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Anniversary
生鮮食料品の取引と、
生産及び流通の円滑化を図り、
もって市民生活の安定に資すること

米沢市青果物地方卸売市場

開設 5 0 周年記念

　本青果物市場が開設され 50 周年の節目を迎え、ここに記念誌（パンフレット）

を発刊できますことを心よりうれしく思います。ご協力いただきました皆様に感謝

いたします。大変ありがとうございます。

　本市場は、公設市場ではありますが、平成 15 年 4 月には、市場内の管理事務所

から市の職員が撤退し、米沢青果株式会社をはじめ関係する皆様には、大変ご不便

をおかけしてきたものと思います。また、人口減少や市場外流通の拡大等厳しい環

境の中、ここ数年は取扱高がほぼ横ばいで維持できているのも、関係する皆様のご

努力のおかげであり、改めて感謝を申し上げます。

　施設の整備（建替え）について、米沢市公共施設等総合管理計画に基づき、本市

場の今後のあり方を検討した結果、卸売会社である米沢青果株式会社と米沢市が連

携して、温度管理のできる施設を整備できるように検討したいと考えています。

　青果物市場にとって一番重要なことは、丹精込めて生産し出荷された青果物を、

できるだけ新鮮な状態のまま消費者に届け、青果物本来の美味しさを伝えることで

あり、それが我々の役目であると考えています。

　今後とも関係者の皆様には、本市場の円滑な運営に対するご理解とご協力をお願

いいたします。

― 編 集 後 記  ―
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　米沢市青果物地方卸売市場は、昭和 45 年４月に公設
の青果物卸売市場として業務を開始し、それ以来、安全
安心な生鮮食料品等の公正な取引及び流通の円滑化に努
め、おかげさまで、今年で開設 50 周年を迎えることが
できました。
　社会情勢が目まぐるしく変化してきた時代に、本市場
が半世紀という歴史を歩むことができましたのは、青果
物を出荷して頂いている生産者の皆様、それを販売され
ている買受人の皆様、卸売会社である米沢青果株式会社
の皆様、その他、本青果物地方卸売市場に関わる全ての
皆様のご協力の賜物であり、深く感謝いたしますととも
に厚く御礼申し上げます。
　本市場の長い歳月の間には、様々な困難がありました。
特に、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は、
忘れることのない出来事です。震災当時、日本中が様々な
面で混乱をきたしており、本市でも物流に影響が出まし
た。そのような中でも何とか市民の食卓を守ることがで
きましたのは、本市場と連携市場との繋がりのお陰です。

その時、物流の大切さを改めて実感し、卸売市場の重要性
を再認識いたしました。
　今日、公設卸売市場を取り巻く環境は、人口減少や長
引く景気の低迷による消費の減退、大型量販店の進出に
よる小売店舗の減少や市場外流通の拡大など、流通環境
の変化とともに大変厳しいものとなっております。その
ような状況下で本市場といたしましては、今年６月 21
日に施行された新しい卸売市場法の市場への影響や今後
の社会情勢を見極めながら、課題である地域内での青果
物生産の振興や老朽化した施設の機能整備を推進し、消
費者ニーズの多様化や高度化に対応できるよう、新たな
時代に向けた市場づくりを目指して、皆様と、本市場の
より一層の活性化に努めていかなければならないと感じ
ております。
　結びに、今後とも関係者の皆様方のご指導とご支援を
賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶といたします。

　米沢市青果物地方卸売市場並びに米沢青果株式会社
は、本年４月をもって営業開始以来 50 周年を迎えるこ
とができました。当市場は置賜広域農業経済圏整備事業
基本計画の一環として進められ、昭和 45 年４月に県内
最初の公設市場として開場いたしました。米沢青果株式
会社は当時市内にあった３つの民営市場がまとまり創立
され、市場で唯一の卸売業者として業務を開始しました。
米沢市をはじめとする関係各位のご尽力に深く感謝と敬
意を表します。また、今日に至るまで多くの諸先輩、生
産者様、荷主様、買受人様、そして消費者の皆様からご
指導とご支援を賜りました。厚く御礼申し上げます。
　さて、今年の６月 21 日に改正卸売市場法が施行され、
許可制から認定制に変わり卸売市場の自由化が一気に進
み、卸売市場を取りまく経営環境が大きく変化しました。

また、新型コロナ禍で生活行動に制限がかかり、感染予
防と社会経済活動の両立に世界中が苦しんでいます。今
まで経験したことのない状況になっていますが、卸売市
場は社会インフラとしてどのような状況下でも食の安定
供給に努めなければなりません。当市場は昭和、平成、
令和と時代が変わる中で、置賜の青果物を、市場を通し
て地元並びに県外に販売し、農業所得の向上と地元消費
者への安定供給を図るという市場に与えられた役割を一
貫して行ってきました。これからも今まで通り生産者の
皆様、買受人の皆様と共に、置賜の青果物の販売並びに
発信に力を注ぎ、地域の農業並びに商業の発展、そして
置賜の台所として安定した供給と豊かな食の創造に貢献
していきたいと思います。
　50 年という節目を迎え、役職員一同新たな気持ちで
未来に向かって頑張ってまいります。今後とも関係各位
におかれましては、倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げますとともに、皆様の益々のご繁栄を祈
念申し上げご挨拶といたします。

米沢市青果物地方卸売市場
開設者　米沢市長　
中川　勝

米沢青果株式会社
代表取締役社長
佐藤　修一

より新鮮な青果物を食卓に

昭和 45年 4月 25日｢米沢市青果物卸売市場｣は開設しました。

それから 50年という歳月の中　置賜一円の食卓を守り続け

出荷者　卸売業者　買受人　その他市場に関係する

すべての方々と共に歩んできました。

わたしたちの食生活に欠かせない野菜や果実　

これらを豊富に安定した価格で供給するのが青果市場です。

時代の流れとともに変化を続け　今も市場には大きな掛け声が響き渡っています。

ご 挨 拶
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　私たちの毎日の食生活に欠くことのできない野菜や果実などの生鮮食料品は、
市の内外より大量に入荷されています。本市場は、これら多様な野菜や果実が、
公正かつ合理的な取引方法で売買され、地域の方々に新鮮なものを豊富に、そし
て安定した価格で供給することをモットーにしています。
　さらに、置賜地域は広範な農山村地帯があり、一層の野菜果実などの地場産地育成が必要とされ、
その役割も担っています。
　このように、本市場は消費者と生産者の双方の利益を守る大切な役目を果たしています。

市場のはたらき

◆本市場は、地方自治法と卸売市場法に基づく公設の市場で、開設者は米沢市です。
開設者は、市場の管理、運営、正しい取引のための指導監督、そして取扱数量や
価格の公表などにあたります。

◆卸売人（会社）は、市内外の生産者や出荷団体から委託された青果物を
　市場内で適正なセリ販売を行い、決められている手数料を受けます。
　その一部は市場の運営費などにあてます。
◆買受人（開設者の承認をうけた人）は、市場内のセリ販売に参加して、
　卸売人から買い取り、消費者へ小売します。

卸売市場の概要

年度別青果物取扱高

米沢青果商業組合
組合長　長谷川　政利

米沢青果㈱生産者組合
組合長　須藤　広行

　毎月の市場運営協議会においては、市場内、外での色々な事柄を話し合い、皆にとって利用しやすい市場になっ
たと思います。
　50 年という節目を大切に、ますます大変になっていくであろう私たち業界の流通と消費の変化に対して、しっ
かりと対応できる卸売市場であることを望み、卸売会社、買受人、生産者の３者の取り組みを期待したいと思うと
ころであります。
　米沢において、なくてはならないこの青果物卸売市場が、いつまでも続く事を確信して、次の時代に向かって、
互いに次世代の人達へとバトンを渡したいと思います。
　結びに米沢市青果物地方卸売市場開設 50 周年を期に、ますます発展されることを祈念し、米沢青果商業組合を
代表してお祝いの言葉といたします。

　米沢市青果物地方卸売市場開設 50 周年、おめでとうございます。
　開設当初、初めてこの建物を見た時は、とても広くてビックリしました。果たして、こ
の中が荷物で一杯になる事があるのだろうかと、老婆心ながら思ったものでした。間もな
く手狭になり、喜ばしい驚きでした。
　我々米沢青果商業組合も、共に 50 周年を迎えます。

　卸売市場開設50周年、誠におめでとうございます。私たち生産者にとって青果市場はなくてはならない存在です。
半世紀に渡って青果市場が当地域の農業の振興の発展に大きな役割を果たしてこられました。特に野菜・果実など
を自由に出荷できる環境は、プロ農家から小規模ながら様々な野菜を作っているお母さん方まで幅広い農家の販売
先として大きな役割を担ってきました。
　市場設立当時の事は詳しく存じませんが、想像するに、画期的なことであったことと思います。以前は複数の民
間の市場があったと聞いております。統合して公設の青果市場として発足するまで大変なご苦労があったものと思
います。そのおかげで 50 年後の今も地元青果物の流通に不可欠な存在であり、設立当時の方々に感謝と敬意を表
します。
　私たち生産者にとって青果市場は、手塩にかけて育てた野菜・果実を販売できる場です。地場産の青果物が夕方
になると市場に並び始め、翌朝のセリを待ちます。場所一面に並んだ青果物は圧巻です。それぞれの生産者のご苦
労を感じ見入ってしまいます。置賜中から出荷に来られる農家の生活を支えている場所が、この青果市場であり、
私たち生産農家の心の拠り所なのです。
　私たち生産者組合は、現在12の生産部会があり、約100名の組合員の生産者がおります。地場出荷の生産者の方々
と共に置賜地域ひいては県内外の消費者に新鮮な青果物を提供できるよう精進してまいります。高齢化が進む現場
ですが、諸先輩の知恵をお借りしながら若手の育成に取り組み、青果市場を今以上に盛り上げていきたいと考えま
す。
　今後とも、生産者と消費者をつなぐ場として、そして、私たち生産者の心の拠り所として青果市場の益々の発展
にご期待申し上げます。

H11年度は売上額がピークに！
数量：17,422㌧　金額：3,968,943千円

12,517㌧ 15,150㌧ 17,422㌧ 16,396㌧ 16,295㌧ 12,204㌧ 10,472㌧ 11,004㌧

祝　　辞
米沢市青果物
地方卸売市場
について

3,132,134千円

3,869,582千円 3,750,577千円 3,421,475千円

2,919,894千円

2,958,290千円

2,939,186千円

3,968,943千円

取扱数量
取扱金額
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米沢青果商業組合
組合長　長谷川　政利

米沢青果㈱生産者組合
組合長　須藤　広行
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H11年度は売上額がピークに！
数量：17,422㌧　金額：3,968,943千円

12,517㌧ 15,150㌧ 17,422㌧ 16,396㌧ 16,295㌧ 12,204㌧ 10,472㌧ 11,004㌧

祝　　辞
米沢市青果物
地方卸売市場
について

3,132,134千円

3,869,582千円 3,750,577千円 3,421,475千円

2,919,894千円

2,958,290千円

2,939,186千円

3,968,943千円

取扱数量
取扱金額



昭和33年、第1次米沢市建設振興計画に青果物地方卸売市場建設計画を搭載し、
昭和40年に広域農業経済圏の地域指定を受けました。昭和41年、公営の青果物市
場設置を決め、昭和43年に米沢市開発公社により用地を取得し、準備が進められ
てきました。

昭和45年 (1970）
4 月 25日
「公設の青果物卸売市場｣として
県内で最初に業務を開始する
関係者およそ200人が参加して喜びを分かち合いました。
初セリでは、約60トンの青果物が威勢の良い掛け声の中
取り引きされました。

昭和47年から置賜の卸売市場を統合し
総合卸売市場を整備する計画もありま
したが、実現には至りませんでした。

昭和46年 (1971）
7 月　
新卸売市場法が制定される

昭和47年 (1972）
12 月 25日　
「地方卸売市場｣として
知事の許可を受ける

消費者参加のセリや、場内参観が行われました。
先着1,500人には記念品が配られました。

昭和 50年 (1975）
市場開設 5周年記念事業を催す

昭和 53年 (1978）

セリの様子

4月
市場開設 10周年記念事業を催す
およそ3,000人の市民が来場しました。その中でも、バナ
ナのたたき売りは大好評で、売上金は福祉関係へ寄付され
ました。野菜の高騰が続いた後だけに買物客は大喜びで、
風呂敷では包み切れないと、ダンボール箱をかついで帰る
人もいました。

昭和 55年 (1980）

1970 1971 1972 1975 1978 1980

米沢市青果物地方卸売市場

50 年のあゆみ
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平成 2年 (1990）

平成11年 (1999）

6 月 10日
市場開設 20周年記念事業を催す

初市

1月　初せり

12月　
パッケージ室増築工事を行う

青果物の直売会や抽選会など、多くの市民
でにぎわいました。
｢模擬せり」も行われ、めったにない経験
に参加者は大喜びでした。

毎年1月5日には初市
が行われ、1年の商
売繁盛と無事を祈り
ます。

記念式典と祝賀会が開催され、関係者
223人が出席しました。市場運営に貢献
された方々へ感謝状が渡されました。

市場内のみならず、市場外にまで、地場産物が並んでいます。 平成13年4月からJAしもつけ（栃木県）のとちおとめの本入荷を開始しました。
いちごの取扱高は果実全体の約3割を占めています。そのうち約9割以上がとちおとめです。
雪灯篭まつりではとちおとめの振る舞いも行っています。

とちおとめの入荷開始

売り上げがピークの年です。

平成12年 (2000）

平成13年 (2001）

4 月
市場開設 30周年記念事業を催す

登録生産者数

買受人
……………約3,400人

………167人

1990 1999 2000 2001

冷蔵庫設置工事を行う
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出荷を前に品質と規格別に箱
詰めされた商品を関係者で確
認し、出荷規格を統一するた
めに行われています。

目揃え会

地産地消と食育の推進として市内の学校給食に配
給が始まりました。年間12品目10トンを超える
寒中野菜など置賜産の野菜などを提供してい
ます。

学校給食で地産地消に貢献
これまでに、たくさんの調理師学校の生徒さん
や小学生のみなさんが見学をしました。

市場見学

米沢青果㈱には、生産者らで組織する部会が12
（さくらんぼ、胡瓜、寒中野菜、とうもろこし、菌
茸、ねぎ、茄子、トマト、果菜、洋菜、ピーマン、
果樹）あります。高品質の作物を生産するための講
習なども行っており、技術向上を目指しています。

米沢青果㈱で記念式典及び祝賀会を計画して
いましたが、コロナ禍の影響で中止となりま
した。

部会の紹介

甚大な被害をもたらした東日本大震災では、新
潟市場などとの繋がりにより、青果物の流通が
止まることなく、市民の食卓を守りました。

東日本大震災

主力品目の１つで、市場の地場産野菜の取扱量
の約４割を占めています。新潟や静岡、愛知県
に毎年500トンを超える数量を出荷してい
ます。

夏秋胡瓜の生産

夏秋胡瓜の目揃え会 寒中野菜の目揃え会

平成18年 (2006）
平成 21年 (2009）～

冷蔵庫改修工事を行う

平成 24年 (2012）

平成 23年 (2011）

冷蔵庫改修工事を行う

令和 2年 (2020）
市場開設 50周年

6月 21日
改正卸売市場法が施行される

登録生産者数

買受人

市場運営協議会で参加しており、安全・安心な
地場産青果物の販売をしています。

卸売団地まつりに参加する

約2,200人
(令和元年度の出荷者数は628人）
87人

…

……

2002 2006 201220112009 2020

平成14年 (2002）
雪国の寒さを利用して糖度を高めたブランド
野菜。現在は｢寒中キャベツ｣｢寒中ねぎ｣｢寒
中はくさい｣の3種を商標登録しています。

寒中野菜の生産

寒中キャベツ

寒中ねぎ

寒中はくさい
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th
Anniversary
生鮮食料品の取引と、
生産及び流通の円滑化を図り、
もって市民生活の安定に資すること

米沢市青果物地方卸売市場

開設 5 0 周年記念

　本青果物市場が開設され 50 周年の節目を迎え、ここに記念誌（パンフレット）

を発刊できますことを心よりうれしく思います。ご協力いただきました皆様に感謝

いたします。大変ありがとうございます。

　本市場は、公設市場ではありますが、平成 15 年 4 月には、市場内の管理事務所

から市の職員が撤退し、米沢青果株式会社をはじめ関係する皆様には、大変ご不便

をおかけしてきたものと思います。また、人口減少や市場外流通の拡大等厳しい環

境の中、ここ数年は取扱高がほぼ横ばいで維持できているのも、関係する皆様のご

努力のおかげであり、改めて感謝を申し上げます。

　施設の整備（建替え）について、米沢市公共施設等総合管理計画に基づき、本市

場の今後のあり方を検討した結果、卸売会社である米沢青果株式会社と米沢市が連

携して、温度管理のできる施設を整備できるように検討したいと考えています。

　青果物市場にとって一番重要なことは、丹精込めて生産し出荷された青果物を、

できるだけ新鮮な状態のまま消費者に届け、青果物本来の美味しさを伝えることで

あり、それが我々の役目であると考えています。

　今後とも関係者の皆様には、本市場の円滑な運営に対するご理解とご協力をお願

いいたします。

― 編 集 後 記  ―

―　発行元　―
米 沢 市

米 沢 市 産 業 部 農 林 課
米沢市青果物地方卸売市場担当

―　編　集　―


