数量は、１千３６１万７千本で、前年比は９９．４％、金額は、９億７千６

３３万３千円で、前年比は１００．７％となっております。２．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．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、３月の彼岸時期は、引き合いもよく、単価も安定していましたが、やや

不足気味の品目もありました。４月、５月では、母の日のカーネーションの他にバラやガーベラ

といった別の花も多く使われ多様化が見られました。お盆期間は、菊類を中心に中値から高値の

取引となりました。鉢物につきましては、年始めは、蘭類が、荷動きがよい一方で、苗物や観葉

植物の入荷が少なく荷動きが鈍くなりましたが、３月には、回復しました。植木は、４月の植木

市に向け入荷が増えました。６月から７月は、青森県内をはじめ東北地方からの苗物の動きがよ

くなりました。８月は、好天に恵まれ安定した入荷がありました。 

以上で、取扱高実績の報告を終わります。 

 

 ○会 長 ありがとうございました。ただいま、事務局から取扱高実績について報告がありました

が、ご意見・ご質問があればお願いいたします。 

 

 ○会 長 よろしいでございますでしょうか。それでは、次に、案件２「八戸市中央卸売市場経営

展望の見直しについて」事務局からお願いします。 

 

 ○事務局 事務局の高橋と申します。案件２「八戸市中央卸売市場経営展望の見直しについて」は、

担当の私から説明させていただきます。着席して説明いたします。皆様のお手元の資料で、右上

に案件２と書かれたもの、Ａ４の紙２枚で、「経営展望の見直しについて」と「第 10次卸売市場

整備基本方針のポイント」それと、冊子のほうで、「八戸市中央卸売市場経営展望」をご覧下さ

い。まず、「経営展望の見直しについて」の概要についてですが、経営展望の見直しについて、

見直しを行なう必要が生じたことと、見直しについては、当運営協議会にお諮りしたいというこ

とです。まず、経営展望について、どういったものかということをご説明いたします。本日お集

まりの委員の方の大半が経営展望の策定に携わっている方が多いので、ご存知の方が多いと思う

のですけれども、ご存じない方もいらっしゃいますので、まず経営展望についてご説明いたしま

す。経営展望は、卸売市場を一つの経営体として捉え、将来を見据えた経営戦略的な視点から、

当該卸売市場の将来方向とそのために必要な創意工夫ある取組を検討し、実行に移す体制を構築

するために策定するものであり、また、この経営展望に即して、将来を見据えた視点から行う創

意工夫ある取組が経営戦略ということが、農林水産省のほうで、「卸売市場の更なる機能・役割

の強化」というものに記載されております。続きまして、２．八戸市中央卸売市場経営展望につ

いて、当市では、中央卸売市場経営展望を、平成 25 年１月に策定しております。これは、平成

22 年 10 月に策定された国の第９次卸売市場整備基本方針、これは卸売市場法に基づき農林水産

大臣が概ね５年ごとに定めるものなのですが、これに基づき、八戸市中央卸売市場経営展望策定

協議会という合議機関を開き、そこで策定しております。会議は、平成 24年５月 11日～平成 24

年 12 月３日までの約半年にわたって、事前説明会１回、協議会４回開催しております。次に、

３．見直しについて、ですが、国が第 10次卸売市場整備基本方針を平成 28年１月に策定してお

ります。それに伴い、既に経営展望を策定済みの市場においても見直しを図るよう国が推進して

おります。これは義務付けでは無いのですが、今回、平成 28年度～平成 29年度、当市のほうで

は、青果部の低温卸売場の整備工事を要望しており、採択されているのですけれども、今後、こ
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の交付金の申請において経営展望に記載されている必要があります。また、青果部低温卸売場の

整備工事ですが、八戸市中央卸売市場経営展望において、現在の経営展望には明確な記載がござ

いません。青果部低温卸売場を建設する、ということではなく、「冷蔵機能の確保」とのみ記載

されております。事務手続きを進めるうえで現在のところ、農政局の担当者からは特に指摘を受

けていないので、今のところすぐに変える必要はないのですが、できればこれをはっきりと、「青

果部低温卸売場の整備」と盛り込みたいということがありまして、見直しを行ないたいというこ

とでございます。次に、合議機関についてですが、どのように経営展望の見直しを行なっていく

かということですが、前回は「中央卸売市場経営展望策定協議会」という合議機関を新たに設け

て、こちらでお諮りしたのですが、この経営展望策定協議会の構成団体及び委員と、当運営協議

会の構成団体及び委員が重複しているということと、国のほうで運営協議会で検討することを認

めていることもございまして、今後、見直し等は、この運営協議会にお諮りしたいと考えており

ます。続いて日程なのですが、まだ詳細は詰めきれていないのですが、来年度以降、４～５回、

会議を行い、年度内に策定したいと考えております。 

   続きまして２ページ目、国で第 10 次卸売市場整備基本方針が策定されたので、見直しを行な

うと申し上げたのですが、それではどのようなところが第 9次と変わっているのか、ということ

なのですが、国から示されているものの概要を私のほうでまとめたものになります。まず、１．

卸売市場の適正な配置についてですが、中央拠点制度の廃止ということがあげられます。中央卸

売市場の拠点として、例えば東北では仙台市、北海道では札幌市といった中央卸売市場が拠点市

場ということで、強い農業づくり交付金において、交付率が他の市場より優遇されていたのです

が、その中央卸売市場の拠点制度が廃止となっております。続いて、再編基準の見直しですが、

こちらも国のほうで、各中央卸売市場を再編として、地方化等をするように基準を設けていたの

ですが、この再編基準はこれまでは取扱量だけを基準にしていたのですが、取扱量だけではなく

金額も考慮されることになっております。次、２．立地及び施設についてですが、これは第 9次

と変わらず、産地との連携強化や実需者ニーズへの対応などに資する施設の計画整備について、

第 10 次以降も進めていくことになっております。また、３．取引、物品の取扱の合理化・品質

管理の高度化についてですが、これも第 9次以降から国のほうで推し進めていることでございま

す。続いて、４．卸・仲卸会社の経営の近代化について、これも６次産業化への参画の推進とか、

産地との連携系強化、経営体質の強化で、国のほうで第 9次では仲卸業者の統廃合を進めるため

に少し厳しい目標、全国である一定以上の仲卸会社を整備するような書きぶりだったのですが、

それがなくなっております。続いて、５．その他として、災害時等への対応機能の強化とか、卸

売市場や日本食文化等への消費者の理解の醸成とありますが、これも第 9次以降推し進めている

ところで、特に変更はございません。 

   以上で、案件２についての説明を終わります。 

 

○会 長 ありがとうございました。平成 25 年に、八戸市中央卸売市場経営展望というものを国

の第９次卸売市場整備基本方針に基づき、策定をいたしました。その際、この運営協議会とは別

途で、八戸市中央卸売市場経営展望策定協議会を組織してやっていたのですが、今回はそれをし

ないで運営協議会を経営展望の策定協議会と位置づけして、新たな経営展望を策定していくとい

うことでございます。その中で、現在整備を進めております、青果部低温卸売場の整備工事を盛

り込んでいくということがひとつの大きな案件でございます。そこのところにつきまして、皆様

のほうからご意見・ご質問があればよろしくお願いいたします。 

 

 ○Ａ委員 これは災害時における自家発電とかの計画はないのですか。 
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 ○事務局 この前の 3.11 の地震があったときに、卸売場のシャッターを手動で開けるということ

で、時間を要したのですけれども、簡易型の運べるような発電機と、あとシャッターのほうに非常

用発電機から電気を供給できるような仕組みをつくって、卸売場のシャッターの開閉については改

善されております。 

 

 ○会 長 その他、何か経営展望策定につきましてご意見・ご質問等ございましたらお願いいたし

ます。 

 

 ○Ａ委員 何年前かの地震のときに停電して、買参、卸の支払いの関係がうまくいかなかったんで

すよ。だから停電に対する考え方はしっかりしていたほうがいいと思う。災害というものはこれか

らいくらでもおこる状況になってきていることもあります。私たちのほうでお金を集めて、卸に支

払っている状況なのですが、停電しているのでいつがいくらかわからなくなって、何人かで謝りに

いった経験があります。 

 

 ○会 長 以上のようなことを含めながら、経営展望を策定していきたいと思いますが、よろしい

でございますでしょうか。では、経営展望の見直しの件につきましては、ご了承いただいたという

うことで、よろしいでございますでしょうか。はい、ありがとうございます。 

 

 ○会 長 それでは、案件３「八戸市中央卸売市場条例の一部改正について」事務局からお願いし

ます。 

 

 ○事務局 事務局の加藤と申します。よろしくお願いします。それでは、私のほうから、「八戸市

中央卸売市場条例の一部改正について」ご説明させていただきます。着座してご説明いたします。

では、お手元の資料３をご覧願います。1 の改正の趣旨でございますが、中央卸売市場の業務に

つきましては、国の卸売市場法及び卸売市場法施行規則によるほか、国で定めております「中央

卸売市場業務規程例」に準じて規定された条例等を制定し運営されております。この度、卸売市

場法施行規則の一部改正に伴い「中央卸売市場業務規程例」改正されたことにより、八戸市中央

卸売市場条例も一部改正するものであります。次に、２の改正の概要についてですが、（１）（２）

は卸売市場法施行規則の一部を改正する省令の平成 28 年 4 月 1 日付け施行に伴う改正でござい

ます。（１）市場を活用した輸出の取組の推進でありますが、輸出に係る卸売業者の第三者販売

及び仲卸業者の直荷引きが可能となる規定を追加するものであります。卸売業者が外国の食品事

業者等と連携し、国内産農林水産物販路拡大のために第三者販売を行う場合や仲卸業者が輸出に

意欲のある農林漁業者等と連携し直荷引きを行って、外国の食品事業者等へ販路開拓を行う場合

には、現行規定では、対応困難となっております。このことから、可能となるよう規定を追加す

るものであります。次に、（２）開設者の承認手続きの迅速かつ簡易な運用ですが、他の市場の

卸売業者との業務連携契約に基く第三者販売及び直荷引きや卸売市場の電子商取引に基く商物

分離取引について、開設者が承認手続きとして、現行規定では、取引委員会の意見を聴くことに

なっておりますが、取引委員会からの意見聴取のほかに手続きの迅速化かつ簡易な運用とするた

め、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者のうちから開設者が指名する意見を聴

くことも可能とする規定を追加するものであります。次に、（３）衛生上有害な物品等の売買禁

止に係る規定の明文化ということでありますが、廃棄食品の不正流通に係る事案の発生を踏まえ、

これは八戸ではありませんが、現行規定では衛生上有害な物品に客観的事情に照らして食品の安
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全性が充分に確保されておらず、人の健康に危害を及ぼす可能性のある物品についても市場への

搬入、売買又は売買を目的とした所持の禁止、当該物品の売買差し止め等に関する規定を明記す

るものです。３．今後の予定でございますが、本日は条例一部改正の主な概要についてご説明い

たしましたが、今後具体的な条文の改正案及びあわせて条例施行規則の改正案等を含め、取引委

員会と運営協議会へご説明後、29年 3月に市議会定例会への条例改正案の提案する予定です。そ

して、議決後に農林水産省への認可申請をして、認可がおりてから改正条例施行となる運びとな

ります。説明は以上でございます。 

 

 ○会 長 ありがとうございます。国の卸売市場法施行規則の改正によって、八戸市の中央卸売市

場条例も一部を改正する必要があるということで、３点ほど改正の要点があります。今後の予定

としましては、資料のような流れで進めていくということになります。これにつきまして何かご

意見・ご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

 ○Ａ委員 売買参加者に新しく加入する場合に買出人を１年やらなければいけないというので、３

年に１人くらいに、入るかなという人がいるのですが、逃げられている、拒否されているので、

そういうことはなくしてもらいたい。３年か５年に一人だけ入るというのも、買出人１年の経験

がないからダメということで拒否されるので、結局、入りたい人が入れないのですよ。このやめ

る人が多い時代に。時代に逆行している。 

 

 ○事務局 今は条例に関連してではなくて、ということでよかったでしょうか。買出人をしてから

でないと売買参加者の許可はできないということについてでしょうか。 

 

 ○Ａ委員 はい。それは何にあるのでしょうか。条例にあるのでしょうか。 

 

 ○事務局 要綱において、売買参加者の承認基準としては、３年以上の売買取引の経験があり、か

つ当該物品の取引について評価能力がある者であることと認められております。 

 

 ○Ａ委員 まず１年買出人やるとなると、そんなにやってる場合ではないとやめてしまうのですよ。

ただ、その人たちは実績はあるわけですよ。仲卸でいくら買ってるとか、他の市場でいくら買っ

てるとか、実績が必要であれば、他の実績を数字で出して、それで許可するというものでもいい

のではないでしょうか。 

 

 ○事務局 要領において３年という売買取引の経験を有す者と、青果部において買出人として仲卸

業者との取引実績が１年以上で年間取引が 300万以上であることということがある場合、その他

ただし、市長が特別な事由がある場合にはこの限りではないという要綱もございますので、ご相

談があれば適時対応したいと思います。 

 

 ○Ａ委員 新しく売買参加者になるということはめったにないんですよ。組合までくる人は１年に

１人くらいはあるのですけれども、そのような感じなのに拒否されてしまったら。 

 

 ○事務局 ご希望がある方がいらっしゃいましたら、ご相談にきていただければ。まだそのような

件は私どものほうまで上がってきたことはございませんでしたので、そのような事案がございま

したら管理事務所のほうまでご相談いただければと思います。 
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 ○会 長 この件はよろしいでございますでしょうか。それでは、事案がございましたら管理事務

所のほうに相談いただきながら、適宜対応をいただけたらということで、この件につきまして収

めたいと思います。 

 

 ○会 長 その他、条例の改正につきまして何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。そ

れでは、この予定に従って、改正案の方を進めつつ、議論をしていきたいと思いますので、この

件につきましては、ご了承いただいたということで進めたいと思います。 

 

５．その他 

 

 ○会 長 それでは次第に則りまして、５．その他 について、当協議会につきまして何かご意見

等があれば、お願いします。 

 

 ○事務局 事務局からご連絡いたします。今年度の運営協議会は、あと１回を予定しており、２９

年２月上旬頃に開催予定でございます。 

 

 ○会 長 それでは、その他の案件はございませんようでしたので、これで協議案件の審議を終了

いたします。円滑な議事進行へのご協力、ありがとうございました。 

 

６．閉 会 (午後 2時 40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。 

 

 

 

 


