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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 30年 2月 16日（金）午後 3時 00分 

場  所：八戸プラザホテル １階 ブリリアント 

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、川﨑委員、柳町委員、

古川委員、佐々木委員、小笠原委員、木村委員、平委員 

欠席委員：畠山委員、阿部委員 

事 務 局：小林市長、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、山田副参事、加藤主幹、木村主幹、福田技師、獅子内主事、 

 

１．開 会（午後 3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。 

 

 

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。 

 

   (委員へ委嘱状を交付) 

 

  ○司会  なお、本日ご欠席された畠山 真一様、阿部 優子様には、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

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。 

 このような中、今国会において、昨年から議論されておりました卸売市場法の改正法案が提
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出されておりますが、この法案はこれまでに例のない抜本的な見直し内容となっております。 

市場開設者といたしましても、このような状況変化に的確に対応するとともに、今後も、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向けて取

り組んで参りますので、皆様におかれましては、特段の御支援、御協力を賜りますようお願い

いたします。 

また、３月には念願の低温売場が完成予定であり、懸案でありましたコールドチェーンが確

立され、品質管理の高度化が図られるものと期待しております。 

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。よろしくお願いいたします。 

 

 

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。 

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。 

 

  ○Ａ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。 

 

  ○Ｂ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。 

 

○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、横町副会長とともに、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 29年八戸市中央卸売市場取扱高実績について」、「八戸市中

央卸売市場耐震診断の結果について」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

からの挨拶とさせていただきます。 

 

○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。 

    ここで、市長は公務のために退席させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
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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、ご質問等ございましたら、ご不明な点も含めましてご意見等ありました

ら、お願いいたします。 

 

  ○会長 よろしゅうございますでしょうか。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。 

 

  ○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
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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 29 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２９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 A4 の横になっている資料の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。１.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２６４日で、

取扱数量は、１０万７，５８７トンで、前年比９７．３％、取扱金額は、２２２億４，３５２

万３千円で、前年比８７．２％となりました。続きまして２.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９８．

３％、金額で前年比８６．５％、果実は数量で前年比９３．４％、金額で前年比９０．３％、

加工品や卵などのその他では、数量で前年比７７．３％、金額で前年比８７．９％となりまし

た。次に、３.入荷及び価格の状況については、事前に資料をお渡ししておりましたので、割

愛させていただきます。 

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。１.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２５２日で取扱数量は、１，６００万

５千本で、前年比９２．４％、取扱金額は、１２億６，４９９万８千円で、前年比９５．４％

となりました。２.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９２．

１％、金額で前年比９５．４％、鉢物は数量で前年比９７．２％、金額で前年比１０４．２％、

観葉植物や苗物などのその他は、数量で前年比９５．６％、金額で前年比８９．６％となりま

した。次に、３.入荷及び価格の状況については、事前に資料をお渡ししておりましたので、割
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愛させていただきます。 

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。 

 

 ○Ｃ委員 平成 29 年の青果部の取扱高が 222 億程あるようですが、仲卸と売買参加者はどれく

らいの金額ですか。 

 

   ○事務局 29年の仲卸業者への販売は、5万 3,125トン、売買参加者につきましては、2万 3,567

トンでございます。金額は仲卸業者に対しまして、109 億 9,000 万程でございます。売買参加

者に対しましては、52億 7,700万程でございます。その他といたしまして、第三者販売がござ

います。仲卸業者、売買参加者以外への販売金額は 59億 8,000万程でございます。 

 

 ○Ｃ委員 その他というのは役所で認めているのは何％まで認めているのですか。 

 

 ○事務局 その他全てを認めております。内訳は直ぐには出てこないのですが、要領では転送が

可能なものは、約 20％と定めておりますが、その他に、仲卸と売買参加者へ販売した残りの物、

残品につきましては、この 20%の範囲からは除外されておりますので、その分も含めまして、

先ほどの金額となっております。 

 

 ○Ｃ委員 仲卸と売買参加者では、だいたい 222億から引けば、20％以内に収まっているという

ことですか。 

 

 ○事務局 20％以内には収まってはいないのですが、要領で 20％と定めております、入手困難な

ものにつきましては、20%以内に収まっております。その他に、毎日、残品が出ておりますの

で、その毎日の残品につきましては、当日申請が出まして、事務局で許可しております。 

 

 ○Ｃ委員 何で言っているかというと、売買参加者や仲卸の取扱が落ちてきているわけですよ。

それで売買参加者や仲卸は大変苦労しています。まぁ難しいことは言わないですけれども、そ

のところをまずちゃんとやってもらえればと思います。会社が２つが１つになって、Ｄ委員じ

ゃないとできないので。 

 

 ○Ｄ委員 はい、しっかりやりましょう。 

 

 ○Ｃ委員 結局はやるべきものをしっかりやってくれということです。そうでないと、売買参加

者なんかは欲しいものが買えない、買うものがなくなった、あれもないこれもない、というよ

うな状況になってしまうので。他のほうは、他市場も、昨日東京に用事があって行ってきたの

ですが、どこも売買参加者や仲卸が苦労しています。しっかりやってくれれば、Ｄ委員しかや

れる人がいないのだから、ちゃんとやってくれればと思います。 

 

  ○会長 その他、何かございますでしょうか。よろしゅう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「八戸市中央卸売市場耐震診断の結果について」事務
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局から報告をお願いします。 

 

 ○事務局 それでは、八戸市中央卸売市場の耐震診断の結果について、ご説明いたします。お手

元の資料をご覧ください。1.対象施設の概要でございますが、八戸市中央卸売市場の青果部卸

売場棟は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建で、面積は、７千６２４．５平方メートル、

同じく青果部仲卸売場棟は、鉄骨造２階建で、面積は、６千０９３．５平方メートル、管理棟

は、鉄骨造３階建で、面積は、３千８５２平方メートルとなっております。昭和５２年９月完

成で、昨年でちょうど築４０年経過しております。 

２.耐震診断結果の概要でございますが、構造耐震指標であるＩｓ値について表示をしてお

ります。卸売場棟で、２．３０、仲卸売場棟で、０．５３、管理棟で、１．４５との結果にな

りました。この数字は国土交通省が所要の耐震性を確保するために求めている構造耐震指標Ｉ

ｓ値ということで、震度６強から７に達する程度の大規模な地震に対する安全性を示しており

ます。Is値が０．６以上あれば地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いとなっており

ます。 

仲卸売場棟の Is 値が「０．５３」ということから、構造耐震指標の判定基準に当てはめま

すと、０．３以上０．６未満の区分に該当し、震度６強以上を想定した地震に対しまして、倒

壊または崩壊する危険性があるという診断結果でございました。 

但し、震度５強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊する恐れは

ないものと考えております。 

３．今後の対応でございますが、耐震改修が必要となる仲卸売場棟の耐震改修工事の設計委

託を平成３０年度に実施し、耐震改修工事については業界と調整して進めていきたいと思いま

す。以上で報告を終わります。 

 

  ○会長 ただいま、事務局から、耐震診断の結果ということで、仲卸売場棟が Is値 0.53という

ことで、倒壊または崩壊する危険性があるという診断結果がなされたという報告がありました

が、ご質問があればお願いいたします。 

 

  ○Ｅ委員 当時建築したレベルで耐震をクリアできる状態で建てたと思うのですが、これは、今

の基準というのは、いつからできたのですか。あと、この診断を出したのはどういった業者さ

んなのかを教えていただければと思います。 

 

  ○事務局 耐震診断という国のほうからの考えですが、これは昭和 56 年に建築基準法の改正に

伴いまして、それ以前の建物はこの耐震診断を実施するというようになっております。大きく

この建築基準法が変わったのが昭和 56 年ということですので、それ以前の建物は今の基準に

対して、簡単に言いますと弱い建物ということになりますので、ご存知のとおりこの青果部は

昭和 52 年の工事ですので、診断を実施したというわけでございます。業者につきましては、

市のほうで耐震診断の委託を発注致しまして、設計事務所にお願いして、具体的な話をします

と、当時の図面を精査したり、現地の状況を確認したりして、耐震診断のソフトみたいなもの

があると思うので、それにかけて、このような数字を算出していると思います。また、この耐

震診断の業者のほうで現地確認等して報告が出てきますけれども、最終的には、青森県建築物

耐震診断改修判定委員会というところで審査をいただいて、そちらのほうで、この診断は間違

いないということで、報告を受けているということでございます。 
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○Ｅ委員 そうしますと、現在の基準に合わないということで、昭和 56 年の法改正があって、

その当時からの耐震基準が合わないということが、現在まで続いてきたということになると思

うのですが、この前の東日本大震災のときもありましたが、基準の 0.6に対して、若干満たな

いということですから、これは強い地震がきた場合に２階が落ちてくることがあるということ

で理解してよろしいのでしょうか。その可能性があるということでしょうか。 

 

○事務局 具体的に 0.6 の基準に対して 0.53 ということで、若干数字的に足りないということ

ですが、２階が落ちてくるか落ちてこないかという技術的なところはなんとも言えませんけれ

ども、0.3 から 0.6 の範囲は、危険性があるという国の判断ですので、あくまでもそういうと

ころまでしか申し上げられないところでございます。 

 

○会長 その他なにかご質問等ありますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

 

 

６．その他 

 

  〇会長 それでは、６.その他について、委員の皆様から、他に何かご意見等ございましたらお

願いいたします。 

 

 〇会長 ないようでございますので、これで終了させていただきます。円滑な議事進行への御協

力、ありがとうございました。 

 

 

７．閉 会（午後 3時 45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。 

 

 

 

 


