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八戸市総合農政審議会議事録 

 

 
日 時  平成 26年 5月 29日（木）15:00～ 

場 所  八戸市庁本館 3階 第 3委員会室 

出席委員  12名 赤坂美千子委員、木村清美委員、工藤悠平委員、酒井正裕委員、 

渋谷長生委員、外城勉委員、平光ルミ子委員、松倉新一委員、三浦一男委員、 

門前廣美委員、矢野峰生委員、山内光興委員 

関係機関  青森県三八地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 山内主幹 

八 戸 市  山本農林水産部長、上村農林水産部次長兼農政課長、船田中央卸売市場長、 

野沢農林畜産課長、寺地中央卸売市場次長 

事 務 局  大久保所長、石丸 GL、久保 GL、新井主査、大坂主査、水野主査 

 

●司会 

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水野

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。 

本日は委員 3名が欠席しておりますが、八戸市総合農政審議会規則第 5条第 2項の規定に

より、会議は成立いたしますことをご報告させていただきます。 

それでは最初に、会長の渋谷委員から御挨拶をお願いいたします。 

●会長 

 会長を仰せつかっております、弘前大学の渋谷と申します。一言ご挨拶させていただきた

いと思います。 

大変唐突な話ですが、タイの軍事クーデターがありまして、日本から見ると何の関わりも

なくタイも大変だなあというような印象かもしれませんが、私はだいぶ昔からタイの農業と

か農政とか研究してきたということもありましていろいろな事を考えているところですけれ

ども、タイのクーデターということは日本になぞらえるとどういうことなんだろうかという

ことを考えているところです。簡単に言えば皆さんも聞いたことがあると思いますが、タク

シンという元首相と反タクシンという勢力との争いになっています。タクシンという首相の

時代に何が行われてきたのか、それからその後いろいろありましてタクシンの妹である、最

近失脚しましたインラック首相ですけれども、この時代に一体何が行われていたのかといい

ますと、タイで圧倒的な支持を得ているのはタクシン派なんですが、特に地方や農村では圧

倒的な支持を得ている。これはいろんな事情がありますけども政策的には農業振興、農民の

生活向上、それからさまざまな社会政策を打ち出しまして圧倒的な支持を得ている。ところ

がそれに対して実はタイの経済を左右しているのは、日本風に言えば財閥といわれていると
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ころですが、主に農業の、例えば米の輸出とか、そういうことをメインにしながらいろいろ

な事業を展開している財閥が古くからあります。そこでどうして対立するかといいますと、

結局タクシンの政策をそのまま遂行していきますと、タイの農業には国際的競争力がないと

いうことで、結果的にタイの経済が疲弊するというような考え方なんですね。そうしますと

つまり農家の手取りがどうのこうのとか農家の生活がどうのこうのというよりも、タイの農

業を守るためには農民や地方はそれなりの犠牲があっても仕方ないというような考え方に立

っていって、その対立がずっと続いているというのが今のタイの経済なり政治をめぐる基本

的な構図だと思います。つまり地方対都会とか財閥対農民とかという対立が昔から古い形の

まま今も対立しているというふうにみているんです。 

翻って日本の現状を考えた場合に、最近農政改革ということでここ２、３日経済財政の関

係で規制会議を通って盛んに言われているのが強い農業という言葉です。つまり日本の農業

は従来の形では競争力がないし、さまざまな環境に対応できないということで強い農業にな

らなければならないということです。その場合の重要なことは農業なり産業なりの強さを強

調しますけれども、実は農家の生活とか地方の経済とかそういう視点が一切ぬけて議論がさ

れているのではないかということがあります。つまり日本経済にとって農業は大事だと、農

業は競争力を持つと言いながら、肝心の農家とか地方の問題ではなくて、それを利用して金

儲けが出来るような仕組みをどう作るかという考え方に基づいて議論されているのではない

かと思っています。そういう点で言いますと、他人事のように見えるタイの今の対立、つま

り農家が少々貧しくても世界的に競争力を持てばタイの国は維持できるという考えと日本の

今の農政の議論の仕方はあまり変わってないのではないかと。肝心の農家なり地方なりとい

うことに対してきちんと視点をもって農政の議論をしてほしいと感じています。そういう中

で、なかなか国レベルの議論と八戸とかそういうところの地方自治体での行政とは距離があ

るように思いますけれども、ただこのまま進むといろいろな影響を持ってくるということも

当然ですが考えられます。 

この八戸市の農業振興計画の中には、これ以降議論されるとは思うんですが、TPPの問題

についてこれからいろいろ情報収集して対応策も考えていこうということも含めて書かれて

ありますが、さらにもっといろいろな問題を念頭に置いて議論していなかければならない時

代だという感じがしております。そういう意味でこの審議会でこれからいろいろ議論される

ことにつきましてぜひみなさんの方からも、かなり具体的な政策の問題、それから国の動向

に関わる問題も含めて話題が出ると思いますので、ぜひ忌憚のないご意見いただきまして八

戸市の農業振興についてより良いものにしていきたいと考えておりますので、ご協力お願い

したいと思います。どうも失礼いたしました。 

●司会 

 ありがとうございました。それでは、本会議の議長は、規則第２条の規定により、会長に

お願いいたします。 

●会長 

 それでは、お手元の資料に沿いまして、第 10次八戸市農業計画に関連する平成 25年度事

業報告及び平成 26年度事業についての説明を、事務局からお願いします。 
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●事務局 

 はい。八戸市農林水産部農業経営振興センターの石丸と申します。私のほうから、資料 1、

第 10 次八戸市農業計画に関連する平成 25 年度事業報告、引き続き資料 2、第 10 次八戸市

農業計画に関連する平成 26年度事業につきまして、御説明させていただきます。それでは、

失礼ながら着座して説明させていただきます。 

まず資料 1 第 10次八戸市農業計画に関連する平成 25年度事業報告についての１ページ

をお開き願います。最初に、第 10 次八戸市農業計画の概要でございます。まず、策定の目

的といたしましては、自らの発想と戦略による特色ある農業施策を推進し、活力に満ちたた

くましい産業としての農業の振興と持続的発展を図るためとしてございます。 

 次に、２ 計画の推進体制について、下線部でございますが、計画を着実に推進するため、

毎年度、計画に記載している事業の実施状況を市総合農政審議会において報告し、意見を聴

取するとしてございます。事業の報告と資料 2の事業計画につきましては、この推進体制に

基づくものであります。 

 3の計画期間は、平成 24年４月から平成 29年３月となっております。 

 4 の地域区分でございます。自然・立地条件、土地利用状況、営農形態等を考慮し、旧市

町村区分に準拠して、地図のとおり 11地区別に振興農作物等を定めてございます。 

5 の年間農業所得の目標及び農業経営の指標でございます。今現在の認定農業者の農業所

得の平均が 430万円でございますけれども、これを 500万円にあげることを目的とするもの

でございます。 

 2 ページをお開き願います。6 として、目標達成のために講ずる施策の基本方向でござい

まして、8つございます。1番目が魅力ある農業経営体の育成、2番目が地域特性を生かした

八戸農業の推進、3番目が発信型農業の促進、4番目が持続的な農業生産環境の整備、5番目

が八戸飼料穀物コンビナートや冷涼な気候を生かした畜産業の振興、6 番目が森林環境の整

備、7 番目が東日本大震災に伴う農業経営の復旧・復興、8 番目が地域資源を活用した可能

性の追求でございます。7に各地区の振興農産物を掲載してございます。 

つづきまして、3ページを御覧いただきたいと思います。第 2の平成 25年度事業でござい

ます。1番の魅力ある農業経営体の育成の振興方策として、(1)経営感覚に優れた多様な農業

経営体の育成という項目と、４ページをお開き願います、(2)集落営農の促進、この２項目に

従って、5 ページ以降、主な事業を掲載してございます。本日は、主な事業の事業名、事業

概要、決算見込額の順に御説明いたします。まずは、5 ページの 1 番上、農業経営に関する

情報の一元的な提供でございますけれども、これは農業経営振興センターにおいて農業経営

に関する施策を一元的に提供するという施策に関することでございまして、平成 23 年度か

ら実施してございます。続きまして、「農業経営者の育成に関する協定」に基づく農業者育成

支援でございまして、これは八戸学院大学様と締結した、農業経営者の育成に関する協定に

基づく農業経営者育成支援及び新たな農業経営手法の研究でございます。3 つ目は新規就農

者等支援体制の整備、これは農業経営者子弟、後継者、中高年齢層、定年帰農者及び農業に

よる起業者の支援体制の整備でございます。4 つ目は法人経営総合窓口の設置でございまし

て、他産業からの新規参入に対応する法人経営総合窓口を平成 24 年度より設置してござい
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ます。一番下の段、担い手育成総合支援事業、これは八戸地域担い手育成総合支援協議会に

対する定額補助でございまして、決算見込額は 255千円でございます。続きまして、6ペー

ジをお開き願います。一番上、地域農業経営再開復興支援事業、これは青年就農者に給付金

を給付する国の青年就農給付金事業及び地域農業のあり方を記載した経営再開マスタープラ

ン作成にかかる経費、国の事業でございますけれども、18,678千円が決算見込額でございま

す。昨年度、青年就農給付金につきましては、13経営体へ給付してございます。続きまして、

農山漁村「地域経営」担い手育成システム確立事業、これは県の事業でございます。地域経

営の核となる組織、人材の育成に関する経費でございまして、主な内容としましては、八戸

農業地域経営セミナーの開催、八戸学院大学との農業ビジネスナイトセミナーの開催ほかと

なってございます。続きまして、7 ページをご覧ください。経営体育成支援事業、これは国

の事業でございまして、経営規模の拡大や経営の多角化を図っていくために必要な農業機械

等の整備に要する経費への補助でございまして、10,123千円でございます。続きまして、農

業近代化資金利子補給補助金、農業経営基盤強化資金利子補給補助金につきましては、農業

者への利子補給補助金でございます。実績につきましては、下の農業経営基盤強化資金利子

補給補助金 315 千円となってございます。8 ページをお開き願います。2 の地域特性を生か

した八戸農業の推進の振興方策として、（1）地域特性を生かした農業生産の促進、9 ページ

にうつりまして、(2)販売を基点とした農業生産の促進という項目がございましす。これに関

連した事業として、10ページから記載してございます。一番上の農業新ブランド育成事業と

して、主な内容として Let’s eat 八戸野菜フォーラムの開催、農産物ブランド戦略会議の開

催、これらにかかる経費でございまして、1,916 千円でございます。続きまして、環境保全

型農業普及促進事業、これはエコファーマーが生産するミニトマト等の販売促進に向けたＰ

Ｒ、そして国の環境保全型農業直接支払対策交付金の交付にかかる経費 529千円でございま

す。続きまして、経営所得安定対策直接支払推進事業、国の事業でございまして、経営所得

安定化対策の普及促進にかかる経費 6,298千円でございます。一番最後の段、農業用プラス

チック処理対策事業、農業用プラスチックの処理推進のためのＰＲ媒体の作成等 21 千円で

ございます。11ページをご覧願います。野菜等産地生産・販売力強化事業、国の事業ですけ

れども、耐雪型ハウス等の導入に対する補助 575千円でございます。続きまして、ひとつと

びまして、りんご経営安定対策事業、これはりんご市場価格が基準を下回った場合、次年度

の再生産に必要な経費の一部を生産者に補填するための基金造成等、83 千円でございます。

その下、果樹振興対策事業、これはりんご園の鳥獣駆除に対する補助で、33千円でございま

す。12ページをお開き願います。葉たばこ振興対策事業、これは集団利用機械の導入に対す

る補助及び土壌消毒剤の購入に対する補助 1,690千円でございます。続きまして、特産そば

産地形成奨励金事業、そばのコンバインによる刈り取りに対する補助 4,598千円でございま

す。続きまして、そば振興対策事業、そばの種子の更新及び緑肥の導入に対する補助 161千

円でございます。13ページをご覧願います。耕畜連携推進事業パートナー制度、家畜排せつ

物を利用したたい肥・肥料等の施用・管理方法に関する調査・研究を畜産業経営者と農業経

営振興センターが共同で実施するものでございます。続きまして、農業講座開催事業、毎年

1 月下旬に開催してございますが、主に気象、土壌、野菜・花きに関する講座の開催でござ
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いまして、152 千円でございます。続きまして、土壌分析・改良事業、農地土壌の分析及び

土壌改良に関する支援に 437千円、これには植物組織培養事業、主に農業経営振興センター

内で利用するウィルスフリー苗の育成にかかる経費も含まれてございます。続きまして、13

ページから 14 ページにわたりまして、生産振興に関する調査事業、これは市内に産地があ

る、いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、こまつな、ねぎ、ピーマン、ながいも等に関

する各種調査経費で、3,613千円でございます。続きまして、15ページをご覧ください。3 発

信型農業の促進でございまして、振興方策の項目として、（1）八戸農業のブランド力の創出、

（2）グリーン・ツーリズムの促進、（3）地産地消の促進、（4）旬産旬消の促進、（5）食育

の推進がございます。関連する主な事業、16ページからを掲載してございまして、一番上の

農業新ブランド育成事業、その下の「農業経営者の育成に関する協定」に基づく農業者育成

支援につきましては、再掲でございます。3 つ目の観光農園振興事業、観光農園の PR やイ

ベント等の開催に要する経費に対する補助、299 千円。続きまして、グリーン・ツーリズム

対策事業、観光農業資源の開発や PR でございます。1 番下の段、市民農園事業、農業に対

する理解を深めてもらうために、農業経営振興センター内に開設してございます。続きまし

て 17 ページをご覧ください。農業体験学習会開催事業、これは農業に対する理解を深めて

もらうこと目的に、園児、小中学生等を対象に開催しているものでございます。続きまして

家庭菜園講習会開催事業、農業に対する理解を深めてもらうことを目的に、主に家庭菜園初

心者向けに開催してございます。続きまして、18ページをお開き願います。4 持続的な農業

生産環境の整備、（1）農業生産を支える基盤の管理、（2）農地利用集積の促進、（3）農業関

係団体との連携の強化の項目でございまして、主な事業が 19 ページに記載されてございま

す。一番上、中山間地域等直接支払事業、農業生産条件の不利な中山間地域の耕作放棄の予

防等のため、交付金を交付するものでございまして、決算額 13,007 千円でございます。そ

の下、農地・水保全管理支払交付金、農地・農業用施設等の保全管理活動を支援するため、

交付金を交付するものでございまして、決算額 3,412千円でございます。続きまして、遊休

農地解消活動事業、遊休農地の解消と発生防止のための農地パトロールの実施でございます。

続きまして、農業経営基盤強化促進事業、農地利用集積を図るための利用権の設定及び嘱託

登記事務の実施でございます。続きまして、農地移動適正化あっせん事業、農地の売買等の

あっせん及びあっせん制度に関する PR の実施でございます。続きまして、農協との連携強

化事業でございますけれども、これは、農協、県、市で構成する営農指導に関する会議を開

催してございます。続きまして、20ページをお開き願います。5の八戸飼料穀物コンビナー

トや冷涼な気候を生かした畜産業の振興でございまして、振興方策として、（1）畜産業の振

興のための環境整備、（2）耕畜連携の促進がございます。21ページから、主な事業が掲載さ

れておりまして、畜産振興事業、畜産共進会への出品に要する経費負担 528千円、優良牛受

精卵活用促進事業、高品質な肉用雌牛を活用した受精卵の生産・移植に対する補助365千円、

肉用牛地域内一貫生産促進事業、市内産子牛の導入・保留に要する経費に対する補助、120

千円、耕畜連携推進事業パートナー制度につきましては、再掲でございます。続きまして、

22ページをお開き願います。6の森林環境の整備、振興方策として、（1）森林環境整備の促

進、（2）市民と森林のふれあいの場の提供、（3）公共建築物等における木材利用の促進でご
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ざいまして、主な事業といたしまして、除間伐等実施事業、森林組合が実施する除間伐等に

対する補助 861千円、続きまして、森林整備地域活動支援事業、森林経営計画の作成や集約

化施業の実施に必要となる森林の現況調査、境界の確認等に対する支援でございまして、

1,180 千円でございます。市民の森施設改修等事業、施設の老朽化に伴う公共施設等の改修

及び施設のバリアフリー化に 116,256千円でございます。公有林整備事業、市民の森不習岳

の除間伐作業でございまして、1,166 千円でございます。続きまして、公共建築物への地元

材の導入でございまして、市公共建築物に地元材を積極的に利用するための、市民への木材

利用の普及啓発でございます。24ページをお開き願います。7 東日本大震災に伴う農業経営

の復旧・復興でございまして、振興方策として、（1）浸水した農地の塩害に関する支援、（2）

被災した施設等の復旧に関する支援、（3）東京電力福島第 1原子力発電所の事故に伴う影響

への対応、（4）地域農業の復興に対する支援、（5）被災した市川地区飛砂防備保安林の早期

復旧でございまして、主な事業は 25ページから 26ページにかけて記載しております。主な

事業 1つ目、農業経営再開のための塩分集積濃度の測定及び代替作物選定事業でございまし

て、これは農業経営再開のための塩分集積濃度の継続的な測定及び代替作物の選定でござい

ます。続きまして、農業経営再建のための金融支援事業、これは被災した農業経営者が借り

入れる農業経営再開のための資金に対する利子補給でございます。続きまして、被災園芸施

設復旧等緊急支援事業、これは国の事業でございます。東日本大震災による被災により倒壊

したパイプハウス、流出した生産資材等の再導入に対する補助でございまして、4,452 千円

でございます。続きまして、26ページをお開きいただきまして、農業新ブランド育成事業に

つきましては、再掲でございます。8 の地域資源を活用した可能性の追求、（1）市内小売店

及び飲食店における域内消費の拡大、（2）として 6次産業化の促進、（3）として食品加工業

との連携、（4）としてグローバル化への対応、（5）として木質・畜産バイオマスを利用した

発電事業等の事業化の促進という項目がございます。主な事業は 28 ページに記載しており

ますけれども、農業新ブランド育成事業は再掲でございます。 

 続きまして、資料 2の 1ページをお開き願います。計画でございますけれども、事業の概

要につきましては、報告のものと差異があまりありませんので、この資料につきましては、 

項目と事業名、事業内容、予算額、予算額があるものだけ予算額を説明させていただきます。 

1 魅力ある農業経営体の育成の主な事業でございます、一番下の担い手育成総合支援事業

255 千円でございます。2 ページをお開きいただきまして、地域農業経営再開復興支援事業

27,405千円でございます。3つめ、農業近代化資金利子補給補助金 182千円、農業経営基盤

強化資金利子補給補助金 247千円でございます。続きまして、3ページをご覧いただまして、

2 地域特性を生かした八戸農業の推進でございまして、農業新ブランド育成事業、予算額

2,181千円でございます。続きまして、環境保全型農業普及促進事業 849 千円、経営所得安

定対策直接支払推進事業 6,298 千円、農業用プラスチック処理対策事業 26 千円、野菜等産

地生産・販売力強化事業 3,437 千円、4 ページをお開き願います。1 果樹経営支援対策事業

2,896千円、ひとつとびまして、果樹振興対策事業 33千円、葉たばこ振興対策事業 1,698千

円、特産そば産地形成奨励金事業 5,000千円、次のページに移りまして、農業講座開催事業

327千円、土壌分析・改良事業及び植物組織培養事業 483千円、生産振興に関する調査事業
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3,655 千円、続きまして 7 ページをお開き願います。3 発信型農業の促進でございまして、

農業新ブランド育成事業、再掲でございます。観光農園振興事業、300 千円、市民農園事業

617千円、8ページをお開き願います。4  持続的な農業生産環境の整備として中山間地域等

直接支払事業 13,007千円、多面的機能支払交付金 3,719千円、9ページをご覧いただきまし

て、5 八戸資料穀物コンビナートや冷涼な気候を生かした畜産業の振興でございまして、

主な事業として、畜産振興事業 840千円、優良牛受精卵活用促進事業 584千円、肉用牛地域

内一貫生産促進事業 450千円、畜産関連産業振興事業、これは八戸地域畜産関連産業振興ビ

ジョンを策定し、八戸市を含む県南地域の畜産の振興及び国内一大基地化を推進するもので

ございまして、予算額 2,771 千円でございます。続きまして、10 ページをお開き願います。

6 森林環境の整備の主な事業、除間伐等実施事業 865千円、森林整備地域活動支援事業 1,000

千円、市民の森施設改修等事業 123,866千円、公有林整備事業 1,215千円、11ページをご覧

いただきまして、東日本大震災に伴う農業経営の復旧・復興、主な事業ですけれども、農業

新ブランド育成事業、再掲でございます。12ページをお開きいただきまして、地域資源を活

用した可能性の追求の主な事業も再掲でございます。資料 1、資料 2 の説明につきましては

以上でございます。 

●会長 

はい。ただいま事務局から説明がありました第 10次八戸市農業計画に関連する平成 25年

度事業報告及び平成 26 年度事業について、皆様からご意見ご質問等ございましたらお願い

したいと思います。いかがでしょうか。 

●会長 

 事務局の方にちょっとお願いがあるんですが、26年度事業について 25年度と違うところ

をもう一度ポイントといいますか、こういうところが 25 年度とは違う新しい取り組みだと

か、あるいは予算額が大幅に増えているのはここだとかお話していただけると 25 年度との

比較でわかりやすいのではないかと思うのですが、よろしいですか。 

●事務局 

はい。まず 9ページを開いていただきたいと思います。八戸飼料穀物コンビナートや冷涼

な気候を生かした畜産業の振興のなかで畜産関連産業関連事業というのが上から４つ目にご

ざいますが、この事業につきましては新規でございます。10ページの市民の森施設改修等事

業費ですが、これは展望台の改修ということで予算が大きく増えております。                                                       

●会長 

 市民の森は昨年 25年度の予算もだいぶ大きいですね。 

●事務局 

 はい。18年から随時改修に入っていまして、施設が 30年以上経っているため新しくする

ということでやっています。 

●会長 

 これはいつまで続くものですか。 

●事務局 

 とりあえず今年までで、その後も引き続き予算が確保できれば継続してやっていきたい。 
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●会長 

 八戸地域畜産関連産業振興ビジョンを策定するということですが、これはどのようなもの

で、どういうイメージで考えておられるのか各委員に解説していただければありがたい。 

●事務局 

 これについては県が昨年 3月に策定しました青森県養豚・養鶏振興プランをもとに具体的

な取り組み等を考えて進めていきたいと考えています。中味については県の養豚・養鶏振興

プランに基づいて畜産関連産業、関連企業が利用するための環境整備。二つ目に地場畜産物

の消費拡大への支援。3番目に飼料の利活用の促進。4番目に家畜衛生向上への支援。5番目

として家畜排泄物の適正管理と有効利用促進への支援という 5つの課題を取り上げてその中

味について具体的に検討して行きたいと考えています。 

この取り組みについては八戸市だけではなくて、畜産養豚養鶏につきましては県南及び岩手

県北の方に立地しておりますので今の定住圏の取り組みも踏まえまして三戸郡管内とおいら

せ町も含めて広域で計画を立てたいと考えて、今事務を取り進めているところでございます。 

●会長 

 もう一つ聞いてよろしいですか。この事業概要のところで国内一大基地化と言う言葉があ

りますが、国内一大基地化とはどのようなことが出来れば一大基地化となるんでしょうか。 

●事務局 

 イメージとしては、現在畜産の大きな基地は南九州の鹿児島とか宮崎だと思いますが、た

ぶん生産額でいくと１、２位が鹿児島、宮崎だと思います。そこに追いつくような産地とい

うことで岩手県も生産額が結構大きいのですが、岩手県に追いついてさらには鹿児島、宮崎

にも並ぶような産地というイメージなのかなと思っております。 

●会長 

 はい、ありがとうございました。委員のほうからご質問やご意見はないですか。 

●委員 

 26 年度の２ページの一番上に地域農業経営再開復興支援事業とありますが、昨年度は

1,800 万円の予算で 13 経営体でしたが、26 年度の予算は 2,700 万円となっているが新たな

経営者がでているのか、どのようなことで金額の差があるのか、農業をやっている私たちに

とっては予算が増えるのはうれしいと思っていますが、その辺はいかがでしょうか。 

●事務局 

 地域農業経営再開復興支援事業の 2,740 万５千円でございますが、新規就農者が 13 経営

体から 18経営体程度に増えるものと見込んだ予算額となってございます。 

●会長 

 よろしいですか。 

●委員 

 はい。 

●会長 

 他にご意見ございませんか。 

●委員 



 9 / 18 

 はい。 

●会長 

 お願いいたします。 

●委員 

 同じ資料の 8 ページの持続的な農業生産環境の整備ということで、4 番目の農業経営基盤

強化促進事業の中の農地利用集積のことですが、農地中間管理機構、農地バンクを設けての

事業になっていると思うんですが、貸し手の募集をしていたと思うんですが、その実態が今

どうなのか、まだアンケートが集約できてないのか、取りまとめなり貸し手があるのか無い

のか、その辺をお話していただきたい。 

●会長 

 事務局お願いします。 

●事務局 

 農地中間管理事業の件でございますが、農地中間管理機構と八戸市と業務の契約締結を交

わしてございます。業務自体は今、貸し手・受け手共に募集はしているんですが、まだ電話

で数件程度の問い合わせがあった程度でございまして具体的に動きはございません。  

●事務局 

 付け足しまして、ここに記載されている農業経営基盤強化促進事業というのが中間管理と

は別で農業委員会で農地利用集積を行った際に嘱託登記を行っているという事業のことでこ

れまでも継続してやっている事業でございます。 

●委員 

 国の事業でやっている農地バンクはどこにあるのか。 

●会長 

 新しい事業に対応するような事業名あるいは事業費がないのかということですね。 

●事務局 

 このあと資料３で説明しますが、見直しをはかるものでございます。 

●会長 

 よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

●委員 

 さきほど地域農業経営再開復興支援事業で 13から 18経営体に増えるというご説明がござ

いましたが、これは例えば青年就農給付金が親元就農なんかも認められたような話もあって

増えたんでしょうか。増えた理由というのはどういったことでしょうか。 

●事務局 

 特に親元就農どうこうという理由ではなくて、制度がインセンティブとなって農業をやり

たいという方々が増えたということでございます。 

●会長 

 今の件はよろしいでしょうか。 

●委員 

 はい。 
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●会長 

 他にはいかがでしょうか。 

●委員 

 ４ページの特産そば産地形成奨励事業の中のコンバインによる刈り取りとありますが、実

際の面積はどういう状況でしょうか。 

●事務局 

 毎年だいたい 100ヘクタールを目処に予算を組んでおります。 

●委員 

毎年増えているんですか、それとも減っているんですか。 

●事務局 

 おおよそ横ばいという感じです。 

●会長 

 他にはいかがでしょうか。 

●委員 

 ７ページの発信型農業の促進の中のグリーン・ツーリズム対策事業は具体的にはどのよう

な活動をしているのか、又グリーン・ツーリズムの体験を八戸市でもやっているのかどうか

教えていただけますでしょうか。 

●事務局 

 南部町・階上町さん等と組んで主に修学旅行生等の誘致を行っております。それに伴って

農家の方々への講習会・研修等を行っております。 

●会長 

 今のご質問についての答えとしてはよろしいですか。 

●委員 

 南郷区あたりでは体験をしているということですか。 

●事務局 

 南郷区だけで４件の農家が対応しております。 

●会長 

 他にはいかがでしょうか。それでは今日の議案である 25年度事業報告と 26年度事業につ

いての事務局の説明について了承していただくということでよろしいでしょうか。 

●委員 

 はい。 

●会長 

 異議がないようですのでそういうことにさせていただきます。続きまして、第 10 次八戸

市農業計画の見直しの骨子について事務局から説明をお願いしたいと思います。 

●事務局 

 はい。資料 3 の第 10 次八戸市農業計画見直しの骨子という資料をご覧いただきたいと思

います。再度ですけれども、着座して説明させていただきます。1 の見直しの趣旨でござい

ます。八戸市では、10次にわたり農業計画を策定し、農業の生産性の向上と農業所得の増大
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を目的に、当市の特性を生かした農業の確立に向けて、諸施策を講じてきました。しかしな

がら、第 10次八戸市農業計画策定時と比べて、平成 24年になりますけれども、当市の農業

を取り巻く情勢は、「国の農林水産業・地域の活力創造プランに基づく 4 つの改革（農地中

間管理機構の創設、経営所得安定対策の見直し、水田フル活用と米政策の見直し、日本型直

接支払制度の創設）に関する取り組みの始まり」「東日本大震災の復旧期から復興期への移行」、

「EPA交渉等の取組に伴うグローバル化の進展」及び「資源価格の高騰や円安等に伴う農業

生産資材価格の変動」等に伴い、大きく変化してきてございます。このような状況を踏まえ、

計画期間の中間点、今年 9 月でございますので 9月を目処に、第 10次八戸市農業計画を見

直するものでございます。 

 2 の見直し後の計画期間ですけれども、平成 26 年 10 月から平成 29 年 3 月までの 2 年 6

か月間となってございます。その下は参考とまして、八戸市農業計画の策定の経過を示して

ございます。続きまして、2 ページをご覧ください。何を見直すかということについて、こ

こから記載してございますけれども、本日わたっていると思いますこのピンク色の冊子、第

10次八戸市農業計画の 16ページをご覧ください。16ページに、年間農業所得の目標及び農

業経営の指標とございます。年間農業所得の目標につきましては、これは 5年間の目標です

ので見直しを行いません。見直しを行うのは、その下の農業経営の指標、モデル 1から 4ま

でございます。農業経営者の皆様から 7月以降に意見をおうかがいして、この経営指標の品

目、水稲だとかいちごだとか組み合わせの構成及び収支に関する数値の検討を行うこととし

てございます。続きまして、見直しを行う項目が 16ページ、17ページ、18ページをお開き

願います。18ページに目標達成のために講ずる施策の基本方向と書いてございます。この基

本方向に基づく振興方策、主な事業が 38 ページにわたって掲載されてございます。見直し

の検討に関する考え方でございます。1 魅力ある農業経営体の育成という項目にかかる振興

方策や主な事業、同じく 2 地域特性を生かした八戸農業の推進、3 発信型農業の促進、4 持

続的な農業生産環境の整備、6 森林環境の整備、8 地域資源を活用した可能性の追求につき

ましては、社会経済情勢、農業経営者の皆様の意見を踏まえ、見直しを検討することとして

ございます。5 八戸飼料穀物コンビナートや冷涼な気候を生かした畜産業の振興ですけれど

も、こちらにつきましては、「畜産関連産業振興ビジョン」の策定を予定しているものですの

で、今回はこの項目につきましては見直しを行わないものといたします。基本方向の 7 東日

本大震災に伴う農業経営の復旧・復興、これにつきましては、震災の復旧期から復興期へ移

行しているということもありますので、現状及び農業経営者等等の意見を踏まえて、内容の

見直しを行うこととしていたします。ピンク色の冊子 21ページをご覧ください。20、21ペ

ージと主な事業を記載してございますけれども、これは門前委員からもありましたとおり、

新しいものに全て事業は変えることとしてございます。もう一度申し上げます。16 ページ、

17ページの指標のモデルの構成と数値、収益と経費、こちらにつきましては農業経営者等の

意見を踏まえて見直すことといたします。6の 1,2,3,4,6,8は農業経営者の皆さんの意見を踏

まえて、見直しを検討いたします。5 は、見直しを行いません。7 は東日本大震災の復旧期

から復興期へ移行したということもあって、見直しを行うものでございます。資料 3 の 18

ページをご覧いただきまして、この見直しに関するスケジュールでございます。平成 26年 5
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月 29 日、本日の総合農政審議会において、見直しの骨子について説明させていただいてお

ります。7 月から 8 月にかけまして地区別の協議会、地域毎に農業委員の皆様ですとか生産

団体の皆様、あとは農業経営者の皆様にお集まりいただきまして、この項目は見直したほう

がいいとかいうご意見をいただいた上で、平成 26 年 8 月、今年の 8 月でございます。皆様

に市としての案を諮問したいと考えてございます。そして 9月に答申をいただきたいと考え

てございます。資料 3の説明につきましては、以上でございます。 

●会長 

はい。ありがとうございました。ただ今事務局から説明がありました第 10 次八戸市農業

計画の見直しの骨子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。いか

がでしょうか。言葉が微妙なので確認しますが、見直しの骨子の３ページにある「見直しの

検討を行う」「見直しを行わない」「見直しを行う」というふうに言い分けられていますが、

「見直しの検討を行う」というのは見直すかどうか考えてみるということですね。 

●事務局 

 はい。 

●会長 

 いろいろ議論したけれども見直しはしないでそのままでいこうか、あるいは見直しが必要

だというのは 1、2、3、4、6、8である。5は見直しを行わない。7は見直しするというふう

に断定的になっているというようなことと、あとは経営指標と農業経営の指標についてはだ

いぶ状況が変わっているので、これについては見直しするというのが今日の基本的な考え方

だということですが、皆さんのほうから見直しにあたってご意見あるいは質問でも結構です

が、お願いいたします。 

●委員 

 見直しの骨子の 1ページの 1番の見直しの趣旨の後ろから 4行目にありますけども、改め

て八戸市として、資源価格の高騰や円安等に伴う農業生産資材価格の変動などに伴い大きく

変化しているという現状をどう認識されていて今まで対策をどうとっているのか簡単に詳し

く説明いただければと思います。 

●事務局 

 資源価格の高騰や円安等に伴う農業生産資材価格の変動等に対して市として何か対策です

が、特にございません。 

●委員 

 随分、あっさりした答えですね。 

●委員 

 この事業計画に馴染まないことだとは思うんですが 2 月 15・16 日の大雪の被害、その後

も何回か降っていろいろな大きな被害があったんですが、そのことが計画の中には全然出て

きていないと思うんですが、災害ということで一時的なことなのか、東日本大震災のことは

出ているんですがその辺はどのような考え方なのか。 

●事務局 

7 月から 8 月にかけて地区別に農業経営者の皆様と意見交換をして記載したほうがいいん
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じゃないかという意見が多ければ記載することになっています。 

●委員 

 被害が何棟あるいは被害額がどれくらいかなど被害の実態はつかんでいますか。 

●会長 

 今の質問に対して事務局からお願いします。 

●事務局 

 2月、3月、4月と現地調査に行きましたが、そのあとは電話で受付している状況でして現

在はパイプハウスとガラス温室合わせて 138 棟で約 80 名の被災者というか件数を把握して

おります。今もまだ電話等がきまして微妙に増加しております。 

●委員 

 被害額に換算するとどれくらいなのか、それと補助率といいますか市としての考え方はど

うなっていますか。 

●事務局 

 補助率につきましては国の 2 分の 1 と県が建設につきましては 2 割、10 分の 2 ですね。

市につきましては 6月の議会で提案しますが、2割です。国、県、市、合わせまして 10分の

9 の補助の予定です。農業者の負担が 1 割となっております。あとは解体、撤去につきまし

ては上限があるんですが、自力でやった場合と業者に頼んだ場合とそれぞれ上限がありまし

て上限までは自己負担はなしで、それ以上の費用が発生した場合は農家それぞれの負担とい

うことになります。被害額につきましては 2億 9千万程度と見積もっております。 

●委員 

 私は津波で被害を受けていろいろ支援していただいたんですが、どういうハウスにするか

というのがまだ全然事業が決まらないとかで相談できませんでした。それで急に決まってす

ぐあと 1ヶ月で決めなきゃならないとなって自分の思ったようなハウスを建てられない人が

いたりして、建ったのはよかったんですが内容的にもう少し詰めておけばもっと自分の意向

に沿ったものができたんですけど、今もちゃんと決まらないという話を農家の方から聞いた

こともあったんですが、これからそういうのを参考にしていただいて早めに農家の方から意

見を聞いて決まったらすぐ出来るようにしていただければもっといい方向に進むんじゃない

かなと思いますけど。 

●会長 

 見直し作業ということなのでこの審議会で出た意見も踏まえていろんな内容が詰められて

いくと思いますので、今のご意見については事務局のほうで確認しておいていただければと

思います。 

●事務局 

 はい。承知しました。 

●会長 

 他にいかがでしょうか。 

●委員 

 資料 3の 1ページ目の見直しの趣旨の中段のところに 4つの改革（農地中間管理機構の創
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設等）、国の施策が列挙されておりますが、その最初にあります農地中間管理機構についての

八戸市の基本的な考え、方針、窓口がどこになるのかというのをお知らせいただきたい。 

●事務局 

 農地中間管理事業の窓口は農業経営振興センター、そしてものによっては農業委員会の２

課で対応することになります。市としてどういうスタンスでというお話ですが国の施策でご

ざいますので国の方針に従って事業を進める意向でございます。 

●委員 

 私のほうからひとこと言わせてください。日頃から私どもは国の施策をやっている中で中

間管理機構の話について、今私が言っているのは要するに、人・農地プランをしっかりと住

民の間でよくご相談いただきたい。それが最後、土地の貸し借りなどにつながりますので、

まず地域の中でどういう風な農業プランを描くか、誰がプランの地図にどういう絵を描くか

ということをお話しておいていただいて、その中でやっていく。一方で、例えば一体誰が手

を挙げているんだという話は、今度確か 6月 9日だと思いますが、中間発表がございますの

でそういったところを見ていただければ分かるということでございます。 

●委員 

 事務局の説明の中に、問い合わせがちらほらという発言がありましたが昨年以来、県、市

町村それぞれで、農協などを集めて説明会が行われてきておりますが、考えてみると農地中

間管理機構は出し手と受け手の両者があって初めて成り立つ事業なわけですよね。ところが

現状では農地流動化との棲み分けがまだ判然となっていない。それから担当者自身において

もなかなか理解しにくいというふうな状況の話が聞こえている。出し手と受け手はましてや

おそらく説明会にでていないし、農家個々についてはですね。出す側は個々の農家なわけで

すよ。個々の農家が自分で判断して提供しましょうということだが、県なんかの話を聞いて

いると、とにかく出させろと、実際数字を上げろよと、これが日本の農業の将来なんだ、こ

れがなければ出来ないんだというふうに一生懸命なんだが、まだ一般の農家、耕作者との間

にかなりのギャップがあるんじゃないかとそんな気がしています。進めていくんだとするな

らば、市町村レベルの段階で農家に対する理解を得られるようなもっときめの細かい方策を

とったらどうかというのが私の考えです。 

役所の場所は分かりましたのでこれからいろいろ進展に合わせていくということですと、

ちょっと不安になっている部分もあります。そんな気がしております。それからもう一つ、

資料 1の 2ページ 7番目に各地区ごとに作物が羅列されてありますが、どこの地区をみても

作付面積が大きいのは水稲だというのはわかるがそれを計画にのせて振興していくのかとか、

列記した一番冒頭に持ってくる必要性があるかないか。 

●事務局 

 品目に関しては農業者の皆様からのご意向を伺ったうえで決定してございます。その中に

水稲がはいっているというものでございます。ただ最初か最後かというのは農業者の皆様か

ら特に意見を伺ったわけではなく、市役所で作っている文書の慣例といいますか、それで最

初に水稲がきているものでございますので、農業者の皆様が水稲の順番が違うほうがいいと

おっしゃるのであれば順番を変えることも可能であります。 
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●会長 

 他にいかがでしょうか。先ほど私が言いましたけども、国の方で強い農業を作るというよ

うな基本的な発想でいろんな農政改革を打ち出そうとしているということと、もう一つは今

話題になっているような４つの具体的な事業が行われているような中で八戸市はどういう位

置づけになっていくんだろうかということについて、やはりそれなりに議論した上で方向付

けといいますかイメージを出さないとうまく計画づくりが進まないのではないかということ

がお二人から言われたことかなと。つまり農地中間管理機構なりここでいろいろな４つの改

革というふうに出されている場合でも結局現場に基本的に対応している市の立場、それから

農協なり農業委員会の取り組みというようなものが無いと、実はこれらの改革はほとんど事

務的にはいくらでも出来ますけども、農家の動きとしてどういうものが作られていくのかと

いうことが分からないというような意味での仕組みがきちんと出来ていくんだろうかと。そ

れに対して八戸市はどういう対応をとっていくのかというところが一つ問題になっているん

ではないかというふうに最後のお二人からの発言を聞きまして私は感じたところです。 

それからもう一つは稲作の問題、米の問題が出ましたが八戸市の水田はこれからどういうふ

うに利用していく必要があるのか、それから八戸市は畜産や畑作という形で農業を展開され

ているがこれはこのままいくのか。国は強い農業で大規模農業なり輸出農業なり集約農業を

今勧めているが八戸はそういう問題とは全然関係ないというか少しは関係するが、うちは独

自でいくんだというような形で考えていくのかどうか。国が勝手にやっているのでうちはあ

まり関係ありませんというスタンスではなかなかうまくいかない。うまくいかないというよ

りは国は国だが八戸は八戸だというのであればそれはそれで構わないと思いますが、そのへ

んの検討がやはり議論として必要なのかなと思いますので、ぜひ見直しの時に従来のそれぞ

れの地区の主要作物それに見合う経営のイメージでモデルを作るというような地域のイメー

ジ作りというものでこれからの八戸の農業のイメージが果たして妥当なものが作れるのかど

うかということを各委員は言われてるのではないかなと思います。ですから、そのへんも議

論の俎上に載せていただければありがたいと、発言を聞いて感じたところです。 

なかなか難しい問題ですが、八戸市で大規模稲作農家を作るという方向づけは出せないわけ

ですか。そういう方向づけは出来るんですか。あるいは施設型の野菜とか、グリーン・ツー

リズムでもなんでもいいのですが、どういうふうにこれから農業を展開していくのかという

ような、国の政策など関わって特徴ある農業なり八戸の農業を守るためにはどうしたらいい

かを議論していく必要があるのではないかなと思ったところです。ですからここで見直しの

趣旨に沿っていろいろ見直そうとすると簡単な作業ではなさそうだなということを皆さん感

じておられると思います。なんだか重い雰囲気になってしまいましたが難しい問題ですね。

皆さんの方からご意見等ありましたらざっくばらんにお願いします。 

●委員 

 資料 3の 6ページの 3番目の新規就農者の支援についてということで新しい事業になるよ

うですが、何か具体的に考えているのでしょうか。５番目の担い手の支援という事業も今ま

でにあるんですが、そこの違いは何でしょうか。何か思い切ったことでもやってほしいとい

う思いはあるんですが、八戸市として担い手後継者を育てるんだというような何かがあるの
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かなと思いますが。 

●事務局 

 今年度、特段新しいものはないんですが国の青年就農給付金事業を活用をはかりながら市

独自の取り組みといたしましては、矢野先生がいらっしゃっていますが、せっかくビジネス

に強い八戸学院大学さんがございますので、八戸農業ビジネスナイトセミナーというものを

開催しております。これは経営感覚をさらに磨いていただきたいなという思いもあって、夜

間に開催するものです。あとは昨年度新たな取り組みとして新規就農者向けの農業フィール

ド研修会というものを土曜日に農業経営振興センターで開催しておりまして、これはフィー

ルド研修ですので実際に種を蒔いていただいたり、定植の作業を通して農作業を学んでいた

だくという取り組みも進めております。ほかにもニーズがございましたらそれを踏まえて新

しい事業も検討していきたいと考えております。 

●委員 

 はい。 

●会長 

 矢野先生の協力も得て今八戸市と八戸学院大学の連携事業をやっておられると思うんです

が、実際に受講されている方も大変多いというふうに聞いておりますが、そういう方々が何

を目的でその講座に集まるのかということとそこで習おうとしていることと今後の八戸市の

農業の姿というのはどういうイメージで受講生は考えておられるのかということがこの見直

し作業には意外と大事なことかなというふうに思うんですが、実際にこの事業をやっておら

れて先生が何か感じておられることやこれからの八戸市の農業を考える上でこういうことが

必要なのではないかという視点から何か参考になることがありましたら教えていただきたい。 

●委員 

 僣越ではございますが、多分に私見もはいるのでそこもご了承ください。ナイトセミナー

に集まる方々、それから本学で推進している農業経営ですが、今まで私は責任者であるだけ

に非常に気がかりだったのが看板で出していた IT を使った農業です。これは特に今年度は

強化することを、具体的にいいますと新聞紙上などマスコミででていますが玉樹教授という

任天堂でゲーム開発をしたアントレプレナーの方に本学に客員教授として来ていただきまし

て、ちょうどそこでようやく昨年度は６次産業のところで特に新しい動きを進めていくとい

うことで若手の加来さんという方が東京農大さんから来ていただいて若いスタッフが整って

きております。トータルでめざしている方向が IT を使って何をやるのかというところで、

つい昨日おととい玉樹教授とも話してこちらなりのプロジェクトを出したんですが幹部の

方々がまた落とされたというような、それくらいしか申し上げられません。私としてはそれ

を進めて最終的には大変おこがましいんですがナイトセミナーに集まってくる受講生は本学

の企業家養成講座で農業に関わる方々が結構いらっしゃいます。その方々のライフスタイル

というんでしょうか、地方におけるグリーン・ツーリズムなどもその一つに入ると思うんで

すが、魅力あるライフスタイルにどういう農的な部分を入れていって関与したりとかスモー

ルビジネスの動きが非常に多いんですけども、そういったところから一つ特徴のあるこの三

八地域の地域資源を活用した農的暮らしの魅力をアピールしていければと考えております。
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しかしなかなかそれだけでは産業として成り立つかという部分がまた難しいところがありま

す。そこも先ほど言いました６次産業化を私と若手の研究者も含めて進めていかなければと

考えています。非常に雑駁な回答で申し訳ありませんがこのような方向で対応しております。 

●会長 

 ありがとうございました。なかなかおもしろい。いろいろ計画を作る上では参考になる話

だったと思います。 

●委員 

 実際に農業振興センターの方々にも大変お世話になりまして、昨年度はそんな人数は多く

ないですが 10 名くらいで夏に農業実技の授業の中で施設を使わせていただきました。非常

にそういった意味でいい形で連携させていただいております。 

●会長 

 県内の市町村で農業経営振興センターというような施設があってかつ、農業経営について

一定の情報をもっていて、かついろいろな試験研究としていろんなデータを管理している市

町村は八戸以外には無いんですね。そういう意味でもう少し施設の活用を全面的に打ち出し

ていくとか、八戸市にいるとどこでも同じようにやっていると思われるかもしれませんが県

内の市町村では全然そんなことはない。もっと言えば青森県全体の中でも農業経営を研究す

る部門は一切ありません。そういうことを考えますと、打ち出し方としましてはせっかくあ

る組織を八戸市はもっと利用する計画づくりも大事なのではないか。あるいは八戸市の特徴

ある作物なり、畜産の問題もありますが。畜産は日本でも一大基地にするということなので

それはそれで楽しみです。ほかはどういうふうになっていくのかとか。そういうような計画

のメリハリも必要なのかなと思いました。他にご意見等ございましたらお願いします。 

●委員 

 一点要望ですが、ひととおり読ましてもらったんですが、中間見直しとは直接関係ないん

ですが、農業労働力の質の問題とか就業構造みたいな話をもう少し把握した上でのプランで

あればいいのかなと。ですから後ろのほうを見ると専兼業別の農家数がでているんですが、

例えばそこのところは主副業に変えてしまって、いわゆる高齢専業の部分が専兼別では出ま

せんからそのあたりは工夫していただくとか。あとは今問題になっているのは農業中心にな

っている方の年齢が高齢化しているというのがどこでもあって、そのあたりも少しみていた

だくと特に基幹的農業従事者の実態とかそういったところを少し見ていただければ、より実

態に近いものができるのではないかと思います。これは要望です。 

●会長 

 仮にということで労働力の問題というふうに出されたと思いますが、もう少しデータを揃

えていただくと議論としていろいろこれからの展望を語る上で、いわば絵にかいた餅になら

ないということも含め、具体的なデータを基に議論する必要があるということでもう少しデ

ータを整理してもらえればありがたいなということだと思います。他にはいかがでしょうか。 

それでは先ほど事務局から示されたスケジュールに沿って 9月までこれから農政審議会と

して 2回ほど議論するという形になると思います。今日出された意見等については事務局の

方でぜひ受け止めていただいていろいろ検討していただくということでこれからの作業を進
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めていただければと思います。 

では見直しについての案件についてはそういうようなここまで出されたご意見とスケジュ

ールについては承認するということでよろしいでしょうか。 

●委員 

 はい。 

●会長 

 ありがとうございました。その他ということになっておりますけれども、これは事務局、

その他ありますでしょうか。 

●事務局 

 ございません。 

●会長 

 特にないようです。委員のほうから、特に今までのこと以外にでですね、話題提供してお

きたい、もしくは意見を話しておきたいということがあれば、お願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

●会長 

特にないようでしたら、ありがとうございました。今日の審議会は以上をもちまして、審

議会は終了させていただきたいと思います。今後ともご協力を賜ることになりますが、よろ

しくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

●司会 

以上で全て終了いたしました。本日はお疲れ様でした。 


