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平成 26年度第１回 八戸市南郷新規作物研究会議 議事録 

 
日 時   平成 26年５月 30日（金）13:30～ 

場 所   八戸市庁 

出 席 委 員   犾守 弥千代委員、春日 勝委員、丹羽 浩正委員、根岸 文隆委員、 

松田 浩二委員、山崎 邦男委員、 

 

八 戸 市   小林市長、山本農林水産部長、上村農林水産部次長兼農政課長、大久保農

業経営振興センター所長、石丸経営支援 GL、久保生産振興 GL、水野主査、

新井主査、大坂主査、島川主査 

 

●司会 

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。 

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島川

と申します。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。 

平成 26年度 第１回 八戸市南郷新規作物研究会議の議事に先立ちまして、小林市長から

委嘱状の交付を行いますので、委員に委嘱される皆様は、その場でお待ちください。 

最初に犾守 弥千代様、その場でご起立願います。 

●市長 

 委嘱状、犾守 弥千代様、八戸市南郷新規作物研究会議委員を委嘱いたします。期間、平

成 26年５月 30日から、平成 28年５月 29日までとします。よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に春日 勝様 

●市長 

委嘱状、春日勝様、以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に丹羽 浩正様 

●市長 

委嘱状、丹羽 浩正様、以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に根岸 文隆様 

●市長 

委嘱状、根岸 文隆様、以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に松田 浩二様 
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●市長 

委嘱状、松田 浩二様、以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に山崎 邦男様 

●市長 

委嘱状、山崎 邦男様、以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

●司会 

それでは、市長からご挨拶を申し上げます。 

●市長 

それでは、一言ご挨拶を申し上げます。 

まずもって、本日は、大変お忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

このたび、「八戸市南郷新規作物研究会議」の委員をお願い申し上げましたところ、ご快諾

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

また、委員の皆様には、平素より、当市の農業施策の推進に際しまして、ご理解とご協力

を賜り、心から感謝申し上げます。 

さて、当市の産業といえば、工業や水産業というイメージを持つ方が多いのかもしれませ

んが、農業につきましても、県内第４位、約 149 億円の生産額を有し、水稲を始め、野菜、

果物、畑作物、畜産物などの多彩な生産が行われ、地域の食料供給を担いながら、首都圏な

どへの広域流通も行い、地域経済の一翼を担っております。 

南郷地区におきましても、りんご、ブルーベリーを始めとする果物や、葉たばこなどの栽

培が盛んに行われているところであります。 

しかしながら、南郷地区の主要農産物として地域農業を牽引してまいりました葉たばこに

つきましては、需要の減少から作付面積が減少しており、地域経済への影響が懸念されてお

ります。 

当研究会議は、葉たばこに代わる新たな作物について研究し、南郷地区の農業の活性化を

図るために創設いたしました。 

本日は、委員委嘱後、最初の会議でございますので、会長、副会長のご選任をお願い申し

上げますとともに、南郷地区の新規作物の研究につきまして、忌憚のないご意見をお聞かせ

いただきたいと思っております。 

結びに、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を生かされて、当

市の農業の振興はもとより、広く市勢の発展につきましても、お力添えを賜りますようお願

い申し上げ、挨拶といたします。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。 

ただいまから、平成 26年度第１回 八戸市南郷新規作物研究会議を開催いたします。 

最初の研究会議の議長の職務は、八戸市南郷新規作物研究会議規則第五条第１項の規定に

より市長が行うことになっております。 

本日は、小林市長が、会長が選任されるまでの間、議長をつとめます。 



 3 / 11 

●市長 

それでは、会長及び副会長の選任を行います。 

会長及び副会長の選任は、規則第四条第二項の規定により、委員の互選により定めること

となっております。 

最初に、互選の方法はいかがいたしましょうか。 

●委員 

指名推薦でお願いします。 

●市長 

ただいま指名推薦とのご発言がありましたが、他にご意見はございませんか。 

●委員  

なし 

●市長 

それでは、選任の方法は指名推薦にしたいと思います。 

これにご異議はございませんか。 

●委員 

なし 

●市長 

ご異議なしと認め、選任の方法は指名推薦といたします。どなたかご推薦をお願いいたし

ます。 

●委員 

丹羽委員を会長に、松田委員を副会長に推薦したいと思います。 

●市長 

ありがとうございます。 

ただいま、丹羽委員を会長に、松田委員を副会長にというご発言がございましたが、他に

ご意見はございませんか。 

●委員 

なし 

●市長 

ご意見がないようですので、これより会長及び副会長の選任について、委員の皆様にお諮

りいたします。 

丹羽委員を会長に、松田委員を副会長に選任することにご異議はございませんか。 

●委員 

なし 

●市長 

ご異議がないようですので、丹羽委員を会長に、松田委員を副会長に選任いたします。 

それでは、会長の丹羽委員から就任のご挨拶をお願いいたします。 

●会長 

丹羽と申します。よろしくお願いいたします。 
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南郷での新しい作物を作り出そうということで、個人的には、勝手ですがわくわくしてお

ります。ただ、この会議がスムーズに進行しますように、私の役割を果たしたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

●市長 

続きまして、副会長の松田委員から就任のご挨拶をお願いいたします。 

●副会長 

副会長を拝命いたしました、松田でございます、よろしくお願いいたします。本研究会議

は、南郷地区において生産する新たな作物を研究するということになっておりますが、でき

ましたらこの作物を決めていき、最終的には六次産業化ということも視野に入れた議論をぜ

ひしていただきたいと思います。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。 

小林市長につきましては、公務のため、ここで退席させていただきます。 

●市長 

 それではどうぞ、よろしくお願いいたします。 

●司会 

丹羽会長 及び 松田副会長につきましては、会長席及び副会長席にご移動願います。 

●会長 

それでは、最初に、「会議の公開」と「会議録の確定方法」を皆様にお諮りしたいと思いま

す。 

まず、「会議の公開」につきまして、事務局から説明願います。 

●事務局 

それでは、「会議の公開」につきまして、ご説明いたします。お手元の「附属機関の会議の

公開等に関する取扱い」をご覧ください。 

それでは、ご説明いたします。附属機関の会議につきましては、「附属機関の会議の公開等

に関する取扱い」の第２「会議の公開基準」におきまして、原則として公開することとなっ

ております。公開・非公開の決定は、第３「会議の公開又は非公開の決定」で附属機関の長

が会議に諮って行うものとなっております。 

また、第６「会議録の作成及び公開」につきまして、公開・非公開に関わらず、速やかに

会議録を作成し、会議において公開しないこととした情報を除き、公開することとなってお

ります。 

当会議でご審議いただきます案件につきましては、会議の公開によって審議会の運営に著

しく支障が生じることはないと思われますので、事務局といたしましては、①会議は原則と

して公開とする、②傍聴者は会議で発言することはできない、③会議における発言は会議録

として記録される、④会議録は公開する、⑤その他詳細につきましては、附属機関の会議の

公開等に関する取り扱いのとおりとするということで、会議を運営させていただきたいと考

えております。 

なお、公開する会議録につきまして、誰の発言か特定できないように氏名は表記せず、発
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言者につきましては、会長、副会長、委員、事務局と表記させていただきたいと存じます。 

また、公開する委員名簿につきましては、個人情報保護の観点から、委員の氏名のみの記

載とし、その他の所属や役職等の情報につきましては記載しない取扱いとさせていただきた

いと存じます。 

以上でございます。 

●会長 

ありがとうございました。 

ただいま事務局から当会議の公開につきまして、説明がございましたが、なにかご意見、

ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

●委員 

なし 

●会長 

特にご意見がないようですので、「会議の公開」につきまして、事務局の案を採用させてい

ただきたいと存じます。 

次に、「会議録の確定方法」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

●事務局 

ご説明いたします。会議録の確定方法につきましては、特に取り決めがございません。確

定方法といたしましては、①会議における議決、②委員全員による個別の承認、③あらかじ

め指名された委員による承認などが考えられます。 

事務局といたしましては、会議録を速やかに作成し、確定後、公開する必要があることか

ら、②番の形を採用し、事務局が作成した会議録について、委員全員による個別の承認を受

けた後に、公開するという方法でお願いしたいと考えております。 

●会長 

ありがとうございました。 

ただいま事務局から会議録をすみやかに確定して、公開したいという理由から、委員全員

が個別に確認し、ご承認をいただくということで、案が出ましたが、ご意見、ご質問等がご

ざいましたら、お願いいたします。 

●委員 

なし 

●会長 

特にご意見がないようですので、「会議録の確定方法」につきまして、事務局の案を採用さ

せていただきたいと思います。 

それでは、次第に従いまして、議事を進行してまいります。 

議事次第の５番、今年度のスケジュールにつきまして、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

●事務局 

はい、今年度のスケジュールにつきまして、私から説明させていただきます。失礼ながら、

着座して説明させていただきます。資料、今年度のスケジュールにつきまして、ご覧いただ
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きたいと存じます。 

本日の次の会議は、平成 26 年の６月 26 日 14 時 30 分から、ジャズの館南郷で、第 2 回

目の会議を開催する予定でございます。案件としましては、ぶどうの栽培としてございまし

て、ぶどう栽培の講師をお呼びして、皆様との意見交換を予定してございます。ぶどうの栽

培、薬用作物の栽培、ワインの醸造等、資料の中にありますけども、この後の資料でご説明

いたしますけれども、新規作物につきましては、ワイン用ぶどう、薬用作物の研究を事務局

の案として、まずは進めることにしてございます。その後、第 3回の会議を７月から８月の

間に南郷地区において、薬用作物の栽培を案件に開催する予定でございます。８月に葛巻ワ

イン工場、10 月にサンマモルワイナリーの視察を予定してございます。11 月に南郷地区で

第 4回目の会議として、ワインの醸造を案件とする予定でございます。私からは、以上でご

ざいます。 

●会長 

ただいまの説明につきまして、なにかご質問はございますか。 

なければ、次にいきたいと思います。 

●会長 

続きまして、八戸市の農業の概要につきまして、事務局から説明をお願いします。 

●事務局 

それでは、第 10次八戸市農業計画を用いまして、簡単に説明したいと思います。 

まず、３ページをお開き願います。八戸市の地域区分が記載してございます。八戸の農業

の特徴といたしましては、地域、旧市町村ごとになっておりますが、旧市町村ごとに作って

いる作物が違うという特徴がございます。市川地区ですとイチゴ、館地区ですと、ミニトマ

ト、りんご等になってございます。続きまして、９ページ、農作物の作付け面積の推移でご

ざいまして、ご存知のとおり、八戸市では単一の作物を作っているのではなく、ここに記載

の水稲、野菜であれば、ながいも、にんにく、ねぎ、いちご、ピーマン、果樹であれば、り

んご、ブルーベリー等、さまざまな作物が作られているということが、特徴でございます。

畜産につきましても非常に多く取り組まれておりまして、10 ページですけれども、平成 18

年、少し古い統計になりますけれども、市町村別農業産出額というのが記載してございまし

て、八戸は、弘前、つがる、十和田に次ぎまして第４位の産出額を有しております。あとは、

11ページに農家数が、記載してございますけども、平成 22年の農林業センサスで 3,187戸

の農家の皆さんがいらっしゃるという統計でございます。最後に、16ページをお開きいただ

きたいと存じます。下の農業経営の指標につきまして、先ほどご説明いたしました、３ペー

ジの地域区分毎に、モデル区分にあるとおり、組み合わせの野菜が異なってございます。モ

デル１は市川地区、水稲、いちご、大豆に取り組んでいまして、モデル２、これは館地区で

して、水稲、ミニトマト、りんごに取り組んでおります。モデル３が豊崎地区というところ

でございまして、水稲、ながいも、にんにく、ピーマン、モデル４が上長地区、水稲、なが

いも、ねぎというようにさまざまな組み合わせで、農業の経営を行っているという特徴がご

ざいます。農業の概要につきましては以上でございます。 
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●会長 

ただいま、事務局から説明のありました、八戸市の農業の概要に関する説明につきまして、

ご意見、ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

●委員 

 10 ページの、18 年度の農業産出額が 4 位ということですが、八戸市のベスト３につきま

して、何になりますか。 

●事務局 

 手元に詳しい資料がございませんが、１位は卵だったと思います、次が豚肉、その後が野

菜となっております。耕種の方ですと、野菜、米という順番になっていると思います。後の

細かい項目につきましては、統計としては出ておりません。 

●委員 

 わかりました。 

●会長 

他にございますか。無いようでしたら、次にいきたいと思います。 

続きまして、新規作物の研究につきまして、事務局から説明をお願いします。 

●事務局 

新規作物の研究についてという資料をご覧いただきたいと存じます。 

１ページ目、まず研究の目的でございますけれども、葉たばこの需要の減少に伴い、八戸

市南郷地区の主要な農産物である葉たばこの生産面積が減少していることから、葉たばこに

代わる新たな作物について研究することにより、南郷地区の農業の活性化、ひいては、地域

経済の活性化を図るためとしてございます。 

２番の南郷地区の農業の概要につきまして、説明させていただきます。地区の位置につき

ましては、省略いたします。主に生産されている農畜産物につきましては、水稲、ながいも、

りんご、ブルーベリー、そば、葉たばこ、肉用牛でございます。南郷地区の農業の構造を簡

単に説明させていただきます。農家数の推移でございまして、平成 12 年から 22 年の 10 年

間の間に、121 戸の農家が減少してございます。２ページをご覧いただきたいと存じます。

一番上の、経営耕地面積規模別農家の一番多いところは、１ha未満となってございます。続

いて農業就業人口の推移でございますけれども、平成 12年から平成 22年にかけて 377人の

減少でございます。続きまして、耕地面積の推移でございますけれども、平成 12 年から平

成 21年で、45haが減少しています。農業経営組織別経営体数の推移でございますけれども、

こちらは御覧のとおりとなってございます。３ページに移りまして、農産物販売金額規模別

経営体数の推移、こちらは、50万円～300万円が一番多い 222経営体となってございます。

7 番の農産物販売金額１位の出荷先別経営体数の推移につきましては、一番多いのが集出荷

団体、２番目が農協でございます。続きまして、４ページをお開き願います。３八戸市の葉

たばこの生産者数及び生産面積の推移でございまして、平成 22年から平成 25年で、葉たば

この生産者数が 76名の減少でございます。生産面積につきましては、平成 20 年から 25 年

までで、約 43ha減少してございます。 

続きまして５ページをご覧いただきたいと存じます。ここでは、葉たばこと、今、青森県、
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八戸市、JA 八戸が進めております、かぼちゃ、ねぎ、ピーマン等との所得を比較してござ

いまして、葉たばこであると 10a あたりの所得が 25 万６千円でございまして、所得率が

50.7％になっておりまして、かぼちゃになると、これが約 10 分の１で 2 万４千円程度、所

得率で 12％になっております。６ページをお開きいただきまして、ねぎで所得が 10a あた

り、38万１千円、所得率で 36.1％、ピーマンで所得が 35万円、所得率で 36.8％でございま

す。この後、ご説明いたします新規作物の生産を考える上で、所得、所得率というのが生産

者が実際に取り組む上で、これを目安に、後は労力と比較して、やるかやらないか、経営的

にどうするかの判断材料になると考えてございます。 

７ページからは、新規作物の案ということで、まずは一つ目、ワイン用ぶどうでございま

す。①が都道府県別のぶどうの加工仕向量で、加工専用品種、ぶどうも加工専用と、生で食

べる品種とありますけれども、加工専用品種と、生食用品種の合計の推移でございまして、

１位が長野県、2位が山梨県、3位が北海道、青森県は 11位という順位でございます。これ

が、加工専用品種だけということになると、北海道が 1位になります。先ほどの加工専用品

種と生食用品種の合計で 1位であった長野は 2位になって、2位だった山梨県は５位まで下

がるということになります。青森県は 11 位から 8 位に上がります。青森県は醸造用、加工

用のぶどうには、加工専用品種しか使っていないということが、ここからわかると思います。

北海道につきましては、加工用品種でワインを造っていて、山梨県につきましては、生で食

べるぶどうもかなり使ってワインを造っている結果が、この統計からわかるかと思います。 

８ページをご覧いただきまして、参考までに、８ページから 10 ページにわたりまして、

ぶどうの加工専用品種、これだけ多くございます。青森県のところだけ、黒くしてございま

す。ワイン用ぶどうの品種を選定する上で、青森や、北海道、岩手で作られている品種であ

れば、このあたりで適しているのかなという判断の材料になると思います。続きまして、10

ページをお開きいただきたいと存じます。10ページの④青森県のぶどう加工専用品種別醸造

用仕向量、これは、ワインにどういう品種が使われていて、面積がどれくらいで、量がどれ

くらいかという資料でございます。続きまして、⑤キャンベル・アーリーの経営収支、生で

ぶどうを作った際の所得というのが非常に低いというのがこれでお分かりいただけるかと思

います。あとは、11ページ、本日委員の皆様の中にも、農業生産されている方がいらっしゃ

いますので、露地のぶどうの裁植条件でございます。まず土壌の適応性ですけれども、これ

は高いといわれておりまして、やせ地にも耐えて、耐湿性、耐寒性のいずれにも強いと言わ

れてございます。ただし、排水不良園では生育が不良となって、果実品質も低下するため、

明きょ、暗きょが必要とされてございます。後は、晩霜の場所や、風の強い園地では、防霜、

防風対策を講じる必要があるとされてございます。⑦番として、露地ぶどうの土壌改良の目

標値ですけれども、火山灰土壌、非火山灰土壌いずれにしても、南郷であれば特に問題がな

い数字でございます。⑧番が参考までに、露地ぶどうの栽培暦を記載してございます。12ペ

ージですけれども、ワインの品質決定要因として、原料ぶどうの品質、醸造方法が重要とさ

れております。 

続きまして、13ページに移りまして、薬用作物について記載してございます。①番に国内

薬用作物の需要でございますけども、Aに国内の漢方製剤等の原料生産国及び使用量でござ
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います。9 割ほどが中国でございます。B として国内の漢方製剤等の生産金額の推移が記載

されてございますけれども、上昇傾向にございます。②として国内の薬用作物の生産農業経

営体数の推移でございますけども、国内の農業経営体数が減ってございますので、こちらは

減少傾向にございます。③として国内の薬用作物の流通で、これが普通の農作物と大きく違

うところでして、必ず最後に漢方薬メーカーとなりますので、漢方薬メーカーの売り先が決

まっていないと、なかなか取り組みづらいという特徴があると思います。④薬用作物の輸入

の現状でございます。１点目として、国内漢方製剤等の使用量の増加に伴い、増加傾向にご

ざいます。主な輸入元である中国では、経済の発展に伴い、国内需要が増加し、また、乱獲

により自生のものが減少していることから、一部の薬用作物については環境保全等を理由に

輸出制限を課している状況でございます。14ページからは、農林水産省の方でまとめた、日

本漢方生薬製剤協会、漢方を作っている企業の方々が、国内生産を拡大したいと考えている

薬用作物の例でございまして、14ページが、これまで東北地方で栽培されていなかったもの

で、生産希望地域が東北地方のもの、簡単に言いますと、漢方を作っている企業の方々が、

東北で生産を希望しているものがこれらになります。キキョウ、ハマボウフウ、ハンゲ、ビ

ャクゴウでございます。15ページから 16ページにわたりまして、これは東北地方で既に契

約栽培されているもの、カノコソウ、サンヤク、シャクヤク、センキュウ、トウキでござい

ます。14ページから 16ページに渡る、薬用作物名につきましては、農林水産省としても、

今後はこの薬用作物の生産にも力を入れたいということで公表したものでございます。⑥で

すけれども、国の薬用作物に関する生産支援というのも行われておりまして、薬用作物の産

地化を志向する地域と実需者との情報の共有・交換のための会議を開催してございます。も

うひとつが国として、薬用作物の産地化に積極的に取り組もうとする地域に対して、栽培実

証ほの設置運営、機械改良及び乾燥調製施設の整備等に対する支援というのも行ってござい

ます。資料の説明は以上ですが、このあと委員の皆様がお持ちになってございます、ぶどう

の栽培、ワインの醸造、薬用作物に関する知見等をお知らせいただきましたら、幸いでござ

います。以上でございます。 

●会長 

ただいま、事務局から説明がありました、新規作物の研究に関する説明につきまして、ご

意見、ご質問等ございましたら、お願いいたします。 

●副会長 

ぶどうの品種ですけども、都道府県別でいくと、北の地方、北海道、青森、岩手、北の方

に作られている品種というのは、傾向的に早熟とか、早飲みできるワイン、環境適応力があ

るとか、耐寒性がある品種だと思います。それはやはり、地域特性で作っていると思うので

すけども、質問ですが、10ページの④青森県のぶどうの加工専用品種ですけども、この中に

ピノノアールとか、メルローですとか、ドイツのライヘンシュタイナーとか色々あるのです

けども、この④番のところの、作物を作っている地域とか、畑というのはわかりますか？ 

●事務局 

これは、全部国の統計から取ったのですが、明らかにされてございません。 
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●副会長 

実際は、ワイナリーで作っているところで栽培しているか、農家の方に作付けの依頼をし

て収穫していると思うんですけども、そこまでは把握されていない。 

●事務局 

 そうでございます。統計上は、県内にワイナリーは１件となってございますので、大部分

がそこにいっているのではないかなと、推測のレベルですけれども。どこで作っているかと

いうのは、把握できない状況でございます。 

●委員 

 新しい作物ということで、ぶどうと、薬用作物の二つの方向性に進めようとしているので

すけども、新規作物という形になりますと広い中で、考えて、その中からこの二つに絞った、

普通はこう考えると思うんですけども、事務局の方で、さまざま南郷区に適した作物がある

けども、考えたらやはりぶどうなり、薬用作物がいいだろう、それに向かって、研究してい

って、それを取り組むための研究を進めていく、最初広く間口を広げるのではなく、その中

は一応研究したけれども、はいり口のところが、もし違う人達が例えば考えたときに、委員

の中で話し合いをしたんだね、その中にはさまざまあったんだけども、将来的なことを考え

ると、ワインなり、薬用作物ということになってくるという、はいり口のところが、この形

でいいのかどうかを、ひとつ確認をしたいんです。これが悪いというわけではないけども、

第三者的に、南郷で新しい作物をやるそうだよ、ワインをやるそうだよ、薬用作物を取り組

むそうだよ、でも、さまざまあった中でもやっぱり、新しいものとして取り組んだんだね、

というそこの進め方の過程がどうなのかなと、そこを確認したうえで進んでいった方がいい

のかなと。 

●事務局 

 まず、この２つに至った経緯ですけども、既存にあるねぎとか、ピーマンとかは、今から

２年位前に、JA 八戸さんと、県と一緒になって既存の作物については農業者の皆様に、特

に JA 八戸さんが窓口になって、いろいろ進めているところでございます。その中にはない

取組を、事務局として進めたらどうかという案でございまして、ぶどうにつきましてはもと

もと、南郷地区はブルーベリーやりんご等ございまして、果樹に知見のある農業者の方が多

いということもございますし、ぶどうからワインということで、六次産業化も比較的取り組

みやすいのかなと、後は生食用のぶどうではなく、ワイン用のぶどうだと、あまり手間をか

けなくていいのかなというのもありまして、ぶどうを選ばせていただきました。薬用作物に

つきましては、広い面積が必要で、他の地域であまり取り組まれていない、そばとか葉たば

ことかはあるのですけども、このままだと耕作放棄地が広がるという懸念もございましたの

で、比較的広い面積が必要な薬用作物はどうなのかなということで、この２つを選定してご

ざいます。ですけど、もっと良いのがあるといった場合、それを排除するものではございま

せんので、よろしくお願いいたします。 

●副会長 

 今、委員からありましたが、私が参加している意義というのが、六次産業化ということで、

私はこの取組が面白いなと思って参加させていただいているんですけども、ひとつは単品で
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農産物を生産して販売していくというだけではなくて、やはり八戸市とか南郷地区でですね、

取った農産物を二次加工して流通販売まですべてやって、付加価値をつけていくことに非常

に私は魅力を感じて参加させていただいているんですけども、そういう意味ではぶどうとい

うのは作るだけじゃなくて、最後は販売のマーケティングまで考えて、ひとつの仕組みとし

て、作っていくにはおもしろい素材ではないかなと私個人は、思っています。 

●委員 

 ワインへの加工について、最初はどこかに頼んで作っていくと思うんですけども、将来的

に南郷地区、八戸に工場が必要になるかと思うんですが、そういった考え方はあるのでしょ

うか 

●事務局 

 最初は、ワイン特区とか醸造量が少なくても取れるので、小規模な、本当に個人用のレベ

ルでカフェとかそういうところで作っていっても良いのかなと考えてございます。のちのち

は大きい工場が来てくれれば、それはありがたいと考えてございます。 

●委員 

 とある本で読んだのですけども、その中でぶどうの産地が苦戦しているという、もう老舗

で作った物が高い値段でなかなか売れなくなってきている。食味というか美味しさの関係の

コンテストが世界的にあるようですが、そこでフランスのワインが一位をとれないと。とい

うことは、それだけ環境に応じて、作られたものが全て良いものだというレッテル、もうフ

ランスのワインでないと、ワインでないみたいな考え方はちょっと違うんだなと、そういう

ことであれば、私のところでも、そういう風なワインを追及していって、いいものを造れば、

対抗できるようなものができるんだなと感じたんです。もしかすれば最初から、勝負すれば

負けるというようなことではないのかなと、そういう風なことをちょっと感じたので、もし

新しく取り組むとすれば。ただ、実際的には難しいところは難しいと思いますけども。夢が

あることはあると思っています。 

●会長 

 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

その他、何かございませんか。 

無いようでしたら、以上をもちまして、研究会議を終了とさせていただきたいと思います。 

委員の皆様には、今後ともご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。 

 

 

 


