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平成 26 年度第 3回 八戸地域畜産関連産業振興ビジョン検討会議 議事録 

 

日 時  平成 27 年 2 月 23 日（月）14:00～ 

場 所  八戸市庁 

出席委員  丹羽 浩正委員、東 善行委員、青野 正宣委員、分枝 豊委員、佐々木 健

委員、上村 康浩委員、小田桐 勉委員、小原 孝博委員、小島 貢委員、

沼沢 範雄委員、松林 政彦委員、野沢 義詔委員 

オブザーバー  青森県農林水産部畜産課 高橋 邦夫課長 

八 戸 市  山本農林水産部長、石村農畜産 GL、熊野主査 

 

●事務局 

  ご案内申し上げました時間でございます。 

  本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

  本日の会議の出席は、17 人中 12 人であり、八戸地域畜産関連産業振興ビジョン検討会

議規則第 5条第 2 項の規定によりまして、会議が成立していることを報告いたします。 

本日の出席者につきましては、お手元の名簿をもってご紹介に代えさせていただきた

いと存じますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまより、平成 26年度第 3回八戸地域畜産関連産業振興ビジョン検討

会議を開催いたします。 

本日の会議は、午後 4 時を目途に終了したいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

なお、本日は、県庁畜産課の高橋畜産課長様にオブザーバーとして御出席いただきま

した。 

●オブザーバー 

  県の畜産課長の高橋でございます。よろしくお願いいたします。 

●事務局 

  高橋課長には大変お忙しい中、大変ありがとうございました。必要に応じまして御助

言をいただければと思っておりますのでよろしくお願いします。 

それでは、議事に入りたいと思いますので、丹羽会長よろしくお願いいたします。 

●会長 

  それでは、次第に従いまして議事を進めてまいります。報告事項、ビジョン素案の作

業状況につきまして、事務局から説明願います。 

●事務局 

それでは、報告事項につきましてご説明申し上げます。 

先日こちらから、お届け致しました資料の中で、次第資料(報告)第 2 回八戸地域畜産

関連産業振興ビジョン検討会議議事要旨という 1 枚もののペーパーと、八戸地域畜産関
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連産業振興ビジョン【素案】というペーパーがございますので、そちらの方をご用意い

ただければと思います。 

失礼ですが、座って説明させていただきます。 

まずは、第 2 回検討会議の議事要旨の方をご覧いただきまして、前回の議事の確認で

ございます。前回の会議では、事務局の方から、八戸地域における家畜の飼養頭羽数の

基本目標を委員の皆さんに提示し、あわせて経済効果も試算し、提示したところでござ

います。 

主な意見としましては、経済効果が低すぎるのではないかというご指摘、また目標設

定につきまして、飼養頭羽数ではなくて、キャパシティ、つまり農場規模によるものが

適当ではないかというご意見。併せて、現場の事業者さんが今後の農場経営についてど

のように考えているのかアンケートを取ってみてはどうかというものでございました。 

ご意見への対応につきましては後ほど案件の方で御説明したいと思います。 

続きまして、ビジョンの素案の作業状況についてご報告をいたします。現在、第 1回、

第 2 回の会議で委員の皆さんに現状ですとか課題をお示ししながらビジョンに盛り込む

内容につきましてご審議をいただいているところでございます。ですが、それと並行し

まして、事務局の方もビジョンの素案の作成作業というものも進めている所でございま

す。現状では、お配りしております資料のとおり、第 1 章、第 2 章につきまして作業を

重ねている所でございます。中身としては、文章と図表を織り込みながら素案の方を作

って行こうかと考えてございます。今後、取組み内容ですとか固まってきましたら、素

案の作業の方を進めまして、次回以降の会議で委員の皆様に素案の方をお示ししたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

報告事項については以上になります。 

●会長 

  ただいま、事務局の説明につきまして、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

  無ければ、先に進めさせていただきたいと思います。 

  続きまして案件に入ります。次第の 1、経済波及効果(案)について、及び次第の 2、事

業者アンケート(案)について事務局から説明願います。 

●事務局 

  では、案件の次第の 1、経済波及効果(案)について、及び次第の 2、事業者アンケート

(案)につきまして御説明申し上げます。 

  まずは、経済波及効果(案)の方からご説明いたしますので、カラーの横長の資料、次

第 1資料をご用意いただければと思います。 

  今回の経済波及効果は、八戸飼料穀物コンビナートに関わる部分につきまして、経済

波及効果というものを試算したものでございます。 

  全壊の会議では、県内における畜産の産出額から飼養頭羽数によって八戸地域分を按

分しまして、八戸地域に関わる産出額を基に経済波及効果を試算したところでございま
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す。今回は、基になるデータがあって、もっと大きな範囲で試算可能な部分ということ

で飼料コンビナートの生産量から経済波及効果を試算したものでございます。 

  資料の 2枚目以降に計算式を記載してございますけれども、計算の仕方というものは、

平成 24 年におきます、各畜種の産出額を飼料の生産量から推計いたしまして、計算をし

てみたというものでございます。豚、採卵鶏、ブロイラーにつきまして、24 年の飼料の

生産量 56 万 8 千ｔですとか、46 万 4 千ｔ、69 万 2 千ｔから産出額を試算したものが、

縦長の表の一番下、1,260 億円というふうに私どもで試算をいたしました。 

  これを産業連関表に入力しまして得た経済効果が、横長の資料に戻っていただきまし

て、1,937 億円。こちらの数字が八戸飼料穀物コンビナートに関わる経済効果という試算

を事務局の方で推計してございます。 

  八戸飼料コンビナートからは、青森県内のほか、岩手県ですとか、秋田県のそれぞれ

一部にも配合飼料を出荷しているわけでございますけれども、それらを全て含んだ分、

つまり、飼料コンビナートが八戸港に立地していることによって生じる経済効果という

ものを試算してございます。 

  ここまでが経済波及効果の説明でございます。 

  続きまして、次第 2の事業者へのアンケートにつきまして御説明をいたします。次第 2

資料、事業者アンケート(案)の資料をご用意いただければと思います。 

  前回の会議では、事業者の皆さんの今後の意向の現状把握のためにアンケートを実施

してはどうかということになったところでございます。そこで、事務局の方でアンケー

トの案を作成してみましたので、ご確認をいただきまして、ご意見ありましたらお願い

したいと思います。なお、アンケートの対象につきましては、かがみの 2 番ですね、八

戸地域の農場、鶏舎、あるいは主たる事業所を置く事業主、約 100 件となってございま

す。 

  次にアンケートの内容につきまして御説明をいたしますので、2枚目の方をお開きいた

だければと思います。アンケートの内容につきましては資料の 2 枚目から 3 枚目にわた

りまして、事務局の案としては大きく 4点の質問としてございます。 

  質問の 1 点目は農場の関係についてでございます。ここでは、農場の規模、前回の会

議でキャパシティというご意見がございましたけれども、農場の規模とその中で常時飼

っている家畜の頭羽数。それから年間の出荷数、何頭とか何羽とか卵だと何 kgというと

ころをお伺いいたしまして、こちらの目標設定のためのデータとして活用させていただ

ければと考えております。 

  次に下段の方、質問の 2番。2点目は、排せつ物の処理についてでございます。前回の

会議では、環境面での取り組みというご意見も委員の方からございました。そこで環境

面、つまり家畜排せつ物の処理状況ですとか、堆肥に関しての事業者さんの取組みをお

伺いしまして、取組みのためのデータとして活用したいものでございます。資料の表側

が固形物の処理方法、裏面にまいりまして、豚を飼っている事業者さんの尿の排せつ物
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の処理方法についてお伺いしたいというものでございます。あとは堆肥の処理状況につ

いて事業者さんのお考えになるところをお伺いしているというところでございます。 

  次ぎ 3 番目、質問 3 は、各事業者さんの今後の業務に対する意向をお伺いしたいとい

うものでございます。規模を今後拡大していきたいという意向であれば、量的な部分に

関してもお伺いしまして、目標設定ですとか、取組みのためのデータとして活用したい

と考えております。選択肢は大きく 4 つですね。現状維持、規模拡大する、規模縮小す

る、あるいは廃業しているかもというところでございます。 

  次はアンケート用紙の 2 枚目になりまして、飼料用米の活用意向に関してもお伺いし

たいと思います。飼料用米については、コストの面ですとか、家畜の品質管理というと

ころからお考えになるところが各事業者さんあるかと思いますので、飼料用米に関する

とうもろこし等の代替飼料として飼料用米の活用意向があるとかないとか、その辺をお

伺いしてデータとして活用したいと考えてございます。 

  こちらの事務局の案として考えているアンケートの内容については以上でございます

ので、委員の皆様にはご意見等ありましたらお願いしたいと思います。 

  なお、事務局といたしましては、アンケートの回答率を上げるために、事業者の皆さ

んがあまり悩まないで書いていただけるようなアンケートをお願いしたいというふうに

考えてございます。そのため、アンケートの実施期間は 2 週間程度で各事業者さんに書

いていただければというふうに考えてございますので、その点をお含みいただきまして、

ご意見等ありましたらよろしくお願いしたいと思います。 

  事務局からは以上です。 

●会長 

  ただいま、事務局の説明につきまして、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

  事業アンケートの配布は手で配布するんですか。 

●事務局 

  各町村に配布をお願いして、回収は郵便ですとか FAX でお答えいただくとか、あるい

は電子メールの方がいいという事業者さんがあるかもしれませんので、そういう場合は

メールアドレスを教えていただいた上で返信していただくというような形にしたいと思

います。 

●会長 

  いろんな方法で回答いただくと。 

●事務局 

  なるべく事業者さんが回答しやすい方法で選択いただくという形でやりたいと思いま

す。 

●会長 

  ご意見いかがでしょうか。 

 



- 5 - 
 

●委員 

  アンケート用紙の質問 2の 1、ふんの処理量及び処理方法についてというところで、こ

れ、1年間ですか、月ですか、1日ですか。 

●事務局 

  年間の処理量ということで考えておりますので。 

●委員 

  であればここに(年間)と入れたほうがいいと思います。 

●事務局 

  そうですね。ありがとうございます。 

●委員 

  アンケート用紙の NO.3 の飼料用米なんですが、ここでは飼料用米どうですかって質問

がありますよね。これを判断する時、現在の飼料用米が実際に我々の手に入るのがどの

くらいのコストで入るかということがわからないと使うか使わないかというのは答えが

出てこないんです。この辺大雑把でもいいですが、我々に入るあるいは飼料コンビナー

トに入る単価がないと、私らコストの計算のしようがないもんですから、使えるか使え

ないかわからないですよ。そういうところをもうちょっと説明いただければと思います

けれども。 

●委員 

  これについて政府の飼料米のとうもろこしに対する代替え 19％くらいまで最高でみれ

るような記述があったんだよね。それもやっぱり、どの程度、施策も含めて、今は補填

金あるけれども、結局は生産者がどの程度、我々はあれば使うんだよ。十分使えるから。

逆に作ってちょうだい、だといくらでも使いますよという感覚でいるわけですよ、我々

生産者は。だから積極的に我々が使いますよということはなかなか言えないような状況

で。 

●事務局 

  それは、作ってもらえるのであればという。 

●委員 

  あれば十分使いますよ。 

●事務局 

  ウェルカムな部分もあるけど、委員がおっしゃっているようにコストの部分もあるの

で、じゃあいくらぐらいというところが。 

●委員 

  基本的に、メイズが国際価格で動いているわけだから、それとほとんど栄養面は同じ

くらいだから、輸入価格と同じくらいの価格っていうことになるだろうね。 

●オブザーバー 

  今の飼料用米のところですけれども、個々の欄に入手希望の価格みたいなものを記入
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する形にしてもらえばいいんじゃないですかね。というのは、全国的に使っている価格

を見てみるとだいたい 20円～40円くらいの範囲で皆さん使っているようなんですよ。そ

れは地域の実情によっていろいろ違うとは思うんですけど、先ほど委員がおっしゃった

ように、現状の米政策の中ではですね、補填金 8 万円というのが中間的な値段に入って

ですね、作れるんですけれども、おそらくそれが保障されるのは、県としても色々要望

していて 5 年間は変えないでくれと要望してるんですけどもね、その先はどうなるかと

いうのはまだ不透明なわけですよ。ですから、そういう状況なんか見た場合に、現状で

使ってる値段が 20円～40 円の範囲であると、かつ、であればみなさんがいくらで使いた

いのかというところの欄を一項目入れてもらって、こういう価格であれば、こういう使

い方をしたいというようなアンケートの答えになるような感じにすればいいのかなとい

う感じはしますけど。 

●副会長 

  ①のとうもろこし等の代替としてという質問事項の中に、現在の飼料コストの範囲内

で活用したいというアンケートの項目ありますよね。これで単価の問題は一応クリアで

きているのではないのかなと思うんですよ。動いてますから今ということでは書けない

と思うんですよ。現在の飼料コストと書くのがいいのか、とうもろこし価格と書くのが

いいのかわかりませんけど、どっちにしてもここで一応前提条件を決めてると思います

から。今現在とうもろこしが 27,000 円くらいだと思うんですよね。コメの場合 25,000

円～23,000 円くらいで今動いているというのが公式な話なんですよね。けど、現実は 2

万円切って、18,000 円くらいで叩かれて買っている所も結構ある話で、とうもろこしよ

り高く買っている所はほとんどないと思います。 

●委員 

  やはり畜種によって、籾そのまま使える畜種もあるけど、玄米にしないとという畜種

もあるもんだから、価格というか品種価格はメイズよりは畜種によって変動がなければ

ならないというかな。いずれにしても、生産者があれば十分使える。だから、正直言っ

て、このビジョンの中で積極的に討議する問題じゃないような気がする。飼料用米につ

いては。我々はどうもできないから。 

●委員 

  今、国でも県でもこの飼料用米に対して非常に前向きに取り組んでいるし、これから

取り組もうとしてますけども、私も今まで飼料用米の会議に 10回くらい出ましたが、総

論は賛成ですが、具体的に何も決まらないんですよ。今回も我々生産者からアンケート

を取ってまとめて、飼料用米を使いたいという方向でまとまった時に、この会議として

どういうふうに進めるかということがないと、ただアンケートを取って終わりですよね。

これを具体的にどうするかということを、この膨大な資料これやるっていったらとても

じゃないが今年の 8 月まで何にも結論が出なくて済むんじゃないかと思うんですよ。飼

料用米一つとっても大変な時間かかりますよ。飼料用米の生産者にどういうふうにお願
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いして、誰がまとめて、どこでどういうふうに使うかというのは、このアンケート用紙

でみんなが使いたいといった時にどうするかというのが、この会議で。ここまで想定し

ないとアンケート取ってもただのパフォーマンスでしか過ぎなくなっちゃう。ここまで

やっぱり具体的にやったらとてもじゃないが 8 月までの時間なんて足りなくて、これだ

けでも足りないと思いますよ。膨大な資料がありますからね。こういうのやるなら専門

委員会か何か作って、1か月に 2回でも 3回でも詰めていかないと全く進まないと思いま

す。2か月に 1回くらいの会議では。これ一番懸念します。アンケート取るのはいいです。

このアンケートをどう活用して、この地域のビジョンにするかという結論まで我々出さ

なければならないと思いますから。一番最初から私が言っているように、まず目標を決

めて、その目標に到達をするためには具体的な行動と、時間がどうするかというのをス

ケジュール組まないと、ただのアンケートになっちゃう。非常にもったいないですから、

是非そこまでやりたいと思います。よろしくお願いします。 

●委員 

  オブザーバーに聞きたいんですけれども、飼料用米の補助金というのはいつくらいま

で続く予定でしょうか。 

●オブザーバー 

  毎年度、毎年度、我々も国に厳しく要求しているんですよ。現行制度を変えないでく

れという形でお願いはしてます。 

●委員 

  補助金の関係で飼料用米の作付というのは大きく変わってくると思うんですよ。現在

青森県が何 haでしたっけ。 

●オブザーバー 

  2,300ha 

●委員 

  それがこれから増えるかどうかによってもだいぶ話は変わってくると思うんですよね。 

●事務局 

  先週まで減反の受付をしていて、今年、八戸の場合、飼料用米が少ないではないかと

いう感じ。何故かというと、いくらで買ってくれるのかとか、どういう形態で出荷すれ

ばいいのかとか、しっかり決まってないので、もしも畜産農家の人が、籾でいいよと、

乾燥はあまり要らないよと、フレコンでいいよとか、でキロ 30円で買うよとかいうよう

になってくると、1 反歩あたり 600kg 取れて、18,000 円と国からの補助金が 8 万円が基

準ですけれども、10 万くらいになると、それだと田んぼに使ってもいいなというふうに

なるかもわからないですけれども、今何も決まってなくて、受付の時に尻込みしている。

去年のように主食用米が１俵 7,300 円だと飼料用米の方が良かったりする時もあるんで

す。そういうのを考えると、まず単価をとうもろこしと同じ値段くらいでで買いますよ

と。だから作ってくださいと言うと、たぶん農家の人はそれなりに動くと思うんですけ
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れども、さっき委員が言ったように、いつまで続くかがわからないので、機械とかを新

しく更新する人もちょっと考えるとか、なってるんですけれども、実際に今の状況で 1kg

とうもろこしと同じ値段で買いますよと言ってくれればある程度、それも乾燥とかしな

くても自然乾燥でいいですよとなれば、手間代掛からないようにして、収穫もフレコン

でいいですよ、出荷の時重さだけ量ってくれれば、ある程度農家の方には手間が掛から

ないようにすると言ってくれれば、考えると思うんですよ。 

●委員 

  乾燥はきちっとしないと。 

●事務局 

  籾のままならいいですよね。 

●委員 

  籾でも乾燥しないとフレコンに入れて置けない。 

●事務局 

  ギリギリまで圃場で乾燥させるのであれば。 

●委員 

  熱が上がらないくらいの乾燥になっていれば問題ないだろうけど。 

●委員 

  数量でも単価でもいいですが、我々は使う側として、我々は誰にどういう方法で交渉

すればいいですか。個人ですか、農家と。これが一切決まってないんですよ。ですから

ここにせっかくビジョンとしてあげる、この会としてやるんだったら、この会として、

米の生産者が作りたい人も一緒にアンケートを取って、どっかでジョイントさせないと、

今のような会議のことばっかりで、誰も具体的に進まないですよ。ここにあげるんでし

たら、この会でもって、この関係 8 市町村で、農家の方からもアンケート取って、この

くらいの反別は可能ですよ、こちらではこれくらい欲しいですよ。それで値段はどうで

すか。具体的に進めていかないと、さっきも言ったように、ここ 2・3年国でも行政でも

一生懸命言ってますが、まったく具体的にならないですよ。私が欲しいって誰に頼めば

いいんですか。実際に 3 年くらい個人に頼んでやってみましたけど、これは微々たるも

んで、これこの前も話したと思いますが、私は年間 1万ｔ使いますので、その 10％の 1,000

ｔ、これ県を通して 6年間かかっても今日現在何も決まらないですよ。というのは、1反

歩あたり 500 ㎏の計算をすると、200 町歩必要なんですよ。かつての農協の中央会の会長

が、個々に契約しなさいと。生産者は紹介すると。平均何町歩ですかと、3 町歩、70 人

と契約しなさいと。まとまる話ではないですよ。不作で収穫できなかったら鶏が死んじ

ゃいますから。これをまとめるところがないと、全く進まないですよ。今まで何十回も

会議に出たんですが、誰もないですよそれが。窓口が。米の生産する方の窓口、我々使

う方の窓口。これ空論でしか過ぎなくなっちゃいますよ。その辺の解決の方法があった

らぜひ教えてもらいたいんですよ。その時は、お互いに生産者同士ですから値段もはっ
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きり言い合えばいいことですよ。そこまで行かないという。 

●事務局 

  一応、ビジョンの目標の中で、第 3 章の 3 番の中で出てくるんですが、前回も提示し

たんですけど、各町村の飼料用米これからどれくらい増やせますかという部分で言うと、

今は 50ha の部分が 300ha まで増やせますよという目標は出しているんですけれども。あ

とは、マッチングの問題なんですけれども、今までこの辺だと農協さんだけということ

で、なかなかそこがスムーズに行かなかったということで、先日も、飼料工業会の平野

専務さんにご講演をいただきましたけれども、その中で、飼料工業会でも積極的に関与

していくということで、その部分で若干流れが変わってくるのかなという部分で、その

辺は副会長どうですかね。 

●副会長 

  この飼料用米の話は、いつまでこの制度が続くかというのはわからないですよね。た

だ、日本の穀物自給率をある程度維持しながら、国土保全ということも考えれば、何ら

かの形で残っていくのではないかと思ってはいます。ですから、予算に限界があります

ので、全国全体で自由に希望すれば出来るという制度にはならないのではないかと。だ

から、早くやってこの地域は飼料用米としてきちっとした組織があり、流通形態が出来

ている所だけが残るという形になると思いますので、私は出来るだけ早く八戸っていう

のは、津軽という米どころも抱えているわけですから、飼料用米に取り組むべきではな

いかと。そして予算的に削られた時にも八戸の飼料用米については従来通り残っていく

という形に、あとは成長力という問題もありますけど、やっていく必要があるんではな

いかというふうに思っています。従って、あまり先がわからないからということで腰引

けてやってると、結局先にふるいにかけられちゃうということになるので、私たちが考

えるニュアンスに、土地の利用効率とか、転作作物の作付可能性とかいうことを考えて

みましても、やはりこの地区、八戸工場を中心とした、津軽・北東北というものを飼料

用米の産地にしていかないと農家も本当に困るだろうと思うので、ここは是非そういう

ふうにしていきたいというふうに思います。 

もう一つ、実際農家の方はやりたいという気持ちがあってもどこに話していいかわか

らないというのが現実だと思うんですよ。そういう面から言ったら、結局農協に話に行

っちゃうと。そうすると農協は何％ということでピンハネしていきますから、かなり取

られちゃうということで、農協の方に行きたくないという話もあるんですね。そういう

ことについては、今後やっぱり飼料工業会が役割を担うと。飼料工業会として、例えば

八戸飼料ターミナルには 6 社飼料工場があるわけですから、ここで全部調整して、割振

りしていくと。単価的に見合えば全然問題なく消化できると思います。餌メーカーから

すれば大体論点は煮詰まってるんですよね。ですからそれをきちっと言って、こういう

前提条件でなければダメですよということを明確にしたらいいと思うんですよ。こうい

うのが困りますと沢山困ること書いてありますけど、こうしなければ買いませんよとい
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うことは決まってるんですほとんど。例えば、餌メーカーは玄米でなければ、これはコ

ンタミの問題もありますから、製品ビンの問題もありますから、とてもじゃないけど飼

料メーカーが配合するという前提に立てば籾米を使うということは 100％考えられない。

これははっきり言えばいいんですよ。玄米ですと。それを籾米で使うとすれば、育成途

中の商品として消費者の口に入らない分については残留農薬とかいろんな問題があって

も、問題ないわけですから、そういうところは直接何％かの配合設計の中から、米の 15％

使う分については、配合飼料の設計の時に落としてもらって、その分をバルク車に積ん

で来てもらって農場で籾米を直接入れるということを、直接個別であれば可能性はあり

ますけど、それ以外は無理だということははっきりしている。それから餌メーカーにす

れば、いわゆる原料ビンを作って行かなければなりませんから、1,000ｔ以下の扱い量で

あれば、とてもじゃないけどコストアップで、安い米を買っても設備投資でコストがそ

の分掛かってしまうんですよ。1,000ｔ単位でなければ、1,000ｔ以上年間扱いますよ、

供給できますよという形でないことには、というのははっきりしているんですよね。そ

ういうことははっきり決めていって、飼料用米というものを論じていかないと、いつま

でたってもこういう問題がありますよという理論ばっかり延々と何年もやっているとい

う。その中で決まってきている前提というものははっきりした方がいいと思うんですね。 

それから、従来、系統と商系というのは敵対関係と言ったら言い過ぎかもしれません

けど、しかしライバルという形でやってきたところはあります。しかし今は 3割 7割で、

7 割が商系なわけですよね。特にここは比率が高くなっているというふうに思いますので、

そういう面で、飼料用米をやるときに、工業会系を使わないという前提だと、非常に限

定されちゃうんですね。ですから、農家の方が農協を使うのか、工業会系を使うのかと

いう選択肢として、こちらから農家の方に提示できるという形をいかに作るかというこ

とだろうと思います。したがって、この委員会とは別の話になっちゃいますけど、津軽

の米問屋さんと一緒になって、飼料工業会も入って、グレーンターミナルも入りまして、

私が会長になってますけれども、飼料用米の流通協議会というものを作りました。これ

はまだ正式に農水省の認可を受けておりません。農水省が 29日までに申請してもらわな

ければダメなんだけど、とにかく予算確保のために作ってくれっていうふうに頭を下げ

られて 26 日に作った、3 日前に作った組織ですから、県の方にも相談する時間がなかっ

たんで、非常に失礼な形になったんですけど、そういう形でやってるのは、飼料用米の

主産地にしたい。飼料用米を使うメインの飼料ターミナルとして八戸港を使いたいと考

えているわけです。そのためには、工業会の方から一人駐在員を置いてもらいたいとい

うことを申し入れをしてあります。で、工業会が仕切って、飼料用米の買い取り保証と

いうんですかね、これをしていくと。単価については個々の条件になってくると思いま

すけど、量的な物についての安心は工業会が責任を持ちますということにしていこうと

いう話し合いもしておりまして、4月以降出来るだけ早い段階でこちらに一人駐在員を置

くという話し合いをしてあって、私の感触では 8 割方心配ないんではないかというふう
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には思っております。そうすると、かなり具体的に窓口として農家の方々も相談ができ

るということになります。もう一つが、量的な問題を考えますと、保管という問題が出

てくるわけですね。保管ということになると、グレーンターミナルが新しくサイロを作

るのかということになると、これは不可能ではありません。可能性はありますけど、時

間はかかります。従って近々の問題としてはやはり農協と協力していかなければならな

いというふうに思うんですよ。だから農協と敵対ではなく、農協と共有して、お互いに

有効な設備の利用をして、なるべく農家の方に還元できる形を作るというものを、県の

仲介を仰ぎながら、第 1 回に相談していきたいと思っているんです。そのためには工業

会系の組織というものがしっかりできないと、農協と対等に話し合いできませんので、

まずは工業会系がしっかりした取り組みをするということの次に、全農と話をすると。

いうスケジュールを 3か月、4か月の間に全部終わってしまわないといけないと思ってお

りまして、そういう流れで動いているということを一応お知らせしておきたいと思いま

す。 

●委員 

  副会長が言うことは 100％理解できるんですが、この検討会議でアンケートを取って、

まとめて誰に公表するかということなんですよ。この検討会というのはこれだけのメン

バーが出てますから、例えばこの検討会議、各市町村の担当の方々も出られてますが、

今出てる行政の方でまとめてもらってもいいんですが、私の方でまとめてもいいですが、

この会議でまとめて、それをどこに持って行って、具体的にお互いに使ってもらう、使

うということまで突っ込んでいけるかということです。この検討会で誰にアンケートの

結果をお願いするかということなんですけどね。その辺まで決まらないとこの検討会と

いうものはパフォーマンスになっちゃうわけですね、飼料用米を使うんだ、使わせるん

だこれで終わっちゃうんですよ。検討会でどういうふうに考えるもんですか。まとまっ

た結果を受けて。 

●事務局 

  この件も、最後の第 4 章で推進体制というところでお話するんですけれども、作りっ

ぱなしではなくて、推進するための組織を作ってビジョンで決めた部分を実行していこ

うという話になっていくと思います。 

●委員 

  そういうふうに詰めていかないと、詰まらないものですから。 

●委員 

  違う部分なんですけど、質問 3 の事業規模を拡大し事業を継続するとあるんですけど、

そこに羽数と場所はあるんですけど、必要な面積がないなと。どれぐらいの土地が必要

でしょうかというのがあった方がいいのかなと。それから、この関連の項目から、規模

縮小するのにはそれなりの理由が出ると思うんですね。ここに書いてもらえればどれく

らい、どういう理由で規模縮小しますとなるんですけど、拡大するために必要要件がも
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う少しせっかくですから書いてもらえた方がビジョンの一つの具体策になるのかなとい

うふうには思います。 

  それと、2の③の処理状況なんですけど、ここもちょっと言葉が足りないような気がす

るんですよね。この 3つで片付けちゃっていいかなと。 

●事務局 

  何か考えられる選択肢というのは。 

●委員 

  要望っていうのは上がるんでしょうか。上がればほんとは上げてもらった方がいいん

でしょうけど、書きやすくという意味でこうなんだろうなとは思いましたけど。 

●委員 

  別に問題ないと思う。処理の方法もあるから。これ固形分ということだよね。 

●委員 

  あまりないのであればいいんですけど。 

●委員 

  アンケート出すと、アンケート出してまとめてそれをどうして誰が実行してくれるで

しょうかと。そこまでいかないと、委員も言ったように、アンケートを取って終わっち

ゃうんですよ。 

●委員 

  今の意見でいくと、飼料用米をここで聞く必要があるかというと無いように思います。

無くても進めなければならないことだと思いますし、通常の農政として畜産を活用した

農政のあり方というお考えをお持ちだと思うので、単独で考えている場ではないと思う

んですね。そういう捉え方をしてると思うんで、無理して聞いても、聞かなくても逆に

言うとやり方ってあるって自ずと決まっているのかなという気はします。あとは、時流

とタイミングが乗れるか乗れないかだけだと思うんですね。 

●委員 

  限られた時間の中で、協議する価値があるかないかということですよね。 

●委員 

  なので無くてもいいのかなと思いますけど。 

●事務局 

  委員がおっしゃったように、大体の事業者さんは飼料用米は作ってくれるのであれば

ウェルカムと。さらに希望があるとかないとかはともかく、飼料用米の活用は周りがど

うこう言おうが、どんどん進んで行くものだという前提に立てば、わざわざアンケート

で飼料用米どうしますかというようなことを聞く必要はないかとは思います。その辺も

含めて委員の皆さんにご意見をいただければ、修正してアンケートをやっていきます。 

●委員 

  実際、八戸の水田の耕地面積を考えた時に、例えば飼料専用米の方がいいわけ。家畜
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用の飼料とすれば。やっぱり、今年飼料用米やって、来年はどうだっていうことになら

ないと思うんだよね米の場合。その辺が難しいから、例えば津軽とか秋田とか、岩手の

それなりの大きい面積の水田の地域にしか飼料用米というのは当てはまらないんじゃな

いのかなという気もするんですよ。 

●委員 

  逆に市町村の米の生産者で飼料用米を作ってもいいという方はどれくらいおられるも

のですか。 

●事務局 

  先ほども言いましたけど、まとめた中では 300ha というのが 8 市町村の中ではまとま

ったんですけれども。そこは大丈夫だろうということで。 

●事務局 

  飼料用米の項目が要らないかもわからないというのは、実際に約 100 戸に送って、皆

さん必要ですと言うけど、実際の数字、みんなからの声がわからないと困るので、実際

に 100 のうちの 8 割の経営体が必要で、欲しいですよと言ってますよと答えの形でもい

いんですけど、たぶん皆さん必要でしょうというよりは、ある程度。 

●委員 

  ただ、それを全ての生産者に聞いても、じゃあ生産者が、一農場ずつ自分で餌を作っ

て、入れてるなら別ですよ。ほとんどが配合飼料で供給されるわけですよ。配合飼料の

決定権が個々の生産者じゃないですよ。だから必要ないんではないでしょうか。そうい

う意味では、質問 1の経営形態とかというのも、意外と個人を意識して聞いているのか、

もう少し企業体的な意味で聞いているのかこの辺も曖昧だなというふうにはちょっと思

ったんです。 

  今の飼料用米に関しては間違いなく個人では決められないので、餌は。あんまりだか

ら思ったほど期待したような回答は出にくいのかなというような気はします。 

●委員 

  畜産生産者は、米があれば使いますよ。実際、うち餌何ｔ使ってるから、配合メーカ

ーに委託すると言っても、何％は使えますよという数字は出すべきかもしれない。なん

か前に進めるには。 

●委員 

  個々に 100 何戸に伺って。 

●委員 

  あくまでも行政に対して出さないと。個々でやるのは無理な話で。 

●委員 

  飼料用米のことだけ言っても、2時間 3時間この会議やっても何にもまとまらないです

よ。ということは今の食糧法で、売買するというのは個々の契約でしかないんですよ。

農家と私と。これ私やってみて、農政局とかいろいろなところから調べに来るし、全部
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米の生産者は今年飼料用米を何反歩作る。これはあそこに何反歩分行く、1反歩いくらで

売るか全部データ出して、個人契約なんですね。ですから、ここで 2 時間 3 時間やって

も飼料用米のことは全く結論出ないと思います。 

●委員 

  やはり今、農地管理機構と言えばいいか、あれと組み合わせて進めれば。そうすれば

耕作組合とか、耕作団体とかそういうところに貸し付けてやるとか、そういうことまで

発展しないとなかなか。 

●事務局 

  個人的にはなかなか難しいかもしれないですね。集団で作付して、集団で転作して、

そこに飼料用米付けるという形であればある程度まとまった形で出てくるのかもしれな

いです。そういう動きにはこれから若干なっていくのかなと。そこに期待する部分はあ

るかと思うんですけど。 

●委員 

  そうしないと、毎年数字が違ったとかという話になったりとか、使わなかったとか、

使ったとか、欲しいのにないとかという。 

●事務局 

  確かに数字の振れは結構あるんですよね。浮き沈みがありますんで。 

●委員 

  どこかで責任もって集めてくれないと、今年はありました、来年不作で取れませんで

したとなると、我々鶏も豚も死んじゃうわけですよ。 

●事務局 

  ただ、米の状況とすると、先週、農業委員さんと意見交換する場があって話をしたん

ですけれども、やはり主食用米の方の値段が上がる見込みがないのかなということで、

今、25 年産米から在庫があるということで、26年だけじゃなくて、ということで基本的

に農家さんにすれば、米価が 1万円を切ると赤字の状態になるということで、まさしく 3

千円近くの赤字になったわけですよね、1俵あたり。ということであれば、やはり稲作を

続けていくためには飼料用米も付けていかないと、なかなかコストの面で難しいのかな

というのが実態だと思います。そういう意味で言うと、国の補助金がないとだれも作る

人がいないわけですから、それを前提に話するしかないんですけれども、農家さんとす

ればそういう厳しい状況だと思います。それこそ、飼料用米も作らないのであれば米自

体をやめてしまうというふうな状況になっていると思います。 

●会長 

  そろそろ 1 時間くらい。それぞれなるほどと思うんですが、どう取り組むのかという

こともありますし、この設問等については事務局で一旦これを変えるのか入れるのか外

すのか考えていただいて、また委員の方にご意見を聞くという形でどうでしょうかね。

他に方法が事務局にあれば。 
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●事務局 

  飼料用米、その他でご意見いただいたところでですね、アンケート用紙を作りまして、

今後のスケジュールもございますので、なるべく早くやりたいところもございますので、

案を作って個別に委員さんからご意見をまたちょうだいして、その上で事務局の方でア

ンケートを進めさせていただくということで御一任いただければというふうに考えてご

ざいますがいかがでしょうか。 

●会長 

  8 月というリミットもありますので、他にやることがまたありますので、大変恐れ入り

ますがよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、次第の 3、第 3章取組み(案)についてと、次第の 4、第 4章推進体制(案)

について事務局から説明願います。 

●事務局 

  まず、次第の 3、第 3章の取組み(案)につきまして御説明したいと思います。次第 3資

料の肩書がある資料をご覧いただければと思います。皆様のお手元には次第 3資料(1)～

(5)までそれぞれクリップ止めして資料をお配りしております。 

  前回の会議から、基本目標の部分ですね、将来的な生産規模の設定についてご協議い

ただいているところでありますけれども、それと並行しまして、スケジュールの都合も

ありまして大変勝手ではございますけれども、具体の取組みの案というところで、事務

局が考えている所をお示ししたいと考えてございます。畜産振興ビジョンには、振興へ

の取組みとして、1番「生産体制の整備強化」から 2番 3番 4番とありまして、5番の「家

畜排せつ物の有効利用促進」というところまでの各項目について掲げることとしてござ

います。各項目につきまして、現状と課題を事務局の方で列挙させていただきまして、

そのあと、振興に関する取組み案を掲げている所でございます。その最後に、取組みに

よる目標ですとか、あるいは効果といたしまして、振興策の実施による 10年後のあるべ

き姿というところを掲げさせていただいたところでございます。それぞれの項目につき

まして、参考資料も適宜添付しておりますけれども、主に各項目の 1 枚目にありますペ

ーパーによりまして御説明したいと思います。 

  それでは順を追いまして御説明したいと思いますので、1生産体制の整備・強化の資料

をご覧いただければと思います。 

  まず、現状になりますけれども、御存じのとおり、八戸地域は家畜の飼養に適した環

境で、畜産施設が集中立地している。また、一番下の丸印になりますけれども、飼料コ

ンビナートにつきましては、平成 24 年から緑地面積の緩和が行われて、設備投資が行わ

れているところであるということです。課題といたしましては、やはり新規施設用地の

確保が難しいというところが挙げられるわけです。その中では畜産に対する一般のイメ

ージが昔ながらのイメージでありまして、それを払拭する必要があるのではというとこ

ろを事務局では考えております。また、前回の会議でも取り上げられましたけれども、
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環境影響評価の施設基準が設定されているというところがございます。それによって立

地を躊躇している事業者があるという声が有りというところかと思いますので、そこを

踏まえまして、資料の裏面にまいりまして、主な取組の案でございます。一応、第 1 回

の会議でお示ししました構成の案としましては、（１）の大規模化から、（２）企業誘致

による生産・雇用の拡大、あるいは（３）飼料コンビナートの拡充というところで、設

定をしております。 

で、それぞれについて説明させていただきますと、（1）の大規模化につきましては、

地域の畜産に対する理解を促進するというところです。具体としましては、次の項目で

イベントですとか具体的な取り組みを紹介するというような所です。事務局で特記させ

ていただきましたけれども、畜産施設というのは疫病予防の関係とかから、なかなか外

から見られない部分がございますので、不安感が生じたり、昔からのイメージもあるの

かなと感じておりますので、この辺を払拭する必要があるのかなと思っております。次、

②としましては、新規の施設用地として地域から用地を提供してもいいという声がある

かもしれません。そういった希望を募ってマッチングの場を図るというようなものです。  

③は、環境影響評価の基準の見直しの要望活動というところです。前回の会議では、畜

産施設の新規立地に関しては、環境アセスメントが制定されているというところが障壁

になっているのではという趣旨のご発言がございました。市では、昨年の 7 月に県知事

に、環境影響評価の基準の見直しを要望しているところですが、これに関しては今後も

継続していきましょうというところでございます。 

  次に（２）企業誘致による生産・雇用の拡大というところでございまして、これも前

回の会議ですけれども、八戸地域に立地を希望している事業者さんがあるというような

ご意見をいただいたところであります。先ほど大規模化につきまして取組みを申し上げ

ましたけれども、それと並行いたしまして、立地希望の把握と、あるいは立地に関して

の条件整備というところを行って、誘致への足掛かりとしたいところが（２）でござい

ます。 

  次に（３）飼料コンビナートの拡充につきましては、八戸港の津波防災に関する取組

みということでございまして、八戸港、港に関わる部分でもございますので、正直こち

らの出来ることはそんなに多くはないわけでございますけれども、その中で、港湾管理

者でございます県を中心に、津波防護対策というものを進めているというところでござ

いますので、ビジョンとしてはそちらの動きを注視しながら、時機をとらえて必要なア

クションを起こしていけたらというところでございます。 

  目標・効果につきまして 3点掲げさせていただきました。そのうち一番上の丸ですね、

「畜産施設の新規立地や誘致が行われ、生産量が増大している」の数値が空欄になって

ございます。ここは前回の会議でも話になりました基本目標のところでございますので、

現在は空欄にさせていただいているところでございます。以上が 1 項目目の生産体制の

整備強化の説明になります。 
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  続きまして 2 番、地場産畜産物の消費拡大の説明をしたいと思いますので、次第 3（2）

の資料をご用意いただければと思います。 

地場産畜産物の消費拡大については、昨年の 11 月に畜産セミナーでその一部分につい

て取り上げさせていただいたところですが、八戸地域内外で消費の拡大を図るものでご

ざいます。現状の中で、下の 2 点について補足いたしますと、参考資料の 3 番をご覧い

ただきまして、参考資料の 3 番は八戸市の健康増進の担当課が、食育基本計画というも

のを策定する際に市民アンケートというものを取っていまして、その結果でございます。

地産地消に関する関心についての質問でございます。少なくとも八戸市の消費者に関し

ては地場産品の消費に関心があると。また、参考資料の 4 番は八戸地域の学校給食の県

産品の使用状況でございます。各市町村の使用率の単純平均ですので、鶏肉と鶏卵は若

干低い数字となっております。学校給食でございますので、量の調達ですとか、採算の

部分でこういうような数字なのかなと考えてございます。 

  資料の 1 枚目に戻っていただきまして、課題についてはですね、認知度の増大、これ

は畜産に対する理解促進にもある程度つながっていくところかとも思いますが、あと、

ブランド化ですとか 6 次産業化については他業種との連携の必要性があろうかというと

ころを上げさせていただいております。主な取組案としましては、（１）地産地消の推進

としましては、1番の消費拡大イベントの開催、あるいは食育の観点からの推進というと

ころになります。2番の食育の観点からの推進につきましては、各市町村で食育推進計画

というものを策定してございますので、こちらの施策との連携が有効であろうかという

ふうに考えてございます。 

資料の裏面の方をご覧いただきまして、（２）ブランド化の推進というところですが、

これも地場産畜産物の内外への積極的なＰＲ、あるいは、ブランド化に関する人材育成

の部分に関する取組みを掲げさせていただいております。 

（３）の 6 次産業化の推進というところにつきましては、人材育成ですとか、他業種

とのマッチングを図るというところでございます。 

目標又は効果につきまして、一番下 6 次産業化については数値目標として 1 件以上と

いうところを挙げましたけれども、本来は 6 次産業化認定を受けた後にうまくいくかと

いうところが本当は大事な部分かと思いますので、この辺の御見解もちょうだい出来れ

ばと考えてございます。以上が 2番目の地場産畜産物の消費拡大の説明になります。 

続きまして 3 番、飼料自給率の向上の説明に入りたいと思いますので、資料をご用意

いただければと思います。 

飼料自給率の向上は、飼料用米に関する取組みでございます。現状は昨今の報道で御

存じの方も多いと思いますし、先ほどアンケートのところで副会長あるいは委員の皆様

から色々ご意見ちょうだいいたしました。副会長からもありましたように、飼料工業会

の動きもあると、あるいは全農さんの動きもあると、あるいは国の方も飼料用米の生産

拡大に向けて推進体制を整備したいというふうに考えているところでございます。課題
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としましては、全国的な課題が、副会長がおっしゃった部分もございますけれども、全

国的な問題がおそらく八戸地域にも当てはまるのであろうかというふうに事務局の方で

は認識してございます。そういうなかで、先ほど委員さんの方からもございましたマッ

チングの問題です。飼料用米を受ける側としましては安定して供給されるのか、片や稲

作農家さんについては安定的な需要、あるいは自分たちの稲作に関するコスト面の不安

が取り除けないとなかなか来年度の作付の動機付けにも結び付きにくいというような現

状にあるんではないかというふうに認識してございます。副会長が先ほどおっしゃった

保管の問題、あるいは検査の部分の課題もございますけれども、農協系統あるいは商系

さんと徐々に複数の販売チャネルというものが形成されつつあると感じておりますので、

先ほどいろいろお話が出てきているマッチングの部分というのが主な課題かと考えてご

ざいます。 

裏面の方に参りまして、取組み案の①にあげてしまったんですが、国の補助金ですね。

これは米の政策に関わることでございますので、ここは見守るしかないと。この動向次

第では取組みがどうなるかというところもその時に考えていかなければならないと思い

ます。 

次2番、2番がマッチングの支援というところでございます。先ほどお話ございました、

農協系統さんと商系さんは飼料用米の買い付けに関してはある意味ライバル同士という

ところがございますけれども、稲作農家さんと実需者側が情報共有を行うことによって、

より飼料用米の流通が進むのではないかと。飼料工業会の平野専務さんの言い方によれ

ば市場が活性化するのではないかというふうに考えてまして、その場づくりというのを

支援していくことが必要ではないかというふうに考えてございます。 

それと同時に③地域循環型農業への取組み支援と。これに関しては範囲が狭いレベル

での話になるかもしれませんけれども、飼料用米の流通と同時に、畜産排せつ物から出

来る堆肥の還元というところで、ギブアンドテイクの関係で飼料用米の安定供給を図る

ための支援をしていってはどうかというところです。 

目標効果につきましては、先ほど委員からもありました 300ha というのが八戸地域の

中での作付の目標値になろうかというところでございます。以上が飼料自給率の向上の

説明でございます。 

続きまして、4番家畜防疫体制の向上の説明に参りますので、資料の方をご用意いただ

ければと思います。 

家畜防疫に関しましては、県が主管となって進めているところでございますけれども、

現在は、県の方で口蹄疫ですとか鳥インフルエンザに関しての防疫マニュアルを作成し

て、県独自ですとか、あるいは事業者や市町村を交えて、さらには隣県である岩手県と

合同で防疫演習を実施されているところでございます。こうした動きを踏まえまして、

危機管理体制をさらに強化させるための取組み案といたしまして、3点掲げさせていただ

いております。 
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1 番は、事業者の皆さんにはこれまでどおり家畜飼養衛生基準の順守をお願いしたい。 

2 番は、事業所、行政を加えた関係機関には、防疫演習へ積極的な参加が望ましいので

はないかというところです。 

3 番は、県で作成している防疫マニュアルを補完するような形で各市町村においても防

疫マニュアルの作成をお願いしたいということです。ほとんど作られているようですけ

れども、今一度ご確認いただいて、整備に取組むというところでございます。 

目標効果については、記載している通りでございます。 

次に 5 番、家畜排せつ物の有効利用促進の説明に入りますので、資料をご用意いただ

ければと思います。 

家畜排せつ物の管理については、各事業者さんにおかれて取組まれているところです。

また、堆肥の流通につきましては、県の畜産協会がインターネットのホームページで情

報提供を行うというような活動をしているところでございます。そういう中、バイオマ

スエネルギーとしての活用というところで、第 1 回の会議の中でもご紹介したところで

すけれども、岩手県の養鶏業者さんの取組み、また県内での動きというものもございま

す。課題につきましては、これは基本目標と関係するところでございますけれども、生

産規模というものが拡大してくればそれだけ処理量も増える。あるいは環境面の側面で

見れば都市と農村の混住化というところが課題として挙げられてございます。 

主な取組の案としまして、（１）家畜排せつ物の適性な管理処理につきましては各事業

者さんには引き続き適正な管理をお願いしたいというところでございます。残念ながら、

現状の畜産に関するイメージから考えますと、少数の不適正な事案が、全体のイメージ

に繋がってしまうというところはあろうかというふうに考えておりますので、その辺を

お願いしながら、2 番として、優良事例ですとか試験研究ですとか、こちらの方で、各事

業者さんで収集されている情報もあるかとは思いますが、情報共有の機会の提供という

もので事業者さんのバックアップを行えたらと考えてございます。 

資料の裏面に参りまして、（２）耕畜連携の強化と堆肥の利活用というところでござい

ます。1 番は、地域循環型への取組み。これは飼料用米のところでも出ました。2 番は、

これは八戸市でやっている事例ですけれども、堆肥の提供者の地図を作成しまして、そ

れを農業者に配布しているという取組みを、八戸地域版という感じで拡大しまして、情

報提供と堆肥の利活用が出来ないかというふうに考えてございます。 

（３）につきましては、現在進められている案件でもありますけれども、バイオマス

エネルギーとしての利活用という部分に関して、必要に応じて支援するというものでご

ざいます。 

以上 5点が第 3章の取組み案の説明ということでございます。 

続きまして、第 4 章推進体制の説明に入りますので、次第 4 資料のペーパーをご覧く

ださい。 

1 節目は役割分担についてでございます。畜産に限らず、産業を振興するに当たっては
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ある一分野だけでの努力では振興は容易ではないと考えてございます。畜産に関して申

しますと、主役である事業者さんとか、あるいは関連産業の事業者さんと、それを支援

する行政機関あるいは試験研究機関というものが積極的に連携することによって、それ

ぞれが下の（1）、（2）、（3）ということで、それぞれの機関に期待される役割を書かせて

いただいておりますけれども、それぞれの役割を発揮して、それぞれの強みを生かして、

畜産振興につなげることが出来るのではないかと考えてございます。それを表したのが

概念図になります。そして、それを推進するための組織作りのご提案というのを裏面に

させていただきました。裏面をご覧いただきたいと思います。八戸地域は畜産地帯とし

て、多くの畜種の事業者あるいは関連事業者というものがすでに立地してございます。

これらの強みを生かして、さらに異なる業種の事業者の関係者が一体となって畜産振興

に取組む組織ということで、仮称八戸地域畜産振興会議というものを提案させていただ

いているというところでございます。予算とか具体のものがございませんので、スキー

ムとしての提案になるわけですけれども、こういう組織を中心にしながら、畜産の振興

に向かって、畜産振興ビジョンを推進して行こうかというのが事務局の提案でございま

す。（2）のビジョンの進行管理につきましては、これから畜産ビジョン策定した後にそ

れの進行管理として毎年度進捗状況の点検、いわゆるローリングですね、それと半期を

目安とした見直し作業を主な内容としてございます。 

以上、駆け足で申し訳ございませんでした。第 3 章の取組み案と第 4 章の推進体制案

について事務局からの説明は以上になります。 

●会長 

  ただいまの事務局の説明につきまして、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

●委員 

  新郷の委員さん来ていますか。 

●事務局 

  今日は欠席になっています。 

●委員 

  牛の共同処理施設があるはずなんだけど、どういう組織でやっているのかなと。 

●委員 

  村営でやっている。 

●事務局 

  堆肥センターですよね。後で聞きます。 

●オブザーバー 

  私が八戸の事務所に居た時に担当して作った施設なんですけれども、今管理主体はお

そらく農林水産省ですけれども、基本は村営でできた施設でございます。村の条例の中

にいわゆる利用料の設定とか、条件とかを規定して、それで当初動き始めた施設です。 
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●委員 

  そういう施設もやっぱり考えなければいけないような気はするんですよね。やっぱり

個々というのもあるけど、負荷そのものも違うし、どっちかというと鶏ふんと豚ふんを

混ぜるといい発酵するんですよ。鶏ふんだけより。そういうアイディアもあるし、やっ

ぱりああいう施設っていうのは、ある程度共用のやつもあっていいのかなと。このビジ

ョンの中で。 

●委員 

  5 番の家畜排せつ物の有効利用促進の中の一つにも、検討する課題ではあるのかなと思

います。皆さん一緒に考えませんかという意味では。たまたま今村営でやってる事例が

あるとすれば、我々もたくさん施設は持っているんで、みんな一生懸命作っているんで

すよ。非常にもったいないですよねあちこちに作っていると。効率も悪いし。 

●委員 

  そういう施設に一か所に集まるとなれば、バイオマスの面も考えやすいと言えばいい

か、いろんな面がセットしやすくなるんではないかという気はします。堆肥の部分とバ

イオマスの部分と。これは方々から集まるというリスクはあるけれども、それは少々、

消毒施設を通ってから来るとか、付帯施設をすれば出来る。結構、生産量の 1 割以上か

かっているから、終末処理に。その部分は間違いなく利用料金として払えるわけだから。 

●事務局 

  今ある共同利用施設を活用できないかという。 

●委員 

  活用というより、やる価値があるんじゃないのかな。 

●委員 

  別な質問いいですか。膨大な資料作ってもらって本当にありがとうございました。我々

振興ビジョン検討会議では、こういうことを踏まえて、こういう課題があるし、こうい

うことがあるんだということをまとめて、一番最後にあるように、仮称の八戸地域畜産

振興会議の方にビジョンをやって、そちらでこれからこの計画をチェックするという、

こういうストーリーになるんですか。 

●事務局 

  一応、そういう感じで。 

●委員 

  これから一つづつやっていくというのは大変時間かかりますので、環境問題にしろ、

飼料用米にしても、自給率もそうですが、それでこういろんなことをやるために、法律

もあるし、県の条例もあるし、市の条例も引っかかるのあるかもしれません。そういう

ことを踏まえた時に、仮に八戸周辺の 8市町村で、農政かどこかわかりませんけれども、

畜産特区というのが出来る可能性があるのかどうか。そういうことをやったら非常に進

めやすいんですが、そういうのは如何なもんですか。畜産特区。ここは非常に大きいわ
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けですから。 

●事務局 

  今後の可能性はともかくとしまして、内閣府の方で構造改善特区というので、平成 15

年からいろいろ規制緩和を特区を使ってというのを進めてございます。八戸市では、環

境エネルギー特区として、市役所の上に風車がついて風力発電をやったりを特区でやら

させてもらっています。そちらの方も調べさせてもらいました。そういう事例が今まで

あったのかどうか調べさせてもらったところ、畜産に関して特区を受けたというのが、2

件ございます。1件は何かというと、カブトムシ特区という名前でございまして、もう一

つは、飼料用米の流通に関して。法人が田んぼを借りて作付するというような。おそら

く農地法の規制緩和というところ。これは山形県なので、おそらく平田牧場さんの関係

かとは思いますけれども、私どもの調べた中で畜産関係で特区を受けているものがその 2

件でございます。他のケースについてはわかりません。手を挙げて却下されているのか、

そもそも手を挙げていないのか、表に出てこない話なのでわかりません。 

●委員 

  全国に畜産特区という指定を受けた、あるいは申請したというものは具体的にないも

のなんですか。 

●事務局 

  内閣府の認定の中にはございません。 

●委員 

  それじゃあ八戸を第 1号にしましょうよ。やるべきですよ。これだけのデータ見ると、

日本で鹿児島県、九州が 1 位で、八戸は 2 番目あるいは 3 番目。先陣を切ってやるべき

だと思いますよ。そしたら非常にこの問題が進みやすいんですよ、全部。そういうこと

まで考えてビジョンに乗せるべきだと思いますよ。八戸は畜産の先進地だということで

すよ。 

●事務局 

  特区と申しますと、法的な規制緩和のところが最終目標になるわけですけれども、例

えばどういう規制緩和が。 

●委員 

  これですね、あんまりこんなこと言っちゃ、政治の問題も当然絡みますし、実は八戸

市の大島先生は現在、衆議院日本養鶏畜産議員連盟の会長やられてますし、食鳥協会の

方もそうですね。豚の方もそうですね。非常にいいタイミングなんですよ。ですから、

鶏豚の衆議院の議員連盟の会長やられてますから、いざとなったらこの検討会で直訴す

るべきですよ。日本で初めての畜産特区を作ってくださいということですよ。それはや

っぱり政治力がないと出来ないと思いますよ。非常に今いいタイミングだと思いますよ。

その辺まで腹決めてやりましょうよ。せっかく来たんですから。 
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●副会長 

  いいですか。特区というのは、従来の国の規制に対してその規制から除外するという

ことで、特区構想というものがあると思うんですよね。畜産特区ということになると、

何をやるのか、飼料用米特区にするのか、総括的に産業廃棄物の問題から全部含めて特

区にするのか、項目を絞り込むのか全体的に畜産に係る特区にするのかというのは、な

かなか広範囲にわたると思いますので、国の法令に対してここは除外するというものが

特区なんですよね。だからそれを絞り込まないとなかなか難しいとは思うんですが、全

部畜産特区にしてくれということになると、どう変えてくれということも言わなければ

ならないんでしょ。 

●事務局 

  そうですね。 

●副会長 

  こういう規制のやつをこういう形にしてくれと。全部フリーにしてくれというわけに

はいかないですよね。それは確かに畜産特区というのになると非常にいいなと思います

し、飼料用米でもやればやるほど、例えば今は伊藤忠飼料あたりが一番全国の餌メーカ

ーの中では飼料用米たくさん使ってるわけですよ。だけども、毎年毎年だんだん厳しく

なってきて、出さなければならない書類が年ごとに増えてくると。これが実態なんです

よね。これは完全に特区構想の中で外してもらう。というようなことは具体的に出来る

んではないかという気はしますんで、何か絞り込んで特区構想というのは作らなければ

いけないなと思いますし、特区構想はきちっとターゲットにおいてやっていくべきだと

思います。無駄な規制がありすぎますから。話があちこちいって申し訳ないんですが、

委員が言われるように行政は何やってくれる、次どうするんですかということも、色々

期待する部分もあったりして、お話があると思いますけれども、私はむしろ行政がこう

いう物を作って、畜産に対して目を向けてくれるということで、具体的には業界が経済

行為としての組織を作るなり、具体的な流通なり取組みをあげていくなかで、例えば飼

料用米は全農と工業会系の仲立ちを行政に頼むとか、そういうことだと思いますね。環

境問題も、従来は行政が県の問題ですよと言いながら、地方行政では腰が引けていると

いう部分が、私たちから見ればあったわけですね。しかし、畜産を振興するということ

で、環境問題というものに対してのジャッジは、一部の人に問題があるということだけ

ども、問題の無いものまで止めるんですかということについては、やっぱり客観的ジャ

ッジが必要なわけですよ。これは、立地しようとする事業主がいくら説明しても、それ

は自分がやりたいから調子のいいこと言ってるんでしょという話になってしまうんです

よ。そこのところを、むしろ環境規制ということの中で、当然契約をしていくわけです

から、地元の行政区とは、その中で問題がないのであれば、地域振興としての畜産、こ

れに対しての環境的な問題に対しては問題ありませんよということをむしろ行政が住民

に判断を表現すると。いう形で協力してもらうということは非常に大事な部分だと思い
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ますので、行政の方はそういう面での公平なジャッジの仕方、ないしは、色んな利害の

関係しているところの調整・仲立ちに立って、地域の畜産振興のために仲立ちをしてい

くという役割を担ってもらうのが一番大事な問題だろうと思います。ですから、この会

議をどんどんやって、行政が畜産をリードしていくということは、なかなか難しいと思

ってるんですよ。むしろ、それは業界がやらなければならない話だと思います。ただ、

その中でいろんな類がある中での調整機能を行政は持ってもらいたいとか、住民に対す

るジャッジに対してきちんと説明するという形で協力をお願いしたい。ということの前

提条件としてこういう会議があるんではないかと考えてますので、ちょっと意見が違う

かもわかりませんけれども、同じかもわからないですけれども、是非そういう形で進め

てもらいたい。非常にいいことだと思いますよ。立ち上がってくれたということは。 

  家畜排せつ物の有効利用促進という問題での、エネルギー源としての利活用とか、共

同処理設備を作るとかという問題は、さっきの規模の問題とか防疫の問題とも絡みます

けれども、防疫の問題、私は鶏を商品として動かしてますからあれですけど、鶏を運ぶ

のと糞を運ぶのは病気を運ぶのとほとんど意味が同じなんですよね。ですから同じとこ

ろに色々な会社から集めるということは、病気がそこに集まってきて、そこから病気を

もらって帰ってくるということも考えられますので、非常に難しい問題だと思います。

したがって、最高でも 3社、できれば 2社くらいで止めて、共同施設を使うのであれば、

本当に信頼できるところとやるぐらいな形で一つの事業が成り立つということになると、

やっぱりある程度の規模がないと成り立たないということになりますので、衛生面から

いったり、社会的な環境問題からいっても、事業体の規模拡大というのは避けて通れな

い。それをやらない限りはずっと残りますよという話になると思いますので、そういう

面でもご理解をいただきたいと思います。 

●委員 

  具体的な話だと、1の生産体制の整備強化というところで、既存業者の大規模化という

ところがあって、もう一つは企業誘致という 2 つの側面で来ているんですけれども、新

規立地希望の把握及び立地条件の検討とあるんですね。条件ってよくありますけど、雇

用促進した場合の補助金が出るとか、税金が何年とか、そんないろいろな条件が誘致企

業の場合には認められるのが大半かなというふうに感じてます。それがここの検討に入

っているかわかりませんけれども、全く同様に、既存の拡大の人たちに対しても同じよ

うな考え方で拡大しなさいという推進を図れないものなんでしょうか。新しく来る人た

ちはいろんな助成はあるんですけれども、既存には少ないのかなと。その点どうなんで

しょうか。 

  第 2 点の、地場畜産物の消費拡大とあるんですけど、言葉はよくわかるんですけど、

学校給食における割合は鶏と卵は低いと言ってましたけど、豚って高いんですか。基本

的に、給食は競争原理だと思いますので、別にそれを妨げるつもりはないんですけれど

も、県の指定の物を使いなさいというのが、例えば年間何回かやりましょうとか、具体
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的に入ってこないと、地場産品使いましょうと言っても、最近鶏なんて輸入使ってます

からね。タイとかブラジルとか普通に使ってますし。競争原理があるんですけれども、

本当に指定するのであれば、それぐらいは地域の食材を使うとか、地域の工場で作った

物を使うとか、そういう具体的なことがあった方がいいかなというふうに思います。 

  それから、4つ目の地域の防疫体制ですけれど、これはまさにその通りなんですけれど

も、それを八戸市だけでやっても仕方がないと思うので、県が挙げてるプランなので、

県にお願いして、あまりこれを掘り下げて各地域が色々なことをやりましょうというの

は本当に必要なのかと。逆に言うと、県の 1 つに全部統括して、いろんな指示命令系統

も全部県に持って行って、地域は密な連絡を取る役割にとどめておいた方が、一体化が

図られていいのかなと。逆に我々も県だとかその他の機関から常に指導を受けながら、

文章をもらいながら、それにすぐお答えしているんです。また同じようなことを地域で

やるというのはおかしな話で、県のやり方がまずいと言うなら直す必要がありますけど、

そうでなければ無理してここはやらなくてもいいのかなと。逆に言うと、県として出来

上がっている体制なんでやらなくてもいいんではないでしょうかと。 

  家畜排せつ物の有効利用に関しては、一番困ってるものを一緒になって検討してやる

仕組みが作れたら本当の振興が図れるのかなと。ここをもし重点的に検討できるなら、

結果としてならなくても、考えてもいいのかなと。今電力の問題があって、バイオマス

と言っても東北電力は買わないという問題もあるわけで、はなから提示されてるわけで

すから、東北電力にも一緒になって入ってもらってやりましょうかとか、最終的にはそ

ういった包括的な取組みをすると、さっき言った特区みたいないろいろな規制緩和だと

か、これは県に今求めても県は動けないので、ここでやるなら、ここでやった方がいい

のかなと。これは全く県はやれないんではないでしょうか。県をどうこう言ったのでは

なく、この地域だから出来る可能性があるとすごく高い話で、役割としてはおもしろい

のかなと思いました。 

●委員 

  いろんなことをさっきから進めてますが、例えば地産地消ですね。青森県で考えた場

合は食料の自給率というのは確か 120～130％ですよね。卵について言うと、地産地消、

青森県の人口 130 万で、鶏は 500 万羽居ますから、すでに地産地消と言ってもこれは無

理な話なんですよ。ただ、委員がおっしゃるように、例えば学校給食に使えないかとか、

これは行政ではなかなか難しい。経済行為ですから。ですから、さっき一番最後に八戸

地域畜産振興会議こういうところで、そういうところにお願いするとか、例えばスーパ

ーマーケットでもいろんなところから卵が入っていて、そういうところになるべく青森

県産の豚肉、鶏肉、卵なり使ってもらえないだろうかぐらいは打診できないもんでしょ

うか。これから振興するための振興会議。行政でやるっていうのはちょっと無理なので。

そういうことをやったらまだ青森県産の鶏肉でも豚肉でも卵でも入る余地がありますか

ら、そういうところを優先的に進めれないかどうか。何回も繰り返しますが、畜産振興
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会議がどういう性格を持つきっかけの団体になるのかということですね。我々とすれば

そこまでも入ってもらいたいと。具体的に言ったら、地元のスーパーに売っている鶏肉・

豚肉・卵、全部青森県産にしてもらえないかと言えないかどうかと。 

●委員 

  豚肉についてはほとんどそうなっていると思う。流通を見ると。色々な系統から入る

という流れはあるけれども、一番地場で処理している量が多いものだから。豚肉はほと

んどそうじゃないかなという気はしてる。ただ、地場消費と言っても、例えば豚であっ

ても委員が言ったように人口換算して、国民一人当たり 11㎏くらいの消費なんだけれど

も、それから計算すると青森県で処理している分の 1／4くらいなのかなと。でも立派だ

と思うんだ。ただ、それに関してブランドとか、ブランド化して消費者が果たしてそれ

を常にそれを望むかといえば、実際経費の分取れないのが事実で、産業としてはブラン

ド化の、やっぱりここは生産県だという考え方で、事業展開していくのが一番ベターな

ような気はします。 

委員と話をしている中で、ここに飼料基地があるから、それで農場の距離をコンビナ

ートから 30 ㎞圏内に作れば、飼料コストも安く上がるし、例えば我々は生産農場八戸だ

けれども、横浜でやっている人に聞くと、我々の運賃コストは 700～800 円／ｔで来るん

だけれども、向こうは 2,000 円／ｔくらい取られると。1,000 円以上高いわけだから、豚

1 頭あたりにすると 500 円になってしまう。それをどこで生産コストを下げられるかと言

えば、これは無理な話で、生産現場とすれば、餌の輸送賃だけ考えると。そうなるとや

はりコンビナート近辺、八戸圏域と言えばいいかな、これは最高の立地条件じゃないの

かなと気はするので、もう少し、周辺の市町村も積極的に、経済に結びつくんだよとい

う考え方を持ってもらいたい。 

●委員 

  ブランド化の話ですけれども、地場畜産物の消費拡大の 2 番目にあるんですが、ブラ

ンド化が、これ実は、業界で言いますと、青森県養鶏協会で、青森県で産する卵は全部

「あおもりゆめたまご」というブランドにしましょうということを 2 年間やって、OK 出

たんですが、これは「ゆめたまご」というブランド、北海道の小さい養鶏場が使って、

これが裁判沙汰になりそうになったから取下げしたんですよ。ですから、ブランド化と

いうのは非常にいいんですが、統一してブランドを作ったとする、今は青森の卵は「あ

おもりたまご」というブランドにしようとなってますが、それをやった時に、例えば私

が変な卵を出した時に、青森県の他の仲間に全部迷惑を掛けることになります。このブ

ランド化というのは、私は私のブランド 35年間ちゃんと持ってるんですけど、そういう

意味では統一したブランドというのは非常に危険があるということを身を以て体験しま

したので、なかなか難しいと思います。ただ、青森県産の卵だというのであればこれは

いいと思います。この辺非常に膨大な検討事項ですから、これを一つづつやるといった

ら大変な時間と、専門委員会でも作ってしょっちゅうやらないと、これがまとまってい
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かないというのは私一番懸念します。一番先に言ったようにパフォーマンスになちゃい

ますから。非常にもったいないことですから。 

●委員 

  そういう意味ではブランド化を望まないと、青森県の持っている、青森県としての農

産物のマークっていうので十分役割は担っているのかなと。新たにここでっていうのは。 

●事務局 

  個別のブランド化というよりは、青森県産品というものの底上げと考えた方がいいと。 

●委員 

  基本的に今もう、豚肉は青森産というブランドで流れているんです。 

●委員 

  卵のことですと、実は東京、首都圏の消費量の約 20％が青森県の卵ですから、青森県

の卵というのは日本で一番評判がいいものですから、青森県というどこかにブランドと

して入れてくれというのは、東京の問屋さんからのお願いで進めたんですよ。それがさ

っき言ったようなことで挫折してますけど、青森県産というのは、我々卵でなくても豚

肉でもブロイラーでも、非常に評判がいいですから。これをさらに地場の人にやるとな

ると、さっき言ったように自給率が全然超えてますから、そういう他所から入っている

ものをよけて我々の物を入れるような、この協議会で出来ないものかと。 

●会長 

  いろいろと意見が出たわけですけども、生産者の方々なので、その意見は大変多いと

思いますけれども、地産地消ということからすれば、それを食する人の意見が当然必要

になってくる訳でして、地域の畜産振興という名前からすれば、消費者の、または地元

の人が、私思うんですけれども、地元の人が「いやうちの肉なんかは」とか「うちの県

の卵なんかは」と言われるとこれは最悪だと思うんですよね。やはり地元の人が、私は

県外の人間ですけれども、八戸・青森に来てよく聞くのが「何もないですよ」という寂

しいことなんですよね。謙虚すぎるのはあまりよくないと思うんですよね。やっぱり美

味しいものは美味しいんだと堂々と言って、それも家庭の人も「美味しいですよ」と。

そういうような振興を、片方だけで言ってもダメなんじゃないのかなと思って、生産者

の方々の熱い思いを聞いて、それを消費者の方にもどうやったら伝わるのかなと。そう

いう両面でできたらいいかなと、まだ総論でありますけれども、それは今心から思って

おります。 

  そうは言っても、8月には形を作らなければいけないという現実的な話もありますので、

今この貴重なご意見を取り入れていただいて、事務局の方でまとめてもらって、次のス

テップに進んで、率直なご意見をいただきながら、現実的な着地点を進めていきたいな

と思っております。 

  時間が参りましたので、大変恐縮ですけれども今日はこれで終了という形にさせてい

ただきたいと思います。事務局お願いします。 
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●事務局 

  大変ありがとうございました。事務局の方でも委員の皆様からご意見いただきました

ので参考にしまして、次の会議で案を提案していければと思っていますので、よろしく

お願いいたします。 

  以上をもちまして、検討会議を終わらせていただければと思います。ありがとうござ

いました。 


