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八戸市総合農政審議会議事録 

 

 
日 時  平成 26年 9月 26日（金）15:00～ 

場 所  八戸市庁本館 3階 第 2委員会室 

出席委員  14 名 青野正宣委員、赤澤榮治委員、籠田悦子委員、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、田名部和義委員、平光

ルミ子委員、三浦一男委員、門前廣美委員、矢野峰生委員、山内正孝委員 

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 

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 

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、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。 

なお、本日は委員 1 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、最初に会長からご挨拶をお願いいたします。 

●会長 

 みなさんこんにちは。今日の農政審議会はご案内のように第 10 次八戸市農業計画の見直

しに関する答申案について、委員各位からいろいろご意見をいただきたいということで集ま

っていただいたものでございます。この会議のあと、皆さんの意見を踏まえて、最終的に確

定したものを市長に答申するという運びになっております。 

前回の審議会の折には、最近の農政の話題について少しお話させていただきました。農業委

員会等を含めて様々な農政改革が行われている、というようなことについてお話ししました

が、今回は皆さんもご承知のように米価が非常に下がりまして、米価の問題はやはり喫緊の

課題として皆さんの頭の中にあるというふうに考えているところです。そういうことも含め

て皆様の方からは色々なご意見があるだろうということを予想しておりますが、是非そうい

うことも含めまして、この方針につきまして皆様のご意見を色々幅広くいただければと考え

ているところです。会長としての挨拶にかえさせていただきます。審議会につきましてはよ

ろしくお願いしたいと思います。 

●司会 

 ありがとうございました。 
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それでは、本会議の議長は、規則第 5条第 1項の規定により、会長にお願いいたします。 

●会長 

 それでは、議事に入りたいと思います。まず、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。まず、前審議会における各委員からのご意見を踏まえた修正事項につきま

して、事務局から説明してください。 

●事務局 

 八戸市農業経営振興センターの石丸でございます。資料につきまして、私のほうから説明

させていただきます。 

まず、資料 1というものをご覧ください。前回の資料と同じでございますけれども、スケ

ジュールの確認でございまして、本日は、一番下、先ほど会長からもありましたとおり、見

直しについての答申をいただくこととしてございます。 

続きまして、資料 2をご覧ください。前回の審議会の際に、委員の方々からご発言いただ

きました見直し案に対する意見というものでございまして、一番上は、主にミニトマトの指

標ですけれども、儲かりすぎではないか、労働費は考慮しなくていいのかというものと、農

産物のブランド化は八戸市だけでできるかどうか検討したほうがよい。後の 2つは、八戸市

の農畜産物と水産業といった異業種間との関わりを八戸の特性としてどう位置付けるかが重

要なポイントではないかというものと、港の朝市は八戸の顔となっているが、どう農家が関

わっているか意外と知られていない、ブランド化の取組を朝市等にどう位置付けるかといっ

た検討がされていない。認定農業者や新規就農者数の現状について、八戸市の農業全体から

の数字という意味ではそれはどのように評価されるのか、数字と評価みたいなところも教え

ていただきたい、という意見をいただいております。 

 見直し案の説明の前に、参考データというものが一番最後に添付されておりますが、こち

らのほうをまずご紹介させていただきます。参考データ 1 は館鼻岸壁朝市の出店会員数は

360店舗ということでございました。うち農家の出店会員数は 108店舗、その 108店舗のう

ち 85店舗が八戸市からの出店会員数でございます。全体に対する会員数の割合で大体 24％

でございました。 

 参考データ 2のほうに、認定農業者数と新規就農者数がございまして、認定農業者数につ

きましては、平成 23年度 171、24年度同様で、25年度が 165でございます。農家数の推移

は、農林業センサスの関係で、同じ年度の数字はないんですけれども、農家数の推移から話

しますと、たとえば平成 12 年に 4,060 あった農家数が平成 22 年に 3,487 と減少している、

この推移から見ますと、認定農業者数というのは農家数の減りに対しては微減にとどまって

いるというふうにここは見れるのかな、と考えてございます。あと新規就農者ですね。平成

23年度 0、24年度 10、25年度 2となってございますけれども、平成 24年度はですね、国

の青年就農給付金がございまして、はっきり就農したかどうかっていうのがくっきり我々と

しても把握することができるようになりましたので、10 という数字がございまして、平成

23年度につきましては、兼業してから親元で就農に至ったとかですね、そういうこともあっ

たのかもしれませんけど、明確には就農だというカウントができなかったので 0ということ

にしたものでございます。こちらの説明につきましては以上でございまして、続きまして第
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10次八戸市農業計画の見直し案というものの、2ページをご覧頂きたいと思います。 

 2 ページでございまして農業経営の指標、労働費ですね。参考までに、赤いところに追記

してございます。労働時間というのは県の指標を使ってございます。水稲、いちご、大豆を

1 年間作付すると、7,673 時間かかるというもので、うち雇用労働時間ですね、他に人を頼

むと、2,726 時間そのうちかかってますよと。あくまでも家族労働 2 人ですね、ということ

で積算して、この分の雇用労働が、家族労働以外に出てしまうという表でございます。時給

につきましては一律 1 時間あたり 1,000 円ということで評価してございまして、この 1,000

円の賃金のほかに食費、送迎費等の関連経費を含むものとしてございます。この 1,000円に

つきましても青森県で出している平成 25 年度生産費調査結果報告書によるものでございま

す。それによりますとモデル１の場合ですね、所得の一番下のところを見て頂きたいのです

けれども、所得の計が 486 万 3 千円でございまして、労働費ですね、青いところ 767 万 3

千円、家族労働費まで入れてしまうと、赤字ということになってしまいます。うち、雇用労

賃 272万 6千円でございまして、雇用に払ったのがこの分なので、480万円から 270万円を

引いていただいた 210万円ぐらいが手元に残るお金という計算になります。あとですね、さ

きほど会議が始まる前にですね、水稲の米価の話がございましたけれども、他の作物もです

ね、JA 八戸の 3 年平均で出してございますのでこういう数字になってますけれども、今の

この 7,300円っていう数字を平均値ということで、反映させるときはこれより下がってきま

す。 

引き続きましてモデル 2のところでございまして、この水稲、ミニトマト、りんごという

組み合わせでございます。所得が 484万 4千円で、労働費が 287万 7千円、これは家族労働

費も含みます。ですので、この組み合わせであると、家族労働費を含めても 200万円くらい

手元に残るという計算でございます。続きまして 3ページをお開き頂きまして、同様に水稲、

ながいも、にんにく、ピーマンという組み合わせですと、所得が 475万 5千円でございまし

て、労働費 402 万 8千円ですので、こちらも 70万円ほど手元に残るという計算でございま

す。そしてモデル４の水稲、ながいも、ねぎでございまして、所得が 488万 1千円、労働費

が 391 万 5千円ですので、こちらも 90 万くらいですね、手元に残るという計算でございま

す。 

続きまして 12ページをお開き頂きたいと思います。12ページの方もですね、青字で書い

たところでございまして、そのブランドの件でございまして、市として、平成 25 年に糠塚

きゅうりと食用菊をですね、伝統野菜というものに認定してございまして、こちらにつきま

しては生産者の数も少ないということもありまして、生産の伝承と、ブランド力の創出に努

めることとしてございます。もうひとつですね、平成 24 年の八戸いちごですね。これも県

内では一番面積が広い、生産量が多い作物ですので、こちらについても生産の振興とブラン

ド力の向上を促進するとしてございます。この三点については主としてブランド化を進めて

いきたいと考えてございます。その他の農産物についてなんですけども、ミニトマトにつき

ましては、八戸市が他の市町村に比べて生産面積、数量も多いので、主として単独でブラン

ド化について進めていきたいと考えますけれども、他のながいもとかですね、にんにく、ね

ぎその他につきましては、県による取組みと一緒に、進めていきたいと考えてございます。
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そのことについて追記したものでございます。前回からの修正点につきましては以上でござ

います。  

●会長 

ありがとうございました。各委員から出されました意見等を踏まえました修正につきまし

て、今、事務局から説明がありました。修正点も含めまして、見直し案全体につきまして、

ご意見があれば、特にどこについてということでなくても結構ですから、お願いします。い

かがでしょうか。 

●委員 

 さっきの食用菊とかそちらのほうですが、これはやはり作る人も少ない、それからニーズ

がどの程度なのか、やはりその辺を把握していかないと、今後伝統野菜として続けていける

のかどうかというのが出てくると思いますので、これはここに書く必要はないと思いますけ

ど、今後その動向なり、継承・対策的なものは考えていく必要があるのではないかと思って

おりましたので、その辺は意見として述べさせていただきました。 

それから先程、会長のご挨拶にもございました、米価の暴落と言ってもいい状況ではない

かと思いますが、これで 2ページからの農業経営の指標でモデル 1から 4まで書いてありま

すが、経営の指標として出すのに、今の米価でいくと当然赤字の部分が出てくる、これでは

指標としてこういう経営の形でいいのかというふうに捉えられかねないので、確かにさっき

の説明ではＪＡ八戸の 3年平均のものでということでありましたけども、では今後の動向を

考えた場合に、これがまた元に戻るなり、上がるということはおそらく考えにくいと思うん

です。前の審議会の時に申し上げましたが、だから主食米がどうで、加工米がどうで、飼料

米がどうかということを確認したかったというのも含めて、そうすると今現在これでいくと、

おそらく飼料米の方に目が向いていくような形になってくるのかなと、もし稲作を続けると

すれば、そうした場合に逆に現状でいくと、今のような状況のままで進めば、飼料米が過剰

になってくる。もう少し畜産振興なりがなされて、十分にそれを使えるような状況になれば

いいんですけれども、まだ試験的にやっているところとか、まだ成果がちゃんと出ていない

ところとか、保管や流通の問題いろいろあるわけで、そうした場合にこれは主食の形で計算

していると思うので、やはり今後の第 10 次の計画の見直しですから、そうすればやはりせ

めてとんとん以上のプラマイゼロ以上の形のものにしていかなければならないと思いますが、

それについて事務局なりそちらの方でどう考えているのかお答えいただきたいと思います。 

●会長 

 よろしいですか。事務局の方からお願いします。 

●事務局 

 飼料米については畜産事業者からは是非利用したいという声がありまして、稲作農家のほ

うからは水田をフル活用する為に作付けしたいという声はあるんですけれども、なかなか定

着してこなかったというのが今までの現状だと思っております。その原因としましては前回

の時にもお話ししておりますけど、今までマッチングがあまり上手くいかなかったのかなと

いうことになるのかな、と思っております。農林畜産課としましては、畜産関連産業新興ビ

ジョンを策定中ということでありまして、その中でも大きなテーマとして、飼料米の利用拡
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大を掲げていることから、飼料米の地域内での円滑な流通システムの構築について今考えて

いるところでございます。もちろん委員がおっしゃるとおり、飼料米の保管場所や価格・集

荷方法などの多くの課題を抱えているとは思いますけれども、なんとか関係各所と協力して、

農家が安心して飼料米を作るような環境作りを整えたいと思います。とりあえずいろいろ業

者さんのお話を伺いますと、いくらでも飼料米が欲しい、ということをお聞きしております

ので、飼料米が現時点で余るという状況にはないのかなと考えております。以上でございま

す。 

●委員 

 国は飼料米を三倍増にするという形で打ち出しましたよね。今年のレベルから三倍と。そ

れに追いつくように利用する方が増えて、確保出来ればいいですけど、ただ今後の状況を見

ていますと、ＴＰＰもどうなるか分かりませんし、米価は確実に下がってくる。飼料米だっ

ていつまでそれこそ主食米に近いくらいの手当をしてやれるのかどうか、それだったら国民

の理解が得られるのかどうか、飼料米に対してそれだけの人の食べる主食と同じような形の

補填というか支援がずっと続けていけるのかどうか、農家にすればそれによっては別なこと

を考えなければいけないというのが当然出てくると思います。現時点で今の第 10 次の見直

しで成案を出すわけですから、そうするとやはり現時点で赤字になるような形のものは農家

の方々に受け入れられるのかなという危惧を持つんです。さっきの飼料米についてはさっき

の話しで要望があるということですけど、それこそ米価そのものの下落、回復の見込みがあ

るならあると言って下されば、それを活かすということになりますけど、現状では難しい、

そうした場合にこの形でいいのか、あるいはこのような数値を決めていいのか、というのが

あると思いますがいかがでしょうか。 

●事務局 

 実際問題として今この計画の見直しでございますけど、先程言ったとおり、三年間でのデ

ータを基に作っておりまして、今回このようになるような状態というのは全然想定してない

ってわけではないですが、三千円も下がるということは想定してなかったわけで、まずタイ

ミング的にもちょうど見直しの部分とぶつかって、なかなか即対応出来ない部分があること

はそのとおりだと思いますけど、今回につきましてはこういう形で提案させていただいてい

るということでございますので、それについてはご理解いただきたいと思います。米価につ

きましては私の方からは何とも言いようがないことでございますので、何とか再生産に繋が

るような価格になればいいなとは思いますが、対策とすれば今後いろいろな関係機関と協力

をして、どういうことをやったらいいのかは検討していきたいとは思ってございます。以上

でございます。 

●委員 

 もう一回すみません。過去三年間の話を今されましたけども、過去は過去なんですよ、こ

れからのことを今決めているわけですから、そこをやはり履違えないでいただきたいという

ことと、それから規模拡大を奨励してきて、やった方ほど今回の減収が大きいんですよね。

そうではありませんか。やはりそういうことを考えた場合、今後そういうところを何かの形

でこれに付記した形でやっていかないと、何で農政審議会で、現状で見れば赤字じゃないか、
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そんなのを出してくるんだ、ということに私はなりかねないんじゃないかということを申し

上げているんですよ。時間もあまりないようですから、申しませんけど、その辺のところを

何らかの形で付記するとか、あるいは今後の、八戸市だけで出来る問題ではないのは分かり

ますよ、しかし数字は嘘をつかないわけですから、それを踏まえた形のものを示していかな

いと、農政審議会の真意が問われるという形になると思ったものですから、今申し上げまし

た。 

●会長 

 ほかに委員の方から。 

●委員 

 委員がお話しされているとおりでやはり過去三年って今を見つめて明日を語るのならいい

でしょうけど、過去帳の話しをされても審議会の意味が無いと私は思うんですよ。ですから

まさに委員がトータル的にお話しされたとおりが資料として反映されないと、なかなか大変

な答申になると思います。だからその辺を皆さんと共にもう一度確認しておきたいと思いま

す。もう一度、考え方があったらお願いします。 

●事務局 

 今実際に米の問題を除くとモデル 1，2，3，4 とありますけど、みんな田んぼ 6 反歩で計

算していまして、その田んぼの分を除いた表を作るとか、実際に 6反歩だと米で生活出来る

人はいないと思いますので、まずモデルの中の表し方を水田 60 アールは別会計にして、と

か考え直していかなければダメかもしれませんし、今度は飼料米と主食用を作っている人は

どれくらいを作って、どういう計算で面積でやっていくと生産で黒字になるかというのはも

う一度計算し直さないとダメだと思いますので、次の時には見直ししたいと思います。 

●委員 

 私は今の現価の状況を資料にのせるべきではないと思います。さっきも言ったとおり一人

歩きすると思います。残りますよ、これは。ですから除いて、斜線で引いた方がまだいいと

思うんですよ。県が県がと言いますけど、県が何をもってそれこそ数字を入れているのです

かね。人のせいにばかりしないで、自分の実感で議論しないと。すべからく何でも県から資

料をいただくと言うと、数字を作った人を呼んでの話になりますよ、これだと。 

●委員 

 私は今の立場でお話しさせていただいています。土地改良区の田んぼを預かる立場の中で、

どこの改良区の団体も賦課をかけていますので、徴収率を上げるのに死ぬ思いで集めている

んですよ。ましてこういう数字が残られると冗談じゃないと思われる数字だと思います。払

えないものをなんで納付書をよこすのかという話になると思いますので、私はある意味では

この数字を載せて欲しくないと感じています。 

●会長 

 他に委員の方からご意見あれば承りたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 

 今の米価のことに絡むことですが、一応 7,300円まっしぐらですけども、これは当分続く

と思うんです。値上がりというのはなかなか望めない状況だと思います。そういった中でや
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はり経営所得安定対策にのせるというようなことで、ナラシの部分、変動価格の安くなった

ときのナラシの部分をどういうふうに整理していくか、今年の 26 年度は対策に協力した人

に対しては対象になる。27年度からは認定農業者、認定就農者、それと集落、というような

ことに限られてくると思います。そうすると一般の農家の人達は対象外ということになるわ

けで、その辺の認定農家なり、集団の育成なり、その辺のことはどういうふうに整理してい

るのかな、考えているのかなということと、皆さんで考えたほうがいいのかなという気がし

ます。実際今認定農業者には規模 4 町歩以上、集団では 20 町歩以上という対象は市内では

何軒くらいあるのだろうかな。 

●事務局 

 はい。現在、今の収入減少影響緩和対策に加入している方は 6人ということで、面積的に

はだいたい 6人で 12ヘクタール、加入しているところでございます。 

●委員 

 集団での対象者は？ 

●事務局 

米については集団はございません。 

●委員 

若干補足させてもらうと、今回のナラシの話は大臣がよく宣伝してくれと言っているんで

すけど、当管内、八戸上北三八の中の加入率は 5％です。それでナラシは 10％コースと 20％

コースがあるんですが、今回の 20％に入っている人は実は 1％。あとは 10％コースが 4％と

非常に少ないんですよ。そして今回の米価の暴落の話もちょっと私も試算してみたんですけ

ど、直接出来ないですけども、おそらく今回のは設計が 20％までなので、数年前の暴落の時

の状況を仮定して出していまして、今回のではやっぱりちょっと足りないという状況ではあ

ります。 

●委員 

対象にならないということですか。 

●委員 

いや、20％以上の暴落なので、今回の場合はそこまでのリスクヘッジは出来なかったです。

そこのところはまだどういう話になってくるか、今後の動向を見ないと分からないので、今

の段階ではどうこうという判断はちょっと国の施策の動きも見ていかないと分かりませんの

で、そこを見た上で話をされた方がいいのではないかと思います。ただナラシに入ってない

というのは致命的で、相当な赤字が出てしまうのが現状です。ナラシに入っても私が思うに

多分、本当の掴みの概算でやると多分物財費が出るくらいかな、労賃は出ない、ぐらいの話

じゃないかなと思います。これはあくまでもオフィシャルではないので、適当に私の方で概

算でやってみるとそんな状況です。だからそういう面では水稲を入れるとなるとナラシには

どうしても入ってもらいたい。ちょっと今までは少し米価が高かったので、農家の方も実は

こんな高いんだし、戸別所得補償でお金をいっぱいもらえるんだからいいや、ということで

きていたので、余計ここでおかしくなっています。ですから、そこを入っていただくという

ようなことと、もしここで試算するのであれば、そこのナラシに入ったことを前提として立
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てられたら、それがひとつの方法かなと思います。その差額の９割補填をしてくれますので。

ですから、そういうシュミレーションでやられたらいいのではないかと思います。 

●委員 

そこの部分、ナラシのことをどうみるか。かなり違ってくると思います。今年の 26 年度

は加入してない方でもいいということで、試算がまだ出せないということですけども、一応

農協では一俵あたり 1,500円から 2,000円ぐらいじゃないのかなと。 

●委員 

そうすると 10俵とれば約 2万ぐらいになるのかな。 

●委員 

多分、今回のナラシの計算というのは標準的収入をやるんですが、水稲だけではなくて、

諸々のものが入ってやっていますので、この計算は複雑怪奇で我々では出せないような話し

なんですけど、仮に米価そのまま 7,300 円のものをこれまでの多分平均で 10,500 円とかそ

れぐらいあったものに置き換えてみるとそんな仮計算になりますね。 

●委員 

過去 5年間の数字で安いのと高いのを外して、3年間のナラシというような計算ですか。 

●委員 

 だいたいそういうのと同じようなやり方で、たまたま米価に置き換えたらそんな感じにな

ります。やはりナラシに入ることを前提にしてプランを立てるべきだと思います。それから

今の状況ですと将来的に収入保険の話も出てきてますので、その辺の話は一朝一夕に出来る

とは思っていませんけれども、とりあえずそのような想定でやられた方がいいかなと思いま

す。 

●会長 

はい、ありがとうございました。米価の問題がいろいろ話題になっていますが。 

●委員 

今の話の関連で、当然ながら来年度また当たり前に減反が強くなりますよね。今 49％が減

反を強いられているので、当然ながら 7割減反とか強くなってくることが想定されますよね。

その辺の感じ方はどうですか。 

●委員 

この前の結果から言うとまだちょっと生産目標の面積は小さくなりますよね。8月 15日現

在のですと、今日実は 4時から公表になるんです、それを見ていただければいいです、私の

立場で言えないものですから、今言うと私の首が無くなるので。ただ全般的にはやっぱり異

常気象なのと、ちょっと私は今年の話でいくと、あくまでも個人の情報ですけど、私の北海

道の岩見沢の友人が送ってきたのは、青米が多くて全部 2等だと。そういう米の品質の話も

含めて、米の品質、特に生育の部分でどうだという話があって、そこの話しはあまりそれ以

上言えないですけど、その話と実際取れる数量、今のところ 8 月 15 日現在では悪くない。

それを考えると、もしそれが本当で確定すれば、やはり青森県産米は私は個人的には特に業

務用に回っているので、先に 25年産を食べますから、26年産の米は非常に遅くなるんだろ

うな、と私は予想しています。多分、年内は動かないんじゃないかと思います。 
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●会長 

 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 

米に関わることなんですが、青系の 187号はどういう評価で今いるんでしょうか。だいた

い来年辺りは… 

●委員 

具体的な中身は全然分からないのですが、何とか特Ａ米にもっていって評価を上げていき

たいと思っています。 

●委員 

特Ａの申請は来年なんですか。今年やるんですか。 

●委員 

2月と聞いておりますけど。 

●委員 

今年の米を評価すると。 

●委員 

 来年からは大幅な作付けになるんですか。それとも地域を指定した。 

●委員 

 地域指定でしょう。詳しくは分かりません。 

●委員 

 多分地域指定ですよ。やはり品質を落とされないということで、もし特Ａになったとして

も、一斉にやって品質を落とすと評価が下がると、やはり地域を指定してそこで作って実績

を上げるという形になるんじゃないですかな。この間聞いたら。 

●委員 

 ユメピリカみたいに低アミロースの基準を作って、そこでそれ以上のものは出さない。 

●会長 

 農政審議会は、市長から諮問を受け、それについて意見を述べるという立場だと思います。

それに対してこの見直し案の内容では現状の米価の激変という状況を十分反映していないの

ではないかという各委員からの意見であると理解出来ます。しかし事務局が説明しているよ

うに、この見直し案については、米価低下の傾向は確認されていたとしても、これほどの激

変というのは予想していなかった、という事情もあると思います。そういう意味でこの見直

し案が作成されていますから、これを一気に変えるということは現実的に妥当ではないだろ

うと思います。しかし各委員の意見もまた尊重しなければならないので、市長に答申する際

に、改めて付記という形で文章を作りまして、会長名で以下のような文章を付けたいと思い

ます。 

「米価低下に伴う農業経営環境の激変に対応した米価対策、各種制度の活用、水田フル活

用の促進を更に徹底していただきたい、なおそれに伴う経営指標の修正等も検討していただ

きたい」ということを付記として、この見直し案に対して、市長への答申という形にさせて

いただきたいと考えています。口頭でいろいろな意見が出ましたというよりは、改めてこの
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審議会でこういう意見があったので、すぐには全面的に見直しを図るわけにはいきませんの

で、是非市の方でもきちんと対応していただきたい、という主旨の文言と、市長には答申と

いう形にさせていただきたいのですが、それについてご意見あればお願いしたいと思います。 

●委員 

 なし。いいと思います。 

●会長 

 文言については事務局に今言った案を渡しますので、少し修正していただいて、付記とい

うか、あるいは会長・副会長名で、こういう審議会の意見であったというような形で作成し

た上で市長に答申することに、皆さんのご意見なければそのようにさせていただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

●委員 

異議なし。 

●委員 

 水田のフル活用と今お話しされましたけども、現実的になかなか改良区の立場からいきま

すと、フルは厳しいのかなと感じます。 

●会長 

 フル活用という場合にイメージしているのは、主食用米、餌米、米粉米として水田を利用

する。米を作って、その米で色々な種類を作ろう、という意味合いになります。 

●委員 

 耕作放棄地になってるほとんどは条件が悪くて、必然というようなこともあって、色々飼

料米もアウトということを考えれば、そういう改良区の立場から考えますと、フルは難しい

文言かな、逆にきついかなと思っています。 

●会長 

 分かりました。意見として承ります。ではそこはちょっと考えさせていただきます。ざっ

くばらんに申し上げれば、これほど米価が下がる中で、このままの答申であと 3年やってい

くわけにはいかないんじゃないかというような、単純に言えばそういうことですので、それ

に見合った市の対応をきちんとしてくださいという内容がきちんと記載されていればよろし

いということでいかがでしょうか。 

●委員 

 はい。 

●会長 

 ではそのようにさせていただきますが、ちょっと事務局の方で、こちらで作った案をお渡

ししますから、急いで作ってください。市長と会わなければならないので。 

●委員 

 ただちに答申の段取りになっているのですか。 

●事務局 

 予定では 15分からです。 

●委員 
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畜産の立場から飼料米についての現状を八戸の場合はどの程度使えるのかということでお

話ししておきますと、今現在も 10 万トンぐらいは使っています。ただ全国のえさは 1,600

万トンくらいですけども、これまで平均的ないわゆるマイロ、メイズの使用量っていうのは、

65％くらいなわけです。65％のメイズ、マイロを飼料米に置き変えると。それは全部ではな

いですけども、というふうになっているわけですけど、八戸の場合はブロイラーとかレイヤ

ー、豚が多いもんですから、非常に転換率がいい畜種の 1番 2番 3番が主流の工場なんです

ね、ですから 85％が飼料米に転換しやすいレイヤー、ブロイラー、豚の消費量になっている

わけです。そのうちの 80%、ということは 200万トンですから、170万トンくらいの、えさ

に対して、少なくとも 20％は十分振り換え出来ます。そうすると相当になるんです。34 万

トンになるのかな、ですから青森県全体の休耕田を全部飼料米にしても全然問題なく使える

というのが現実なんですけども、この八戸市というふうに括ってしまいますと、全然いくら

作っても問題ありません、それより輸送運賃の問題はありますから、できるだけ工場に近い

方が有利な状況なわけでして、八戸市であれば、飼料米いくら作っても、全然問題ないと思

います。 

●委員 

 ちなみにその飼料米を食べた家畜、豚でも鳥でも、肉質がどうのこうのという話を伺った

ことがありますが、それは大丈夫なんですか。 

●委員 

 豚がずっと品質が良くなるんですね。 

●委員 

 良くなる。 

●委員 

はい。卵の場合は卵黄色が白くなりますので、これは通常でもですね、ピーマンとか赤ピ

ーマンとか、ああいう物の色で付けて、例えば 13とか 14にして、それで消費者の目をごま

かしてから売るというのが現実。あまり中身言うと怒られますけどね。飼料米の方が、反収

が高いほうが、皆さんの方が専門家かもしれませんけど、たんぱく質の含量が多いですね。

おいしい米の方がたんぱく質少ないですよね。飼料米のほうが栄養素が、餌としては栄養率

がいいと思います。 

●会長 

 どうぞお願いします。 

●委員 

 鳥とか豚は扱いやすいので、そのままでいいですけど、牛の場合はソフトグレインサイレ

ージとかホールクロップサイレージにしていかないと、ただの米粉を食わすわけにはなかな

かいかないわけで、そういう施設的なものとか、八戸市だけだと飼料米を酪農・畜産はどれ

くらい使っているか分かりません。しかし 3割ぐらいまでなら配合飼料に混ぜても問題はな

い。ただ最終的に仕上げの所でビタミンＡの欠乏症にならないような形をとらなければなら

ない、という形にはなるんですけど、栄養的な面とか、それこそ肉質については、ハッキリ

分かっているのは 3割までは大丈夫ということです。我々の全畜連でもちゃんと試験を出し
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てデータを出して公表していますから、それは問題ありません。 

●会長 

 はい、ありがとうございました。他にご意見等ありましたらいかがでしょうか。 

●委員 

 数字をご紹介しますと、今の青森県基幹的農業従事者の平均年齢が 2010 年のセンサスで

63 歳です。八戸市は残念ながら 65 歳で 2 歳上です。でこれは 2010 年なので、おそらく間

もなく基幹的農業従事者の平均年齢は 70 歳を迎えます。来年の 2 月にセンサスをやった数

字というのは 70 歳に限りなく近い数字になっている。問題はどんどん土地の出し手が出て

くるだろうし、だいたい私も色々過去に調査していますと、どんなにやっていても普通は水

稲作の場合は 75 歳になるとやはり離農します。とするとあと 5 年すると皆いなくなるわけ

ですね。ですからそこのところの話を避けて通れない。ですからそこの受け皿をどう作って

いくのか、受託組織もやはり作っていかなければいけないでしょうし、中心的になる認定農

業者にどういうふうに土地を集めるかとか、それから部分委託の部分、特にこちらですと果

樹なんかがありますので、果樹はおそらく水稲作よりも早く離農すると思いますから、そこ

のところの労働の受け手、受託組織などの育成もやっていかないと、これは八戸に限ったこ

とではないですけども、八戸は他の市町村よりも非常に深刻です。ですからここの中には書

けないかもしれませんけども、やはりそこらへんの切り口を常に持った形でやっていただき

たいなというは私の個人的な意見です。 

●委員 

 今の中間管理機構の理事長から聞いたら、借り手も貸し手も八戸は少ないんです。そうい

う現状だということを私も聞いて深刻だなと思っていたところです。それに加えて今のお話

のとおり従事者の高齢化が更に進んでいきますと、貸したくても受け手が無くなる、農協が

そういう組織を作ってやるような形ぐらいにしか出来なくなるのではないか、と私は見てい

ますけど、ただ米価だとすればこれだけ下がってくると、これはなかなか農協がやろうとし

ても厳しい状況かなと。あともう一つは、家畜の自給飼料を上げていかなければならないと

いうことになりますと、機構でも、農地の中で、田んぼだけではなく畑もあるわけですから、

そこでやはりデントコーンとか他の家畜の飼料を増産出来るような体制を作っていくという

こともこれから考えていかなければならない。両方合わせて採算ベースに乗せるようなこと

をしていかなければならないのではないか、そうすることによって、カロリーベースの自給

率も上がりますしね。八戸も含めて青森県はまだまだそれが出来るはずです。 

●会長 

 はい、他にご意見はいかがでしょうか。 

 

●委員 

 これは答申と関係ないので申し訳ないのですけど、私は南の人間なものですから、米政策

が日本の農業の中核になっていて、がんじがらめになっている施策だと思いますが、そうい

う中で、全国一律の補助なんですよね。しかし南の方は 3 期作で何でも作れるわけですね。

北の方は米を作ったらあとは雪の中で何も作れない。同じような率でお金がおりてくるわけ
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です。これは不公平な話だなと思います。だから少なくとも東北農政局だとか、農水局単位

で、補助率を変えていくというような確保をしないと、予算は限られてくるわけですから、

言い方は悪いですけど、南の方は補助金は小遣いですよ、遊べるお金ですよ。北の方は本当

に生活ですよね。これを同じようにやっているわけです。これは本当にこの政策として、い

いのでしょうかと。僕等三段百姓と言って、私は香川県ですが、三段あったら家族が生活出

来たわけです。それは何でかというと、3 回まわすわけです。それが米しか出来ないのに同

じ補助しか無いのが不思議でしょうがないです。文句がでないというのも不思議でしょうが

ない。ちょっと余計なことですが。 

●委員 

 余計なことに追加してですが、今、県が中小家畜プランで 5割増しの 48%豚と鳥を増やし

ていくという形になってきていました。この間 18 日に三村知事と会ったので、今三沢に大

きく食肉検査するやつを作りましたよね。しかしあの計画どおりいった場合に、検査する獣

医師を確保出来るのか、おそらく出来ないです。あと 5～6年で県の関連する関係者 50人の

定年退職が出ます。今でも十和田あたりは厚生労働省の基準の 2倍から 3倍の仕事量をこな

しているんです。こんなきついことをさせていいのか。1 年や 2 年なら皆我慢する、しかし

ずっと続くなら獣医師が来ないという話をしながら来て、そしたら三沢で今、あそこはやら

なければならないということで、ドンといったんですけど、退職者も当然出てくるわけです

から、そうすると振興プランを増産させた、しかし検査する機関が手薄になって結局そこで

また問題が出てくる。余計なことですけど、そういうのが目に見えているんですよ。ですか

ら早くそこを解決しながら、同時並行的に進めないと、片手落ちということになりかねない

と思っていました。 

●委員 

 今 10月 1日付で 2人の方が採用になるということです。 

●委員 

 2人って言ったってたいしたことない。 

●委員 

 とりあえずはいろいろ働きかけて、なんとか増やしていきたいと思っています。 

●委員 

 だって再募集して、来てないんでしょ。それと、大変失礼な言い方に聞こえたらまずいで

すけど、今はもう女性のほうが多くなってきています。家畜保健衛生所では逆転している所

もあります。別にそれをどうこうじゃない、それはそれでいいんです。ただそういう方々が

産休に入りますと、その方は仕事は当然権利として休んでいただきますし、また育児休業も

出てくる、それは当たり前ですけど、そうすると残った人達でやらなければならない。これ

がまたかなり厳しいんですよ。そういう現状です。もう逆転している所が二箇所ぐらいあり

ます。 

●会長 

 そうしましたら、農業計画の見直し案に先程の私と会長・副会長名で付け加える文章で答

申したいと思いますが、この見直し案、それ以外のことにつきまして何かご意見があればも
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う一度確認いたします。出していただければと思います。それでは先程申しましたように、

この見直し案の内容についてはこれでいただくことにいたしまして、この内容プラス付記に

つきまして、これから答申するということについて御異議なければそうさせていただきたい

と思います。 

●委員 

異議なし。 

●会長 

ありがとうございました。大変短い時間で恐縮ですが審議会自体は終了いたします。答申

しまして、市長といろいろ懇談する時間がありますので、その際に皆様から出された意見等

を含めて紹介し、市の対応についてお願いしたいと考えております。 

また今後ともご協力を賜ることになりますけれども、よろしくお願いします。どうもあり

がとうございました。 


