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平成 27 年度第 1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 6 月 10 日（水）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、植田 祐

介委員、小原 孝博委員、畑山 敦夫委員、菊地 健二委員、南 正人委員、

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 10 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。なお、名簿のうち川守田委員が出席とな

ってございますけども急遽欠席ということでご連絡をいただいております。また大場委

員につきましては、ご出席ということでご連絡をいただいておりますが、今のところま

だお見えでないようでございますので、お見えになりましたら議事の方に加わっていた

だきたいと思っております。なお、4月の定期の人事異動に伴いまして三八県民局畜産課、

五戸町及び階上町の担当課長さんが交代されております。それに伴いまして本年 3 月 31

日付けで前委員の皆様の委員の職を解きまして、新たに三八県民局畜産課長の植田祐介

様、五戸町産業振興課長の畑山敦夫様、階上町産業課長の南正人様、以上 3名の皆様を 4

月 15日付けで委員に委嘱してございますのでご報告申し上げます。 

それでは、ただいまより、平成 27年度第 1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、本日も、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。大変ありがとうございました。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、議事進行は会長にお願いしたいと思いますので、会長よろしくお願いいた

します。 
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●会長 

  では、本年度もよろしくお願いいたします。 

では早速ですが、次第に従い議事を進めてまいります。案件 1「事業者アンケート結果

について」から案件 3「ビジョン素案について」まで一括して進めたいと思いますので事

務局から説明をお願いします。 

●事務局 

では次第に従いまして説明のほうを進めて参りたいと思います。説明の前に前回の議

事のおさらいをお願いしたいと思いますので 1 枚もの報告第 3 回八戸地域畜産関連振興

ビジョン検討会議議事要旨という 1枚もののペーパーをご用意いただければと思います。 

ではここからは、座って説明させていただきます。 

前回の会議は平成 27 年 2 月 23 日月曜日に開催いたしました。前回の会議では、事業

者アンケートの案とビジョンの第 3 章及び第 4 章ですね、取組項目と推進体制の案とい

うところをご審議いただいたところでございます。主な意見は、中段以降の委員意見等

の欄に掲げてございますが、内容につきましては概ね御了承を得たものと認識している

ところでございます。 

以上が前回の議事のおさらいでございます。 

それでは、次第の順番に従いまして、まず案件の 1 番、事業者アンケートの結果につ

いてということでご説明をいたします。案件 1 資料、左肩についておりますクリップ止

めの資料をご用意いただければと思います。 

では、説明の方入らせていただきます。まず鑑の 2 番、アンケートの概要についてで

ございます。アンケート対象は(１)のとおり全部で 86事業者でございました。アンケー

トにつきましては、各町村の担当課の職員の皆様にもご協力いただきまして 3月 16日～

3 月末にかけて配布と回収を行いました。回答をいただいた業者さんは 51 事業者、回答

率は 6割弱ということでございます。 

それから資料の 2枚目、3枚目はアンケートフォームでございます。この内容でアンケ

ートを行ってございます。そして 4 枚目からアンケートのとりまとめの結果となります

のでこちらの方で結果報告をさせていただきたいと思います。資料の 4 枚目をお開きく

ださい。 

まず、アンケート結果まとめというタイトルの 1枚目ですね。アンケート内容の結果。

質問 1 は基本事項でございまして、回答いただいた事業者さんの経営形態ですとか事務

所の所在地を伺ってございます。資料の裏面のページに参りまして、③-1、③-2 が回答

いただいた事業者さんが扱っている畜種と農場の所在地というところを聞いてございま

す。これが基本事項でございます。そのあと、質問 2 の方では、家畜排泄物の処理の状

況について伺ったところでございます。①と次に参りまして②番がですね、糞と②が尿

の処理状況の結果ということになります。処理の仕方ですね、そちらの結果でございま

す。その下③が堆肥の処理状況というところについてですね、それぞれアイウエの選択
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肢を用意してアンケートをとった結果でございます。4分の 3近くがですね、現状では処

理は出来ているという回答でございます。選択肢のアとイですね。アとイを合わせて大

体 4 分の 3 近くがその現状では処理ができているという回答でございましたが、一部で

はですね、堆肥の処理に苦慮しているというような回答もいただいていたところでござ

います。以上が家畜排せつの管理及び処理についてというところの質問ですね。 

次に質問3は、10年後、平成36年度ビジョンの計画期間の終わりの年度でございます。

10 年後を見据えた今後の経営の見通しについてというところで伺ったところでございま

す。こちらもアイウエ、イはさらにＡＢと細分化しましてそれぞれ選択肢を用意してお

伺いしたところでございます。それについては約 4 分の 3 が現状維持という回答でござ

いました。しかしながら残りの 4 分の 1 弱、10 件につきましては規模拡大をしたいとい

う意見でございました。あとは規模を縮小するだろう、あるいは廃業するだろうという

お答えも 1 件ずついただいております。規模拡大したいという回答につきましては、後

ほど案件の 2番の方で、内訳をお知らせしたいと思っております。 

次に、同じ用紙の裏面に参りまして。質問の 4 番、飼料用米の活用の意向についてと

いう質問でございます。トウモロコシ等の代替として飼料米の活用について意向、興味

があるとか無いとかですね、それぞれアからオまでの選択肢を用意して伺ったものでご

ざいます。こちらの結果につきましては、積極的に利用したい、アですね、あるいは選

択肢のイ、飼料コストの範囲内ではあるけれども前向きな回答という割合が 4 割弱の約

19 件、飼料の組成が決まっているので答えられない、選択肢のエにあたりますけれども、

こちらが 24 件。おそらくこれはブロイラーさんが多く見られた回答ではないかと思って

おります。そして、それぞれ回答いただいた選択肢についてそのように考える理由とい

う所もお伺いいたしました。お答えいただいている事業者さん、お答えいただかなかっ

た事業者さんそれぞれございますけれども、お答えいただいたものに関してはですね、

それぞれ選択肢を選んだ理由というのを以下のようにご記入いただいているというとこ

ろでございます。 

隣のページに参りまして、最後に、アンケートの最後として自由に意見を書いていた

だくという欄を設けてみました。そうしましたところ、まあ色々意見をご意見をいただ

いておりましたので、こちらも掲載してございます。記入いただいでいる中では家畜排

せつ物に関する意見が複数見られていたというところが特徴かと思っております。 

以上が案件の１番アンケートの結果というところでご報告させていただきます。 

続きまして案件の 2番生産目標の設定案についてご説明したいと思いますので、案件 2

資料、横長の資料をご覧いただきたいと思います。 

ビジョンの計画年度、平成 36年度におきます八戸地域内の家畜の飼養頭羽数の目標数

でございまして、ここは昨年 11 月の第 2回の検討会議からの積み残しの部分でございま

した。今回改めて目標値を提案するものでございます。まず資料の表の部分を御覧頂き

たいと思います。第 2 回の会議のときにはそれぞれの畜種の使用頭羽数のそれぞれの傾



- 4 - 
 

向からの予測、あるいは飼料コンビナートの生産能力を勘案しまして、表の真ん中から

ちょっと右側、傾向による予測の部分の数字をご提案したところでございます。今回は

それに加えまして、事業者さん方にアンケートを実施したところでございましたのでそ

の結果も勘案するというものでございます。 

そこで、資料の 2 枚目をご覧いただければと思います。こちらの方でアンケートを行

いまして、先ほど規模拡大するという意向があるというお答えいただいた事業者、10 件

のうちですね、具体的にその拡大の規模についてこれぐらい考えているという規模の記

入があった 7 件分、こちらの内訳を記載してございます。採卵鶏については 2 業者で 80

万羽、ブロイラーは 1 事業者で 25,000 羽、豚は 5 事業者で 11,500 頭でございました。

前に戻っていただきまして、このアンケートの部分も踏まえまして、目標値の設定を行

ったところでございます。基本線としましては、アンケートの結果が、当初に提出させ

ていただいた目標の範囲の中でございましたので、基本的には、前回ご提案させていた

だいた数値を用いまして、その中でブロイラーにつきましては予測値が少し低めに、そ

れまでの傾向というところを踏まえて予測値が少し低めに出ておりまして、立地の可能

性としてはもう少しあるのではないかというところで、他要因分としての 63 万羽という

ところですね、上乗せしたところでございまして、目標値としましてはその太枠、網掛

けの部分、採卵鶏が 530 万 7000 羽で 145 万 2000 羽の増。ブロイラーは 491 万 9000 羽で

104 万 3000 羽の増。豚については 14 万 3700 頭で 2万 4100 頭の増というところを設定い

たしまして、今回改めてご提案させていただくというところでございます。 

以上、生産目標の案というのを入れ込みましてビジョンの素案を作成したものが、案

件 3資料のビジョンの素案でございます。 

第 3 章の取組案、第 4 章の推進体制案というところにつきましては、前回の検討会議

で委員の皆さんの同意を得られたものと思っておりますので、そこをベースにしまして、

検討会議の時にいただいたご意見を踏まえて、素案の全体像というものを作成してござ

います。素案につきましては、今回の会議資料をお送りした時に、ご意見がありました

らあらかじめお知らせいただければというところでお願いしたところでございますが、

今のところご意見いただいてはおりませんので、今回会議の時間がございますので、こ

の会議の場の中でご検討をお願い出来ればと思いますので。よろしくお願いしたいと思

います。 

事務局からの説明は以上になります 

●会長 

  ただ今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 

  ブロイラーのアンケートですけれども、インテグレーションの絡みもあるので確認だ

ったんですが、例えば個々の生産者の方、Ａの傘下に入られてる農家さん個々へのアン

ケートになっていると思うんですけれども、基になっている会社の方からのアンケート
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も取っているんでしょうか。 

●事務局 

  頂いております 

●委員 

  それは重複が無い、みたいな感じになるのでしょうか。 

●事務局 

  重複が無いように、こちらの方でお出ししております。 

  特にブロイラーさんは委員が仰られたようにインテグレーションの関係とかもござい

ますので、なかなか答えにくい部分もあるのかもしれません。まあ無記名でアンケート

を取らせていただいたものですから。 

●会長 

  他にご意見いかがでしょうか。是非お願いします。 

●委員 

  アンケートは約 60%の回答率なんですけれども、一応、どこにどれくらい出して、どっ

からどのくらい回答があったのか。地域の偏りがあるのかどうか。 

●事務局 

  送った内訳と返ってきたものの。 

●委員 

  八戸市に何戸出して何戸返ったか。あとは養豚と養鶏と採卵鶏のどこが一番回答して

きているのか 

●事務局 

  出したのは町村でいうと、八戸市は 18、おいらせ町が 10、階上町が 8、五戸町が 11、

三戸町が 12、田子町が 17、南部町が 10という形で出して、これは採卵鶏、ブロイラー、

豚すべて合わせたやつですけれども、全ての町村さんにお願いして出した形になります。 

  内訳でいくと、トータルですけども畜種ごとに言うと豚飼養の回答が 20、採卵鶏が 11、

ブロイラーが 45。これは農場を沢山もってる方っていうのも出てくると思うので数が合

わない部分もあると思うんですけれども。 

●委員 

  はい、ありがとうございます。 

●委員 

  この素案の内容についても構わない。 

●事務局 

  はい。 

●委員 

  この中に書いてあるイベントＰＲというのは非常に大切なことだと思うんです。正直、

中小家畜、畜産というのは一般の県民・市民からしてみたら臭いとかそういうイメージ
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ありますんで、そういうことを払拭するためにも、きちんとやっているんだよ、という

ことも伝えないといけないし、畜産物もＰＲしていかないといけない。今月末アスパム

で卵かけご飯まつりをやるので。そういうのも、ここの地域ならではのものではありま

すし、出来たらラピアとかどっかでこの会ってやればいいんじゃないかなと思います。 

  で、もう一点。堆肥の流通問題。やっぱり使ってもらえないということが大きい問題

なんですよね。これどこでも同じですが、これも、使えない使ってもらえないと手をこ

まねいていてもしょうがないので、耕種農家から使いたくなるような仕掛けを、具体的

に言うと豚の堆肥と鶏の堆肥をうまく使って、化学肥料を減肥してうまく栽培した事例

とか、先生を呼んで、耕種農家に来てもらう。こちらで主催しても耕種農家はなかなか

来ないだろうからそこは上手く考えて、これを聞きにきたら卵あげるとか。そういうこ

とも考えながら耕種農家の人が八戸の堆肥を使いたいなという方に持っていくようなこ

とを考えていければと、読んでいて感じました。 

●事務局 

  今の提言に対しての答えになると思うんですけれども、畜産の消費のＰＲについては、

あとで説明しようと思ったんですけれども、9 月 12 日に、はっちの方で畜産フードフェ

アというのをやる方向で今考えておりまして。町村さんの方には説明はしたんですけれ

ども、今日は揃ったということで私のほうからまず事業者さんの方なり、団体さんなり

大学さんの方にもご紹介して、ご協力のほうをお願いしたいなと思っておりましたので、

後ほどまた説明いたします。 

  堆肥の活用という部分については、市の方でも耕畜連携事業ということで、農業経営

振興センターで採卵鶏の肥料を活用して、野菜の試験栽培等やっておりますので、今年

で 3・4年経ってますので、そのデータも出して活用方法を検討しているところでござい

ます。 

●会長 

  はい、ありがとうございました。 

  他にいかがでしょうか。 

●委員 

  あまりにも範囲が広すぎて、まとまりがないと言えばいいか、まとめられないと言え

ばいいか。最初の会議の時も出たと思うんだけども、やっぱり基本的にここに餌ターミ

ナルがあって、農場を開設するということになれば、経済ベースで考えると、30 キロと

いうことを、餌工場から 30 キロ以内とか。そしてまた、防疫面を考えると、農場間の間

隔が 3 キロぐらいとか。そうすると八戸近隣の市町村一体で物事、同じ意識の中で進め

てもらわないと。一番の問題はさっきも委員が言ったように、畜産の不評といえばいい

のか、そういうイメージが強いもんだから、畜産関係の環境面の法的に照らしても、そ

う問題あるような状況というのは今の法律に照らして企業立地した場合には、そう大き

い問題はないと思いますから。行政がその辺仲介に入ると言えばいいか、そういう形を
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とれれば行政が金を出すんじゃなくて、事業者が経済ベースとしてここへ立地すれば、

得があると言えばいいか、経済的に合うんだよという方策を考えなければならないと思

うんだよね。そういう意味で、あまりにも、国の米とか色んなものをひっくるめて地域

のビジョンをどうしようかということであれば、何も掴めないと言えばいいか、実際強

く思ってるのは、農産物であるから、こうしてうちも敷地が宅地課税されているんだけ

れども、十和田の方は農林省令を採用して雑種地かな、宅地じゃないんだよね。基本的

に考えて、例えば普通の住宅であって、家が建ってれば評価の 6 分の 1 の課税。実際こ

の前計算したけれども、とてつもない高い税額になる土地課税が。その辺から改善して、

やっぱり経済活動だから事業者が、ここはこういうシステムなんだという、ここに来れ

ばという、彼ら達が、考えて立地出来るような条件を整えるのが行政の仕事だと思うん

だよね。補助やりますよ、補助ありますよということでは、補助なんていうのは一時的

だから。それと補助っていうのは、国民のそれこそ借金だから、正直言って今までの政

府のやり方はね、政府から補助貰うために各市町村がそれなりの職員を使って行動して

るわけだから、そういう時代じゃないと思うから、本当の意味の地場産業を作るという

ことになれば、ここに来ればというみたいな。そういう条件があるもんだから、この南

部地区は、だから、大したことない、金かからない事を応援してくれるだけで立地は大

分進むと思います。 

結構アンケートの中には出ないけれども、このアンケートの中に参加してない人たち

も他所でも、いい所があればやりたいという業者はいっぱいあります。そういう立場に

なって考えればもう少し前に進むような気がします。 

●会長 

  委員のお話ですと、質問の 3 で 10 年後に、今後の見通しで現状維持が 74%ですか。要

は、この現状維持は 74％じゃなく、もっと規模拡大の方にいくような実感があると 

●委員 

  やはり、この気候条件もあるし、地理的にもこの場所は、南の方から見れば全くいい

し、それと、餌の条件と言えばいいか、そういう面から見ても来たいと言えばいいか、

中央の業者もこっちの荷物欲しいという言い方する人が多い。だから、そういう意味か

らしても産地形成は十分、成長する可能性は十分あると思っている。 

細かいことを言えば、副会長は米の問題に関わっている。この意見の中にも今政府が

発表したのは 50 何万ｔとか言って。200 万ｔ作っても何にも問題無いと言えばいいか、

使いこなす能力、あるものをチョイスして使うのが経済活動なものだから、いくら作っ

ても使われる。だから、小さい行政区が議論することではない気がする。行政とすれば

格好つけなければならないこともあるかもしれないけれども、我々経済活動している中

では、あれば使います。この取組の一覧表の中で何項目か抽出して、少ない項目で、行

政がやれること、これは当然それこそ行政がやらなければならない事は大した多くない

と思います。やって欲しいと思うことはね。 
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業者っていうのは、例えば糞が余ったとか、処理に困ったとか、本当に余れば別な方

法を考えるんですよ。例えば、うちなんかでも少々余り気味だけども、分析してもらっ

た結果、カロリー的に 3800 くらいあるみたいだから、発酵処理した堆肥が、燃料として

十分使える。だから業者何か考えるから。行政がそんなにそんなに意見を言うと言えば

いいか、何とかしてくれと言っておけばそれでいいわけだ。私はそう思うんですよ。 

●会長 

  はい、では副会長から。 

●副会長 

  この会は、こういう一応の、この年度にこの程度の規模にしたい、というようなモデ

ルを作るということで終わるのか、このモデルを達成するために何が問題なのかという

ことを踏まえた上で、その問題っていうのは提案していくのかというのが、結果的には

その目標値をクリアするための方策だと思うんですけれども、そういうことをやるのか

やらないのかっていうのが定かではないんですけれど、今、飼料用米にしてもすでに 15

～16 万ｔ使ってると思うんですよ。これはまあ、ＭＡ米の問題とそれから備蓄米の古米

の使用ですね。私は強く飼料工業会の話してるんですけれども、全日本畜産経営者協会

という飼料工業会系の客先の全畜種の代表者を今やってるわけですね。これは全国の畜

産の 7 割を占めているわけです。そういう中でＭＡ米とか、備蓄米の古米については全

部飼料工業会で同じ価格で買ってるわけですね。ところが飼料用米については、例えば

八戸の方から提案したんですけれども工業会で買取保証出来ませんかと。そうしたら農

家の方は随分安心して作れるということをお話してるんですが、そこのところがですね、

自分の所の契約をなるべく安くしたいと。というメーカーのエゴとはいえない、これは

当然の営業活動だと思いますけれども、そういう形でなかなかまとまらない。ちょっと

違う話になりますけれども、今、総会で工業会の会長が変わるものですから、今、三井

系の人が日配の方でやってますけれども、次は二年間、日清丸紅になるんです会長は。

会長になれば私は即座にこの問題は提案していきたいと思っているんです。だから、工

場単位ないしはコンビナート単位で、都市ごとに買取価格を一定にしてもらいたいとい

うことですね。片一方は三つの米が動くようになってきたわけですけれども、二つにつ

いては全部統一してるわけですよ。一つだけがバラバラになってるんですよ。ですから、

そこのところきちんとやって、それをやらないことにはなかなか農協との話はできない

と思います。3割を占めている農協が、ほとんどの米の支配をしているわけです流通と保

管の。だからこれとのタイアップをしていかない限りは、円滑には進まないと思うんで

すけれども。この価格が各メーカーのエゴで、個別の交渉ということになりますと、こ

れは農協との話もなかなかできないという話になってきて、農家の方は非常に戸惑うだ

ろうと思います。そこのところの整理は是非やりたいとは思ってるんですね。それから

度々お話していると思いますけれども、日本の畜産というのは段々段々と人口減と同時

に、餌側でみれば一番確実に分かるわけです。餌はもう税金、つまり免税制約商品です
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から、きっちり管理されているわけですね。だから、どの畜種がいくら増えてというこ

とをいろんな業界ごとにまとめてもですね、かなりブレがあるんですけれど、餌で見る

のが一番正確ですよ。そういう面で、餌はどういうふうに流れていってるかというのを

見れば、どの地域が産地になっているというのが明らかに分かるわけですが、そういう

面で言えば、今までの産地としては、この八戸地区を中心にした言わば八戸コンビナー

トを中心にした地域と、鹿島を中心にした千葉・茨城の地域。それから九州のですね、

鹿児島が志布志と合わせて 400 万 t 作ってる。鹿島が 400 万ｔ作ってる、ここは 200 万

ｔというのが三大産地なわけです。だけども、明らかに九州の餌の生産量は落ちてきて

いるわけです。伸びてると言ってますけれども、鹿島の量も減ってはいませんが、伸び

てはいないです。私は卵の生産ですけれども、卵の生産額見ても 200 万羽 100 万羽って

いう大きな農場が関東に出て行ってますけれども、関東の卵の生産量は減っているわけ

です。それを東北から全部カバーしているという状況なんですよね。 

話を戻しますけど、八戸の餌の生産量は確実に増えていっていると。だからいかに八

戸が適地だということが、かなりブレーキを踏まれている状況においても伸びてるわけ

ですから、やはり適地だということの証明にはなると思いますが、一番心配するのは、

いつも言ってますけれども、帯広の方に持って行かれるというのが一番怖いわけですよ。

ここは止めちゃうと結局帯広に行かざるを得ないということになってしまいますから、

なんとしても八戸地域で振興したいと。そのためには、さっきの話に戻りますけれども、

そういう餌米の問題、流通の場の問題とかですね。それから今、再生可能エネルギーの

見直しをやるということを言っています。これは非常にチャンスだと思っているんです

よ。これは固形燃焼型発電っていう分類の中に畜糞は入っているわけです。これは１kw

あたり 17 円の買取でしょうか。ところが、必要な時に発電しないとか、どっと出たり、

すぐ止まったりする水力とか風力とかソーラーというのは 40円くらいが買取価格ですよ。

だけど畜糞の発電っていうのは石炭とか石油に代わるベース電源になるわけですよ。そ

れを 17 円で買ってることのほうが私は非常に疑問を感じるわけですけれども、そういう

ことについても 26 円のソーラー発電の買取価格と同じにしてもらえれば完全にペイしま

す。完全にペイするし、有価物として値段を払って畜糞を買取ると。そうすると産廃か

ら外れます。という形で凄く有利に動けるんですね。こういうことを是非提案していか

なければならないと思うんですけれども。こういうプランを作るということも大事です

けれども、このプランのための提案をこの会としてやっていくというのも大事な問題で

はないかと思うんですよね。 

私事で申し訳ないんですけど、県南畜産協議会っていうのを立ち上げてですね。元々

は養豚・養鶏振興協議会だったのをもう少し範囲を広げようというので県南畜産協議会

というふうに名前を変えました。で現在、ブロイラーは青森県内の 100%が入ってます。

それからレイヤーが 95%、それから豚については 75%が県南畜産協議会の方に加入してい

ますが、これを全県下に拡げまして、事務局も置き、事務員も置き、常務理事も置きと
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いう形で体制を今週の月曜日から事務員も置いてますし、常務理事もが徴集して eLパワ

ーの事務所の中に体制を整えまして、今月の 29 日の総会で会費の徴収の問題から全部の

規約を決めまして、正式にスタートするという状況になっていますが、この会はこうい

う提案をどんどんしていこうというふうに考えているわけですね。そういう面では、こ

ういう行政的なものは市の制約があるのであればお互いに補完しながら、私どもは実際

に動くという形でこれから連絡は密にしていかないといけないなという話し合いもこの

会はやっているんですけれども、そういう形で直接やるか、そういう組織を使うか、団

体を使うかということも含めて、是非ビジョンの実現のための手段を考えていただきた

いというふうに思います。 

●会長 

ありがとうございました。ビジョン実現のためにはということで極めて具体的なお話

があったわけですけれども。この手段といいましょうか、提案ですね、もちろんこの会

議の中で完結できる事というのは今までの会の中でも、中々少ないとは感じていると思

いますが、今の副会長の今のご意見、またはご提案がありましたけれども、この点につ

いて、すぐ解決ということはないでしょうけども、事務局等々での逆にご意見なりまた

はご提案なりあればお伺いできればと。今の段階で結構ですけれども、如何でしょうか。 

●委員 

副会長の話の中で、メーカーが米の買取価格を決めてくれないかという提案してると

いうことなんだけれども、政府との保障といえばいいか。 

●副会長 

  それは政府は保証しないと思いますよ。 

●委員 

  結局、飼料米の補助金があったでしょ。あれと何か天秤にさせられるとか、そういう

含みも絡んでるんじゃないですか。 

●副会長 

  飼料工業会としてですか。 

●委員 

  買取価格を決めれば政府に利用されるということもある。 

●副会長 

  利用されるということはないとは思うんですけれども、全国的に飼料米の推進をやる

と絶対的に予算が足りないですよね。だから本当はコンビナート単位に分配するなりや

っていかなければならないものだと思うんですよ。継続性を持たせるのであれば。そう

いう面から行くと、一毛作しか出来ない津軽の米作地帯を、他の作物に転作するのはか

なり厳しい問題ですよね。そうすると八戸なんかは、いの一番に飼料米の重点地域だと。

ここはきちっと補助金をつけます、というようなことを政治と飼料工業会と全農も一緒

になって進めて行かなければならない問題だと思いますよ。 
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●委員 

  北東北を含めた八戸コンビナートという位置づけでね。 

●副会長 

  一毛作しか出来ないですから、本当に死活問題ですよね。農家の死活問題というのは

農地、自然、日本国土の死活問題ですから真剣に考えていただかないといけないと思い

ます。委員が言っておられましたけど、僕らは僕らで努力しますので、やっぱり旧来の

イメージについてのジャッジと、住民に対する説明というのについては行政の方にも公

正なジャッジについては意思表示をして、地域の経済振興とか雇用拡大のためのリーダ

ー役を是非お願いしたいと思います。これに代わるものがあるのであれば待ってますけ

れども、代わるものは無いんだろう思います。皆さん選挙ないし、選挙の当選のときの

言葉を借りると企業誘致を実行して雇用を拡大してと一様に書かれていますけれども、

どういう企業を呼んできて拡大するつもりで書かれてるのかなというのは非常に疑問に

思いながら読んでいます。これはなかなか難しい話ではないかなと。ここに適している

気候的にも、人材を含めた資源的な問題の活用から言っても、畜産というものを振興す

るというのはかなり大きな要素だろうと思うんですけれども、これには当然繰り返しに

なりますけれども、行政の方のジャッジをきちんと住民の方に連絡していただくと、一

緒に協力していただくということは非常に大事なことで是非お願いしたいと。そういう

ことも含めて目標を達成する、問題点の解決の一つだと思います。 

例えば、卵で言いますと、キューピーたまごが作って 20 年以上経ったんですよ。今、

年間 2000ｔくらいやってるのかな。これを今建て直さないといけないんですよ。そうす

るとこれを 3000t のキャパに直してもらえればすごく助かると思うんです。そういうも

のがベースに畜産振興というのがなければ、経済ベースとしてはやはり不安になるわけ

でして、それ関連産業がする、出発点は畜産振興なんですよね。是非よろしくお願いし

たいと思います。 

●委員 

一番、行政からの予算がかからない産業だと思うんだよね、ほんとに。民活を利用す

る、これしかないから。やっぱり行政の言うことを聞いていればこの食料産業は成り立

たないと言うとおかしいかもしれないけど、成り立ちません。その何倍も前に進んでな

いと。そういう意味ではやっぱり小さいほどでもないんだろうけど、今まで行政は住民

一人のクレームと言えばいいか、問題提起も取り上げてきたような状況だから、それは

どうなのかという行政がジャッジして、どうなのかという判断するような行政の在り方

にしていかないと産業とすれば難しい部分、特に畜産の場合は。 

●副会長 

他の産業では、全員賛成しなくてもやってるわけですよね、現実は。原子力発電だっ

て何だって。全員賛成したかといえば、絶対反対運動も一方ではあった訳でしょ。とこ

ろが畜産の場合、一戸でも反対者が居たら全然行政はタッチしないという感じで、潰れ
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てしまうという話は、非常に片手落ちというか、行政の責任の中でどういう仕分けをさ

れているのかっていうのは、非常に疑問に思うところがありますね。特に二本足、ブロ

イラー・レイヤーについては補助金がほとんど無いわけです。前にも言ってますけど、

畜産物安全供給法の中に、日本の畜産物の中に、鶏入ってないですから。日本の法律的

には日本の畜産の中に鶏は無いわけです。だから、税金は使わなくていいということに

なっているんです。それを僕ら業界が一生懸命圧力をかけて少しずつ取ったりしてるわ

けですけど。ブロイラーが 2700 億くらいだと思うんですよ年間の売り上げが。それに対

して税金 2億円くらいですか、使ってるのは。 

●委員 

補助金がついてる産業っていうのは成長しませんよ。 

●副会長 

補助金がつかないから成長したのかも知れないですけど。 

●委員 

  つかないから成長したんですよ。これはくだらない話かもしれないけれど、今の世界

的な豚の遺伝子。イギリスで口蹄疫が出たときに、行政の援助が豚にだけなかった。牛

とか羊はあったけど。その中で農家の人と大事だということで、そういう人たちが官学、

大学と一緒になって、農家が一緒になって改良・開発してきた遺伝子が今世界の遺伝子

ですよ。行政がやることと、民間がやることというのは、とてつもない考え方の違いが

あるから、経済界がこの部分をなんとか応援してくれということで進めるのであればい

いけど、今までのやり方は、こういう補助があります、こういう事業がありますという

ことで農家を勧誘してやってきたのが振興だと称してやってきてる。そのようなのは間

違っていると思う。自覚がない。青森県たくさんあった。養豚も田子から始まって、岩

手県野田の方もみんなおかしくなってます。 

●会長 

今、両委員のほうから色々とお話がありましたけれども、他の委員の方でご意見なり

ご発言、今の関係でも結構ですし、またそれでなくてもいいですが。また、事務局の方

から何かご意見があれば。 

●委員 

誰も答えにくいと思いますけど。色々問題もあった場合確かに一人でも反対があった

ら躊躇するのは我々です。で、原発は確かに反対あってもやっているじゃないかという

のもごもっともです。それを言われてしまうと本当に返事に困るんですが。 

●委員 

そこにふるさとをこれからどうしていくか、経済活動をどうしていくか。そいういこ

とも含めて、ジャッジするというか、そういう行動も必要ではないかなという気がする。 

●委員 

はい、としか言いようが無いです。 
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●副会長 

アンケートの中の飼料用米のところの質問 4 の飼料用米の活用の意向があって、ウと

かエとか、あまり活用したくないとか、決められた飼料を使わなければならないため答

えられないとなってますけど、餌メーカーは使いたいということをはっきり言っている

わけです。餌の配合で、餌の原料として飼料用米を使うということを言っているわけで

すから、これは栄養設計した上で使うわけであって、農家の畜産家の方が使う使わない

という話は、ほとんどあまり意味がないと理解していいと思うんです。だから、ここで

こういうアンケートはどこまで意味があるかということもありますけど、現実はどんど

ん使う可能性はある。 

●委員 

今、仰ってるのは、牛みたいに飼料米足すとかではなくて、配合飼料の中に元が入る

から末端が使いたくないとかいう問題じゃないと。 

●副会長 

そうです。餌メーカーが餌原料の一つとして使う。 

●委員 

全て原料分析して、こういう配合でいけるかということと、原料調達になるから、何

もそれを使わないとか使いたくないとか。 

●事務局 

そうなると、原料調達なので、あくまでも生産者と商系なり系統なり、流通までの話

という。 

●副会長 

餌メーカーの原料の手配については畜産の場合、ほとんど 100%と言っていいくらい関

与していません。餌メーカーが判断するだけです。 

●事務局 

そうなると、今回のビジョンでも需給のマッチングとか、地域循環型の支援とか書い

てあるわけですけれども、あんまり意味が無いっていうことに。 

●委員 

そういうことではないでしょう。 

●事務局 

そういうことではない。 

●委員 

結局、ここのコンビナートで、この地域でどれだけ米を作ってくれるか、それを行政

の応援も得ながらここ特区にするとかそういう話だと思いますよ。八戸という感覚で考

えれば難しい。 

●会長 

この資料の中にも特区、前のやつでしたか、意見で特区にしたらどうか、対象が決ま
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ればという、そういうのがありましたよね。飼料用米の特区というのは出来るわけです

よね。 

●事務局 

今、飼料用米がどのような規制が入っているか調べてみないと分かりません。 

●委員 

結局ここのコンビナート、餌工場を基準にした特区。 

●事務局 

  飼料用米の件については、副会長が仰ったことがそのまま課題として、農家として、

いくらで売れるのと。大体相場で20円～30円で売れるよというのはあるんですけれども、

実際精算してみないと分からない。しかもその精算が、今までの農協さんだと 1 年半と

か約 2 年くらいかかると。要はプール計算になると、売ってみないと幾らで売れるか分

からないし、倉庫料がいくらかかるか分からないし、いつ売れるか分からないという不

安定な状態で売っている。多分、農家さんとしても、飼料用米が幾らだと売るとかいう、

要は補助金があるので、補助金があってそのベースの中で多少の増減があっても影響は

無いじゃないかなと思うんですよ。農家さんの方としても 20 円で買いますよって話であ

れば、売る人は売ると思うんです。そういう安心感が無い。国が関与しないということ

で、農家さんと業者さんの間でやってくださいといって離してる状態が一番問題点とい

うことで、ですから副会長が言うように、飼料工業会なりそういう大きい組織で、この

地域は幾らで買いますよというのが出れば、皆さん作っていただけるのかなと思います

けれども。 

●副会長 

ずっと言ってるんです、飼料米については。農家の方は、かなり優遇されて今やって

ますからリスク背負って自分で判断してやることには慣れてないんですよね。その中で、

いくら取れるか分からない、幾らで買ってくれるか分からない、本当に買ってくれるか

も分からない。全てのリスクが農家にあるという前提で飼料用米というものを提案して

いるんですね。農家は受けられないだろうと思うんです。少なくても単価と量の確保と

いうか、量の保証というか。あとは取れ高の問題はあなた方の問題ですよっていうこと

をはっきり言えばいいと思うんですよ。取れ高によって補助金が配布されますから。こ

れは、そこまで私どもがリスク背負うことはないような話なので、その辺はある程度農

家の負担、100％じゃなくて 3割くらいは餌メーカーとか、畜産農家とか色んなところか

ら負担をする、責任持ちますからというような仕組みを作らないとなかなか進まないと

思います。 

●委員 

それと米の流通複雑過ぎというか、法律が難しすぎて。 

●副会長 

だから米って言わないで、あれは飼料原料として、従来の神格化された米文化の日本
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のお米とは違う商品というふうにはっきりしてもらった方がいいと思うんだけれども。 

●委員 

そうすればいいんでしょうけれども、米の検査員をやっている人から聞くと、飼料米

でも 1万円くらい検査料掛かるんではないかと言っていたから。 

 

●事務局 

そんなには掛からないと思いますけど。単位もわからないですね。 

●委員 

結局は書類も結構あるでしょ。横流しとか何とか出来ないから、検査員の人が言って

た。 

●事務局 

物が 20 円とか 30 円ですから、そんなに取られないと思いますけど。 

●委員 

そんなに取られたらえらいことですよ。 

●委員 

いや、全部かかるような話してた。 

●事務局 

検査があるのは事実ですけれども。 

●委員 

一反歩 500kg 取って、20円だったら。 

●委員 

だからそれと関係ないんだって、政府がやってる事というのは。それなりの書類作ら

ないとならないし、それこそ 1ｔでも 2t でも行かなければならないし。 

●事務局 

確かに、面倒くさいというのはあると思いますけれども、去年からですから。 

●委員 

だから、米じゃないという感覚で扱えるようにしてもらわないと。無駄な経費ばかり

かかる。それとやっぱり地域と言えばいいか、この水系は食料用、飼料用だと行政がや

らないと、例えば小面積でしょこの地区は特に。 

●事務局 

飯米ですから、せいぜい五反歩ぐらいですね、平均で言うと。それで半分は休まなけ

ればならない状況ですよね。 

●委員 

もう複雑で複雑で。 

●副会長 

明日、飼料用米流通協議会の会議が、農水省からも来るということで、飼料工業会か
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ら出ますし、県のほうにもお願いして八戸で協議会を開くということになっております。 

●オブザーバー 

  ちょっと飼料米の方よろしいですか。話を聞いていて、ビジョンの中に盛り込んでい

る面積なりの考えが、確かに、使う実需者というか、使う者がいて、それを生産する者

がいてという関係で捉えるのは非常に大事なことだと思うんですよ。で、使い方の一つ

として、地域内流通というのが 1 つある。それは、地域の稲作農家と畜産農家が工畜連

携という形で使っていくというやり方があるけれども、八戸圏域に関しては、コンビナ

ートを主体としたような飼料米の使い方が一番コスト面では一番安くつくのかなという

感じがしています。そこは委員のお話があったけれども、飼料原料をいかに安く調達、

あるいは供給するかというような取組、それをこの圏域の中の飼料米の取組としてもっ

ていくというのが、ひとつ考え方としては非常に大きいと思います。我々県全体と考え

ると、地域内に使うやり方と、津軽の米を県南に持っていくという、我々それ 2 つの大

きい使い方を考えてんだけども、ここ八戸圏域だけで考えると、コンビナートを直接活

用するような形の飼料米の使い方というのを前面に出していけば、それはそれでここの

特徴が出てくるのかなという感じがしていました。 

●会長 

他の委員の方は、何か意見はありますでしょうか？ 

●委員 

資料 3の 16 ページのさっきのイベントとかの絡みが若干あるんですけれども、①の方

では畜産体験親子バスツアーとかまあ例としてやればどうかとあるんですけれども、こ

れは②に若干絡んでくるかもわからないですけれども、職場体験みたいなやつっていう

のは八戸のほうでは何かやられているんですか。 

●事務局 

子供さんたち、ということですか。中学生とかはグッジョブとかで、色々な職場に行

くというのはありますけど。 

●委員 

畜産関係にも。 

●事務局 

畜産関係は把握してないですね。なかなか簡単に農場に入れないというのもあります

ので、受け入れるほうが難しいという気はします。 

●委員 

繋がりで②の方で食育が出てきて。結構な割合で取り組んでいるということが書かれ

ているんですけれど、学校給食での使用割合が、これはどの程度の割合で、どういう内

容のものがあるのかとかというのをご紹介していただけたら。他の地域では学校給食に

入り込むのは難しいというのが私の頭の中だとあってですね。 
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●事務局 

前回の会議の時にその辺の資料を提示いたしまして、三八とおいらせ町の学校給食の

中で、県産の食材を使っている割合というのが、使用量のベースでいくと豚肉が 84.2％、

鶏肉はちょっと低くて 36.7％。 

●委員 

これは、どこ産の豚肉ですよ、とかそういう紹介ってされているんですか。分かりま

せんか。 

●事務局 

市町村によって、結局は発注の仕様として、どういう発注をしてどういうのが入って

いるかっていうところになると思うんですけれども、発注の仕方によっては県産だけで

発注している、あるいは県産だと量がなかなか確保しにくいので、国産ということで発

注しているようなケースになります。学校給食に関しては、独立採算というところがあ

りますので、そこは各市町村の中で色々やってらっしゃるというふうに認識しています。 

●委員 

食育という捉え方をされていたので、県だと、生協の食堂だと、今日はどこのこうい

うものは使われてますよ、みたいなことも含めて放送をかけて食べてもらうみたいなの

があるんですけれど、そこまではやられていないんでしょうかね。例えば学校の方で、

今日は例えば八戸地区の豚肉を使った料理ですよ、みたいな、食育なので子どもたちが

地元の豚肉だよとかっていうの意識して食べてもらっているような感じになってるのか

なというのが気になったというか。 

●事務局 

放送までしているかというと、放送まではしていないですね。 

●委員 

単純にその業者さんが地元の豚肉を購入して、単純に素材として調理して提供してる

感じですかね。子どもたちに理解をもう少し深めてもらうのであれば、少しこう頭に残

るような感じでアピールできればもっといいのかなというのがあったので。具体的な話

になってくるとこのビジョンとちょっとかけ離れてくると思うんですけど。 

●委員 

いや、そんでもないですよ。 

●会長 

需要がありますよね。給食、今の感じで私が話していいのか分からないんですけども、

給食でもさっき言ったように、八戸地域だとか、言わないっていうのは逆にどうしてだ

ろうって思うんですよね。例えば、小学生であるならば何かこうキャラクターみたいな

ものをつけて、小学生に配るとか。そういうちょっとしたものが大分違うと思うんです。

家に帰ったとき話しますよね。今日こんなの食べたよとか、おいしかったよとかね。小

学校だけじゃなくて、職場だとか大学なんか学食があるわけで、高齢者の施設だとかあ
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るので、例えば今週は八戸地域の畜産ウィークとか言って、そういうのを圏域内で回し

ていったらどうかなと思うんですよね。そこで豚とか鶏とか出して、これは通常何てい

う銘柄なんですよとか、そういうのが書いてないと分かんないですよね。消費者にアピ

ールするっていうのは、意外とそういうことって覚えてると思うんですよね、おいしい

と。せっかく食育っていうのがあるなら、そこ位までやるといいと思うんですけど。 

●副会長 

私も専門家ではないですけど、学校給食については全国を何ブロックかに分けて学校

給食組合みたいなのがあって、そこを通さなければなかなか難しいとか、という話を聞

いています。それと単価的にとる学校給食はかなり安いですから、ブロイラーが入って

いないかっていうのも知っているんですけど、とても合わないんですよ値段が。だから、

青森の業者は降りてるということなんですよ。 

●委員 

豚肉は上から下まであって、下しか入ってこないからひどいですよ。 

●副会長 

補助を出すのか、それとも業者と組んで常時は出来ないとしてもタイミングをとって、

業者の協力のもとに地場産品を食べてもらうという催し物をやるとか、色々工夫しない

とですね、正規のルートで地場産の物を給食で使いましょうというのは商業ベースにな

かなか乗りにくいと思います。その辺は工夫する必要があると思いますね。かなりがっ

ちり組まれているらしいですもんね、学校給食組合みたいなのは。 

私たちが作ろうと思っている団体は、そういうことについては全面的に協力するって

いうことにもひとつ考えているので、提案があれば一緒にやっていきたいなと思います

し、私たちの方も提案したいと思っています。 

どこかが負担にしないと商業ベースじゃ乗らないです。地産地消って言葉はいいです

けれど、経済ベースに乗らないですから。 

●会長 

ビジョンの素案の中で、畜産体験親子バスツアーとか、例がありますけれども、こう

いうバスツアーに行ったときにその場で、豚肉なら豚肉とかは食べられるんですか。そ

ういう場所があるんですか。 

●事務局 

企画の作り方にもよりますけれども、地元の食材を食べて、地元食材に対する理解を

深めてもらう。あるいは例えばソーセージ作りとか体験をするということで地元の畜産

であるとか、食材や食に対する理解を深めるというような役割というのもあるかと思い

ます。どういう狙いで、どういうメニューと作るかというところになるかと思います。

イベントは何でもそうですけれども、どこをターゲットに、どういう狙いで何をやるか

っていう。 
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●委員 

実際、人口が多いところはそういうものをある程度考慮して農場展開してるところも

結構あるんですよ。 

●会長 

せっかく、食べ物のところだから、ただ見ただけで食べないとイメージが沸かないん

じゃないかなと。 

●委員 

やはり、こっちの方は、結局は人口密度の問題でね、そういう商売成り立たないと思

っているからやってる人が無いけれども、関東に行けば結構あります。 

●会長 

バーベキューとかありますもんね。 

●事務局 

岩手県にある小岩井ですとか、平庭高原ですとか、体験とか食とかというのを、一箇

所に行けば足りるという施設がこの辺にあるわけではございませんし、仮にあるとして

も、そこに行って一箇所だけで体験させるというのは果たして畜産に対する理解を深め

ることになるのかどうかというところも考えどころかと思います。そういうところで例

としてバスツアーを考えてみたところだったんですが、これから色々イベントを考える

ときには、狙いとターゲット層というところを考えていきながらやっていかないといけ

ないのかと考えております。 

●会長 

ご意見は如何ですか。無ければということでは無いんですけれども、もし無ければ、

ビジョン策定の今後流れ等について詰めたいとも思うんですが。 

では、ビジョン策定の今後の流れ等について事務局からご説明ください。 

●事務局 

今回、ビジョンの素案について色々ご意見を頂きまして、今回の会議で指摘を頂きま

したことを踏まえて、追加・修正するところがいくらかあると思います。また、参考資

料の方もまだ入っていない状況でございます。そこを追加・修正したものを委員の皆さ

んに個別にお送りしまして、内容についてご確認いただいたのをもって、ビジョンの素

案として確定させたいと考えております。その後、八戸市のほうで 1 ヶ月程度の時間を

かけまして、パブリックコメントを実施して、意見をさらに委員の皆様方以外の皆様か

らも頂戴するということを実施して、それを踏まえて、ビジョンの最終案を作成しまし

て、再度、委員の皆様にお諮りしたいと思っております。 

●副会長 

いつごろになるんですか。 

●事務局 

パブリックコメントについては、広報とも絡むものですから、相談になるんですけれ
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ども、おそらく 7 月の 1 ヶ月あたりで、担当ベースになりますけれども、考えておりま

す。 

●オブザーバー 

ビジョンの全体の形のことなんですけれども、県の養豚養鶏振興プランというのは、

全篇 100 ページの内ですね、前半の 50ページはいわゆるビジョン的な目標なり、そうい

う具体的な柱立てを示しているんだけれども、後半の 50 ページは、いわゆる養豚養鶏の

生産者の紹介というか、そういうのに割いたんです。その目的は、県内でどういう畜産

物がどこで生産されていて、どういう状況なんだという所を、我々もそうだし、場合に

よっては様々な場面でそれを PR するという、その手段に活用するということでですね、

すべからく網羅するということで紹介することにしました。今回ですね、八戸市の計画

ビジョンについても、最後の部分の参考資料には、今実際に事業展開している事業者さ

んの紹介の部分を入れて、いくらか PRをすると。どういうものを作っている人はどのく

らいいるとかを含めた、そういう PR するような要素を入れてまとめてみたらどうかなと

いう感じがしています。それが広く畜産そのものを認知してもらうことにつながってい

くと思いますので、そこは事務局で検討してみてください。 

●会長 

今年度のスケジュール等で先ほどのフードフェアでしたっけ、話がありました。今年

中にこういうことを行うっていうことがあれば。 

●事務局 

ビジョンの策定をして、実現のための事業ということで、市の方で予算を取りまして、

去年も実施しましたけれども、畜産振興セミナーを今年も実施したいと思っています。

具体的な講師等はまだ決まってないんですけれど、皆さんの方で推薦する方がいらっし

ゃいましたらご紹介いただきたいなと思っております。 

あと、先ほどから話に出てましたけれども、親子体験バスツアー。こちらの方も、出

来れば夏休み中に開催したいなと思っています。出来れば、飼料コンビナートから始ま

って、生産に関連する施設なりということで、あと、先ほど話もありました、体験もで

きるような場所、昼食もとりながら、そういう場所を見据えて、一連の流れの中で、畜

産の現場を体験していただくという企画を考えておりましたので、その際はご協力のほ

どをよろしくお願いしたいと思います。 

 もうひとつ、さっき話しましたけれども、畜産フードフェアということで 9月 12日に

はっちでやるということで。土曜日なんですけれども、はっちの方の日程が取れなくて、

日曜日が取れなかったんですけれども、土曜日初めて開催するということで、中身的に

は地場産畜産物の、展示即売という形をメインに、展示もどこまで出来るかっていうの

はあるんですけれども、皆さんのご協力もいただきながら展示もやって。あと、映画で

すね。去年やってましたけど、私の夢はお医者さんでしたか。新潟の獣医さんの、まだ

そこは詰めてないんですけれども、そういうものが出来れば流しながらやってみたいな
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と思っておりましたので。ブースの方は、市町村なり、団体さん、大学さんも協力いた

だければお願いしたいなと。企業さんの方でもよろしいので。そういう展示なり、即売

なり、試食なりそういうものが出来る方についてはご協力をお願いをしたいなと。一回

目ですので私たちも慣れてない部分もあるので、どこまで出来るかってところは正直分

からないところなんですけれども、気持ちとしては、予算がつけばなるべく長く続けた

いなということで考えておりましたので。最初から大々的には出来ないのかなとは思っ

ていますけども。とりあえずやってみようかなということですので、ご協力の方よろし

くお願いしたいと思います。以上でございます。 

●会長 

ありがとうございました。 

その他も含めてですね。何かありましたら、ご案内いただければと思いますが。 

●オブザーバー 

話題提供では無いんですけれども、副会長から階上キューピーのお話がちょっと出て

ましたけれども、階上町のほうにキューピーの工場が二つありますよね。先般、階上キ

ューピーさんの方の仙台の方が見えられてられて、県の方に PRに来たんですよ。それが

どういうことかっていうと、階上さんのほうで地元の企業として一生懸命やってるんだ

けれども、やはり地域に密着した形の、製品なりそういうものを提供して、場合によっ

ては学校給食の方に提供したいというお話があったんです。それは、キューピーのいわ

ゆるマヨネーズと県産の野菜を組み合わせた形で試作をして、やっていきたいんだけれ

どもという相談が我々の方にありまして、畜産で直接やっていないので、総合販売戦略

課というところでやってましたので、その方に話を持って行ったりしたんですけれども。

やはり今、地元にある三戸郡の方にある事業さんでも、彼らの１つの生き残り策ってい

うか、同じような工場が関東周辺にもあって、流通コストを考えれば、どうしてもこっ

ちのが不利になるだそうです。そいう中で、彼らの経営戦略の 1 つとして、地元と密着

した形で食材を提供していくというのを色々模索しているようなので、地場産業の助け

にもなるという形を行政は色んな種を拾い出していって、応援していくことが必要なの

かなという風に考えてました。たまたまちょっとそういう話があって、県のほうに直接

来たんですけれども、是非地元の方でもその辺色々お話してみては思っておりましたの

で。 

●委員 

はい、ありがとうございます。初めて伺ったものですから、その辺確認しながら、出

来れば地元でその辺を使っていければよろしいかと思いますので、確認しながら進めて

行きたいと思います。ありがとうございます。 

●会長 

他にございますでしょうか。 

では、進行の方を事務局にお返しします。 
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●事務局 

以上をもちまして、本日の会議を終わらせていただきたいと思います。今後の手続き

につきましては、先ほど申し上げたような形で進めさせていただければと思いますので

よろしくお願いいたします。 

それでは以上を持ちまして、平成 27年度第 1回八戸地域畜産振興ビジョン検討会議を

終了したいと思います。ありがとうございました。 




