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平成 27年度第 2回 八戸市南郷新規作物研究会議 議事録 

 
日 時   平成 27年 9月 29日（火）13:30～14:20 

場 所   南郷事務所 2階 大会議室 

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、 

白幡 三津夫委員、松田 浩二委員 

 

八 戸 市   山本農林水産部長、上村農林水産部次長、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、金濵技師、幸田 

 

●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幸田

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。それでは、初めに、丹羽会長からご挨拶をお願い

いたします。 

●会長 

 みなさんお疲れさまでございます。まずは、8 月の北海道の視察はお疲れさまでございま

した。八戸よりも緯度の高いところのぶどう園の視察をさせていただいてですね、大変参考

になりました。ありがとうございました。本日は、南郷の事務所ということで、ぶどうだけ

ではなく、南郷のいろんな施設を体験させていただいております。ありがとうございます。

それでは、進めさせていただきます。今月は、それほど議論を要する内容ではないのかな、

と個人的には思っておりますが、時間が早く終わりましたら終了という形も考えております

ので、とは言いましても議論は議論でありますので、どうぞ遠慮なく、進めさせていただき

ますので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 

はい、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２

番、地域おこし協力隊の公募結果についてでございます。事務局から説明をお願いいたしま

す。 

●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でございます。皆様には 8月の視察

の際等様々お世話になっておりまして、ありがとうございます。それではですね、私の方か
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ら資料１の内容につきまして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。まずは資料の 1をご覧いただきたいと思います。地域おこし協力隊の公募結果

でございます。募集期間ですね、5月の 20日から 6月の 30日までを募集期間といたしまし

て、2 名を募集いたしました。活動内容としてはですね、八戸ワイン産業創出プロジェクト

の推進、地域おこし支援、ということでですね、応募要件として地方公務員法第 16 条に規

定する欠格条件に該当しない者、3 大都市圏内の都市地域等から生活の拠点を八戸市内に移

し、住民票を異動させた者等となってございます。活動地が八戸市で、報酬が月額 166,600

円ということで公募してございました。資料 1の裏をご覧いただきまして、書類選考と面接

を経まして、公募結果としてはですね、2 名の応募をいただいておりましたが、1 名の方が

ですね、面接試験の直前に辞退されましてですね、結局まあ 1名の方にだけ面接試験を行っ

て、その結果 1名のみに委嘱してございます。委嘱者の略歴でございますが、新聞報道等で

ご覧になった、ご存知の方もいるかと思いますけれども、髙橋駿さんという方で、性別は男

性、出身地は宮城県黒川郡大和町、年齢は 23歳でございます。委嘱月日は平成 27年 9月 1

日で、平成 28年 3月 31日を期限としておりますけれども、最大 3年まで延長できることと

なってございます。現在ですね、髙橋さんですけれども、明日までですね、グリーンプラザ

なんごうのレジに立っていただいてですね、早速南郷に入って活動していただいておりまし

て、来月から、大体の目安として年内は、南郷地区の農業生産活動の支援に入ることとして

ございます。資料 1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のありました、地域おこし協力隊の公募結果について、ご

意見、ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

●委員 

募集人員 2名となっておりますけども、あと 1名の募集なんですけども。 

●事務局 

 はい。11月末を期限として再公募してございまして、それでもまだ集まらなければ公募を

延長していく、という段取りとしてございます。 

●会長 

 はい。その他ありますでしょうか。 

●委員 

 はい。髙橋さんは、南郷じゃなくて市内に住んでるの。 

●事務局 

 いえあの、南郷に住んでございまして、この南郷事務所の、ここから歩いても 4、5 分の

ところのアパートに住んでます、はい。 

●会長 

 他には、ないでしょうか。 

はい、次に移りたいと思います。続きまして、議事次第の 3 番、平成 27 年度ワイン用ぶ

どうの栽培調査実施者の公募結果についてでございます。事務局から説明をお願いいたしま

す。 
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●事務局 

はい、それでは資料の 2をごらんいただきたいと存じます。資料 2、平成 27年度のワイン

用ぶどうの栽培調査実施者の公募結果でございます。これもですね、公募期間 5 月 20 日か

ら 6 月 30 日にしてございまして、応募要件として八戸市に住所をおく農業者、自己が経営

する八戸南郷地区の農地において、平成 28 年 3 月下旬までにぶどうの植付けを行う農業者

等としてございました。栽培調査条件として、ぶどう苗木及び土壌改良資材の配付、委託費

用としてぶどう苗木 1本当たりですね、832円お支払いする、という条件でございます。公

募結果でございまして、3 名の方から応募をいただいております。裏面ですね、その 3 名で

すね、いずれも応募要件を満たすということで、来年の 3月に、ワイン用ぶどう苗木を配付

するということにしてございます。3 名の方ですね、舘春男さんと高長根律子さん、澤井勝

吉さんの3名でございまして、植付け予定の苗木数ですね、舘さんが200、高長根さんが150、

澤井さんが 500ということにしてございます。参考資料もご覧いただきたいと思うんですけ

ども、参考資料の平成 27年度植付け予定ワイン用ぶどう品種についてという、3枚物の資料

もご覧いただきたいんですけども、今年度の植付け予定品種について若干説明させていただ

きます。まず 1つめはシャルドネという品種でございまして、これは昨年度も植えた品種で

ございます。白ワイン用の品種で耐寒性はあるけれども病害にはやや弱くて、早熟で、収穫

量はあまり多くない、というものでございます。２つめがですね、ブラッククイーンという

品種でございまして、これは日本産の赤ワイン用のワイン専用品種でございます。晩成で収

穫量も多く、病気にも強く、耐寒性もあるというものでございます。青森県での栽培実績は

これまでのところないとなっております。2 ページをご覧いただきまして、上からメルロー

ですね、これは 26 年度にも植付けしております。これは熟成が早く収穫量も多い品種とさ

れております。その次ですね、ヤマソービニオン、これは今年度新しく植付けする予定の品

種でございまして、ヤマブドウとカベルネ・ソービニオンとの交配品種で耐病性・耐寒性に

強く、栽培が容易とされております。その下がリースリング、これは昨年度も植付けして今

年度も植付けすることにしているものでございまして、耐寒性はやや強いんだけれども耐病

性はやや弱いというものでございます。3ページに移りまして、ツバイゲルトレーベですね、

これは赤ワイン用で、北海道でよく植えられている品種でございまして、耐寒性、耐病性に

優れ、収穫量が多くて早熟、というものでございまして、今年度新たに定植、というもので

ございます。その下がピノノワール、これは昨年度植付けして今年度も植付けするもので、

早生種で栽培は簡単だけれども耐寒性は弱い、といわれているものでございます。その下が

ミューラートウルガウ、これは今年度新たに植付けする白ワイン用の品種で、早熟で収穫量

も多くて栽培が容易、ということとされてございます。その後ろがピノーブラン、白ワイン

用、今年度に新たに植える品種でございます。耐寒性があって早熟、といわれているもので

ございます。10、11、12 とイタリアで多く作られている品種でございまして、前回第 1 回

目の会議のときにですね、松田委員の方からご意見、イタリア系の品種も少し入れたほうが

いいのではないかというご意見をいただきましてですね、3 つ、加えてございます。まずネ

ッビオーロですけれども、晩生で栽培が難しい、といわれている品種ですけれども、高級ワ

インになる品種でございます。あとトレッビアーノというこれもイタリアが代表産地のもの
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でございまして、白ワイン用で収穫量も多い、というものでございます。5 ページ最後これ

はバルベーラという品種でございまして、これもイタリアで、栽培地によって品質が変わり

やすい、というものでございます。このネッビオーロとトレッビアーノとバルベーラについ

ては、栽培の特徴をつかんだ上で生産者の方に配付したいなということで、さきほどの資料

の 2 ページですね、今年度のまあ発注予定が 950 本で配布予定が 850 本で 100 本の差はイ

タリア系の 3品種ですね、もう少し事務局のほうで栽培の特徴をつかんだ上で皆さんにお渡

ししたい、ということで、誰に配付する等は決定はしていないものでございます。参考資料

がもう一枚ございまして、平成 26年度と平成 27年度の、それぞれの品種をどのくらい植付

けをしたか、というものでございます。合計が、今年度植わると 2200 本、大体 2.2ha の植

付けでございまして、この 2.2haで品種の絞込みの調査を行う予定でございます。資料の説

明は以上です。 

●会長 

はい。ただいま事務局から説明のありました、平成 27 年度植付け予定ワイン用ぶどう品

種について、ご意見、ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

●委員 

はい、一応の確認なんですけれども、26年度と 27年度の総括表がありますけども、平成

26年度は実績、平成 27年度のうち 850本が 3人の方が募集、手を挙げていると。というこ

とは、残りの 100本を追加（募集）とするか・・。 

●事務局 

 追加（募集）とするか、3 人にお渡しとするか、どういう特性を持っているかを調べた上

で、栽培のしやすさとかも検討したうえでですね、3 人の方に振り分けるのか、新たに再公

募してこの品種は栽培は難しいんですよと了承の上で調査してもらうのか、そこは検討させ

ていただきたいと思ってございます。 

●委員 

種類的に 18 種類のぶどうを植える形となると思うんですけれども、これから、そういう

ぶどうが、生育が適するのかというのを調べて、これからだと思うんですけれども、期間的

には、3~4年はかかる。 

●事務局 

 5年はかかると思います。 

●委員 

 今から 5年はかかる。5年をかけて品種を絞り込んで、そこから栽培希望を増やしていく、

という次の段階になっていく。今はあくまでも予備調査と理解していいですか。 

●事務局 

 はい。5 年内の品種の絞込みができるようであれば、まあ今年度もそうですけれども、品

種によって病気へのかかり方とか絶対に違っていると思いますので、これから調査等させて

いただいてですね、増やすことが難しい、となった品種については削っていく、という作業

を続けたいと思っております。 
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●委員 

 今の調査の総括というのはどこかでやられるんですか。 

●事務局 

 今年度中に皆様に 1年の分のですね、お示ししたいなと、考えてございます。 

●委員 

 始まる前の雑談で、初年度は病気の対策をあまりしなくてよい、ということとしていたの

がちょっと、というのもあったんですけども、その辺の栽培の指導とかも平成 27 年度配付

の方もなにかアドバイスされるんですか。 

●事務局 

 県の農業普及振興室の担当の方に、栽培の指導はお願いしているんですけれども、1 年目

は病気の予防はいらないだろうという見込みでですね、スタートしたんですけれども、かな

り病気が実は出たんですよね。その辺を 27 年度は予防もしっかりとやって出ないようにと

いう、春先から栽培計画を立てて、進めていきたいなと。 

●会長 

 他にございますでしょうか。 

はい、それでは次に移りたいと思います。続きまして、議事次第の 4番、薬用作物に関す

る株式会社ツムラとの共同研究協定の締結についてでございます。事務局から説明をお願い

いたします。 

●事務局 

 はい。それでは資料 3をご覧いただきたいと思います。薬用作物に関する株式会社ツムラ

との共同研究協定の締結についてでございます。八戸市ではですね、近年、医療現場におい

て、需要が増加している漢方製剤の原料となる薬用作物に関する研究を行うことにより、薬

用作物の生産に伴う市の農業振興及び雇用の創出に資するため、薬用作物に関する共同研究

法人を公募してございます。公募期間ですけれども、平成 27 年 7 月 30 日（木）から平成

27年 8月 11日（火）までとしてございました。応募いただいた法人は 1法人でございまし

て、共同研究法人として、株式会社ツムラを選定してございます。株式会社ツムラの概要に

つきましては、以下のとおりでございます。裏面をご覧いただきまして、どこで八戸市と株

式会社ツムラさんが共同研究するかといいますと、八戸市農業経営振興センターのガラス温

室 2棟とですね、今年 3月に廃校になった旧八戸市立松館小学校の 2階、3階を使って研究

することとしてございます。施設をどのように使うのかといいますと施設の書棚ですね、普

通の図書館にあるような書棚を設置してですね、薬用作物をポット栽培してですね、八戸市

に合う薬用作物の研究を進めていく、というものでございます。私からは以上でございます。 

●会長 

はい。ただいま事務局から説明のありました、薬用作物に関する株式会社ツムラとの共同

研究協定の締結について、ご意見、ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

●委員 

 はい。7 月でしたか、8 月、デーリーさん見たんですけども、薬用作物の共同研究という

ことで、すごくよいことだなと思ったんですけども、あの、ツムラというところの、あの、
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私 2年前脳出血で倒れて、あの 2週間はツムラの薬を飲みっぱなしの状態。朝昼晩とツムラ

ツムラツムラと、すごいな、という記憶があるんですけども。それだけ薬用作物があの、全

国の町村が誘致というんですか、しているのは多いと聞いていましたから、八戸市としてこ

ういうのを決めたというのには皆さんに敬意を表したいと思うんですけども、ご苦労様です。

これからの方向性なんですけれども、この研究会の目的として薬用作物とワイン用ぶどうの

2 つの 2 本柱でスタートしたと思ってますので、まあ、新聞報道等でも、南郷に関わらず、

八戸市全体として捉える、という形だと思いますけれども、とっつきとして旧松館小学校、

露地栽培じゃなくて、あくまでも屋内の建物の中で試験栽培を進める、という形だと思いま

すけども、そこから栽培法が確立したら、そこから露地栽培へと波及していく、という考え

で進めているんでしょうか。 

●事務局 

 はい。現状は施設栽培を想定していますけれども、全く施設栽培だけか、と言われますと、

そこは現段階では、未定です。とりあえずは研究するのは施設栽培になります。 

●事務局 

 やっぱり中で管理するのに、そういうふうな条件であれば、そういうふうな環境が管理し

やすいということで、そういう条件が露地に合うものがあるんであれば、そこからの方向性

は未定ということで。また、環境の、水でも温度でも、コントロールしやすい、ということ

で、とりあえずは、共同研究を進めると、いうことにしておりましたので。 

●委員 

 ということは、ツムラさんのほうから、こういうふうな薬草を栽培してほしい、というニ

ーズがあって、それを絞った形で栽培していくという形になるのか。 

●事務局 

 はい、候補はですね、複数あります。今中国ではですね、資源が枯渇しているという状況

で、日本への輸出も先細っているという状況もあって、ひとつの品種だけが輸入しづらいと

いうのではなくて複数の品種で輸入しづらい、というふうに伺ってまして、その複数の品種

ですね、なぜ施設かというと、露地で栽培した場合ですね、中国の値段との比較になってし

まうんですね、日本で栽培したとしても。私ども考えたのが、露地でやった場合、他の自治

体でもですね、なかなか採算が取れているところって少ないんですよ。八戸で施設栽培がで

きて、農業者にとって採算に合うものはないかということで、施設栽培に行き着いたもので

ございます。 

●委員 

 施設の中、まあ廃校、教室のなかでやるとなると、農業者が携わるところも限られてしま

うと思うんですけれども。 

●事務局 

 いやあの、既存のビニールハウスと条件は変わらない、と思いますから、光の量とかの問

題だと思いますんで、例えば廃校と、ビニールハウスに遮光資材を使った場合などで調整で

きますので、校舎だけで、研究だけで終わるということは我々考えてなくて、我々の目的と

すると、農業者がそれをビニールハウスの中でやって、農業振興に繋がるというのが我々の
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最終目標でございますんで、そこまで研究としては進めたいと考えてございます。 

●委員 

 あくまでも露地ではなく、中で。 

●事務局 

 今は、ですね。あくまで、簡易ハウスみたいな中で、広げる、という感覚があるみたいで

す。だから、最初に、自分たちがやっている条件を、もうひとつ大きいガラス温室だとか、

校舎でやって、みたいなという感覚があるみたいなので。 

●事務局 

 最終的には農業の振興につながるような形として考えておりますので、そうならなければ

意味がない、というのがあると思いますので、そこらへんは御理解いただきたいと考えてお

ります。 

●事務局 

 まずはですね、今は施設でスタートしてですね、それからどうなるかは全く未定。で、端

的にいうと施設でなぜ始めるかというと、露地栽培で始めたとしても、現状では採算とれる

まで、とれていないというのを多く聞くんですよ。自治体間の情報収集とかで。現状では。

自治体などから情報収集したんですけれども。なので、まずは施設栽培で、研究として、ス

タートさせていきたいなと、考えてございます。 

●委員 

 将来的には露地栽培の移行まで考えているわけだ。 

●事務局 

 いやあの、分からない、未定でございます。 

●委員 

 コマーシャルとかであの、大葉の栽培のコマーシャルとかやっているんだけれども、まあ

あれを収穫するのは機械なんだけども、将来そういう形になっていくのかな。 

●事務局 

 いやあの、分からないです。あくまでも、研究をスタートするので。 

●委員 

 イメージとしてはね、コマーシャルでやっているのを見て、こういう形になっていくのか

なとは思っていたんだけれども。 

●事務局 

 中国に価格で対抗するには、広いところでやって、機械化するしかないとは思うんですけ

れどね。 

●委員 

 熊本の阿蘇の方だったか、大葉を機械で収穫しているのは。コマーシャルでやっているの

か。 

●事務局 

 コマーシャルの方は、私は分からないですけれども。 

●委員 
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 そういうイメージで、何の作物が合うか、選定していくと。 

●事務局 

 地上のものなのか、根物なのかというものも含めて、まずは研究から、ということで。 

●委員 

 無菌状態でやるわけでもないんだ。 

●事務局 

 ないです。はい。 

●委員 

 学校使うとあるけれども、ぴしっとビニール張って無菌状態にしてやるとかいうわけでも

なくて、そのまま。 

●事務局 

 そのままです。 

●委員 

 種類としては何種類くらい（やりそうか）。 

●事務局 

 種類としてはまだ詰め切れてないですね。まだ検討している最中でございます。 

●委員 

 ツムラさんは他の自治体とは、こういうのをやっているんですか。 

●事務局 

 やってません。 

●委員 

 じゃあ初の例ですね。 

●事務局 

 そうですね。 

●委員 

 この会社自体では栽培しているの。 

●事務局 

 会社自体では、結構、委託してやっているというのは聞いていますけれども、直接そこと

はやり取りしていないので、そこは分からないですけども。 

●事務局 

実際委託とかはやってると思うので、大概のところはそういうふうな形でやっているので、

役所とかでなく、生産者団体とかでやっているのはインターネットとかでも見るので、研究

ではなく、栽培委託のような形で。 

●委員 

 そばでも今では中国の価格が上がって、日本のまず半分近くまで来ているんだけども、（中

国産の割合が）上がってくるんではないか。 

●事務局 

 上がってくるんじゃないか、収量が減ってきていると聞いてましたから。 
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●委員 

 収支が合わないと聞くが、採算とれないのに進んでいくのは大丈夫か。 

●事務局 

 その採算とるために研究する、まずその第一歩として。市のほうでもあの、カンゾウって、

成分がある程度以上入ってないと買い取ってくれない。つくり方もあったりするので。 

そういうのもあったりするので、まず八戸の地域にあった育て方なり、作物を見つけるって

いう形なので、それやって、分かりやすいのは、ハウスなり、温度があまり変わらないとこ

ろでやっていくのが、分かりやすいと思うんで。 

●委員 

 これ実際のものは、誰が作業するんですか。 

●事務局 

 作業はですね、八戸市とツムラさんとで共同で行うことにしております。 

●委員 

 ツムラさんが来て、いらっしゃる。 

●事務局 

 来て。はい。 

●委員 

 振興センターみたいな形でやるのか。 

●事務局 

 それも含めて、検討中です。 

●委員 

 将来的にはツムラさんのレシピみたいな、栽培法とかパターンでやっていくこともあるの

か。 

●事務局 

 とりあえずあの、そういう作物見つけて、そういう調査ですんで、リスクもあるわけです

よね、ダメになるかもしれない、だからそういうのを見極めるための調査ですんで、なかな

かいい話というのも。ただ、冒頭でしゃべったとおり、薬用作物の需要がすごく増えている

というのが現実で、中国から入ってくるのも難しくなってきているというのも現実だそうで

すんで、そういう流れのなかで、地元でしよう、というのもあるんだと思います、はい。 

●委員 

 まあ、夢を見ていたんですけれども、葉タバコの産地、まあタバコが健康に良くない、と

いう中で余剰の、200haという畑が出てきて、そこに健康な、寿命を延ばすための作物に代

わる、すごいことがおきればいいな、という夢を見ていたんですけれど、それはだいぶ先の

話だなと、ただそういう夢を見るためのとっかかりとしてはいいなと。 

●事務局 

 しかし、そのための最大限の努力はいたしますので、ご協力をお願いいたします。 

●委員 

 南郷に行けば薬用作物があるっていうイメージがあればいいなと思います。 
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●委員 

 以前、新郷村で葉たばこのかわりにカンゾウを植えるっていうのがありましたけどね、あ

れなんか効能を持つ成分っていうんですか、それが実際にはそんなに高くなかったっていう

ところまでは聞いたことがありますんですけどね。もしかしたら、カンゾウをやったりした

らいいかもしれないですね。 

●会長 

 ほかになにかありますか。 

●委員 

 頑張ってください。 

●会長 

 はい。それでは以上をもちまして第 2 回の研究会議を終了いたします。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。 

 

 

 

 

 


