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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 29年 11月 1日（水）午後 1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、川﨑委員、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、平委員 

欠席委員：小山委員、畠山委員 

事 務 局：佐々木市場長、畑内参事、加藤主幹、木村主幹、福田技師、獅子内主事 

 

 

１．開 会 (午後 1時 00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。 

  本日は、小山委員、畠山委員から、都合により欠席、というご連絡をいただいております。 

 本委員会は、運営協議会規則第４条第２項の規定により、委員の半数以上の出席で開催すること

となっております。本日は、13名の御出席により、充足しておりますことを御報告いたします。 

 

２．会長挨拶 

 ○司 会 それでは、はじめに、田中会長より御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賜りまして、

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、「青果部低温売場の使用料

について」が案件に上がっております。委員の皆様には、忌憚のない御意見等をいただくととも

に、議事のスムーズな進行に、御協力くださる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。本日はよろしくお願いいたします。 

 

 ○司 会 ありがとうございました。 

 

３．協議案件 

 ○司 会 それでは、協議案件に移らせていただきます。会議の議長は、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、議事進行への御協力をお願いいたします。 

   それでは、案件「青果部低温売場の使用料について」事務局から報告をお願いします。 

 

 ○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、「青果

部低温売場の使用料について」御説明させていただきます。失礼ながら着座して御説明いたしま

す。まず、１の低温売場設置に伴う使用料の設定についてございます。低温売場は青果部卸売場

内に、夏場や冬場の気温の変化に伴う農産物の品質の低下を解消するとともに、価格の安定を図

るために年度内に設置いたしますが、その使用料を条例・規則に定めるものであります。 

   次に、２の施設の概要についてでございますが、低温売場は、幅約６３メートル、奥行き約１



2 

３メートル、高さ約４メートルでございままして、構造は鉄骨造りでございます。 

３の完成時期ですが、平成３０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８２０円とし、同施行規則で１平方

メートル当たり月額６５０円と規定いたします。これは、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。ちなみに、施行規則の金額は、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、農林水産省の算定基準による施設の償却費（１５年）、管理・修

繕費、損害保険料により算定いたしました。 

５の今後の予定ですが、平成２９年１２月に議会へ条例改正の提案し、 議決後農林水産省へ

認可申請をいたします。そして、平成３０年 ４月に 改正条例を施行いたします。以上です。 

 

 ○会 長 ありがとうございます。ただいま、事務局から報告がありましたが、御意見・御質問等

があればお願いいたします。 

 

 ○Ａ委員 この改正条例でいくと、冷蔵庫の使用料の金額はどれくらいになるのでしょうか。 

 

 ○事務局 53万 6,250円になります。こちらの面積が 825㎡で、１㎡あたりの単価が 650円となり

ます。これに消費税がかかるので、約 58万円程となります。 

 

 ○Ａ委員 それで、これを建てるときは売買参加者の事務所はどうなるのでしょうか。 

 

 ○事務局 取り壊しをする予定です。そして、旧北印さんのほうで使っていた控え室のほうを利用

してもらう予定です。 

 

 ○Ａ委員 そっちのほうは手を加えたりしないのですか。 

 

 ○事務局 基本的には現状で利用していただこうかと考えております。 

 

 ○Ａ委員 １年半くらい前の会議では、最初はあそこを移動するときは、新しい休憩場を作っても

らえるというような条件だったと思うのですが。 

 

 ○事務局 その件につきましては、現在耐震診断を行っておりまして、その時に休憩所が耐震診断

に引っかかって問題がある場合は解体をせざるを得ないので、その時は改めて考えたいというこ

とですので、耐震診断で今委託を受けている設計事務所のほうからは卸売場に関しては診断では

問題がないという話を受けておりましたので、今の施設は現状で使っていただきたいというとこ

ろでございます。 

 

 ○Ａ委員 休憩場はいろんな方が使うわけですから、ここは管理のほうは考えてみて相当かかるの

で、移る場所もそのままだとあまりにもみすぼらしいと思います。 
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 ○事務局 後ほど具体的に要望を聞かせてもらえれば、部屋のリニューアルなり改修なり考えたい

と思っておりますので、後日お知らせ願えればと思います。 

 

 ○Ａ委員 委員の方々はわかっていると思うのですが、売り上げやら卸売場、駐車場や自販機など

からいろいろ使用料をとっていると思うのですが、いくら入っているのか数字を出してもらえま

すでしょうか。 

 

 ○事務局 今年度の当初予算の数字を申し上げます。使用料は 7,130万円、付属施設等の使用料が

9,370万円となっております。 

 

 ○Ａ委員 これが年間に入ってくる全部のお金ですか。 

 

 ○事務局 そうでございます。３月に議会で決めた予算でございます。 

 

 ○Ａ委員 年間これだけお金が入っているのに、場所はどいて施設は直さないのはどうなのだろう

か。どうしなければいけないのか十分考えて答えを出して下さい。 

 

 ○事務局 今の案件は低温売場の使用料についてですので、業界以外の方々もいらっしゃるので、

その辺につきましては、後で御相談させていただきたいと思います。こちらとしても、今の売買

参加者の休憩所がなくなるということで、代替の施設として旧北印で使っている施設を提供した

いと思っているところでございまして、耐震も診断の結果問題ないということでしたので、施設

の中のリニューアルにつきましては、予算の関係などもありますので、後日相談させていただけ

ればと思います。 

 

 ○Ａ委員 答えはいつ出すのですか。 

 

 ○事務局 リニューアルの内容を聞かせて、その内容で今の予算でできる、できないなど検討しな

ければ回答できないので、まずは御要望を聞かせていただければと思います。 

 

 ○Ｂ委員 別件になります。低温売場の件になります。算定根拠のところに施設の償却費 15 年と

あります。そうしますと 16年目以降はどうなるのでしょうか。 

 

 ○事務局 現在は償却費 15 年で計算しておりますけれども、私の口からもこうだという答えも難

しいですが、市場全体の展望や計画もあり、使用料の見直しというのは必要になるのではないか

と考えております。今回 15 年でこの金額という話はしておりましたけれども、16 年目に入る前

にそのような話が出てくると考えております。その時の社会情勢とかにもまたどうなっているの

かわかりませんが、見直しという話はあるのではないかと思います。 

 

 ○Ｂ委員 15 年間はこの 650 円という形が基本になり、16 年目以降につきましては、その時の社

会情勢等を見ながら、この償却費の期限の切れた段階の話になりますね。 

 

 ○事務局 将来どうなるかわかりませんけれども、その時はこの低温売場の次の施設などが出てく

るのか、その時の業界の考え方も出てくると思いますので、今の建設する低温売場が 15 年にな
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ってましたので、機械等の影響などそのような関係も出てくると思いますし、先ほどの使用料の

絡みもあり、もしくは第二の低温売場が必要といった話が出てくることもありますので、その様

子を見ながら新たに考えていかなければならないのかなと考えております。 

 

 ○Ｂ委員 今の状態で 15 年経ち、16 年目以降は償却費につきましては、入らないということです

よね。その時の社会情勢などはわかりませんが、今の状態のまま行けば、16年目以降はこの償却

費の部分は削れるということですよね。 

 

 ○事務局 15年となるとおそらく冷凍機がいかれてくると思うのですよね。 

 

 ○Ｂ委員 新たなものができた場合は、それがプラスになっていくことはわかりますが、今の状態

で 15年間で償却してしまうということでよろしかったですよね。 

 

 ○事務局 15年経ったら償却費はなくなり、安くなるのではないかということでお話がありました

けれども、これは他の施設との関係もあると思いますので、単純にその部分がなくなるとかでは

言えない部分があると思いまして、ある程度の年数がかかってくれば修繕等があると思いますし、

あとは条例規則によって使用料が定められておりますので、その辺も考慮しまして、状況次第で

他の施設がどのような状況になっているのかも考えまして検討していきたいということで御理

解いただければと思います。管理費や修繕費等かかってくるので、単に年数が経ったからといっ

て安くなるかどうかといったところは今後の課題となってくると思いますので、その辺を御理解

いただければと思います。 

 

 ○Ｂ委員 特別なものを、例えば冷蔵の機械を取り替えるとかという話であればわかりますが、そ

のような話ではなくて、これは 15 年で償却するということを考えた上で算出されたのが規則で

650円ということですよね。 

 

 ○事務局 償却費を見込んだ部分で規則では 650円となりますが、あくまで料金を算出するための

ものです。条例ですと、820 円なのです。そして先ほどの規則のほうで８掛けでやるとこうなり

ます。 

 

 ○Ｃ委員 ２億で建てて、国からの補助金も出て、それを 15 年で割ったわけだから、それ以降お

金がかかるというのはおかしい訳ですよね。またその時の話にもよりますけれども、いろいろ含

めた費用ですから。 

 

 ○事務局 修繕とかに関しましても、平均をとりまして、825 ㎡に合わせて経費を算出しましたけ

れども、これから施設の部分とかに伴って修繕などの経費が増大する傾向にあると思いますので、

そのような部分も含めながら、使用料について考えております。そして 15 年以降も、はっきり

は言えないですが、そのままいくのか、見直しとなるのか、その話し合いをする必要が出てくる

かと思います。 

 

 ○会 長 その他、何かございますでしょうか。 

 

 ○Ｄ委員 この工事期間の間に、売場がこの工事のために売場として使えなくなるわけですが、そ
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の間はいつも通りの使用料を払うのでしょうか。 

 

 ○事務局 ついこの間、業者が決まりまして１回目の打ち合わせをしたのですが、その時点で工事

の仮囲いですね、工事部分と売場部分を仕切るための囲いの叩き台となるものを業者に作っても

らうことになりましたので、その形にもよりますが、その部分に関しては、使用料から差し引く

ことと考えております。ですので、工事範囲の 825㎡ともう少し大きくなると思いますけれども、

何㎡になるかは業者に確認しなければいけませんが、その分は使用料から差し引かせてもらうこ

とと考えております。 

 

 ○事務局 参考までに他の市場の使用料をお知らせしたいと思います。仙台の中央卸売市場の低温

売場が 1,115円/㎡、札幌で 1,122円/㎡となっておりますので、規模とか内容とかはわかりませ

んが、こちらと比べると安くなっているのかなと思います。さらに、仙台と札幌は条例と規則は

同じ金額です。東北管内だと八戸は規則で安くしております。 

 

 ○Ｅ委員 参考までに低温売場ではなくて、通常の売場の使用料はどれくらいでしょうか。 

 

 ○事務局 規則だと 120円です。償却費等を昭和 52年当時に計算して条例だと 150円、規則で 120

円に設定しております。 

 

 ○会 長 その他、何かありますでしょうか。それでは、青果部低温売場の使用料につきましては

事務局から提示された案でよろしいでしょうか。はい、それでは、ただいま出た御意見等踏まえ、

事務局から提示された案で進めていただきたいと思います。 

 

 ○会 長 予定の案件は、以上となりますが、委員の皆様からほかに何かございましたらお願いい

たします。 

 

 ○Ｆ委員 先日市長にも少しお話いたしましたけれども、エレベーターがほしいということで、高

齢者や障がい者の方々にも配慮できた施設となるよう引き続きお願いを申し上げます。また、低

温売場に限らず、まだ駐車場含め手狭でしたので、まだまだ施設があれば売り上げも増やせると、

東北市場のよい立地条件がありますので、なんとか積み込みの場所が窮屈な状況なので、荷捌き

上屋の増築なども検討していただければと思います。売り上げをもっと増やせば、使用料ももっ

と払えることだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 ○事務局 以前の会議で経営展望の見直しについてお話させていただいたと思います。みなさんも

御存知かと思いますけれども、国のほうで卸売市場法の抜本的な改正を検討しておりまして、話

によると 12 月中に改正案が出るという情報もありますので、国のほうの卸売市場法の改正を見

据えながら新年度移行の経営展望の見直しというのをまた新たに前回のやつを叩き台にして、市

場の改修なり施設が必要とか、皆様からの御意見を頂戴して、経営展望を作成して、それに向け

て予算関係も含めまして、考えていかなければならないのかなと思います。当面としましては、

業界の方々の御意見としてエレベーターが欲しいという要望を受けておりましたので、新年度に

予算を要求する予定でおります。来年の話ですが、実現に向けて一歩ずつ進めていきたいと考え

ております。その時になりましたら、皆様から御意見などをいただく機会もあるかと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 



6 

 

 ○事務局 今後の日程についてお知らせします。昨日、協力会の役員会で初売式と新年祝賀会の日

程が決まりましたので、委員の皆様にお知らせします。初売式は１月５日(金)午前８時から約 30

分間、青果部の卸売場で実施したいと思います。新年祝賀会は１月１３日(土)午後６時からプラ

ザアーバンホールで行いたいと思います。これも役員会で決まりましたので、正式な案内は後日、

委員の方々にさせていただきたいと思いますが、事前にお知らせさせていただきたいと思います。

以上です。 

 

 ○会 長 その他、何かございますでしょうか。それでは事務局から連絡があるようですので、お

願いいたします。 

 

 ○事務局 事務局から御連絡いたします。次回の運営協議会は、３０年２月１６日(金)午後３時か

らプラザホテルにて行い、会議終了後に懇親会を行う予定でございます。委員の推薦依頼ととも

に、改めて各団体に文書を送付させていただきます。 

 

 ○会 長 それでは、本日の案件はすべて終了いたしました。議事進行への御協力ありがとうござ

いました。 

 

 ○事務局 これをもちまして、運営協議会を閉会いたします。皆様お疲れ様でした。 

 

 


