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平成 26年度第４回 八戸市南郷新規作物研究会議 議事録 

 
日 時   平成 27年３月 18日（水）10:00～ 

場 所   ジャズの館なんごう 

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 

出 席 者   舘 久夫氏、舘 長作氏、白板 勉氏、中山 清光氏、下沢 俊雄氏、中

村 倉雄氏、坂本 俊之氏、舘 勝義氏、助川 桂子氏 

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、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、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。 

それでは、はじめに、南郷新規作物研究会議の丹羽会長からご挨拶をお願いいたします。 

●会長 

 おはようございます。早いもので、今年度の会議も終わりとなりましたが、皆様方もそう

ではないかと思いますけども、市内で大変多くの方からワインの事業について、どうなんで

しょうかと、それはやはり期待をもたれているからだと思います。皆様から期待をされてい

るなというのをひしひしと感じているわけです。植栽も始まり、いよいよ来年度から着々と

進んでいくと思いますが、皆様の期待に応えるように、われわれも粛々と役割を果たして行

きたいと思いますので、本日も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。 

それでは、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 

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。次第の３「26年度の

事業報告」についてでございます。事務局からお願いいたします。 

●事務局 

それでは、平成 26 年度八戸ワイン産業創出プロジェクトの事業報告について説明いたし

ます。 

それでは、失礼ながら着座して説明いたします。研究会議のなかで、事業の目的について

はお話しているかと思うんですけども、繰り返しになりますが、事業の目的といたしまして

は、ジャズの郷として全国的に著名な当市の南部に位置する南郷地区において、国内需要の
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縮減により、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、地域経済に影響を

与えていることから、気候と土壌への適応性の高いぶどうの生産と国内市場が拡大傾向にあ

り、産業としての裾野の広いワインの生産に関する調査及び交流イベントを開催し、当市の

主産業である農業の付加価値の向上に資するとともに、ワイン産業の創出による地域経済の

活性化及び雇用増大を図るもの。さらには、当市のワイン産業に関する取り組みを圏域に広

げ、圏域の基幹産業である農業の活性化のための起爆剤とするものとしてございます。 

参考までに、葉たばこの生産の推移ということで、生産者数が平成 20 年に 244 名八戸市

内でいらっしゃったものが、平成 25 年度で 168 名まで減ってございます。生産面積ですけ

ども、平成 20年に約 198haあったものが、平成 25年に約 155haまで減少してございます。

販売額として平成 20年に９億３千万ほどあったものが、平成 25年に７億６千万ほどに減少

しているものでございます。 

 次に、酒類数量の推移でございます。平成 20年から 24年までの製成数量を記載してござ

いますけども、アルコールの製成数量は減少傾向にあるなか、果実酒、主にワインなんです

が、増加傾向にあるという統計でございます。販売数量ですけども、全体的に横ばいですけ

ども、果実酒、ワインにつきましては増加しているということで、数あるアルコールの中で

もワインについては、需要が増えているというものでございます。 

 この機能連携広域経営推進調査事業というものは、総務省から八戸市が本年度委託を受け

て、実施しているものでございます。その受託している事業の中身が八戸ワイン産業創出プ

ロジェクトでございます。 

機能連携広域経営推進調査事業の位置づけということですけども、この事業を活用して八

戸市がこれまで培ってきた、農業の力、工業の力、商業の力をそれぞれ利用してぶどうを作

って、それをワインにして売っていくと、それでワイン産業を生み出していくとしているも

のでございます。ワインを作った後はさらにそれを観光資源として位置づけて、更なる誘客

を図っていくという目的でございます。 

 ５ページに今年度の事業の内容が記載してございまして、一番上にブドウ栽培に関する調

査がありまして、これは何をやっているかといいますと、実際に農業者の方にぶどうの栽培

を委託して、今後５年から 10 年くらいかけて品種の絞込みをしていくというものでござい

ます。最短で３年後くらいにぶどうがなってきますので、そのあたりから絞込みを開始する

ということです。 

 ２点目のワイン醸造に関する講習会及び調査ですけども、これは昨年の６月、12月、そし

て今回ぶどうワインの醸造に関する講習会を開催するものです。 

 ３点目のワイン産業の創出に関する調査ということですけども、委員の皆様の大部分が参

加して、山梨、長野県他の調査を行っております。 

 ４点目がワイン産業創出による新たな地域文化創造のための交流イベントの開催としまし

て、昨年 11月にワイン産業創出フォーラムを開催しております。 

 続きまして、今年度の事業の内容につきましてご説明申し上げます。 

 １点目ブドウ栽培に関する調査ということで、①事業の目的及び成果目標ですけども、こ

れは八戸市内にワイン用ぶどうを植栽しまして、生産安定技術、病害虫防除技術、品質及び
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収量等の調査を行うこととしているものでございます。先ほども申し上げましたとおり、平

成 29 年度くらいから、ぶどうが生産され始めますので、このあたりから品種選定を開始し

まして、大体５年後の平成 31 年ごろに、品種の絞込みをある程度したいと考えているもの

でございます。成果目標値のところでございますけども、今年度 1.3haほどの農業生産者の

方を公募しております。昨年の 12 月と現在植え付けを行っていただいているところでござ

います。当初予定では１haほどの計画でございますが、入札した結果、入札残によりまして、

新たに、0.3ha 分予算に余裕が生まれましたので 1.3ha まで増やしてございます。平成 27

年度の生産目標を 2.3ha としておりますけども、八戸市の平成 27 年度の予算でさらに１ha

ほど、品種選定用のぶどうを植え付けすることとして、来年度中に 2.3haまで増やすことと

してございます。そのワイン用ぶどうを利用したワイン醸造量なんですけども、平成 29 年

度から初収穫を見込んでおりまして、ここで 1.8ｋｌここでの換算は様々なワイナリーから

の聞き取りによって、初年度のぶどう収穫量を想定して、そこから搾ることが可能なワイン

醸造量ということで算出しております。そして平成 31年度に大体 6.0ｋｌとしているもので

ございます。②のところが、大体の取り組みと結果でございます。市内に 10 種類ほどワイ

ン用のぶどうを植栽しております。品種といたしましては、ケルナー、ピノ・ノワール、メ

ルロー、シャルドネ、リースリング、後は、生食用にもなるものといたしまして、キャンベ

ルアーリー、デラウェア、ナイアガラ、ポートランドと加工用、生食用のマスカットベリー

Ａの 10種類です。 

委託状況ですけども、委託者の住所、園地、品種が記載されてございまして、ワイン用の

もの半分、生食用のもの半分という組み合わせが大部分でございます。計 11 名の方に委託

をしてございます。地域として大まかにいいますと、島守地区、中野地区、頃巻沢地区、市

野沢の方が若干、合計 1,250本のぶどうの植え付けが、3月中に完了する予定でございます。 

参考までに、品種ごとの特徴を記載してございまして、絞ると何色のワインになってとい

うような概要、後は国内生産地がどこにあるかというのを、農林水産省の統計から抽出した

ものを記載しております。基本的には青森県以北にある品種を選定してございます。10番目

にマスカットベリーＡを記載しておりまして、加工利用のある国内生産地に青森県は無いで

すけども、これは南郷地区でも作っている品種でございます。 

続きまして、（２）ワイン醸造に関する講習会の開催及び調査でございます。目的としまし

ては、近隣のワイナリー生産者、本日もいらっしゃっていますが、笹森さんを講師としてお

迎えして、講習会を開催することによって、ワインの醸造に関する調査のための課題の抽出

とその解決策を検討していくものでございます。また、実際にワインを搾る機器も買ってご

ざいまして、今後これを用いまして、練習をしていただきたいと思っているものでございま

して、こちらを利用しまして本格的な生産に入るまでの課題抽出をしていきたいと思ってい

るものでございます。 

これまで講習会を様々開催してございまして、初回が６月 26 日でございまして、こちら

は木村興農社の木村秋則様に来ていただいておりまして、木村さん自身、農薬を利用しない

りんご等の自然栽培を実践しております弘前市のかたでございますので、自然栽培に関する

考え方、自然栽培によるワイン用ブドウ栽培と、酸化防止剤を使用しないワイン醸造に関す
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る御提案をいただいてございます。 

 次にＢのところでございまして、ぶどうの栽培及びワインの醸造に関する講習会を行って

おりまして、青森県の農業普及振興室の鈴木さんにブドウ栽培について講習をいただき、ワ

イン醸造に関しては、オステリア エノテカ ダ・サスィーノのオーナーシェフの笹森さん

から講習をいただいたものでございます。 

 Ｃのところは、本日でございますので、省略させていただきます。 

（３）ワイン産業の創出に関する調査ということで、皆様とともに、山梨県、長野県のワイ

ナリーを８箇所、あとは、むつ市のサンマモルワイナリー、葛巻高原食品加工株式会社、こ

れは葛巻のワイナリーですが、こちらに調査に伺っております。 

 簡単に伺ったワイナリーについて紹介いたしますと、１シャトーメルシャンでございます

が、こちらの特徴といたしましては、歴史が古く比較的大規模な整備をしているという特徴

があります。ぶどうの栽培地としては、山梨県以外に、秋田、福島、長野でございました。

勝沼の特徴ということで、雨が少なく、雪もあまり降らない。また、寒暖の差が大きいとい

うのが特徴で、ワイン用生産に適しているということをおっしゃっていました。品種として

あるのが、カベルネ・ソーヴィニオン、カベルネ・フラン、甲州、シャルドネ、シラー、ソ

ービニオン・ブラン、マスカットベリーＡ、メルロー、リースリング等ということで、後は

ぶどうの仕立としては、棚も垣根もあるということでございます。 

続いて、白百合醸造さんにお伺いしておりまして、ここの特徴といたしまして、ぶどう生

産農家が、ぶどう醸造組合を作って、それを法人化してワイナリーを作ったというのが特徴

でございます。品種としまして、アジアンダック、カベルネ・ソーヴィニオン、巨峰、シャ

ルドネ、ナイアガラ、メルロー、ピオーネ等となってございまして、ぶどうの仕立がこちら

も棚と、垣根とありました。 

３つめがくらむぼんワインこちらも、山梨県勝沼でございまして、特徴といたしましてこ

ちらも白百合醸造さんと同じで、近隣のぶどう農家が協同組合を創設して、法人化したもの

でございます。ぶどうの栽培地は勝沼だけでございまして、気候の特徴といたしましては、

寒暖の差が大きく雨が少なく、雪が降らないということだったんですけども、近年夏の夜温

が下がらなくなっており、ぶどうの糖度と酸度が上がらなくなってきているというお話をさ

れていました。品種は甲州が多く、他にアジアンダック、カベルネ・ソーヴィニオン、シャ

ルドネ、ナイアガラ、マスカットベリーＡ、山ソーヴィニオン等となってございます。ぶど

うの仕立ですけども、棚と垣根をやっているのですけども、日本には棚栽培が向いているの

ではということをおっしゃっていました。 

 ４つ目がサントリー登美の丘ワイナリーでして、こちらは山梨県甲斐市でございます。こ

ちらの特徴は日本最大の自己所有園、150ha を持っているという大規模経営でございます。

栽培地ですけども、全国にぶどう栽培地がありまして、青森県、山形県、長野県等となって

おります。気候の特徴といたしましては、年間降水量が 1,100㎜程度、これは八戸市と大体

同じ、年間日照時間が 2,250時間、八戸市が 1,925時間くらいですので、これは登美の丘の

ほうが上です。昼夜の温度差が 10 度以上の気候条件がぶどう栽培にあっているというお話

でした。品種としては、カベルネ・ソーヴィニオン、カベルネ・フラン、甲州、シャルドネ、
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ピジュノワール、ピノ・ノワール、プティ・ヴェルド、ブラック・クイーン、マスカットベ

リーＡ、メルロー、リースリング、リースリング・フォルテ等となっております。こちらも

棚と垣根の栽培を行ってございます。 

 ５つ目がはすみファーム、長野県東御市になります。ここの特徴としては、オーナーが 2005

年にＩターンにより移住しています。荒れた畑を開墾して、まずは 1,000本のぶどうを植え

付けしています。最初は委託醸造によって、2009年からはワインの醸造を開始、2010 年に

市のワイン特区制度を活用し、ワイナリーを整備。2012年からは醸造量を増やし、特区から

一般の製造免許に切替えしてございます。東御市の特徴ですけども、年間降水量が 800㎜と

少なく、年間日照時間が長く、昼夜の温度差が 10 度以上ある。これがブドウ栽培に適して

いますというお話をされていました。品種としましては、甲州、シャルドネ、ピノ・ノワー

ル、メルロー、主力品種が、赤はメルロー、白はシャルドネということでございます。ぶど

うの仕立はここも、棚と垣根です。 

 続きまして、ヴィラデストワイナリーです。ここも長野県の東御市にありまして、文筆家

の玉村豊男さんの経営するワイナリーで、1991年に玉村さんが移住し、ぶどうを植栽し始め

てございます。委託醸造により 1993年からワインの醸造を開始していますけれども、2003

年にワイナリーを整備しております。ぶどうの栽培地は東御市だけで、品種はシャルドネ、

ピノ・ノワール、メルロー等 10,000 本を越える樹を植えていまして、主力品種は赤はメル

ロー、白はシャルドネで、先ほど紹介しました、はすみファームさんと同じとなります。ぶ

どうの栽培は、棚栽培は一切無く、垣根だけということとなっています。 

 続きまして、楠ワイナリーこちらは、長野県の須坂市になります。ここはＵターンで、20

年ほどのサラリーマン生活の後、オーストラリアのアデレード大学大学院に留学し、ワイン

の醸造とブドウ栽培学を学ばれています。その後、2004 年に新規就農し、ぶどうを植栽、

2011年に酒造免許を取得、ワイナリーを整備し、醸造を開始しております。ぶどうの栽培は

須坂市だけで行っておりまして、ぶどうの品種はヴィオニエ、カベルネ・ソーヴィニオン、

カベルネ・フラン、巨峰、シナノスマイル、シャインマスカット、シャルドネ、シラーズ、

セミヨン、ソーヴィニオン・ブラン、ナガノパープル、ピノ・ノワール、メルロー、山葡萄、

リースリングと様々、植えてございます。 

 続きまして、西飯田酒造さん。ここは特徴があるところでして、もともと江戸時代末期に

創業した蔵元でございます。ワイン用に整備した所は一切ないということで、日本酒を造る

道具だけでワインを製造しているとのことで、りんごのワインの醸造から始まって、ぶどう

のワイン、ナイアガラを使ったワインを作っているということでございました。長野市に会

社がありまして、昭和 30 年代に果実酒の酒造免許を取得していて、その後、先ほども説明

したとおり、1970年頃からリンゴのワインを作り始めて、今はぶどうのワインを作っており、

フルボトル 1,000円で売っていますというお話をされていました。 

 山梨・長野のワイナリーは以上でして、そのほかに、近隣のワイナリーにも皆様と一緒に

訪問調査しております。まずはむつ市のサンマモルワイナリーさんです。歴史ですけども、

リゾート施設整備の用地をサンマモルワイナリーさんの関係会社が購入していたんですけど

も、漁業者の反対を受け断念し、その後、現代表取締役社長の北村氏のお父様が、ワインに
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関する放送をテレビで見たことがワイン製造を始めたきっかけということで、売りの品種が

ピノ・ノワールでございました。ぶどうの栽培地ですけども、自社農園 10ha、そして、藤

崎町でピノ・ノワールとシャルドネを生産してもらっていたんですけども、現在の生産者は

１名ということでございます。品種ですけども、ピノ・ノワール、メルロー、ライヒェンシ

ュタイナー、シュロンブルガー、ケルナーでございまして、ぶどうの仕立は、垣根というお

話でございました。雨よけも昔はやっていたということでしたが、経費高により中止してい

ますよというお話をいただいております。 

 続きまして、葛巻高原食品加工株式会社でございます。これは 11 月に調査に伺っており

ます。始められた経緯といたしましては、当時の町長の新規産業を創出したいという強い思

いということで、町長の独断でというお話でした。生産については、岩手県工業技術センタ

ーに顧問を依頼して、今の町長さんをココファームワイナリーこれは、足利市にありますけ

ども、派遣。その後職員を様々なワイナリーに派遣して、研修を行っているものでございま

す。ワイン設備は公設民営になっておりまして、ワイン関連施設の整備に関する総事業費は

３億 2千万円、国 40％、県 10％、町 50％の負担割合ということでございます。追加設備費

用が 1億 5千万円ありまして、計 4億 7千万円投資しているということでございます。公設

民営ですので、葛巻高原食品加工株式会社さんが町に使用料を年間 1,200万円ほど払ってい

るというものでございます。ぶどうの栽培地ですけども、葛巻の中で使用量の 1/3 をまかな

っていまして、後は久慈、八幡平、宮古、九戸、八戸からぶどうを買っていますということ

でした。 

 葛巻町では、葛巻町特用林産物振興組合を 40 戸ほどの農家で設立し、生産を行っている

ということでございます。品種としては山ぶどう系の品種が大部分でして、山ぶどう、北醇、

ブラックペガール、小公子、ワイングランド、マスカットベリーA、キャンベル、ナイアガ

ラ、ポートランド、セイベル 9110、リースリング・リオンを栽培しております。ぶどうの仕

立は、垣根ということでございます。後は売上げとして、ワイン、ジュースで売上げとして

約３億円売上げがあるということでした。社有ぶどう園の総面積が３haほど、年間ぶどう使

用量が約 370トンでして、うち山ぶどうに使用する量が 100トンくらいということでござい

ます。販売先としては、岩手県、青森県、秋田県、首都圏。うち７割が問屋経由ということ

でございます。通常のぶどうは１トンから 0.6～0.7ｋｌほど搾れるということなんですけど

も、山ぶどうは、0.45ｋｌほどしか搾れないというお話をされてございます。山ぶどうの買

取価格ですが、葛巻にお住まいの方からは 400 円/㎏で買うんですが、他は 250 円/㎏、山ぶ

どう以外のものについては、100から 150円/㎏でしか買っていませんというお話をされてお

りました。 

 続きまして、（４）ワイン産業創出による新たな地域文化創造のための交流イベントの開催

というものを行ってございます。 

 11 月 24 日にワイン産業創出フォーラムというものを行ってございます。来場者数は 106

名です。内容としますと、まず今回の八戸ワイン産業創出プロジェクトについて概要説明を

市長からさせていただいて、2013年世界最優秀ソムリエのパオロ・バッソさんという方から、

ワインの楽しみ方と文化の講演というものをいただいております。トークセッションといた
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しまして、ワイン産業の創出に向けてということで、このパオロ・バッソさんと、一般社団

法人日本ソムリエ協会名誉ソムリエの辰巳琢郎さん、八戸ワインフェスティバル実行委員長

の澤内昭宏さんにトークセッションに出演していただいたものでございます。 

26ページにパオロ・バッソさんの講演の要旨がありまして、その言葉の中で、八戸でワイ

ンを作るためには、まず八戸というこの場所にぶどうを順応させていく必要がある。これか

らそういう作業をする必要性がでてくるというお話をされていました。そのためには、とに

かく時間と、忍耐が必要ですということをおっしゃっておりました。後は我々へのエールと

して取りたいんですけども、やはりバッソさんの住んでいるところももともとはスイスでの

葉たばこの産地だったものが、たばこが作れなくなって、ぶどうを作っていると。今、ワイ

ンを栽培することによって、地域に若者が戻ってきたとおっしゃっています。ワインを売る

ことは、商品だけではなく、地域に幸せももたらして、消費者の皆さんが生産されていると

ころがどんなところか見に来るようになるんですよということをおっしゃっていました。そ

してその地域の経済的発見、それから文化貢献を生むということをおっしゃってございまし

て、このチャンスをぜひつかんでいただきたいという、エールをいただいております。 

そして 27 ページの（５）これはトークセッションの中身ですけども、内容についてかい

つまんでお知らせしますと、バッソさんから、日本ワインの印象につきまして、ぶどう作り

については、まだ勉強の余地があるんじゃないかということをおっしゃっていました。ワイ

ンの作り方については、なかなか良くなってきていますよと、質については良いものから、

そうではないものまであるんだけれども、その質の良いものが日本ワインを引っ張っていく

んじゃないかと考えているということをおっしゃっていました。辰巳琢郎さんから日本ワイ

ンの印象についてですね、料理と一緒に食の文化の一つとして考えていったほうが良いんじ

ゃないか。まだまだ需要、伸びしろはあるんですよということをおっしゃってございます。

日本のワインの流通量のうちの国産ワイン、海外から原料を輸入して混ぜたものが 1/3程度、

日本でぶどうを搾ったものは 1/10程度しか流通していないので、伸びしろはまだまだ大きい

んじゃないかという事をおっしゃっています。続いて、八戸の食とワインのマリアージュに

関するアドバイスということで、バッソさんからもいただいたんですけども、まずワインを

作ったことで、食とマッチさせることで地域が潤いますよということをおっしゃってござい

ます。そのことによって、地域の魅力を向上させていくということをおっしゃっておりまし

た。後は 10 年後、八戸でワインが出来ていたら、ぜひコンクールには呼んでいただきたい

ということをおっしゃってございます。辰巳琢郎さんからは今回のぶどうの植栽の中に山ぶ

どうがないですよねというお話をされてございまして、山ぶどう自体も検討したらどうかな

というお話をいただいております。 

30ページに、ワインのフォーラムの際に実施したアンケート結果がございます。106名の

方に参加していただいて、80名ほどの回答を得ております。まず来ていただいた男女の割合

で女性 34 名、男性 43 名で大体同じくらいでございます。年齢とすると 60歳代以上が一番

多い年齢層ということでございました。来ていただいた方々は、比較的ワインに興味のある

方々だと思いますが、ワインを飲む頻度は、週１回以上というのが 30 名、月 1 回程度とい

うのが 33 名ということで、意外と少ないのかなという私の印象でございます。辰巳さんも
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おっしゃっていたんですけども、日本人の年間平均ワイン飲量と言うのが、フルボトルで３

本ということで、これがヨーロッパ人になると年間 40～50 本ということです。後はワイン

を購入する際にもっとも意識していることとしては、一番多かったのは、価格ですね、28人、

次が産地、原料、品種という順番です。好きなワインの原産国は１位がフランス、2 位がイ

タリア、３位が日本、チリ、アメリカ、ドイツと続いてございます。好きな原料ぶどうの品

種につきましては、メルロー、シャルドネ、ピノ・ノワール、ナイアガラ、カベルネ・ソー

ヴィニオン、シラーということで比較的聞く名前の品種が上位に来てございます。 

 後は、国産原料ぶどう 100％使用の国産ワインの生産地として最も好きな地域といたしま

しては、山梨、北海道、岩手、長野、青森のぶどう生産量の多いところが入ってきていると

いう結果が出ております。資料の説明につきましては、以上でございます。 

●会長 

 では、ただいまの説明に対しまして、ご質問がありましたらお願いいたします。 

●副会長 

 27 年産につきましては１ha ということで進んでいかれるということでしたが、その農家

の目処は付いているんでしょうか。また、品種自体は、26年産のものと同じということでや

られていくんでしょうか。 

●事務局 

 お答えいたします。農家の目処は 27 年のものはまだついておらず、来年度公募する予定

でございます。内容とすると、市としてまた調査委託を行いたいと思っていて、苗、肥料に

ついては、市のほうで負担させていただいて、ただ今回は支柱については各自用意していた

だいて、品種については、今回のものでいいのかどうか、後は山ぶどうがあったほうが良い

というお話があったりだとか、その辺は皆様からもご意見をいただきたいと思っており、そ

のうえで、品種を詰めたいと思っております。 

●副会長 

 意外とドイツ系の品種が上手くいきそうだという話を聞いています。今回はケルナーくら

いしかないですよね。 

●事務局 

 今は特に考えていませんが、もしよろしいのがあれば、お伺いしたいんですけど。 

●委員 

 今回初めてワインの栽培をするにあたり、南郷区の気候は、生産者の皆さんご存知と思う

ですが、自分の畑について、ぶどうに適した畑なのか良くわからない中で、スタートしてい

るので、27年度追加募集すると思いますけども、もう少し専門的な立場から土壌調査しなが

ら取組んでいければいいのかなという気がします。結局はぶどうがなった時に果たしてそれ

が、どういう風な状態になるのかわからない中で取組しておりますので、そのイメージとい

うのも事前に生産者に伝えることが出来れば、励みにもなると思いますので、この畑の環境、

植えて、それがなるまで指導していただければ、やる方々が、励みに成ると思います。2 つ

目、どのようなワインを作るかということなんですけども、これも始まったばかりでわから

ないんですけども、４年先に栽培されたものがワインになるまでに、話合いを進めたほうが
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いいのかなと思っています。３つ目にワインの販売、これが一番難しいのかなということで、

生産者は今のところ作るだけ、それをどのようにワインにして、売るかということが、この

事業の一つの成果なのかと。うまく進んで行って、５年後においしいワインができればいい

なと思っていますので、地域の方々も期待しておりますので、これから様々な取り組みを進

めていって欲しいと思います。 

●事務局 

 畑の環境の件でございますけども、今年度も土壌の化学的な分析だけは行っておりまして、

それに基づいて堆肥やその他投入しているんですけども、引き続き物理的なところ、水はけ

だったり、そういうことについても勉強していきたいなと思ってございます。どういうワイ

ンを作るという点につきましては、来年度以降そこについても検討を始めたいなと考えてお

ります。後は、販売方法も並行して進めて行きたいんですけども、基本とすれば食と一体的

に売っていくというやり方にしたいと思っているところです。以上でございます。 

  

※会議後、ぶどうの生産者などによる、ぶどうの搾汁が行われた。 

 

会議終了 12：20 


