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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 31年 2月 12日（火）午後 16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、畠山委員、佐々木委員、小笠原委員、平委員、阿部委員 

欠席委員：木村委員 

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、野沢市場長、加藤主幹、

木村主幹、田端主幹、福田技師、獅子内主事 

 

 

１．開 会 (午後 4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。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。まず、本日の出席状況ですが、木村 委員が、御都合により御欠

席でございますが、15 名中、14 名の委員に御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項の規定により、会議が成立することを御報告いたします。 

 

２．市長挨拶  

 

 ○司 会 それでは、はじめに、市長より挨拶を申し上げます。 

 

○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、日頃から、当市場の運営につきまして格別の御支援と御

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、卸売市場を取り巻く環境は、人口減少に伴う食料消費量の変化や消費者ニーズの多様化、

生産者の高齢化に伴う生産量の減少や産地直販の事業拡大に加え、量販店による産地との直接取

引の増加など流通形態が多様化しており、大変厳しい状況となっております。 

このような中、当市場では昨年４月に青果部卸売場内に年間を通して適切な温度管理が可能と

なる低温売場を設置し、より一層、食の安全・安心に対する品質管理の向上に努めているところ

であります。 

また、卸売市場法が昨年６月に改正され、各市場においては、生産・流通・消費の高い公共性

を有する拠点市場としての役割や機能を発揮できるよう売買取引方法の設定などの対応が求め

られており、当市場といたしましても、来年６月の施行に向け、関係者の皆様と引き続き協議し

ながら、今後とも、公正な取引の場として重要な役割を果たしていけるよう、取り組んで参りた

いと考えております。 

  今後とも北東北の拠点市場として、安心・安全な生鮮食料品の安定供給に努めるとともに、さ

らなる市場の活性化と機能強化に取り組んで参りますので、委員の皆様には、多年にわたり培わ

れました豊富な知識と経験により、当市場の活性化はもとより、広く市勢の発展につきましても

お力添え賜りますようお願い申し上げ、挨拶といたします。 
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３．会長挨拶 

 

 ○司 会 続きまして、田中会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

 ○会 長 本日、皆様におかれましては、お忙しい中、またお足元が悪い中、八戸市中央卸売市場

運営協議会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。さて、次第にございますよう

に、本日は、「平成 30 年八戸市中央卸売市場取扱高実績について」及び、「卸売市場法の改正に

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、忌憚のない御意見等を伺い

ますとともに、議事の円滑な進行に、御協力頂きますようお願いを申し上げ、私からの挨拶とさ

せていただきます。本日はどうぞ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。 

 

４．報告案件 

 

 ○司 会 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、田中会長にお願いいたします。 

 

 ○会 長 それでは、暫時議長を務めさせていただきます。案件の報告に入らせていただきます。

それでは、案件１「平成 30 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

いいたします。 

 

 ○事務局 市場長の野沢と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは、案件１「平成

30年八戸市中央卸売市場取扱高実績について」御説明いたします。失礼ながら着座して御説明を

させていただきます。それでは資料の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。開市日数２６０日で、取扱数

量は、１０万６，０４２トンで、前年比９８．６％。取扱金額は、２３４億５，０２４万円で、

前年比１０５．４％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１０１．７％、金

額で前年比１０９．４％、果実は数量で前年比８２．７％、金額で前年比９１．３％、加工品や

卵などのその他では、数量で前年比８０．５％、金額で前年比８０．８％と、野菜のみ、前年を

上回っております。次に、３．入荷及び価格の状況について、御説明いたします。「野菜」の入

荷状況につきましては、１月の気温は平年を大きく下回り、入荷減となりました。２月は、日照

時間が多く、入荷量はやや回復しました。３月中旬以降は、平均気温が高く、潤沢な入荷となり

数量も前年を上回りました。５月からは低温と曇天が続き、特に地場産の入荷に遅れが見られ、

梅雨入り後も低温・日照不足となり、７月は西日本豪雨や記録的な猛暑などの影響を受けた品目

が多く、単価高となりました。９月は台風の上陸と秋雨前線の停滞により一部の品目で価格が高

騰しました。１０月、１１月は全国的に気温が平年を上回り、多くの品目で入荷が進みました。

価格につきましては、１、２月は大根が入荷減の影響を受けて、単価高となりました。４月は白

菜が潤沢な入荷となり、単価安となりました。５、６月は馬鈴薯の産地が重なり、数量が増え単

価安が続きました。７月は豪雨と猛暑の影響により、キャベツの価格が高騰し、秋には人参が北

海道からの入荷減により価格が高騰しました。続きまして、「果実」部門の、りんごにつきまし
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ては、１月は小玉やサビ果の入荷が多く、３月中旬には単価高で推移したため、ハネ物中心の販

売となり、４月以降も数量が不足し、お盆前には在庫が少なく厳しい販売でありました。10、11

月は、台風等の影響でキズ果が多く、贈答品が少ない傾向でありました。りんご以外の果実につ

きましては、１、２月は、冷え込みが厳しく、いちごの入荷が少なく高値で推移しました。GW

にはメロン、西瓜が順調に入荷しましたが、気温が低くなるにつれて動きも悪くなりました。７，

８月は生育不良、出荷の切り上がりが早まり、数量は下がりましたが、猛暑の影響により西瓜が

活発な荷動きとなりました。１０月以降は平均気温が高かったため、いちごの前進出荷が進み数

量増となりました。 

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。１．取扱高は、

昨年１月から１２月までの実績となります。開市日数２４７日で取扱数量は、１，４６７万本で、

前年比９１．７％、取扱金額は、１２億２，６２０万５千円で、前年比９６．９％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９１．２％、金額で前年

比９６．６％、鉢物は数量で前年比９２．７％、金額で前年比９９．７％、観葉植物や苗物など

のその他は、数量で前年比９７．１％、金額で前年比９９％と、前年を下回っております。次に、

３．入荷及び価格の状況について、御説明いたします。「切花」につきましては、年末から寒さ

が続き、入荷本数が少なく、高値傾向となりました。低温による入荷減は２月中旬まで続き、以

降は気温が安定し入荷量が増え、彼岸には単価も安定しましたが、寒さの影響で入荷量が少ない

品目が見られました。４月は気温も高く入荷が多くなり、安値での販売が続きました。ＧＷは母

の日需要で動きは良かったのですが、以降は荷動きが鈍くなりました。お盆前は、菊類を中心に

引き合いが強く、９月は安定した入荷がありましたが、１０月中旬の気温の低下の影響を受け品

質が低下し、価格にも影響がでました。１１月後半には例年並みに回復しました。「鉢物」につ

きましては、年初めは贈答用の動きが鈍く、苗物も例年に比べかなり増え、動きは鈍く安値であ

りました。春は、好天にも恵まれ動きが良く、県内から出荷される苗物が多く入荷しました。６

月からは苗物の動きがよく、東北各地からの出荷は７月まで続きました。７、８月は高温障害の

ため入荷が安定せず、荷動きが悪くなりました。９月は、苗物の産地が切り替わり不安定であり

ました。１１月頃まで、蘭類の入荷は安定していましたが、動きが鈍い品目がありました。 

以上で、説明を終わります。 

 

 ○会 長 ありがとうございました。ただいま、平成 30 年の青果部及び花き部における取扱高実

績につきまして、事務局から報告がありましたが、何か御意見・御質問等がございましたらお願

いいたします。 

 

 ○会 長 よろしゅうございますでしょうか。それでは、次に、案件２「卸売市場法の改正につい

て」事務局から報告をお願いいたします。 

 

 ○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、案件２の

「卸売市場法の改正について」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。卸売市場法の改正については、農林水産省のホームページ等で公開されており、市場関係者

向けの説明会に御参加し御存知の方もいらっしゃるかと存じますが、今回卸売市場法が一部改正

となりました。そのため、これから八戸市中央卸売市場条例も一部改正する必要がございます。

そこで、本日は卸売市場法の主な改正内容等について御説明させていただきます。まず始めに、

１．改正卸売市場法の目的 でございますが、第 1条は次のとおり改正されました。「卸売市場が
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食品等の流通において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることを

鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大

臣及び県知事によるその認定に関する措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することによ

り、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に

資することを目的とする。」下線部は今回改正された部分であります。この目的規定では、卸売

市場が食品等の流通において、生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしている

と定め、その卸売市場の認定に関する措置等を講ずると定められております。 

   次に、２．改正と施行時期 でございますが、昨年 6月 15日に卸売市場法及び食品流通構造改

善促進法の一部を改正する法律が成立し 6 月 22 日に公布されました。国は「卸売市場を食品流

通の核としつつ、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を

促進することにより、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応を図るという趣旨のも

と、卸売市場法と食品流通構造改善促進法を併せて一部改正されました。そして、公布後 6ヶ月

以内に定めるとされた政令により施行日は平成 32年 6月 21日と定められました。なお、政令に

あわせて省令及び卸売市場法に関する基本方針も 10月に定められました。 

   続きまして、３．改正の主な内容 でございますが、①～⑤の項目ごとに、現行の卸売市場法

と右側に改正後のものとを比較した表にてお示しております。なお、ここからは、現行の卸売市

場法については「現行法」、改正後の卸売市場法については「改正法」と省略して説明させてい

ただきます。まず、①内容と基本的な考え方と②の国の基本的役割についてでございますが、現

行法では卸売市場の計画的整備と卸売市場の開設や卸売、その取引規制を定めることが目的であ

りまして、国の役割は卸売市場の整備促進とその市場の適正かつ健全な運営の確保でございまし

た。食品流通におきましては、加工食品や外食の需要が拡大するとともに通信販売、産地直売等

の流通の多様化が進んでおります。改正後は卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等

の公正な取引環境の確保の促進が基本的な考えであります。また、基本的な役割といたしまして

は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、卸売市場に関する基本方針を指導・検査・監督する、

施設整備等及び、流通の合理化の取り組みを進めようとする場合、その計画を認定し支援する、

不公正取引の把握のための調査等を充実するとなっております。次に③開設主体でございますが、

中央卸売市場の開設者は、現行法では「都道府県または人口 20 万以上を有する市でございまし

たが、改正法では特に制限を設けておりません。次に、④国の関与についてでございますが、現

行法では中央卸売市場は、主たる供給圏であり、卸売業者及び仲卸業者の営業活動を中央卸売市

場の関係において規制する開設区域が定められ、その開設区域の中央卸売市場の開設は国により

認可されておりますが、改正法では開設区域の定めがなくなりますが、国の認定により中央卸売

市場を名乗ることができます。卸売業者は、現行法では国が業務許可及び指導監督など直接関与

しておりますが、改正法では定義が明記されたのみでございます。また、せり人の登録について

現行法では法に明記がされておりますが、改正法では明記がありません。次に⑤公正な取引環境

の確保のための規制について御説明いたします。施行後も継続して中央卸売市場として、認定を

受けるには、(ア)売買取引の方法の公表(イ)差別的取扱いの禁止(ウ)受託拒否の禁止(エ)代金決

済ルールの策定･公表(オ)取引結果の公表(カ)取引条件の公表、このア～カ 6 つの共通ルールを

遵守し、国の定めた基本方針に即し、適正かつ健全な運営を行うことができる卸売市場であるこ

とが要件とされており、現在の市の条例及び施行規則の改正が必要となります。なお、現行の(キ)

卸売業者が市場関係者以外へ販売する第三者販売の原則禁止、(ク)卸売業者が市場内の物だけを

扱う商物一致の原則、(ケ)仲卸業者が市場外から買入れを行う直荷引きの原則禁止(コ)自己買受

の禁止については、全国一律の規制ではなく、各市場ごとにその他の取引ルールとして定めるこ

ととなります。独自ルールを定める場合は、共通ルールに反しないこと、取引参加者の意見を聞
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くこと、ルールを定めた理由の公表が必要となります。 

続きましては、４．今後の対応について御説明いたします。当市としては、改正法に関する情

報収集に努め、他の中央卸売市場の動向を注視しながら、市場取引関係者からの意見を集約し、

市の条例及び施行規則に反映させたいと考えております。他市場の動向把握状況として（1）全

国中央卸売市場協力会（開設者を会員とした協会）の動向把握について御説明いたします。八戸

市中央卸売市場は全国中央卸売市場協力会に所属しております。全国中央卸売市場協力会では、

従前からある、業務担当課長会メンバーの中から各支部長市場等で構成する「条例改正検討会」

が設置されまして、平成 30年９月以降、計３回開催されております。平成 31年１月の理事会報

告後に、ブロック別の意見交換会が開催される予定であります。続きまして、（２）今後の予定

についてですが、昨年も何度か市場関係者と意見交換会を開かせていただいておりますが、市場

関係者及び他市場との意見交換により条例改正案を作成し、12月にパブリックコメントを実施し、

平成 32年２月に取引委員会・運営協議会開催し、3月に改正案を市議会に上程し、国に認定申請

いたします。6月の改正法施行時には八戸市中央卸売市場として認定される予定でございます。 

私からの説明は以上でございます。 

 

○会 長 ありがとうございました。今回の改正は非常に大きなものでして、卸売市場法は 1971

年に制定されておりまして、平成 11 年に改正が行われております。それ以降のとても大きな改

正となります。何か、御意見あるいは御質問等ございましたら、お願いいたします。 

 

○会 長 ではひとつ私からよろしいでしょうか。現行法では国の許可と認可をうけなければ開設

できないということでしたが、認定は優れた取り組みを国が認めるということになっているので

すが、認定というのは許可をされなくても認められればよいという解釈でよろしいでしょうか。 

 

○事務局 現状といたしましては、認可をされていなくても卸売市場と認められている、開設され

ている場合は、認可も含めてあると思うのですけれども、そのような状況も踏まえて、今後は、

必要な申請がされており、優れた取り組みをしている市場についても国が認めることとします。

ただ、認定を受けていない市場が中央卸売市場と名称を使うことは、罰則規定があると思います

ので、中央卸売市場として開設するためには、この認定が必要となります。 

 

○会 長 はい、ありがとうございました。 

 

○Ａ委員 今この認定される、されないなどとありますけれども、今までの中央卸売市場の取り組

みといたしましては、取引数量や金額においても、それに近い状態でやっていると思うのですが、

今の状態で国に認定申請した場合に 100％近い認定を受けることができると思っているのですが、

何か足りない要件などはあるのでしょうか。 

 

○事務局 改めて一度改正されたことにより、施行後は経過措置で中央卸売市場として認可されて

いるのですが、私どもの場合は、改正によりまして一度認可が途絶えるので、認定審査は必要と

なります。認定される時期については、変わるかもしれないのですが。それにあたって、現在あ

る状況では、そのまま中央卸売市場として公設の中央卸売市場で、というところについては、現

状のまま申請をすれば認定をできる状況にあるのですが、国のほうでは業務規定と言っておりま

す私どものほうで条例規則について改めて共通ルールとして定めているものの他に、改正法につ

いては削除された第三者販売の原則禁止、商物一致の原則、直荷引きの原則禁止、自己買受の禁
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止の４つについてどうしていくのかということについて、市場関係者含む皆様の御意見を聞いて、

意見交換会や必要に応じて取引委員会・運営協議会を開催し、改めて条例規則を定めて申請をし

なければいけないと考えておりますので、現状のままでも認定を受けることはできると思うので

すが、改めて市場法改正に伴って条例規則のほうも精査する必要があります。 

 

○Ｂ委員 先ほどの質問についてですが、私どもの中央卸売市場が新しい卸売市場法によって認定

されないことがあるのですか、ということですが、それは、今事務局からもあったように、今ま

で市場取引等をきちんとやってきたこともありますので、認定はされると思います。今回の国の

考え方とすれば、新たな市場参入者を認めるということです。大きな施設を持って、同じような

業務をやろうと思っている方が、このような条件の下に、いくつか市場が増えて競争し、活発な

取引を促進するということが今回の改正だと思います。私どもはそのままで、国のほうでは規制

緩和をして新たな参入者を認めますということだと思います。我々は困るのですけれども。 

 

○会 長 ありがとうございます。その他、何か御意見御質問等ございましたら、よろしくお願い

いたします。 

 

○会 長 それでは、この件につきましては、報告を受けたということで議事録に残しておきたい

と思います。 

 

５．その他 

 

 ○会 長 本日の予定の案件は以上でございます。委員の皆様から何かございましたら、よろしく

お願いいたします。 

 

 ○会 長 それでは、ございませんようですので、これで協議案件の審議を終了いたします。円滑

な議事進行への御協力、ありがとうございました。 

 

６．閉 会 (午後 4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。 

 


