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平成 27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 28年 3月 22日（火）10:00～11:30 

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   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、 

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 

 お疲れさまでございます。だいぶ春めいてきたようでして、前ここで開いたときはだいぶ

雪が積もっており寒かったのですが、次年度を控えた今年度最後の会議ということでござい

ます。今日たまたま新聞を読んでおりましたら、皆さんもお読みになったかもしれませんけ

れども、日経新聞の 44 面「私の履歴書」の面のところなんですけれども、今日は切り抜き

を持ってきましたんですけれども、「インドで探求ワイン道」というのがありまして、これ丸

紅の駐在する事務所長さんが、大変なワイン通でして、インドの松田副会長だと思うんです

けれども、個人的にインドのワインを趣味も兼ねて楽しんでるんだそうですね。で、最終的

には自分で自費出版をした、と書いておりまして、これ見るとですね、デカン高原ですかね、

緯度的には低いんですけれども高度がある。おいしいワインがインドでもありますよ、とい

うようなことが書いてあります。こういう流れからするとですね、国内だけでなくおそらく

世界中でおいしいワイン（用のぶどう）が栽培されるんだろうなと思います。そういう視点

から見ますとこれから東北、八戸のものが求められるんだろうなぁ、と非常に関心を持った

新聞（記事）でした。もしご関心ありましたらどうぞご一読いただければと思います。それ

では本日も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。 
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●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３

番、平成 27 年度八戸ワイン産業創出プロジェクトの実績報告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。資料の内容に基づい

て私の方から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。資

料の 1ページをご覧いただきたいと存じます。事業目的ですね、確認のためにお話したいと

思います。まずですね八戸市南郷地区ですけれども、葉たばこの生産面積が減少し地域経済

に影響を与えてございます。そのため気候や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、産業として裾野の広いワイン産業の創出により、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、地域経済の活性化及び雇用の増大を図るもの、とし

てございます。続きまして 27 年度事業実績でございまして、まず最初にぶどう栽培に関す

る調査研究ということでございまして、今年度植え付けの予定品種、まだ予定でございます

けれども、植え付けの予定の品種を載せてございます。まずシャルドネ、昨年度も 100本植

付している品種でございますけれども、本年度も 100本、3月中に植え付けする予定でござ

います。その下ブラッククィーンという品種でございまして、代表産地が日本のものでして、

特徴とすると赤ワイン用で野生的なワインになるというものでございまして、これを100本、

定植予定でございます。2 ページ目をお開きいただきまして、3 つ目がメルロー、これ昨年

度も 100本植えてございまして今年度も 100本植える予定としてございます。その下がヤマ

ソービニヨン、これも代表産地が日本で、山梨大学が開発したものでございまして、ヤマブ

ドウとカベルネ・ソーヴィニヨンとの交配種でございまして、これも 100本、定植予定でご

ざいます。続きまして 5番目リースリングです。平成 26年に 100本植え付けしている品種

でございまして、これも新たに 100本植え付けする予定としているものでございます。続き

まして 3ページをお開きいただきまして 6番目ツバイゲルトレーベ、これは昨年度なくて今

年度新たに定植するものでございまして代表産地オーストリア、特徴とすると赤ワイン用で

華やかな果実味と渋みを程よく抑えたワインになる、というものでございます。7 番目がピ

ノノアール、昨年度が 80 本で今年度が 100 本、追加する予定でございます。8 番目がミュ

ーラートウルガウ、定植本数が 100本、新たに定植する予定で代表産地はドイツ、白ワイン

用でございます。4ページをお開きいただきましてピノブラン、これは今年度 100本新たに

定植する予定でございまして代表産地はフランス、白ワイン用でございます。10番ネッビオ

ーロ、イタリアの品種でございまして、今年度 50 本新たに定植する予定でございまして赤

ワイン用でございます。11番トレッビアーノ、これも代表産地はイタリアで、特徴とすると

白ワイン用でございます。5ページに進みまして 12番バルベーラ、これは定植本数 10本と

いうのは 10 本しか入手できなかったということでございます。代表産地はイタリアで赤ワ

イン用ということでございます。以上の 12 品種について、今年度中に定植予定としている

ものでございます。続きまして 6ページをお開きいただきたいと存じます。これらのワイン

用の品種につきまして、栽培調査の実施者を公募してございます。3 名の方から応募いただ
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きまして、概ね定植希望面積と合致したこの 3名の方で栽培調査実施者を決定してございま

す。頃巻沢に 1 箇所中野に 1 箇所大森に 1 箇所、頃巻沢に 200 本、中野に 150 本、大森に

500 本植える計画としてございます。なおですね、4 ページから 5 ページにかけてのネッビ

オーロ、トレッビアーノ、バルベーラについては、栽培予定地をまだ未定としてございます。

理由がございまして、栽培特性等を充分に把握した後に栽培調査地を決定する予定としてい

るものでございます。7 ページをご覧いただきまして、ワイン用ぶどうの生育状況調査につ

いてでございます。こちらにつきましては、前回会議の際に詳細をご説明差し上げてござい

ますので、簡単にご説明差し上げたいと思います。26 年度定植品種、ご覧の 11 園地に植え

付けしてございます。8 ページをお開きいただいて、枯死ですね。1,250 本植え付けして死

んだ樹が 40 本ございまして枯死率 3.2 パーセントございました。表 3 のところに品種ごと

がございまして、一番枯死率が高かったのがマスカットベリーA、ついでリースリングとい

う順になってございます。続きまして 9ページに移りまして、褐斑病及びべと病の発生率を

記載してございます。表の 5のところですね、防除体制がうまくいっていなかったというこ

ともあって、特にデラウエア、ポートランド、メルロー、リースリングにつきましては 100％

の発生となってございます。こちらにつきましては今年度防除体制をしっかりして、病気が

出ないように管理していきたいと思ってございます。続きまして 10 ページ、褐斑病の発生

率でございます。多いものでキャンベルアーリーが 50％、シャルドネが 17％、という結果

でございました。11ページ以降ですね、どのような講習会を開催したかということを記載し

てございます。1回目 5月 28日から開催してございまして、栽培管理についてですね、中村

倉雄さんという方のところで、苗木定植後の管理と病害虫防除について、講習会を開催して

ございます。第 2回目は 6月 24日、生産者のほ場巡回としてございます。続いて 9月 16日

こちらは秋以降の栽培管理と病害虫防除についてご説明差し上げている（もので）、最後です

ね、第 4回目を 11月 18日、冬越し対策ということで、生産者の皆さんには説明会というこ

とで、開催させていただいております。12ページをご覧いただきまして、こちらはプロジェ

クトに係るぶどうの栽培調査委託にかかる新植者を対象とした説明会を開催してございます。

あとワイン用ぶどうの栽培に係る栽培講習会ですね、3月 11日に同じこの場所で、生産者を

対象に行ってございます。13ページ、参考までに 27年度の栽培実績でございます。14ペー

ジをご覧いただきたいと存じます。平成 28 年度のワイン用ぶどうの調査計画でございまし

て、生育状況調査の 1 点目幹周ですね。落葉後に接木部より 10 ㎝上の幹の周囲の長さを測

定するということにしてございます。次に樹冠、これは植えられている樹冠について、架線

に誘引した主枝の長さを計測するというものでございます。続いて生育ステージの記録でご

ざいまして、これは発芽日、展葉日、開花日、着色日、これらについて記録することとして

いるものでございます。15ページを開いていただきまして、枯死率と病害虫被害状況及び発

生率について調査する予定としているものでございます。その下果実収量・品質に関する調

査、果実収量につきましては 1果房の平均重と 1果粒の平均重を記録することとしてござい

ます。続いて 16ページ、こちらは糖度と酸度を調査することとしてございます。17ページ

以降はですね、皆様とともに行きましたですね、先進地の視察の状況を記載してございます。

17ページは北海道ワインの内容でございます。この辺につきましては皆様とともに行いまし
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たことから内容については割愛いたします。19ページについては日本清酒と書いてございま

すが、余市ワイナリーでございます。日本酒のメーカーがワイナリーを運営していて、ぶど

う農家が作ったものを買い付けしている、というものでございます。資料戻りますが 17 ペ

ージの北海道ワインにつきましては、自社で栽培畑を持っていて、かつ農業者との契約で栽

培を委託している方もございます。続きまして 21ページはオチガビワイナリー、2012年に

設立されたワイナリーでございまして、2014年に自家ワイナリー産ぶどうで初醸造、ワイン

用ぶどうにつきましては自家栽培しているものと契約栽培しているものがございます。その

先飛びますけれども 24 ページ、ドメーヌタカヒコというワイナリーでございまして、家族

経営の小さなワイナリーでございます。特徴とすると有機栽培を経営のメインとしておりま

して、品種はピノノワールのみとしてございます。あとは直売もしていなくてですね、問屋

さんに全てワインを卸していて、地域としては北海道から九州まで、ワインショップ等で販

売しておりまして完売状態、ということでございます。26ページ以降ですね、今年度開催し

た市で主催したワインに関するセミナーの実績でございます。まず最初は 26 ページ、5 月

24日ですね、市長とオチガビワイナリーの落希一郎さんと本日もいらっしゃいます根岸文隆

さんのトークセッションを行ってございます。28 ページ開いていただきまして、8 月 23 日

リストランテ澤内さんで落希一郎さんのワインの醸造に関する講習を行ってございます。こ

こで落さんが言っていたのは、ぶどうを醸造するにはぶどうが新鮮じゃないといけないんだ

よと、収穫したらすぐ醸造できるようなところにワイナリーを設置する必要がある、という

ことを特に強調しておっしゃってございました。あとですね、フランスのブルゴーニュとい

う地域とボルドーという地域があって、それぞれこのブルゴーニュとボルドーという地域の

ワイナリーの形成のされ方というか、異なってございまして、このブルゴーニュという地方

のワイナリーは家族経営が多くて、またレストラン併設タイプのものが多くて、またボルド

ーのワイナリーは資本家が参加したワイナリーが多くて規模が大きい。八戸市とするとブル

ゴーニュ型の家族経営でレストラン併設型のワイナリーを集積させた方がいいのではないか、

というご提案がございました。29ページ、ここは資料の最後でございますけれども、地域お

こし協力隊ですね、募集人員 2人ということで、現在 2名、南郷地区に住んで、地域おこし

活動、それからこのワイン産業の創出に関することに関する様々な研修を行ってございます。

4月以降、実際にぶどう園地に行って、ワイン産業創出プロジェクトの推進のためにですね、

種々企画を提案し、進めて参りますのでよろしくお願い申し上げます。資料の説明は以上で

す。 

●会長 

はい。それではただいま事務局から説明のありました、平成 27 年度八戸ワイン産業創出

プロジェクトの実績報告について、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 

あの、生産安定技術と病害虫防除技術等に関する講習会ということでいろいろな講習会を

やられてるんですけれども、この使った資料については参考に提出してもらうとか、見させ

てもらうとか、可能なんでしょうか。 

●事務局 
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 可能でございますんで、皆さんに郵送させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

●会長 

 他にいかがでしょうか。 

●委員 

 栽培講習会の中で、今年、昨年度植えたものが 2年目になって、今年だとある程度のもの

は果実がなるだろう、と。生産者のなかではあの、どの程度収穫できるのかな、と期待しな

がら、ただいきなりたくさん成らせても駄目だということで悩みながら話していたんですけ

れども、例えば果実がなった場合、この 28 年度計画の中にもあったんですけれども、ぶど

うを搾って、糖度の計測をして、今後どういった品種がいるか、という方向に進んでいくと

思うんですけれども、28年度の計画とすれば、ぶどうを搾って、この品種が糖度が高い、と

いうことが計画として載ってる、でそれ以外にワインにしてみるということまではまだ、考

えていない。 

●事務局 

 はい。ワインにするようにですね、あの法律の問題とかあるので、28年度ちょっと整理し

ていって、秋までにですね、きっちり法に沿った形で絞れるような体制づくりをできるよう

に春から進めたいなと考えてございます。 

●委員 

 はい、分かりました。 

●委員 

 結構、酒税法って面倒ですか。 

●事務局 

 今の量ですと、特区を取るしかないんですよ。特区を取るとすると必ず事業主体が必要に 

なるので、そこを年度明けてから調整して、当然ですけど法に沿った形で体制を整えたいと 

思います。 

●委員 

 特区を取るのは難しいですか。 

●事務局 

 いや、難しいってことはないですね。事務的に動けば済む話ではあるのと、あとはやる人

が決まればいいので、実際にやるとすれば多分公募になると思うんですけれども、募集して、

量が全然ないですから、6キロリットル以上ないと作れないとなっておりますので。 

●委員 

 28 年度は量ってあまり多くないと思うんですけれども、29 年度となるとある程度まとま

った量っていうのが見えてくるのかも知れないですけれども。そういうふうにぶどうがなっ

たら、ワインにしてみたいっていう気持ちになると思うので、事業がいい方向につながれば、

いいワインになればいいなと。 

●事務局 

 ご要望に沿えるよう努力します。 
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●委員 

 そこまでまだあんまり考えてないんだ。 

●事務局 

 いえ、考えてないわけじゃないんですけれども、まだ公表できるレベルじゃない。 

●委員 

 補助事業とかそういうのあるの。 

●事務局 

 いえ、補助とかそういうのではなくて、法の問題があるので、勝手に絞ってアルコールは

つくれないわけですよね。試験段階から法律をクリアしていかなければならないので。 

●委員 

 その前に醸造する・・。 

●事務局 

 それは後になります。 

●委員 

 書類上でなんぼ作るとか、そういうふうにしてからやるとか、そういうパターン。 

●事務局 

 法でどうこう、量が固まってない段階でまだ（計画を）立てれないと思いますので、まず

試験できるようにクリアしなければならないんですよ。公表できる段階ではないので、後日、

お知らせする（こととする）。 

●委員 

 今作付しているところか、組合作ってやるとか、役所主導でやるのか。 

●事務局 

 役所主導でやることはないですけども。 

●委員 

 ない。組合作って・・。 

●事務局 

 事業主体をどうするかっていうのは、内々で進めてございますので、公表できる段階では

ないです。どういうふうにするかっていう考えはありますけども、公表する時期じゃないの

で、コメントは差し控えさせていただきます。 

●事務局 

 ワインを作るためにぶどうを作付してて、まぁ、みなさんそういうのあるんでしょうけど

も、ルールのなかできちっとしていかないといけないっていうのがあるんで、そこらへん勉

強しながら固めていって、固まり次第皆さんにご報告するという形でですね、進めたいと思

ってですね。どうしてもそういうものって個人情報とかですね、絡んでくるような部分も・・、 

やらなきゃならない部分についてはやらせていただいてるんで、御理解いただきたい。さき

ほど申し上げましたとおり、公表できる段階でお話させていただきたい、ということですの

で、よろしくお願いいたします。 

●委員 
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 作ってるほうも、先が見えるほうが、作ってる楽しみもあるのに。 

 

●委員 

 委託っていう方法あると思うんですけれども、南郷ブルーベリーの産地ですんで、ブルー

ベリーワインを委託でお願いして、まぁ、南郷ブルーベリーワインというのができたんです

けれども、ぶどうが出来た場合に、それをまとめた量を、どこかの会社に委託をして、ワイ

ンにしてください、という方法が、最初は一番簡単な方法ですか。ぶどうができて、ワイン

ができて、それでもいろんなことがひっかかる。 

●事務局 

 いや、委託してしまえばひっかからないですね。 

●委員 

 下北でいいよって話だったから、ようは、何トンかあれば、作ってあげますよって、それ

は葛巻も同じ。量があるから。 

●事務局 

 相当な量があるから。1反歩いくらとか、それは難しいと思うんですよ。 

●委員 

 ブルーベリー、相当な量だから、余ってるのあれば、まぁぶどうに混ぜて、ワイン作る。

まあ半端の量の 49パーセントと 51パーセントとか、そういうのお願いして、まあブルーベ

リーは確保できるけどぶどうは、あれば、委託でもやってくれるとは、思うんだけど。 

●委員 

 28年度はまだそんなにはならないと思うんだけども、まさしく 29年度ころから、量が取

れ始めてきて、本格的にワインにするにはどうするかっていう話が出てくると思うんですよ。

生産者の人もそれだけなってくれば、まあワインができるっていう思いがあって取組んでい

ますから、段々とクリアしながら、ひとつ八戸ワインができるっていう道しるべがあれば、

生産者の人たちも励みになるし、そこのところはいろいろと難しい部分もあると思うんです

けども、うまく計画を立てて、軌道に乗せていっていただきたいと思います。 

●事務局 

 はい、来年度再来年度の計画でしたら、来年度になりましたらお示しできるとは思います。

当然ご相談させていただきながら進めさせていただきたいと思ってございます。 

●委員 

 そういうふうな点、この会自体も進んでいくんですか。 

●事務局 

 うーんとこの会議自体もどうなるか、任期自体も 5月で切れてしまいますんで、その後の

ことにつきましては、内々でちょっと、詰めてからになりますね。 

●委員 

 事務局のほうでできるかわからないんですけれども、場所で園地 ABC・・とか書いている

じゃないですか。場所と、実際に入れたものとイメージが全く頭に涌いてこなくって、バッ

クがあって個人情報が出てこない感じで、そういうもの作っていただくと、例えばここにナ
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イアガラ何本、リースリングとか、病害で何本死んだ、薬が、とか条件がいろいろあるんで

しょうけど、ここの地域はどういう気象でどういう土壌でっていうのが図面になると非常に

分かりやすいんですよね。今の段階だと ABCDとかってどこの話をしているんだってなるん

で、もし将来的にそういうのができれば。いろんな分析をかけなきゃいけないんでしょうけ

ど。 

●事務局 

 土壌分析はあって、気象はちょっと難しいんですけど、一度生産者の方と相談してみない

となんとも分からない、嫌がる方もいらっしゃると、一度相談させていただいた上で・・地

図もあるんですけど、個人情報なんで、出せないっていう部分もあるので。 

●委員 

 もし可能だったらっていう、全く頭の中にイメージがなかったもので。 

●事務局 

 おっしゃるとおりですけどね。なので我々も、自分たちの手持ち資料にはあるんですけど

も出すのは難しいのかな、と考えておりましたんですけども、ザクっとしたので良ければ生

産者の方が納得するのであれば・・。 

●委員 

 出せる範囲でっていうことで。 

●委員 

 私から、さきほど石丸さんからそのときが来れば公にするということで、事業計画も私も

気になっているんですけれども、昨年私も視察も一緒にさせてもらって、落さんの印象的な、

あそこから聞いてきたことを、個人的にはああいう非常に挑戦的な形でなればいいなと、今

はまだ暖めている最中なんでしょうけども、建設的に考えてもらって。確かに今言われたよ

うな意見、まあブルーベリーは農協も関わってやらせてもらっていますけれども、6 次産業

も関わっていると思いますんで、そうなると作って加工して販売してと、完結した取り組み

での農家への還元というのを、システムで考えていただきたいなと。ありがちなのが、農協

の立場で言いづらいんですけども、「作りました、お金にしてください」っていうのが一部あ

ると、これは果たして農家のためなのかと、私も常々、さまざまな作物で農家に関わって考

えているところですんで、建設的な事業の形で挑戦してもらえればなと、思っておりますん

で、私の意見というのは、視察の目的に代えて。 

●事務局 

 まあ事業の目的というのは、あるんですけれども、地域に最大限の付加価値が生まれるよ

うに進めて参りますんで、期待していただきたいなと思います。 

●会長 

 この会議自体は、南郷の、新規作物研究会議でしたっけ、今回いただいた資料が八戸ワイ

ン産業創出プロジェクトってなってて、ちょっとこの、非常に、ワインづくりだけでなくて

ですね、産業となると 6次産業という形になって、農家の方だけに留まらないですよね。そ

この農業経営振興センターだけではなくて、という形になると思うんですよね。そういうこ

ととすると今後の展開、というんでしょうかね我々からも、期待も含めてだと思うんですけ
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れどね、なにかこう、マップみたいなものがあると、我々も期待を持ってやっていきたいな

ぁと思うんですよね。今回の、ワイン産業創出プロジェクトの実績報告について、っていう

タイトルにしたっていうのは何か意図があるんでしょうか、これは。 

●事務局 

 とりあえず年度の実績を報告するっていうのは、昨年度からの同じスタイルを採っており

まして、そこに基づいてご意見をいただくという。 

●委員 

 多分任期が終わりになって違う展開をお考えになっているんだろうなっていう。 

●事務局 

 年度が変わって、言える段階になったら。事業は当然続けます。 

●委員 

 南郷はブルーベリーワインが製造中止だったり、一番近い地元のワイナリーは葛巻だった

り、なるべく、地元で取れたワインをという部分もありますので、なんとか成功してもらい

たいなぁと。ひとつ、よろしくお願いします。 

●委員 

やっぱり、ある程度、ワインの話は出るんですよ。どうなってらっけって。ですし、今や

っている人たちが成功というか、そういうものを見せれば、まだまだやる人たちも増えるの

かなっていう気はしております。今までやっていた、ブルーベリーもいっぱいになってきた

なっていうのもなんとなくありますし、それこそ新しいのやると、若い人たちも増えてくれ

ればいいなって、なので今やっている人たちには成功してほしいというのがありますし、そ

れからワイナリーとかそこまで行ってもらえれば、観光も増えるし、観光農園とかにも人が

入ってくると思うのですごく期待しております。だからとりあえず、私も若い方には入るみ

たいなんで、若い人たちが間に入ってワイナリーとか出発してくれればすごく期待があるし、 

是非、いいように、進めていってもらえれば。 

●事務局 

 来年度より、この栽培調査事業ということで、今まで栽培を委託していたんですけれども。

来年度から補助事業としてですね、苗木を購入する方に対して、1/2 を補助する形で、事業

を進めさせていただきたいと考えてございます。ですので品種をある程度把握させていただ

きながら、かなりの本数入っておりますんで、品種の絞込みに入れるものは入らせていただ

きたいなと思ってございます。 

●委員 

 秋になれば、少しは取れる。 

●事務局 

 そうですね。秋になり具合見て、絞れるものがあればそれはもう。特に、生で食べるやつ

ですね。 

●委員 

 先日日経新聞で、余市の記事がどーんと出てまして、ワイナリーとツーリズムを繋げて大

きく打ち出しているということで、結構、ワインができてワイナリーが出来て観光客ってい
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うかツーリズムと結びつけてっていうのが、全国的に動き出してまして、南郷でもぜひ・・。 

 

●事務局 

 とりあえず、ワイン作りながらですね、ぶどうを作るほうもですけども、市民だけでなく

いろんな方も交えて、定植のときから一緒に作り上げていくことによって、人を呼び寄せた

いという思いもございますので、その辺は積極的に進めさせていただきたいと思います。 

●委員 

 会議の規定ってあまり読んでなかったんだけども、南郷地区の新たな作物について研究し、

市長に対して意見を述べるものとするってあるんですけれども、最終的な形とすれば、この

会から、市長に意見を述べる形になるんですか。 

●事務局 

 私どもが市長の代理としておりますんで・・・。 

●委員 

 そう理解すればいいのね。 

●事務局 

 ええ、まとまったのはあげますけど、諮問して答申いただくというのは・・。 

●委員 

 南郷が葉たばこの産地として、最盛期は 300ヘクタールを超える面積があったと思うんで

すけど、おそらく今は半分くらい。ということは、半分の農地がなにかになっていなければ

ならないんだけれども、そこのところがそばっていうふうに今のところはなってて、まあそ

のそばが収益性からいくとたばこ 1反歩 50万に対して、1反歩 2万円と全然収益性が違う。

そういう面で、新しい作物を研究しよう、というのがひとつここに書いてあるとおりで、そ

れがぶどう、ワイン、という形だと思うんですけれども、南郷の他の人たちも、ぶどうに興

味も非常に持ってるんですけれども、最近、有機栽培とか、若い人たちが取組み始めている

んですよ。で、まさしく新しい作物というか取り組みとして出てきておりますんで、あの、

この会議の中ではワイン産業創出プロジェクト事業ってあるんですけど、本当は、もっと大

きい意味での話し合いをする、そういう話し合いのできる場がどっかで必要だなと思ってお

りましたんで、南郷地区での取組み、話し合いができる場として、こういうふうなのが継続

的にほしいなと、私は思っておりましたんで、ワインもありながら、それ以外の部分も出て

きたら取り上げていただいて、南郷の将来を見据えた形として、話し合いをする場としてこ

の場があればいいなっていう思いを個人的にはしていますので、私の意見です。 

●事務局 

 作物についてはどうのこうのというのは構わないと思うんですけども、有機栽培について

は考え方がいろいろあると伺っておりまして、一つに絞ってしまうと、他のものが受け入れ

られなかったり、難しいのかなと私は思ってございました。南郷の方は同じやり方でやって

るのかもしれないですけれども、指導方法が違ったりですとか、行政としては入りづらいと

ころ、という気がしています。いかがでしょうか。 

●委員 
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 はい。有機栽培ですか・・。今あの、一時期、10年くらい前かな、ピークというか、あの

頃から出てきてたんだけども、農協としては、それらの表示や考え方や取り組みに壁があり

まして、最近はそれが整理されてきて、相当の内部品質、おいしいとはなんぞや、という価

値を、違う角度から有機にこだわらずにですね、農協としては取組んでいるんですけれども、

果たして逆に有機が、食べる方にとって、有益というか、付加価値があるのかっていうよう

な悪い例、取り組みもあったんで、有機であればなんでも良いというわけではない技術的な

部分もありますんで、例えば堆肥って、有機でいえばありがたいものっていう考え方もあっ

たんですけれども、堆肥もさまざまピンからキリまでありますし、その入れる量、技術たる

やすごい難しいものだなぁと私も経験上分かりますんで、そこいらの勉強はかなり農家さん

も、これからもっともっと勉強しないと。消費者の求めている有機っていう安全安心とされ

ているものから逸脱したものも一部見えていて、有機っていうくくりはすごく大きいくくり

なので、買い手がどんなものを求めてるって部分を踏まえてちゃんと準備しないと。で、思

っているより有機農業っていうもののハードルって高いです。化成肥料使わないでいいべ、

有機肥料使えばなんとかなる、っていうそれではないと思います。下手をすると化成肥料使

うより品質悪くなったりしますんで、なので農協としては一歩引いて取組んでます。 

●委員 

 私もそこのところについてはよく分かっているんですけど、最近いろんな人の中で東京オ

リンピックが何年かしたらありますと。東京オリンピックにあわせたオーガニックっていう

食品のジャンルがこれからすごく重要視されてくるんではないかと。国のほうが、そういう

ふうな考え方に変わりつつあるのかというのはまだ確認できないんだけども、ただそういう

ふうに変わってきているんであれば、例えばイオンなんかもそういうように動き出してきて

いるという、状況ですよね、そういうところが動き出してきているという話があれば、お聞

きしたいですけど、完全に有機がすべてではないというのもあるんだけれども、ただ今まで

ないことが聞こえてきている部分があるんで、本当に私もそうなのかなっていう部分もある

んで。ぶどうからずれましたけど、南郷のほうでもわざわざ千葉のほうから引っ越してきて

そういうふうなの栽培しているという若い人たちもおりますんで、違う動きも起きてきてい

るのかな、というのは感じてますんでね。新規っていう取り組みの中に入るのかなとは思い

ました。 

●事務局 

 ニーズっていう点では、増えてきているのかもしれないですが、私もあの、同じ考えでし

て、専門的に見れば見るほどその、有機が本当に消費者の求めているものになっているのか

な、というのを非常に感じてございます。その辺の栽培に当たっての整理がまだ出来ていな

い段階なのかな、という認識でいて、個人的にはですね。生産者はひとつのものを信じて、

その通りに作ってその通りに出荷して、ってやれば済む話なのかもしれないですけど、作り

方ってのが非常に数が多いんですよね、まだ。なので、信じたものを作ってれば生産者はい

いのかもしれないですけれども、消費者からすれば、同じ名前で出てきたものが全く違った

栄養価っていうのもあるような状況なのかなと。技術的には年々進歩してるんでしょうけど、

整理がついてないのかなと。テーマとしては非常に難しいという認識でございます。 
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●委員 

 国のほうでなにかそういった動きが出ているというようなのがあれば、教えてもらえれば。 

●事務局 

 承知しました。 

●会長 

 他にありますでしょうか。 

 

※以上終了後、ワイン用のぶどう搾汁器を使用したぶどうの搾汁の実演が行われた。 

 

 

 

 

 


