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令和元年度第２回八戸市南郷新規作物研究会議 議事録 

 
日 時   令和元年 12月 24日（火）13:30～14:30 

場 所   八戸市南郷事務所 2階大会議室 

出 席 委 員   犾守弥千代委員、曽我安博委員、丹羽浩正委員、根岸文隆委員、 

松田浩二委員 

八 戸 市   出河農林水産部長、上村農林水産部次長兼農政課長、石丸所長、 

中山生産振興 GL、戸田 

 

●事務局 

御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、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

私は、本日の会議の進行を務めさせていただきます、八戸市農業経営振興センターの

戸田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の出席者につきましては、お手元の席図をもって御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、はじめに、丹羽会長から御挨拶をお願いいたします。 

●会長 

 年末の会議でございまして、皆様お忙しいことと思いますが、御出席ありがとうござ

います。この会議の案内がくる前に、候補日を挙げてくださいと言われて、まさか今日

24 日になるとは思いませんでした。それでは早速始めたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

●事務局 

 ありがとうございました。本会議の議長は、八戸市南郷新規作物研究会議規則第 5 条

の規定により、会長にお願いいたします。 

●会長 

それでは、お手元にお配りしております次第に従い進行いたします。議事次第の 3 番、

令和元年産ワイン用ぶどうの収量について、事務局から説明をお願いいたします。 

●事務局 

はい、農業経営振興センターの石丸でございます。次第の 3 につきましては、私から

資料に基づき御説明いたします。それでは、失礼ながら着座の上説明いたします。 

まず、1の令和元年産ワイン用ぶどうについてですが、収穫量の合計が 9,524kg、単

収の平均値が 708kg/10a、平均糖度が 18 度でございます。その内訳でございますが、ピ

ノ・ノワールが収穫量 259kg、単収 324kg/10a、平均糖度 20 度、マスカット・ベーリ

ーＡが 3,403kg、1,702kg/10a、18 度、メルローが 210kg、105kg/10a、21 度、ケルナ

ーが 418kg、837kg/10a、20 度、シャルドネが 286kg、197kg/10a、19 度、キャンベル・

アーリーが 2,674kg、822kg/10a、17 度、デラウェアが 170kg、170kg/10a、20 度、ナ

イアガラが 1,341kg、1,341kg/10a、17 度、ポートランドが 737kg、1,053kg/10a、16
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度、ブラッククイーンが 9kg、13kg/10a、15 度、ヤマ・ソービニオンが 18kg、24kg/10a、

17 度でございます。なお、表の下の※のところに記載がございますが、平均糖度は果実

糖度と果汁糖度の平均値でございます。 

次に、2のワイン用ぶどうの収穫量等の推移についての（１）収穫量ですが、合計に

つきましては、平成 29年産 2,753kg、平成 30 年産 4,743kg、令和元年産 9,524kgとな

り、昨年の約 2 倍となってございます。 

その内訳でございますが、ピノ・ノワールの平成29年産が133kg、平成30年産が150kg、

令和元年産が 259kg、マスカット・ベーリーＡが 1,547kg、1,137kg、3,403kg、メルロ

ーが 170kg、456kg、210kg、ケルナーが 156kg、229kg、418kg、シャルドネが 20kg、

100kg、286kg、キャンベル・アーリーが 150kg、1,413kg、2,674kg、デラウェアが 48kg、

154kg、170kg、ナイアガラが 526kg、693kg、1,341kg、ポートランドは平成 30 年産

からで 411kg、737kg、ブラッククイーンは平成 29 年産が 3kg、令和元年産が 9kg、ヤ

マ・ソービニオンは令和元年産が 18kgでございます。 

2 ページを御覧願います。次に、（２）単収ですが、平均につきましては、平成 29 年

産 316kg/10a、平成 30年産 415kg/10a、令和元年産 708kg/10a となり、昨年の約 1.7

倍となってございます。その内訳でございますが、ピノ・ノワールの平成 29 年産が

166kg/10a、平成 30 年産が 188kg/10a、令和元年産が 324kg/10a、マスカット・ベーリ

ーＡが 774kg/10a、758kg/10a、1,702kg/10a、メルローが 170kg/10a、228kg/10a、

105kg/10a、ケルナーが 312kg/10a、229kg/10a、837kg/10a、シャルドネが 100kg/10a、

100kg/10a、197kg/10a、キャンベル・アーリーが 100kg/10a、662kg/10a、822kg/10a、

デラウェアが 48kg/10a、154kg/10a、170kg/10a、ナイアガラが 554kg/10a、527kg/10a、

1,341kg/10a、ポートランドは平成 30 年産からで 1,370kg/10a、1,053kg/10a、ブラック

クイーンは平成 29 年産が 4kg/10a、令和元年産が 13kg/10a、ヤマ・ソービニオンは令

和元年産が 24kg/10a でございます。 

次に、（３）糖度ですが、平均につきましては、平成 29 年産 19 度、平成 30 年産 17

度、令和元年産 18 度でございます。その内訳でございますが、ピノ・ノワールの平成

29 年産が 20 度、平成 30 年産が 15 度、令和元年産が 20 度、マスカット・ベーリーＡ

が 17 度、19 度、18 度、メルローが 21 度、19度、21 度、ケルナーが 20 度、17 度、

20 度、シャルドネが 19度、19 度、19 度、キャンベル・アーリーが 17 度、17 度、17

度、デラウェアが 20 度、21 度、20 度、ナイアガラが 19 度、19 度、17 度、ポートラ

ンドは平成 30 年産からで 11 度、16 度、ブラッククイーンは平成 29 年産が 17 度、令

和元年産が 15 度、ヤマ・ソービニオンは令和元年産が 17 度でございます。なお、平成

29 年産は果実糖度、平成 30 年産は果汁糖度でございます。 

3 ページを御覧願います。次に、3 の今後のワイン用ぶどう生産についてですが、来年

1 月に、ワイン用ぶどうの収穫量等に関するデータをワイン用ぶどう生産経営体及び市

内ワイナリーへ提供いたしまして、2 月に、今後のワイン用ぶどうの生産について、ワ

イン用ぶどう生産経営体及び市内ワイナリーに対してヒアリングを実施し、3 月に、ワ

イン用ぶどう生産経営体、市内ワイナリー及び市において、今後のワイン用ぶどうの生
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産に関する検討を行うことにしてございます。 

そして、4 月から、6 月、8 月、11 月の年間 4 回になりますが、ワイン用ぶどう生産

経営体の収益性の向上を図るため、令和 2 年度八戸市ワイン用ぶどう生産講習会の開催

を予定してございます。以上で説明を終わります。 

●会長 

 はい、ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありました、令和元年度

産ワイン用ぶどうの収量について、御意見、御質問等がございましたらお願いします。 

●副会長 

 収量も 2 倍ほどになっていまして素晴らしいですね。なぜ今回このような結果になっ

たのですか。 

●事務局 

 まずは、成木になったということがひとつで、木の力が付いたということが言えると

思います。また、生産講習会等も開催しておりますので、生産経営体の皆様の技術力が

が向上されたということもひとつ。糖度については、今年は雨が少なく気温が高かった

ということも要因のひとつかと思います。 

●副会長 

 素晴らしいですね。3～4 年経って成木になったということですが、年月が経つにつれ

て収穫量は増えていくのでしょうか。 

●事務局 

 おそらくですけれども、マスカット・ベーリーＡは、平均で 1.7 トン取れていますの

で、これ以上というのはなかなか難しいと思いますけど、他の産地を見ていて、メルロ

ー、ピノ･ノワール、シャルドネなどはまだ増えていく余地があるのではないかと考えて

ございます。 

●会長 

 他にいかがでしょうか。 

●委員 

 順調に収量が増えているということが分かるのですけれども、栽培 5 年になりまして、

この地域として、ワイン用ぶどうの栽培を拡大していく、もしくは産地を目指すという

目標があるとすれば、今まではデータを取りながら栽培をしていきましょうということ

で、栽培技術向上ということを掲げてやってきたと思うんですけれども、一歩ギアチェ

ンジするとすれば生産量が増えた中で、ワイナリーさんの方がどういう風なワインを造

りたいかということが産地づくりに繋がっていくと思うんです。ワイナリーの方々が目

指して造っていくのと一緒になって、その方向付けをそろそろ目指さなければならない

時期がきたのかなという感じがしています。それに伴って生産者の方も、今までは試験

栽培ということだったのですが、去年、緑枝接ぎというやり方を新たに勉強しましたし、

ワイナリーさんの方で、こういう品種が会社で欲しいということが分かれば生産地の拡

大に繋がっていくのではないかと思います。生産者とすれば、ワイナリーさんの意向を

聞いた上で、今まで栽培していたものを、時間がかかるかもしれませんが、更新してい



 4 / 9 

く。これについては生産者の皆さんもこれから話し合いがされていくと思いますが、そ

の時はぜひワイナリーさんと市も一緒に入って、3 つが一緒になって初めて産地形成に

繋がっていくと思いますので、年を越えて新しく進むときに、そういう場を多く設けて

いただけるような形にお願いできればと思います。会の立場としても申し上げたいと思

います。 

●事務局 

 委員もおっしゃるとおり、資料 3 に記載してあるのがまさにおっしゃった内容でござ

いまして、データを公表して、生産者・ワイナリーの方からヒアリングして、方向性を

見い出したいなと考えているところでございます。また、御覧のとおり、マスカット・

ベーリーＡですが、単収で 1,726kg、収入でみますと 10 アール当たり 50万円という状

況になりますので、八戸市とすると、これを軸にしながら、他の品種についても、引き

続き調査を継続しつつ、ワイナリーからの意向も踏まえ、進めて参りたいと考えており

ます。あくまでも農業の振興というものを目的においておりますので、まずは軸になる

品種を決めていって、それと合わせて複合的な品種の構成で農業経営を進めていただき

たいと考えておりますので、1 月以降、ヒアリング等を踏まえて、皆さんと内容につい

ては決めたいと思うんですが、市としての意向とすると、マスカット・ベーリーＡが中

心になっていくように考えてございます。 

●委員 

 はい、今年課題が起きたんですが、スズメバチ対策。9 月の中旬くらいから早く収穫

できるぶどうに対して集中的に被害が起きたんです。ベーリーＡが 10 月半ばの収穫で、

ベーリーＡの被害はほとんどなかったと聞いています。たまたま今年スズメバチが多か

ったのか、初めてだったので分からないんですが、私の方でも昼間はほとんど蜂が飛び

かって、1 房に 3 匹も止まっている状態だったので、夜 6 時半くらいから 12 時くらいま

でライトをつけて収穫する形にせざるを得ない状態でした。他の生産者でも同じ思いを

した方が多いと思います。もしかすると当たり前に収量が取れていれば、今年の収量は

さらに上がったのかもしれない。毎年集中的にハチの被害があるとすれば、それを避け

た時期に収穫できるぶどうが望まれるということになるのかもしれません。その中にベ

ーリーＡという品種も入ってくると思いますので、それも選択肢の一つかなと思います。

ただ、それが地域の特産として、後発のワイン産地として、ベーリーＡを薦めていくこ

とがどうなのかということは私も分かりませんが、産地づくりということで考えるとで

きればこの地域に特色のあるぶどうを入れて、特色あるワインができれば一番理想的な

パターンだと思いますが、なかなか簡単には出来ないと思います。ベーリーＡという品

種もあるし、今やっている以外にも、良い品種があるとすれば、どこかの段階で試験栽

培ということが必要で、その様子を見ながら、これからやっていくことが必要かなと思

います。 

●事務局 

 まずは経営品目としてワイン用ぶどうを地域に根付かせるためには、きちんと収入源

として約束されたものが必要だと考えますので、まずはこのマスカット・ベーリーＡを
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中心に考えつつ、ワイナリーの意向も踏まえて、いろいろな品種を試験的に栽培する方

向で良いのかなと思います。いつまでも調査を続けていると、経営的にもぐらついてい

って、ワイン用ぶどうの栽培というもの自体が根付かない懸念もございますので、確実

に収入になるものを中心にいろいろなものにチャレンジしていったら良いのかなと考え

てございます。 

●副会長 

 品種によって収穫時期はほぼ決まっているものなのでしょうか。 

●事務局 

 決まります。 

●副会長 

 スズメバチは品種によって被害の程度が違うんですか。 

●委員 

 やはり、暖かいと動きが活発で、涼しくなると緩慢になります。それに関係するかも

しれませんが、9 月の中旬あたりから活発になります。 

●副会長 

 マスカット・ベーリーＡがちょうどいいんですね。 

 来年度、苗を増やす計画は立てているのですか。 

●事務局 

 毎年度、生産者の方から意向を伺ってお好きな品種を植えていただくということに今

はなっています。ただ今後ワイナリーからの意向もあると思いますので、その辺も踏ま

えながら生産者の方々が判断していくことになります。 

●副会長 

 最近は苗の手配は大丈夫なんですか。 

●事務局 

 全国的に不足しています。 

●会長 

 他にいかがでしょうか。 

●委員 

 今現在、南郷地区に、品種ベスト３とすれば、何の品種がどのくらい植えられている

か分かれば教えていただきたいのですが。 

●事務局 

 1 番多いのは、シャルドネで約 1 万本くらいです。2 番目に多いのはピノ・ノワール

で約 8,000 本、3 番目はソーヴィニヨン・ブランで約 5,000 本、次がメルローで約 3000

本です。 

●委員 

 ベーリーＡは、まだ少ない本数なんですね。 

●事務局 

 200 本しか植えていないです。 
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●副会長 

 ソーヴィニヨン・ブランは、ほぼ全滅なんですか。 

●事務局 

 植えた時期が遅くてまだ成木になっていないです。植えたのが平成 30 年ですので。 

●副会長 

 2～3 年経つとまた様子が変わってくるんですかね。 

●事務局 

 周辺の産地を見ても、マスカット・ベーリーＡが安定して採れているんですよね。日

本で育成されていますので。例えばケルナーなどの白ぶどうでドイツの品種があるんで

すが、ベテランの農家がやっても 800～1,000kg で限界があると思うんです。マスカッ

ト・ベーリーＡでいうと、他産地を見ても 1,500kg くらい採れています。いくら単価が

高くても収穫量がなければ、収入にはならないので、何かベースになるものがあって、

いろいろなものにチャレンジしていきながら、もしもっと良い品種があれば、先ほどお

っしゃっていた緑枝接ぎなどをやりながら、品種を転換していけばいいのかなと考えて

ございます。 

●委員 

 ワイナリーさんとしてこの品種が欲しいとか、それに沿った形で植えられているので

しょうか。 

●事務局 

お見込みのとおりです。シャルドネ、ピノ・ノワール、ソーヴィニヨン・ブラン、メ

ルローというのはやはり売りやすい品種ですので、沿った形の品種の構成にはなってお

ります。 

●委員 

ベーリーＡは、ワイナリーさんのほうでは欲しいぶどうではないのでしょうか。 

●事務局 

 欲しいとは思います。 

●委員 

 来年度になると、作付けの要望は何本あるのでしょうか。 

●事務局 

 来年度は 1,000 本です。 

●委員 

 今までみたいに大量にどっと増えるということは想定しづらいですか。 

●事務局 

 そこはあくまでも生産者の意向ですので、とりあえず令和 2 年度はどのくらいですか

と伺ったところ 1,000 本と。その後のことについてはまた生産者から聞き取りしたいと

思います。 

●副会長 

 糖度ですが、品種によって結構ばらつきのあるものがありますが、これは何か理由が
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あるのでしょうか。ピノ・ノワールが 20、15、20 だったり、マスカット・ベーリーＡ

は良くできていると言いながらも、なかなか糖度が上がっていかないとか、何か因果関

係があるのですか。 

●事務局 

 品種による差がまずあります。あとは生産者の方々の技術力、気候。まだ市内で分か

っていないことですと、どこまで持たせることが可能か。ある程度までいって糖度が上

がるのかなと思うとぶどうが劣化していくんですよね。その見極めがまだ産地としては

できていないのかなと思います。 

●副会長 

 収穫のタイミングではなく？ 

●事務局 

 そうですね、収穫のタイミングで、糖度がもう少し上がるか、採るか、生産者の皆さ

んやワイナリー側も悩むんですけど、その見極めがまだ少し甘いのかなと。うまくいく

と良い糖度のものが採れる。誤った判断してしまうと、糖度も上がらないし、ぶどうが

劣化して収穫量が減ってしまうことになってしまうので、その見極めが我々に足りない

部分なのかなと考えています。 

●副会長 

 その見極めが難しいんですね。 

●事務局 

 我慢していて雨が降って収穫できないケースもあったりします。天気予報をずっと見

ながら、ワイナリー側のここで欲しいというタイミングも踏まえて、あとは、生産者側

の都合もあります。ぶどうだけやっている訳ではなくて複合的に経営しているので、タ

イミングを合わせるのはなかなか難しい。 

●副会長 

 ワイナリーで自分でもぶどうを栽培していると、決め打ちで一斉に収穫するんでしょ

うけれども。 

●委員 

 生産者の方もどのタイミングで収穫するのかということに悩んでいる状態なんだと思

うんです。食べてみれば甘くできたなと言うんだけれども、糖度計で数字で表した状態

だとそこまでいかない場合もあるので。糖度がこれくらいになりましたので、収穫して

も良いですかというような連絡体制をうまく話し合いをして、適期に収穫する方法をこ

れから決めていかないと、生産者の人たちは、収穫したいのだけれどもどうなんだろう

ということもあると思う。そこのところがまだ確立されていない気もするので、どうす

るべきなのかというのがこれからの課題かなと思います。生産者が糖度計を持って、こ

うなったら収穫しても良いよというのがあると良いのですが。ただワイナリーさんの方

での受入体制のスケジュールもありますので、その辺のトータルバランスをどう組むか

というのが難しいのかなと。一対一だと良いけど、十数人の人たちがいるので、そこの

ところの総合調整がうまくいく形が必要かなと。それに伴って適期収穫に繋がっていく
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のかなと思っています。生産者とワイナリーさんと話をして、このようにやりましょう

というのを確立させていかなければならないと思います。今まで行政の方にも入ってい

ただいて進んできましたけれども、だんだん独り立ちしないといけない時期がきたんじ

ゃないかなと生産者で話していました。こういうようなシステムでお互いにやりましょ

うねという確立したものが必要だと思います。 

●事務局 

 結構厄介なのが、同じ品種は同じ日にワイナリーとしては欲しいんです。でも熟期が

場所によってずれていることもあります。あとは、生産者の方々の都合で言うと、稲刈

りと重なってしまうと体が空かなくなってしまって遅れたり早くなったりというケース

もございます。 

●委員 

 そこにハチが邪魔をして予定が変わってしまいます。ハチの被害が大きいと多少でも

生産者は早く収穫して出荷したいという思いは持っていると思いますが、ワイナリーさ

んのほうでもう少し引っ張りたいなというのもあると思います。そこはお互いの都合も

ありますので、話し合いをしていかないとまずいと思います。 

●会長 

 ワインだけを専業にやっている方はいらっしゃいますか。他のことはやっていないと

か、これだけをやっているとか。 

●事務局 

 法人だとありますが、他はないですね。 

●副会長 

 今後、収穫イベントとかやっていただけると良いのかなと思います。私たちもお手伝

いさせていただいたんですが、生産者の意向とワイナリーさんの意向がありますので、

なかなかマッチングは難しいのかもしれませんが。 

●事務局 

 合わせるのはすごく難しいですね。天気もありますし、生産者側の意向もありますし、

ワイナリー側の意向もありますし、決め打ちするのは難しいです。9 月に入ると毎週糖

度計を持って、回らせていただき糖度を計りつつ、収穫期が近くなるともっと頻度を高

めて糖度を計りながら収穫期を定めているので。イベントだからここですよと決め打ち

されるのは今の段階では難しいですね。もっとたくさんぶどうがあればやれるんだと思

うのですが。 

●副会長 

 そうすると一大イベントができる、市民全体で。面白いかもしれませんね。 

●会長 

 あと、他にいかがでしょうか。はい、お願いします。 

●委員 

 新たにワイナリーを立ち上げたいという情報はありませんか。 

 



 9 / 9 

●事務局 

 今ワイナリーは 2 軒ございまして、その他の問い合わせもございます。 

●委員 

 今後も新規の方の募集は引き続き行うのですか。 

●事務局 

 引き続き行います。 

●会長 

 移住してワインをやりたいという方はいませんか。 

●事務局 

 興味があるという問い合わせはいただくのですけれども、ぶどうを植えてから採れる

までに 3 年かかって、きっちり収入を得るまでに時間がかかりますので、ぶどうだけで

はやめた方が良いですよと我々から話しています。 

●会長 

 なるほど。生活のためにはそうですよね。 

 あと、他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。質問が無いようですので、事務

局にお返ししたいと思います。 

●事務局 

 以上をもちまして、令和元年度第 2 回南郷新規作物研究会議を終了いたします。委員

の皆様には、今後とも御協力を賜ることになりますが、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。どうもありがとうございました。 


