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八戸市総合農政審議会議事録 

 

日  時 平成 27 年７月 16 日（木）15:30～17:00 

場  所 八戸市庁本館３階 第３委員会室 

出席委員 13 名 

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（副室長） 

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、野沢農林畜産

課長、佐々木中央卸売市場長 

事 務 局 大久保所長、石丸ＧＬ、久保ＧＬ、新井主査、大坂主査、金濵技師、鈴木主事 

 

 

●司会 

皆様、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

石丸と申します。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、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。 

それでは、最初に、市長より委嘱状の交付を行いますので、委員に委嘱される皆様は、

委嘱状交付時にその場でご起立いただきますようお願いいたします。それでは、小林市

長、よろしくお願いします。 

 

（委嘱状交付式） 

 

●司会 

  皆様、ありがとうございました。 

それでは、市長よりご挨拶を申し上げます。 

●市長 

  それでは、一言御挨拶を申し上げます。 

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

このたびは、「八戸市総合農政審議会」の委員をお願い申し上げましたところ、御快

諾を賜り、厚くお礼申し上げます。 

また、委員の皆様には、平素より、市政運営につきまして、御理解と御協力を賜り、

心より感謝申し上げます。 

さて、昨今のわが国の農業を取り巻く情勢につきましては、農業経営者の減少、農業

生産の減退等の構造的な脆弱化に加え、食の安全・安心への関心の高まり、食のニーズ
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の多様化、さらには、ＴＰＰ交渉の進展など大きな転換期を迎えております。 

このような中、当市の農業におきましては、水稲をはじめ、野菜、花き、果物、畑作

物、畜産物などの地域特性を生かした多彩な農産物の生産が行われ、市域の食料供給を

担うとともに、高速交通網の整備による広域流通体制の充実のもと、市域外への出荷に

より地域経済の一端を担っております。 

当市では、こうした農業生産上の特徴を踏まえながら、八戸学院大学との連携による

農業経営者の育成や農産物のブランド力の創出などの特色ある施策を推進し、活力に満

ちたたくましい産業としての農業を振興しているところであります。 

本日は、委員委嘱後、最初の審議会でありますので、会長、副会長を選任していただ

くとともに、平成 24 年４月に策定し、昨年 10 月に見直しを行いました第 10 次八戸市農

業計画の着実な推進を図るため、当市の農林畜産関係の事業につきまして、ご意見をい

ただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

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、

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。どうぞ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。 

本日は委員 14 名中 13 名出席しておりますので、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。 

最初の審議会の会長の職務は、規則第５条第１項の規定により市長が行うことになっ

ておりますので、会長が選任されるまでの間、議長をつとめます。 

それでは小林市長、よろしくお願いいたします。 

●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４条第２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。 

お諮りいたします。互選の方法はいかがいたしましょうか。 

●木村委員 

  指名推薦がいいと思います。 

●市長 

  ただいま木村委員から指名推薦との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。どなたかご推薦願います。 
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●木村委員 

  渋谷委員を会長に、籠田委員を副会長に推薦いたします。 

 

●市長 

  ありがとうございます。 

ただいま木村委員から渋谷委員を会長に、籠田委員を副会長にというご発言がござい

ましたが、ほか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、これより会長の選任につきまして、委員の皆様にお諮り

いたします。 

渋谷委員を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、渋谷委員を会長に選任いたします。 

  続きまして、副会長の選任につきまして委員の皆様にお諮りいたします。籠田委員を

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、籠田委員を副会長に選任いたします。 

最初に、会長の渋谷委員から就任のご挨拶をお願いいたします。 

●会長 

  会長に選任されました弘前大学の渋谷と申します。よろしくお願いします。せっかく

の機会ですので、一言ごあいさつさせていただきたいと思います。 

  先ほど行われました青森県知事選挙の折に、とある新聞から青森県の農政についての

評価はどうですかということの質問を受けました。私はその際に販売戦略等については

大変力を入れて、成果を上げてきているのではないだろうかという面で評価をしていま

す。しかし、残念ながら農業経営はこれからどうあるべきなのかという経営支援とか、

経営づくりとか、そういうことについてはまだ十分な体制が取れていないのではないか

ということを指摘いたしました。その例として、例えば東北六県の中で農業経営の専門

的な分析部署がないのは青森県だけになっております。農業経営の青森県の現状はどう

なっているのか。どういう人たちがやって、所得の獲得状況はどうなっているのかとい

うことが、一般的な統計に依存せざるを得ないという中で、さまざまな政策が立てられ
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ている。これはこれで問題があるのではないかということを申し上げました。 

 実は国もこの担い手ということにつきましては、将来的には 90万の経営体が必要だと、

日本国内でですね。現在の経営体よりも大分少ないですが、しかし担い手としては 90万

がないと困ると。しかし実際に農林水産省の試算によれば、現状のまま推移すれば 60万

経営体しか確保できない。つまりその差 30万が足りないということについて、農林水産

省もいろんなデータを基に指摘しておりまして、この 30万の差をどのように埋めていく

のかということで、規模拡大であるとか、経営内容の充実であるとかということに盛ん

に力を入れているという状況だと思います。 

そういう点から考えますと、そういう流れの中で八戸市の農業経営の状態はどうなっ

ているのだろうか。それから担い手として確保すべき経営体はどういう形なのだろうか

ということについて、やはり将来的な見通しを持ってきちんと整理して、考えていかな

ければいけない時期、大分前からそう言われているかもしれませんが、そういう状況に

なっていると思われます。そういう点で八戸市は県内の自治体では珍しく農業経営振興

センターというものを設置して、農業経営についていろいろな支援をしている。あるい

は先ほど市長から紹介されましたが、八戸学院大学と連携しまして、担い手の育成とい

うことにも力を入れているという意味で県内のみならず、いろんな自治体の中ではいろ

いろ工夫している自治体だと思います。 

そういう中で今後、八戸市としてさらに力を入れていくところは何なのかということ

について、是非この審議会を通じて各委員の方から意見をいただきまして、八戸市の農

業の振興ということに皆さんのご意見を反映させていければいいということで、会長を

引き受けると考えているところです。会議の際にいろいろご協力をお願いしたいと思い

ます。 

●市長 

ありがとうございました。それでは続きまして副会長の籠田委員から就任のごあいさ

つをお願いします。 

●副会長 

八戸市農業委員会の籠田でございます。どうぞ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。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 

  渋谷会長及び籠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。 

  それでは、渋谷会長、よろしくお願いいたします。 

●会長 
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  これから議事に入るわけですが、議事に入る前に、「審議会の公開」並びに「会議録

の確定方法」を皆様にお諮りしたいと思います。 

まず最初に、「審議会の公開」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、お手元にお配りしております「附属機関の会議の公開等に関する取扱い」

をご覧いただきたいと存じます。１枚もので裏表に記載のあるものでございます。 

それでは、ご説明いたします。 

附属機関等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」において、原則として公開することとなってございます。公開・

非公開の決定は、第３「会議の公開又は非公開の決定」で附属機関等の長が会議に諮っ

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ご

ざいます。 

当審議会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議事運営に

著しく支障が生じることはないと思われますことから、事務局といたしましては、会議

は原則として公開とする、会議における発言は会議録として記録する、会議録は公開す

る、傍聴者は会議で発言することはできない、その他詳細については附属機関の会議の

公開等に関する取扱いのとおりとする、ということで、審議会を運営していただきたい

と考えてございます。 

なお、会議及び資料の公開に関する取扱いにつきまして、公開する会議録について、

誰の発言か特定できないように、氏名は表記せず、発言者については会長、副会長、委

員、事務局等と表記させていただきたいと考えてございます。 

また、公開する委員名簿については、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いては記載しない取扱いとさせていただきた

いと考えてございます。 

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審議会の公開について、ご説明がございましたが、ご意見、ご

質問等難しいかもしれませんが、よくわからなかったということも含めてご意見等あり

ましたら、お願いいたします。 

●委員 

  なし。 

●会長 

  特にご意見がないということのようですので、「審議会の公開」につきましては、事
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務局の案を採用させていただきたいと思います。 

  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したいと思いま

す。 

●事務局 

  それではご説明いたします。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、会議における議決、委員全員による個別の承認、

あらかじめ指名された委員による承認、などを考えてございます。 

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、公開する必要がござい

ます。従いまして、あらかじめ指名された委員による承認によって承認を受けた後に、

公開するという方法でお願いしたいと考えてございます。そのあらかじめ指名された委

員というのは会長にお願いしたいと考えてございます。 

また、会長が欠席した会議など、会長が承認することができない場合につきましては、

規則第４条第４項の規定を準用いたしまして、副会長からの承認を受けた後に、公開さ

せていただきたいと考えてございます。 

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会議録をすみやかに確定して、公開したいというための方法とし

まして、会長の私が確認し、また、私が欠席した審議会においては籠田副会長にご承認

をいただくということでどうだろうかという案が事務局から説明がありました。このこ

とについてご意見、ご質問等がありましたら、お願いしたいと思いますがいかがでしょ

うか。 

●委員 

  なし。 

●会長 

  なしということで確認いたしまして、「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。 

続きまして、委嘱後、最初の審議会であり、新しい委員の方もおられます。八戸市農

業関係課の事務概要について、事務局から説明していただきたいと思います。よろしく

お願いしたいと思います。 

●山本農林水産部長 

  農林水産部の山本です。よろしくお願いいたします。 

私からは、八戸市農林水産部の機構図につきまして、御説明いたします。お手元の機

構図を御覧願います。 

農林水産部は、農政課、農林畜産課、農業経営振興センター、中央卸売市場、水産事

務所で構成され、計 65 名の職員が在籍し、当市の農林水産業の振興に関する施策を進め
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ております。また、農政課につきましては、農業委員会事務局を兼務してございます。 

本日は、農業関係課の事務概要についてですので、農政課、農林畜産課、中央卸売市

場、農業経営振興センターの順に、担当課長等より説明をさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

●会長 

  わかりました。八戸市の農業関係課の事務概要についてこれからご説明をお願いした

いと思います。 

●上村農林水産部次長兼農政課長 

  農政課・農業委員会の上村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。早速で

ございますが、お手元にお配りしております八戸ののうぎょうの８ページをお開き願い

ます。 

当課は市長部局の農政課と農業委員会の業務を行っておりまして、職員１１名全員が

併任となってございます。まず、農政課の業務につきましては、資料下段になりますけ

れども、「１農業振興地域整備計画に関すること」、こちらが主な業務でございまして、

現在八戸と南郷と２つある農業振興地域整備計画、この計画は優良農地として利用すべ

き農地を保全し、その有効利用を促進するための計画ということでございますけれども、

この計画を統合するための見直し作業を行っているところでございます。 

  次に農業委員会の業務につきましては、９ページをお開き願います。このページには

農業委員会の組織概要で、委員数は３７名、部会は農地部会・農政部会の２部会、それ

と所掌事務の概要等が記載されておりますが、具体的な内容につきましては、１０ペー

ジからの「３農政関係活動」、及び１２ページからの「４農地関係活動」が記載されて

おりますので、後ほど目を通していただければと思います。 

今回は概要のみ説明いたします。「３農政関係活動」では、地域農業の振興・発展と

農業基盤の確立のため、次のページの（１）関係機関への建議要望 や農家相談、情報提

供のほか、老後の安定のための農業者年金制度の啓蒙普及などに取り組んでおります。

１２ページの「４農地関係活動」では（１）農地事務の適正処理 にありますように農地

の適性かつ効率的な利用を確保するため、農地の売買や貸し借りなどの権利移動や農地

以外の用途に転用等を行う際に、農地法等によりまして制限が加えられておりまして、

農業委員会への許可申請や届出が必要となっております。このような申請があった場合

に農地法等の関係法令の許可基準・条件に照らし合わせ、許可すべきかどうか公正に判

断することが最も重要な業務となってございます。その他、遊休農地解消活動事業や農

地移動適正化あっせん事業など農地に直接関係する業務などを行っております。 

以上で、簡単ではございますが、説明を終わります。 

 

●野沢農林畜産課長 

  農林畜産課長の野沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。農林畜産課の事
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務概要につきまして、お手元にお配りしております「八戸ののうぎょう」に基づきまし

てご説明申し上げます。「八戸ののうぎょう」２３ページから２５ページにかけて、３

項目にまとめておりますので、その事業内容について順を追って説明してまいります。 

それでは、２３ページをご覧願います。１点目は「持続可能な農業の確立」でござい

ます。まず、経営所得安定対策直接支払推進事業でございますが、販売価格が生産費を

恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付する経営所得対策事業を実施

することにより、農業経営の安定と国内生産の確保を図るよう対策を推進してまいりま

す。次に、畜産業の振興に関することでございますが、生産技術や経営情報の習得につ

ながる生産者間の交流を促進するとともに、肉用牛群の資質の向上と能力改良のスピー

ドアップを図るため、優良牛受精卵活用促進事業を実施するほか、市内産子牛の購買誘

導と特色ある牛肉生産を図り、経営の安定化に資するため、肉用牛地域内一貫生産促進

事業を実施いたします。続きまして２４ページをご覧願います。 

２点目は、農村生活環境の整備でございます。まず、中山間地域等直接支払事業でご

ざいますが、耕作放棄地の発生を防止し、農業及び農村の有する多面的機能を確保する

ため、地域全体の傾斜がきつい農業地や自然条件により小区画・不整形な田んぼ等、農

業を行ううえで条件の不利な中山間地域において、直接支払交付金を交付することによ

り支援してまいります。次に、多面的機能支払交付金でございますが、農地・農業用施

設等の資源の適切な保全管理を行うことにより、農村環境の保全等に役立つ地域共同の

効果の高い取り組みを促進するため、農業者や地域住民等を含めた多様な主体の参加す

る資源の保全・向上活動を支援するものでございます。また、老朽化が進む水路等の長

寿命化の取り組みに対して支援してまいります。次に、八戸平原地域総合農地開発事業

に関することで、関連事業の記載は次の２５ページに渡ります。八戸平原関係機関、八

戸市、階上町、軽米町、洋野町と調整のうえ、世増ダムの水利用促進と、八戸平原地区

の畑地灌漑営農により、農業経営の合理化や生産向上が図られるよう、国・県・農業関

係団体と連携してまいります。 

３点目は、森林環境の整備でございます。まず、森林の保全及び育成事業でございま

すが、八戸市森林整備計画に基づきまして、林業施策を総合的に推進し、森林の有する

多面的機能の向上と林業振興を図ってまいります。次に、市民の森不習岳管理運営でご

ざいますが、市民の森不習岳の樹木育成・保育のため、除間伐作業の実施、また、施設

の老朽化に伴う施設改修等事業についても平成１８年度から計画的に実施しているとこ

ろですが、今年度は体験交流施設新築工事等を行う予定としており、市民の憩いの場と

してより一層の利用促進に努めてまいります。以上を持ちまして、農林畜産課の事務概

要の説明を終わらせていただきたいと思いますが、委員の皆様には当市の農林畜産業の

振興に対しまして今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。 

これで終わります。 

●佐々木中卸売市場長 
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  中央卸売市場 市場長の佐々木でございます。よろしくお願いいたします。別綴りの資

料「平成２７年度業務体制及び事業計画」をご覧いただきたいと思います。それでは資

料に則って説明させていただきます。 

最初に、１ページ目の開設者の役割でございますけれども、中央卸売市場は、生鮮食

料品等の円滑な流通を確保する役割を担っておりまして、生産者には、安定的な販売ル

ートの確保と迅速・的確な代金決済を、消費者には、安全・安心かつ適正な価格で供給

し、消費生活の安定を図ることを目的とし、法律・条例などにより、公正な取引が行わ

れるよう指導・監督及び施設の維持管理に努めております。なお、平成２５年１月に策

定しました「八戸市中央卸売市場経営展望」や平成２２年度に策定した「第９次中央卸

売市場整備計画（平成２３年度～平成２７年度）」を踏まえ、市場内の整備及び情報受

発信の充実を図ることとしております。（２）組織図及び職員数 でございますが、私市

場長をはじめ、主幹３名、主査３名、主事１名、技能技師兼技能主事１名の合計９名の

体制となっております。（３）主な業務 でございますけれども、①市場の取引業務の指

導及び監督業務、②卸売業者及び仲卸売業者の経営指導業務、③市場施設の使用許可及

び維持管理等業務、④中央卸売市場の運営業務（市場運営協議会・取引委員会業務）、

最後に⑤市場施設見学業務などでございます。 

次に２の平成２７年度に実施する主な事業でございますが、①建物・設備機能の修繕 

でございますが、建物・設備機能等の老朽化が進行してきていることから、年次計画に

より機能強化及び設備環境の修繕を行う予定です。具体的には、青果の仲卸売場の照明

設備の改修、管理等の屋根の改修、市場の改修、フェンスの修繕等を予定しております。

②統計調査の実施 でございますが、市場における公正な価格形成と需給の実態を知らせ

るため、青果・花きの取扱いについて統計調査を行っております。 

資料の３枚目、「平成２６年度八戸市中央卸売市場取扱高実績について」をご覧くだ

さい。青果部の平成２６年１月から１２月までの取扱高の実績でございます。数量が１

１３，４１９トン、前年比で１００．２％、金額が２１，４５８，１７１千円、前年比

で１０４．３％でございます。なお、取扱い金額は平成２５年度同様２年連続２００億

円を超えております。裏面のほうをご覧ください。花き部における取扱高の実績でござ

います。数量は１８，３０７千本、前年比で９７．１％、金額は１，２６５，８２０千

円、前年比で１００．４％でございます。内容としましては、月別の取扱高、入荷及び

価格の状況について資料に記載してございますので、詳細につきましては後ほどご覧い

ただければと思います。 

１ページにお戻りいただきまして、③卸売市場の役割や機能の普及啓発でございます

が、卸売市場の役割や機能の普及啓発を図るため、市場見学を積極的に受け入れるとと

もに、市場に来場できない小学校へのＤＶＤ貸し出しを行っております。昨年度から小

学校の市場見学を増やすために、市内全小学校にお知らせを配付し、市場見学をお願い

しております。ちなみに平成２６年度は４７団体２，１０８名、平成２５年度は４３団
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体２，０３４名、平成２４年度は３３団体１，９０３名の実績でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

●大久保農業経営振興センター所長 

  それでは農業経営振興センターの業務につきまして説明させていただきます。私は農

業経営振興センター所長の大久保といいます。よろしくお願いいたします。お手元にお

配りしております「八戸ののうぎょう」に基づきましてご説明申し上げますので、「八

戸ののうぎょう」の２８ページをお開き願います。 

農業経営振興センターの業務の目的でございますが、担い手育成業務、農業金融業務

及び野菜、花き、果樹、稲作、畑作に関する生産振興業務等の農業経営に関する重要な

施策を一元的に推進することにより、起農、他産業からの農業参入、既存農業経営者の

規模・品目の拡充等を促進し、産業としての農業の振興を図るとともに、市民農園の設

置及び農作業体験学習会の開催等によりまして、自然に親しめる潤いのある市民生活の

向上に資するためでございます。 

次に、当センターの主な業務でございますが、４項目掲げております。まず第１点目

として、認定農業者の認定や担い手育成業務に関することでございます。２点目はスー

パーＬ資金などの農業金融業務に関することでございます。３点目は野菜、花き、果樹、

稲作、畑作等に関する生産振興業務でございますが、補助事業業務、栽培調査及び展示

業務、植物組織培養業務、土壌分析及び土壌改良支援業務等でございます。４点目は、

市民の皆様に農業を理解していただくための市民農園の設置や農作業体験学習会の開催

等に関する業務でございます。 

次に、体制についてでございますが、所長以下、各ＧＬを含めまして、経営支援グル

ープ７名、生産振興グループ６名、職員計１４名となっております。「八戸ののうぎょ

う」の２９ページをご覧願います。施設の概要でございますけれども、土地の総面積は

約１１．５ha で、主なものは管理棟、ガラス温室４棟、これは５０坪が８室ございます。

パイプハウス１５棟、４０坪５棟と３０坪１０棟でございます。そのほか収納庫、市民

農園用地として１．８ha ございます。 

資料「八戸ののうぎょう」の３０ページをご覧願います。沿革ですが、概要を申しま

すと、昭和３０年に新井田に県の委託蔬菜展示農場として発足いたしまして、昭和４５

年に十日市に移転し八戸市農業センターに改称、昭和５７年に尻内町に移転し八戸市農

業研修センターに改称、その後、高規格道路等建設計画により現在地に移転しまして、

八戸市農業交流研修センターに改称いたしました。そのあと機構改革によりまして農業

経営に関する支援業務を一元化し、八戸市農業経営振興センターと改称いたしまして、

現在に至っております。 

主な業務の概要についてでございますが、まず補助事業に関することでございますが、

表にまとめてあります。表のうち事業費の欄は、市から支出される補助金ベースの金額
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を記載しておりますので、順を追って説明してまいります。農業近代化資金利子補給事

業、農業経営基盤強化資金利子補給事業につきましては、各種資金に対する利子補給を

行うものでございます。担い手総合支援事業は、認定農業者制度に関する情報発信等の

業務を取り扱う八戸地域担い手育成総合支援協議会に対する事務費補助であります。地

域農業経営再開復興支援事業は、経営再開マスタープランが作成された地区について、

必要に応じてプランの更新に係る事務経費と４５歳未満の新規就農者への年１５０万円

を最大５年間給付する青年就農給付金事業の給付に関する経費でございます。農業新ブ

ランド育成事業は市内農産物のブランド力を創出するため、「Let’s eat 八戸野菜フォー

ラム」「八戸いちごマルシェ」及び「農産物ブランド戦略会議」などに関する市の事務

経費でありまして、平成２４年度の戦略会議におきまして、伝統野菜として「糠塚きゅ

うり」「食用菊」、特産野菜として「いちご」が選定されておりまして、これらの品目

の情報発信を行うものでございます。 

資料「八戸ののうぎょう」の３１ページをご覧願います。環境保全型農業普及促進事

業は、エコフファーマーなど環境保全型農業に対する市の事務経費でございます。次の

環境保全型農業直接支払対策交付金事業は平成２３年度から実施しておりますが、今年

度から対象者がこれまで「環境保全に効果の高い取り組みをしている有機農業実践者等」

から「農業者の組織する団体」になりまして、国・県・市で総額１反歩あたり８千円を

交付するものでございます。果樹振興対策事業はりんご園におけるカラスの駆除対策経

費に対する補助となってございます。葉たばこ振興対策事業は、葉たばこ振興を図るた

め土壌消毒剤の購入に要する経費に対して補助するものであります。特産そば産地形成

奨励金交付事業は、そばのコンバインによる刈り取りに対する補助となっております。

南郷新規作物研究事業は、南郷地区におきまして国内需要の縮減によりまして、地域の

農業経営を支えていた葉たばこの生産面積が減少しまして、地域経済に影響を与えてい

ることから、産業として裾野の広いワインの生産を促進することによりまして、ワイン

産業の創出等による地域経済の活性化及び雇用の増大に資することを目的に実施してい

るものでございまして、今年度につきましては、昨年５月に創設しました、「南郷新規

作物研究会議」を開催しまして、ワイン用のぶどうの品種選定、生産方法及びワインの

醸造方法の検討を行うとともに、総務省が平成２１年度に創設しました「地域おこし協

力隊」制度を活用しまして、ぶどう及びワインの生産に関すること等の業務について、

「地域おこし協力隊」を公募し、委嘱するとともに、ワイン用ぶどうの新規作付を１ha

拡大することやぶどう及びワインの生産に関する講習会の開催等を予定しているもので

あります。 

次に資料「八戸ののうぎょう」の３２ページをご覧願います。野菜・花きの栽培調査・

展示等についてでございますが、栽培調査については、市内の農業者への技術指導や情

報提供を目的に各種の調査・実証展示などを行っているもので、施設野菜としていちご、

トマト、ミニトマト、露地野菜としてねぎ、ピーマン、ながいも、にんにく、花きとし
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まして輪菊、トルコギキョウなどでございます。植物組織培養につきましては、ウイル

スフリーの優良苗、いちご、にんにく、食用菊、デルフィニウムなどの育成・増殖を行

っております。土壌分析及び土壌改良では、土の健康診断とも言える土壌分析によりま

して、過剰な施肥とならないように、健康な土づくりを目的に実施しているものでござ

います。次に、資料の３３ページをご覧願います。施設の利用についてでございますけ

れども、市民農園は農業知識の向上ならびに農業に対する理解を深めてもらうために平

成２年度から開設しておりまして、資料には昨年度の実績を掲載しておりますけれども、

今年度は１区画３３㎡が１３６世帯、２区画６６㎡が３６世帯、３区画９９㎡が２９世

帯の合計２０１世帯が利用してございます。次の農業講座でございますが、毎年１月下

旬に農業者を対象に農業の生産性の向上と農家経営の安定を図るために開催しているも

のでございます。農業体験学習は主に幼稚園、保育園、小学校低学年を対象に農作物、

さつまいも・大根を育てて、収穫する喜びの場を提供しているものでございます。家庭

菜園講習会は市民を対象に年２回開催しているほか、鷗盟大学等を対象に開催しており

ます。農業フィールド研修会につきましては、新規就農者向けの実地研修でございます。 

以上を持ちまして、農業経営振興センターの事務概要の説明を終わります。 

●会長 

  ありがとうございました。 

  ただいま、事務局から説明のありました八戸市農業関係課の事務概要についてご意見、

ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

●会長 

  大変丁寧に説明していただいたので、よくおわかりになられたかなと感想を持ちます

が、今年は方針を変えて丁寧に説明しようということになったのでしょうか。特に質問

等ございませんでしたら、よろしいでしょうか。 

  それでは、第 10 次八戸市農業計画に関連する平成 26 年度事業報告及び平成 27 年度事

業についての説明を、事務局からお願いします。 

●事務局 

  それでは、お手元にお配りしております 資料１「第１０次八戸市農業計画に関連する

平成２６年度事業報告について」、こちらをご覧いただきますようお願いいたします。 

それでは１ページ、お捲りいただきまして、今回初めて委員になられた方もいらっし

ゃいますので、簡単に計画の概要について説明をいたします。 

第１０次八戸市農業計画ですけれども、策定の目的として、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

発展を図るために策定しているものでございます。計画の推進体制でございまして、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、意見をいただくことにしているものでございます。必要に応じて

事業の見直しを行うこととしております。計画期間は平成２４年４月から平成２９年３
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月の５年間でございまして、中間年の昨年１０月に委員の皆様のご意見等いただきまし

て、見直しを行っているものでございます。地域区分ですけれども、ご覧の１１地区に

区分してござまして、主に旧市町村単位に振興農産物等を定めているものでございます。

次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が、平成２３年度にですね、

計画を策定する前の年に認定農業者の方々の年間農業所得４３０万円だったものを５年

後の平成２９年３月までに５００万円まで上げるということを目標としているものでご

ざいます。 

続きまして２ページをご覧いただきたいと存じます。この計画の目標達成のために講

ずる施策の基本方向として８つ定めてございます。１つ目が担い手のための施策でして、

「魅力ある農業経営体の育成」、２つ目が生産振興にかかるものでございまして、「地

域特性を生かした八戸農業の推進」、３つ目がブランド化にかかるものでございまして

「発信型農業の促進」、４つ目が「持続的な農業生産環境の整備」、５つ目が「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つ目が「森林環境の整

備」、７つ目が「東日本大震災に伴う農業経営の復興」、８つ目が「地域資源を活用し

た可能性の追求」という８つでございます。「７ 各地区の振興農産物」、これは市川地

区から中沢地区までご覧のように、地区の農業者の皆様のご意見等を踏まえて定めてご

ざいます。 

３ページ以降、主な施策が記載されてございますが、先ほどの農業関係課の事務概要

と内容が重複してございますので、この場では省略させていただきます。５ページをご

覧いただきまして、それぞれの主な事業についてご覧のように記載されてございます。

決算見込額というものが右側にございまして、これがそれぞれの事業の決算見込額とい

うことになってございます。事業内容について、先ほどと重複しておりますので、平成

２６年度の事業報告につきましては以上で説明を終了させていただきます。 

続きまして資料２「第１０次八戸市農業計画に関連する平成２７年度事業について」

をご覧ください。こちらについても、先ほどと内容が重複しておりますので、事業内容

については省略させていただきます。 

１点だけですね、今年度から伝統野菜トークカフェ事業というものを開催することに

してございます。カラーのプリントで皆様のお手元にお配りしておりますもので、７月

２５日（土）、７月２６日（日）に開催することにしてございまして、これは先ほど農

業経営振興センター所長の方からもご説明させていただいたとおりですね、糠塚きゅう

りと食用菊を八戸の伝統野菜と選定してございます。この伝統野菜をもう少し PR して、

農業振興につなげていきたいという思いから伝統野菜トークカフェを開催するものでご

ざいます。内容について裏面にございます。７月２５日（土）は夕方の１８時３０分か

ら２０時３０分まで八戸ポータルミュージアムはっちのシアター２で、山形の在来野菜

を題材にしたドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」を上映させていただきます。

翌日２６日（日）は同じく八戸ポータルミュージアムはっちの１階はっち広場にて、基
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調トーク、パネルトーク等を行わせていただきたいと考えてございます。１２時１５分

から伝統野菜使用料理のテイスティングとありまして、糠塚きゅうりを使った料理のテ

イスティングもございまして、２日目だけ糠塚きゅうりスムージー代として５００円ほ

どかかりますけれども、もしお時間等ございまして興味等ございましたら、申し込み制

になっておりますけれどもぜひご参加いただきますようご案内申し上げます。 

私からは以上でございます。 

●会長 

  ありがとうございました。 

  ただいま、事務局から、第 10 次八戸市農業計画に関連する平成 26 年度事業報告及び

平成 27 年度事業について説明がありました。先ほどの八戸市農業関係課の事務概要説明

と重複するということもありまして、簡潔に述べていただいたということになります。

これらについてのご意見、ご質問をいただく前に、東北農政局八戸地域センターのセン

ター長であります酒井委員より、皆様のお手元に配付しております資料についてのご説

明がございます。 

酒井委員、よろしくお願いいたします。 

●委員 

  お手元に統計表が２枚ありますので、それを見ていただきたいと思います。去年も私

この委員をやっていましたけれども、やはり数字に基づいた議論があまりなされていな

いので、問題提起とやはりその考え方として定性的なものだけではなくて、定量的な考

え方もよく踏まえた上で議論したらいいかと思ってこの資料を出しました。 

  まずは農業を考えたときに、一つは人の問題と、それからあと一つは土地の問題とい

うことで、特徴的なものだけセンサスから拾いました。このセンサスは 2010年のデータ

です。2010年２月１日のデータで、最新のセンサスではありません。2015年２月、今年

の２月にやっていまして、都道府県別は来年出る予定になっております。そういったこ

とを頭に入れて見ていただきたいのです。 

  まず年齢別の農業就業人口ということで、農業従事者で主に農業に従事した人という

ことで数字を見てみたいと思います。県全体でいくとこのような状況になっていますが、

特に県計と男女計の下に 51とか、44とか書いてありますが、これは単に５年そのままず

らしていくとどんな話になるかと。それで 69で切ったのは、大体農業経営をやっていく

ときに、これから実際に業としてやっていけるという年齢を考えると、大体 65歳くらい

だろうと。水稲などでもやなり 75歳になるとリタイアしますので、そこで切って考える

と今の数字的なことをいえば、八戸市だと男女計で農業就業者が 3,308人という話でい

まありますけれども、実質的にはその４割から５割くらいしかいないということになろ

うかと思います。これが果たして今回のデータで出るかどうかということはわかりませ

んけれども、八戸市の場合はやはり工場などがあって、定年帰農する部分がありますか

ら、ここまで減るかという話はあります。大体、実際にその施策の対象として考えられ
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るのは半分くらいということで考えたらどうかと思っています。 

  それから経営者にしてもやはり同じような状況で、大体半分くらいだろうと。八戸市

だと 1,876人いて、実際、現状でいけば対象は 1,000人を切っているという状況ではご

ざいます。ですからかなり深刻だということが。皆さん多分そういう頭を持っていらっ

しゃるでしょうけれども、そういう状況にあるということでございます。 

  それから次の農業従事者等の平均年齢ですけれども、八戸市はやはり規模が小さいこ

ともあってやはり年齢が高い。特に一番右側の自営農業の従事日数が 150日以上の人、

農業専従者の人の年齢を見ますと、大体男女計で 2.6歳ですかね。それから男ですとほ

ぼ３歳くらい歳がいっている。女性にしても 2.2歳上という状況であります。 

  それから下の年齢別基幹的農業従事者数、いわゆる農業就業人口、農業をやっている

人の中で特に農業だけに従事している人。ここが本来の施策の対象になってくるところ

でございます。八戸市の場合は今 2,822人いますが、多分実質的にさっきと同じように

考えれば半分くらいしかいない。大体 1,000人少しというところになるということであ

ります。 

  それから次のページを見ていただけると、今度は土地の話です。これは八戸市の話が

できないので、ここは青森の特徴ということでお話したいと思います。実数で見るとセ

ンサスの耕作放棄地面積というものが、青森県は全国で６位であります。ここで特に注

目していただきたいのは、土地持ち非農家が全国で４番目であります。これは実数です

ので、実は１経営体あたりの面積どうなのだという話が、ここでは全然カウントされて

いない。ですからいつもは耕作放棄地面積というと、福島県が日本一ですということで

福島県がやり玉に上がりますが、実は１戸あたりの耕作放棄地面積をみたらどうなのか

というところでいいますと、非常に根が深いということがわかります。右のほうの１戸

あたり耕作放棄地面積を見ていただくと、青森県は全国で２位です。だけど１位が北海

道ですので、北海道というところは、要は経営規模がとても大きくて比較にならないと

いうことがあるのです。これは実際のことを言うと、青森県の耕作放棄地の深刻さとい

うものは日本で一番厳しいという状況であります。特にどこが厳しいのかというと、特

徴的なのは土地持ち非農家の部分が群を抜いて高いということです。この前も新聞で社

会的な人口リスクが多いといわれていますけれども、ここにもセンサスの結果が出てい

るということで、八戸市のところは残念ながら今データを持っていませんのでコメント

できませんけれども、非常に深刻な状況であるということがあります。ちなみに下の１

戸あたり耕作放棄地面積の特に下、兵庫県ですとか、福井県、富山県、滋賀県とありま

す。ここに共通しているのは集落営農組織がしっかりしているということです。例えば

この辺ですと、真ん中にぽつんと耕作放棄地があったりとか、そういうことがおそらく

この県、下の北陸、滋賀県、兵庫県あたりはあまりないというところが。一つは組織化

が鍵であるということがここから読めますということで、私からは以上です。 

●会長 
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  はい、ありがとうございました。ただ今の資料に基づきまして農業の就業状況、それ

から耕作放棄地の問題について話題を提供していただきました。この資料も含めまして、

ただ今の酒井委員の説明に関係してご意見、あるいは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。どうぞ、お願いします。 

●委員 

データで見ると青森県も危機的な状況ということが見えてくるわけです。先般、中間

管理機構ですか、土地の。あれの理事長といろいろ話をさせていただいたのですけれど

も、どうも県南のほうが、八戸市が特に、なかなかパーセンテージが低いと。全体的に

低いのですけれども、その中でも八戸市、県南はかなり低いということがデータで出た

のです。その理由はいろいろあると思うのですけれども、制度的なことがまだ十分理解

されていないということもあるでしょう。それからやはりぽつんぽつんとあるのでなか

なかまとまって借りる形がとれないということ等もあるようです。これからのことも含

めて、今ご説明いただいた中でかなりどうなるかと思っているのはやはり担い手の確保

です。これがどのようにして、これからいろんな政策なり、計画を立てても、それを実

際に進めていけるような体制をつくっていく、それを担う人がいなければ絵に描いた餅

になるわけです。 

この担い手対策というものがどの産業でもそうなのですけれども、もう喫緊の課題だ

と思っています。これらについて今人口減少が随分進んできています。そういう中でど

のように確保していくのかということが、今後の八戸市の農業振興に一番重要なポイン

トになるのではないのかと思うのです。まず自分の意見を今述べさせていただきました。 

●会長 

はい。酒井委員のほうからは集落営農という仕組みが意外と耕作放棄地の減少につな

がっているのではないだろうかという傾向が見えるというご発言がありました。 

●委員 

あと少し説明が足りなかったのですけれども、やはり基盤整備の進んだところが集落

営農できるので、それをそのまま一律に論じることはできないのですが、やはりそこが

鍵になると思います。 

●会長 

ほかにいかがでしょうか。担い手の育成ということですけれども。 

●会長 

事務局のほうで、例えば八戸市管内の耕作放棄地というものにはどういう特徴がある

のかと。つまりこの酒井委員の資料によれば土地持ち非農家とか、自給的農家というよ

うな方の耕作放棄地が高いということがあると思います。地域的な特徴であるとか、そ

れから耕作放棄地になっている土地の条件的なところはどういうことなのかとか。それ

から特にこちらの県南地域は 1960年代、1970年代の米づくりブームのときに大きく開田

しているところが元に戻っていくのか、全然違うところが耕作放棄地になっているのか



17/23 

 

とか、いろいろ特徴的な傾向といいますか、気象的な傾向もあるのですが、どんな特徴

があるのかということについて、どんな把握をされているのか、もしおわかりでしたら

少し状況について解説していただけないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

●事務局 

面積的なことを少し申し上げますと、先ほどの耕作放棄地のセンサスの状況、青森県

ということで先ほど酒井委員から出ていました。八戸市では平成 22年の調査によります

と、1,305ヘクタールということになってございます。先ほど酒井委員からも説明があっ

たように、土地持ち非農家、こちらのほうが 571ヘクタールということですので、やは

り土地持ち非農家の割合が高いのではないかと思ってございます。 

  それと現況の特徴といいますと、やはり水田、畑というところで区分すると、水田の

ほうがやはり多く耕作放棄地になっているという状況だと思ってございます。その理由

とすれば、やはり後継者といいますか、そういった栽培形態をしていく中で、農業の後

継者がいないということの理由で耕作されていないということだと思ってございます。

以上でございます。 

●会長 

その条件のよくない水田というものは、もともとずっと水田だったのか、米ブームの

ときに開田、条件は悪いけれども米の値段がいいから開田しようかというような形で開

田したけれども、やはり米が余ってきたのでやめたというものなのかということによっ

て、大分その対策なり、対応が変わっていくような気もするのです。そのようなことに

ついてはいかがですか。そういう情報はあるのですか。 

●事務局 

中山間地域の水田は開田だったので、今はもうやる人がいない。条件が悪いというこ

とで耕作放棄地になることが多いし、それからさっきも言ったのですけれども、基盤整

備を戦後すぐにやったところは排水などの条件が悪くて、貸したいのですけれども借り

る人がいないということ。それから非農家が多いので、相続など名前だけの相続人の多

いところが多いので、地形が田んぼはまとまっているのですけれども、基盤整備をもう

１度やり直しをしてもらいたいと私個人的にはあるのですけれども、そういう事業が国

のほうでなくなってきましたので、そういうものももう１度見直しをお願いするとある

程度中間管理機構も動きやすくなるのではないかと。それと八戸市の場合は、畑作、野

菜のほうが多いので、まして水田をやるためには水田に特化した人を目指して基盤整備

などをしていかないと、農地が耕作放棄地になって変わっていくということが特徴にな

ると思うので、まずそういう事業をわかって入れてもらいたいということがあります。

そうするとまとまった、今実際に一反歩田しかないので、それが５反歩とか、一町歩田

になると借りる人も、それから貸す人も出てくるのではないかと思います。 

●会長 

はい、ありがとうございました。委員のほうからほかにご意見なり、ご質問なりござ
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いましたら。 

●委員 

はい。 

●会長 

どうぞ。 

●委員 

質問でも、意見にとどめたいと思います。皆さま方、なぜ耕作放棄地になるかという

ことをよく考えていただきたいと思います。特に今の米価の下落、稼げば稼ぐほど赤字

になるというのが今の現状だと思います。１反歩がどうのこうの、３反歩田がどうのと

いうそれ以前の話だと思います。農機具にしても、１馬力 10万円から 15万円くらいの

トラクターで、大体 32馬力といえば 10万円をかければそれくらいの値段が見えると理

解してほしいです。そのくらい農機具も高いし、いま盛んに稲こうじ病の農薬散布する

といっても、１袋が 3千幾らの、いわゆる経費に全く合わないということですよね。で

すから、特に今たまたま土地改良区の立場でここに入って来ているのですが、農地その

ものが放棄される時代です。国に返しますという時代にまで到来しています。そこのと

ころを事務方は何で放棄地にされているのかということをよく考えていただきたい。採

算性が合わないからみんなでやめるだけのことです。特に飽食時代の中で、その米の価

値観、あるいは野菜もそうなのでしょうけれども、これはもう否めない事実なわけです。

特に少子化、あと 40年で 17万何がしかの人口の時代が到来することも含めながらです。

ですから、そのことをよく考えてですね。確かに我々、仮に仮定の話をさせていただき

ますが、我々下長の土地改良区は 800町歩で当時開墾されたそうです。今はこの記載の

とおり 400町歩なのですけれども、そのくらい農地の面積を減らしてもいわゆる米価の

下落、いわゆる米が余っている時代が来ております。それでこの諸々の資料の中に農業

振興地域云々、優良農地云々の話を書いていますけれども、そのバランスが真っ向から

崩れているということも否めない事実だと思うのですよね。ちなみに特に我々の地域の

中を見ても、八食センターとか、卸センターの隣がもう農業振興地域で何もできない。

それにかつ５割減反をかけていますよね。仮にその 400町歩に減反をかけますと 200町

歩、当たり前に 200町歩の耕作放棄地になりますよ。それがあたかも耕作放棄地が悪い

ように言われるのですけれども、そのルール化で守ろうとすれば当然半分が耕作放棄さ

れないわけですから、それを今度維持管理していこうとすると、とにかく除草も含めて

土地に水を張って、また耕地しながらでも経費が掛かるわけです。したがって維持経費

が掛かるから、放棄地になるということも否めない事実だということを含めながら仕事

をしていきたいし、また皆さん方でここの話題をきちんとした意味を共有していくこと

をお願いして、私の意見として終わります。 

●会長 

はい、ありがとうございました。ほかにご意見、どうぞ。 
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●委員 

私は西台地という非常に耕作放棄地の広がっているところで、縁あって畑を借りはじ

めて、今年３ヘクタール借りました。今年は雨が少なくて、なかなかいいところだと思

ったら、６月の下旬に２日雨が降ったら水が道路から来る、山のほうから流れて来ると

いうことで大変な思いをしたのです。側溝も壊れた状況があったりして。それとまたあ

そこは連動して、雨が降ると非常にぬかったり、土が流れたりということで、耕作放棄

地が広がるということがよくわかったのです。 

  またプラウをかけたら、下から岩盤のように非常に硬いものが上がってくるのです。

それは粘土の塊なので、トラクターで何回かやっていればやれるのですけれども、その

内トラクターも壊れてしまう。私のような希望に燃えた若者が挫折しそうになってきま

す。この辺も行政で何か少してこ入れをすれば、私のように希望に満ちた若者があそこ

に来るのではないかと思っているわけです。 

●委員 

いいですか。 

●会長 

はい、どうぞ。 

●委員 

農地の利用というだけの議論ですと、やはりさっき委員の言われたように、もう経済

行為として成り立たないということにつきると思うのです。そうではなくて、もう少し

この地域の産業全体の、例えばここに森林組合の方もおられますけれども、この木を利

用した発電事業だとか、それから耕作放棄地を再利用した飼料米をつくるとか、そうい

う伸びしろのある、後継者が育っているという、みんな喜んで来ますよ、こういう産業

には。そういう産業とのジョイントをうまく図るという形で農業を底上げするという、

もう少し縦割りではなくて、横割りの施策といいますか、議論をしていかないと、いく

ら議論しても僕はいいアイディアが浮かばないのではないという気がします。その辺を

少しご提案しておきたいと思います。 

  ちなみに飼料米につきましては、７月１日に鹿児島の議員と、青森の議員全員に見て

もらって陳情してまいりました。まず平成 30年くらいまでは少なくても継続してやりま

すということは言っておられました。基本的には米価と同じ単価で供給できるというこ

とを原則としてやりますということも言っておられます。そういうこともきちんと。 

  それから私もこういう関係でいろいろな役をやっていますので、議論をしているので

す。八戸市につきましては、特に確定ではないのですけれども、一応の方向性としてほ

とんど決まりかかっておりますが、（日本飼料）工業会として一括買入の保障を農家に対

してしようと。そのようにしないと農家の方がリスクを背負って、価格もわからない、

買い取りも本当に保障して買い取ってくれるのかという、そのリスクを背負って事業を

起こすということについて、農家の方はあまり今まで得意ではなかったのではないかと
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いう部分がありますので、その辺もきちんと整理しまして、今ほとんど決まりかかって

います。そうなれば八戸工場とすれば全て高価格で、ないしは幅を持たせないと公正取

引委員会の問題がありますので、幅を持たせた価格の中で（日本飼料）工業会が責任を

持って買い取るという方向でほぼ決まりつつあります。そういう意味でジョイントをき

ちんとやって、農業支援をということでない限りは、いくら米といっても私は伸びない

だろうと、耕作放棄地は減らないだろうと思います。そういう横櫛を刺す努力をする体

制にしていただきたいと思います。以上です。 

●会長 

はい、ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

●事務局 

西台地のお話がございましたけれども、私は農村整備の担当としての話です。農地耕

作条件改善事業という事業がございまして、除礫とか、客土、そういったことをする事

業があるということで、それを農村整備のほうにご相談をしていただければいい知恵が

あるかもしれません。 

●委員 

私は当事者なのでお話させていただきますが、概ね 50町歩造成したのです。傾斜も含

めて、かつて２回ほど災害復旧もやりました。集団での耕作も一体にやって、集団でや

ったのですが、それもだめでした。一生懸命ＰＲして、長芋をやっていただこうとした

ら、それこそトレンチャーの円盤が入らないということで、土石がばんばんと弾いて、

今さらここで客土云々の話はなかなか現実として。掃除してきれいにしておきますと、

雨が降れば全て流れます。ですから放棄しているのではないのです。粘りを強くして、

我慢しているのです。ですから悪しからず農業委員会からは耕作放棄地という手紙をよ

くいただきます。内容証明でいただくのですが、ありがたくも何ともありませんから、

管理しているだけですのでよろしくお願いしたいと思います。 

●委員 

ほかの産業というか、畜産とか、いろいろとの連携、確かに必要ですし、していかな

ければならない。我々も飼料米が家畜への影響を与えるかということを３年がかりで調

査をして、結果も出しました。牛のやつは今までほとんどなかったのです。鳥とか豚の

ほうはどんどん先行して使っていましたけれども、牛のほうも何とか使えることは使え

るのです。ただ、それが新規参入的な形になるものですから、どのような確保の仕方。

一番いいのは、毎月一定量持ってきてくれるのが一番いいのですけれども、流通管理を

いま県内でやろうとしても難しい面が今のところはある。そういうことがあるので、実

は肉牛の価格がものすごくいま高いのです。ここ２年ぐらいずっと。特に青森県は平成

19年に五十いくつの飼料の内、全国トップをとったこともあるのです。そのときよりも

はるかに高い。それでいて全国平均の真ん中くらいですよ。だからいかに高いか。そう

いう状況の中で、いいときだから皆さん増頭なり、次に備えましょうと言ってもなかな
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かそれは。こんないいときでさえやらないのですよ。それが一つはやはり後継者がいな

いから、思い切った投資もしない。今一番いいときだからこれを売り切ってさよならし

ようと、自分の年も年だしという方々がかなりいるのです。もういま個人でやっている

方々はあと数年すると、なかなか規模拡大なんて無理な話ということです。後継者がい

れば別ですよ。いなければやはりこれはある程度集団なり、企業的な形でやらないとこ

れは維持できないし、進めることはできないのではないかという状況に今きている。八

戸市でも一部しか肉牛をやっていないような形になっていますけれども、売り上げは結

構。今日ここに専務もおられますけれども、どんどん伸びているのですよ。それがせっ

かく伸びているのだからもう少し後継者をやるなり、頭数を増やすなりといっても、い

ま言ったような事情でやらない。増えれば今度はそれを有機農業へ使えるのですよ、例

えば堆肥なども。上北地方は六戸町とかあの辺はもうにんにくに、必ずそれがないとい

いものができないというので、それをやっていますよ。それから飼料米にしても、乳牛

用と肉牛用、ホールクロップサイレージあるいはソフトグレインサイレージ、やり方が

あればできるのです。しかしそれをやる人がいないということが今一番問題でいるので

はないかと、私は思っています。そこをどう誘導していくか。特に畜産の場合は初期投

資が大きいですから、それはなかなかすぐに、何も制度もないのにやりなさいといって

も、それはなかなか入られません。だからそういうところも考えていかないと、せっか

くこのようにやれる土壌があるのですから。 

  それから耕作放棄地、これについてはいま放牧が見直されていますから、どんどんそ

れを使って畑の広いところなど放牧地にして、あるいはキャトルセンターなり、そうい

う形で商業化して、集団で使って何とか維持していこうという方向にありますので、そ

ういうところも一つ考えていけば、まだそういうところは見出せるのかという気がしま

す。 

●会長 

ありがとうございました。時間の関係もありますので、先ほど事務局から説明があり

ました 26年度の事業報告及び 27年度の事業ということについてもご意見、あるいは質

問等あれば出していただければありがたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

●委員 

はい。 

●会長 

どうぞ、お願いいたします。 

●委員 

特産そばの形成事業についてです。平成 27年、今年度から対象規制があって、認定農

家でなければならない、あるいは集落営農でなければならない、法人化しなければなら

ないというようなことがあったと思うのです。今年度のこれに対する申し込みの動向と

いうものはどうなのでしょうか。 
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●会長 

今の質問についていかがですか。 

 

●事務局 

生産調整、経営安定対策ではなくてですか。 

●委員 

経営安定対策の畑地の。 

●事務局 

畑地のやつですよね。 

●事務局 

すいません、まだ資料を持ってきていないので、後ほどフォローさせていただきます。 

●委員 

はい。 

●会長 

ほかにいかがでしょうか。 

●事務局 

すいません。 

●会長 

どうぞ。 

●事務局 

資料があったので。一応取りまとめている段階で、途中の経過なのですけれども、若

干減っているような、受付の状況では。一応南郷区だけではなくて、市の分もというこ

とで、去年が 101ヘクタールです。今年が 95ヘクタールくらいということです。ただこ

れは今現地確認等も行っていますけれども、多分増えることはないでしょうけれども、

減ったりする可能性はあります。若干微減という状況です。受付の段階ではです。 

●委員 

今年も約 100町歩を見ているわけですけれども。 

●事務局 

南郷区はまだ、若干八戸市でも付けている人もいますし、あと市の助成を申し込まな

い方もいらっしゃいますので。受付の段階でまとめた部分ではそういう数字になってい

ます。 

●会長 

もう少し資料が集まれば。 

●事務局 

そうですね。現地確認等、精査した状態で最終的な数字を見ていきたいと思います。 

●会長 
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ほかにはいかがでしょうか。今日の審議会は酒井委員から話題を提供していただいて、

そのあとかなり突っ込んだ議論もいろいろ出ました。貴重な提言なり、状況についての

説明なり、委員のほうからいろいろな提言等もいただきました。すぐにあらゆることが

できるとはならないと思いますが、是非委員会へ出されたことも踏まえて、施策へ反映

させていただければと思います。 

それと同時に酒井委員が言われたように、定性的な議論もあるけれども、定量的なこ

とを踏まえて議論してはどうだろうかという意味で、今後いろんな審議会がまたいくつ

か開かれると思うのですが、そういう際には資料的なことも含めて検討していただいて、

八戸市の農業がよく理解できる、あるいは課題なり方向付けがわかるような資料等も含

めて、この審議会に出していただければ、大変議論としては進むのではないだろうかと

いうことを感じた次第です。 

時間の関係もありまして、以上をもちまして審議会を終了させていただきますが、そ

ういうことでよろしいでしょうか。 

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。本日は

どうもありがとうございました。 

 

 


