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八戸市総合農政審議会議事録 

 

 
日 時  平成 28年５月 13日（金）15:00～16:15 

場 所  八戸市庁本館３階 第３委員会室 

出席委員  12名 赤澤榮治委員、遠藤弘子委員、籠田悦子委員、木村清美委員、 

渋谷長生委員、高野英夫委員、田名部和義委員、中居裕委員、野田正洋委員、 

乗上美知子委員、三浦一男委員、門前廣美委員 

関係機関  青森県三八地域県民局地域農林水産部 藤井次長 

青森県三八地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 藤井主幹 

八 戸 市  出河農林水産部長、上村農林水産部次長兼農政課長、野沢農林畜産課長 

       畑内中央卸売市場参事 

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

 

●司会 

御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金濵

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。 

本日は委員２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御報告させていただきます。 

それでは最初に、渋谷会長から御挨拶をお願いいたします。 

●会長 

 皆さんどうも、こんにちは。弘前だけが暑いのかと思いましたら、八戸も大分暑くて驚い

てしまいました。昨日辺りは寒いと思っていましたが、今日はこんな天気。明日はまた気温

が下がるといっても、20度くらいだそうです。大変天候不順というのか、変動が大きい。今

年は私が住んでいる弘前のさくらまつりは、桜が予定よりも１週間以上早く咲いて、連休期

間中は全く葉桜になってしまいました。昨日弘前市の観光関係の方々と少し話をする機会が

ありまして、今年はどうだったのかということを聞きましたら、公園の近くの商店なり観光

施設などは大体３割くらい減収して大変だったという話と同時に、一方でホテルにはかなり

の人が入って、例年よりも入込客数が多い。早めになった分だけ団体以外の人たちが早く来

たので、ホテルは結構収入が増えたということで、それぞれ対応しているところで違うのだ

と思いました。影響は単純にみんな減収というようにはならないということを改めて知った

ところです。 

 実は今回の審議会の前に事務局の方にいろいろ説明していただいた折に、八戸学院大学と

八戸市で連携しているセミナーの受講者が大変多いと思いまして、担当の八戸市の方に話を
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したことがありました。この受講者は八戸市の担当者から見ると多いのか少ないのかと聞き

ましたら、例年こんな感じですねという話をされていたのです。私は弘前におりましてこう

いうセミナーとか、このような農業者あるいは農業以外の方へのいろんな農業の情報という

機会が幾つかあるのですけれども、実際これほど人は集まらないのです。ですから八戸市に

住んでいる、あるいは八戸市の市役所の担当の方は例年通りかなと認識されるのかもしれま

せんが、ほかのところに住んでいる者から見ると異常に多い人数の方が受講されている。そ

のような意味で、ほかのところと比べてみて、八戸市のいろんな農業政策といいますか、農

業のいろんな施策がどの程度のものなのかと、もう１度別な視点で見る必要もあるのではな

いかと感じたところです。 

 アンケートをとっているということを聞きましたので、そのアンケート結果を見せてくだ

さいということで、今日までお願いしておりまして、それを先ほどいただきました。これを

見ますと農業者の方は大体２割から３割、多いときに４割近く、それぞれ変動があります。

それ以上に驚いたのは、農業以外の方でこのセミナーを聞いて農業に参入したいですかとい

うアンケートに、大体８割くらいの方が参入したいと答えておられます。これらの方がすぐ

簡単に農業に従事できるかどうかとなるとまたハードルもいろいろ高いのだと思いますが、

農業の中から見ていると農業以外の方の考え方、あるいは一般の消費者の方が考えているこ

とをなかなか掴みきれていないのではないか。農業の中、あるいは農村の中にいますと、自

分たちの身の回りの中でいろんなことが完結していくように見えますけれども、その外から

農業というものはどのように見られているのかという視点で考えていく必要もあると感じて

いるところです。 

 そういう意味でいいますと、この審議会は新しい農業計画をつくるための審議会というこ

ともありますので、是非皆さんの日常的ないろんな知見をもって御意見いただいて計画に反

映させていただきたい。それと同時に、農業外からの視点という形で農業計画をもう１度見

ていただくとか、考えてもらうとか、そういう視点で是非御意見いただければと考えている

ところです。皆さんの御協力を得てこの審議会を進めてまいりたいと思いますので、是非よ

ろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

●司会 

 ありがとうございました。それでは、本会議の議長は、規則第２条の規定により、会長に

お願いいたします。 

●会長 

 それでは、次第にありますように、平成 27 年度事業報告及び平成 28年度事業についての

説明を事務局からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

●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。資料の説明につきま

しては私から差し上げたいと思います。失礼ながら着座にて説明申し上げます。 

最初に、資料１ 第 10次八戸市農業計画に関連する平成 27年度事業報告についてという

資料を御覧いただきたいと思います。 

１ページをお開きいただけますでしょうか。本審議会に初めて参加される方もいらっしゃ
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いますので、まず第 10 次八戸市農業計画の概要につきまして御説明申し上げます。まず、

１策定の目的ですが、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としてございます。２ 計画の推

進体制ですが、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、意見を聴取するとともに、経済社会情勢等の変化を踏ま

えながら進行管理を図り、必要に応じて事業の見直しを行うこととしてございます。３の計

画期間は、平成 24年４月から平成 29 年３月の５年間としてございます。４の地域区分です

が、自然・立地条件、土地利用状況、営農形態等を考慮し、旧市町村区分に準拠して、御覧

の 11 地区に区分してございます。５の年間農業所得の目標及び農業経営の指標のところで

ございますけれども、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、将来とも農業で自立していこうとする農業経営体の平均農業所得を 70万円向上させ、

500 万円とし、他産業従事者と遜色のない生涯所得を確保することを目的に施策の基本方向

を定めてございます。 

 ２ページを御覧いただきたいと存じます。６の目標達成のために講ずる施策の基本方向で

ございます。１つ目として、魅力ある農業経営体の育成、続きまして、地域特性を生かした

八戸農業の推進、発信型農業の促進、持続的な農業生産環境の整備、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、森林環境の整備、東日本大震災に伴う農業経営

の復旧・復興、地域資源を活用した可能性の追求の８つとしてございます。７の各地区の振

興農産物のところでございまして、それぞれの地区に振興農作物を設けてございます。市川

地区が水稲、いちご、大豆、下長地区が水稲、ねぎ、切花類、上長地区が水稲、ながいも、

ごぼう、豊崎地区が水稲、ピーマン、ながいも、にんにく、館地区が水稲、ミニトマト、ね

ぎ、りんご、是川地区が水稲、ねぎ、ながいも、トマト、きゅうり、大館地区が水稲、花き、

南浜・美保野地区がごぼう、じゃがいも、にんじん、にんにく、ながいも、花き、養豚、養

鶏、旧市内地区が野菜、花き、島守地区が水稲、りんご、葉たばこ、肉用牛、中沢地区がな

がいも、葉たばこ、ブルーベリーとしてございます。 

３ページを御覧いただきまして、第２の平成 27年度事業についてでございます。１ 魅力

ある農業経営体の育成で、振興方策として、(1)経営感覚に優れた多様な農業経営体の育成と、

４ページに移りまして、(2)集落営農及び法人化の促進という項目がございます。 

続きまして、関連する主な事業でございますけれども、５ページから記載されてございま

す。今回、全部読み上げていると時間が無くなってしまいますので、主に表の右側に決算見

込額、決算額のものもございますけれども、記載のある事業について説明を差し上げたいと

思います。 

最初に、５ページの一番下の担い手育成総合支援事業でございまして、これは八戸地域担

い手育成総合支援協議会に対する定額補助でございまして、事業概要として、担い手育成確

保方策検討会等を開催するものでございます。決算額で 255千円でございます。 

続きまして、６ページをお開き願います。地域農業経営再開復興支援事業でございまして、

国の青年就農給付金事業と経営再開マスタープランを作成するためのものでございます。青

年就農給付金につきましては、市内 14 経営体に給付金を給付してございまして、決算額は、
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12,708 千円でございます。続きまして、農山漁村「地域経営」担い手育成システム確立促進

事業でございまして、事業内容は、農業経営者の育成に関する協定を締結している八戸学院

大学と連携して農業経営に特化したセミナーの開催などでございます。 

続きまして、７ページを御覧いただきたいと存じます。経営体育成支援事業でございまし

て、これは融資を利用して、農業機械等を整備する国の補助事業の経営体育成支援事業補助

金でございまして、決算額で 4,695 千円でございます。その下２つは利子補給事業でござい

まして、融資機関が行う融資に対する利子補給でございます。近代化資金利子補給補助金に

つきましては、事業実績、事業実施希望者無しでございます。その下の、スーパーL 資金と

呼ばれるものに対する利子補給額でして 193千円が決算額となっております。 

続きまして８ページを御覧いただきたいと存じます。２の地域特性を生かした八戸農業の

推進でございまして、振興方策として、（1）地域特性を生かした農業生産の促進という項目

が８ページの部分にございまして、９ページの下のところ、(2)販売を基点とした農業生産の

促進、これが振興方策でございます。 

10 ページを御覧いただきたいと存じます。農業新ブランド育成事業でございまして、事業

概要とすると、八戸いちご等の八戸農産物のブランド力の創出のための八戸野菜フォーラム

などの開催経費でございまして、決算額で 1,288 千円でございます。その下の伝統野菜トー

クカフェ事業でございまして、これは八戸の伝統野菜、食用菊と糠塚きゅうりの PR イベン

トのための経費で、決算額が 1,129 千円でございます。その下の、環境保全型農業普及促進

事業ですけれども、エコファーマーが生産するミニトマト等の販売促進に向けたＰＲ経費、

また、国の環境保全型農業直接支払対策交付金にかかる経費でございまして、決算額で 1,806

千円でございます。その下、経営所得安定対策直接支払推進事業につきましては、経営所得

安定対策の普及・推進にかかる経費で 6,298 千円でございます。 

続きまして、11ページを御覧いただきまして、りんご経営安定対策事業、これはりんご市

場価格が基準を下回った場合、次年度の再生産に必要な経費の一部を生産者に補填するため

の基金造成で、決算額 69 千円でございます。その下、果樹振興対策事業は、りんご園の鳥

獣駆除に対する補助でございまして、33千円が決算額でございます。その下、葉たばこ振興

対策事業でございまして、日本たばこ産業株式会社の補助事業の補助残に対する補助などの

経費でございまして、決算額 1,630 千円でございます。その下、特産そば産地形成奨励金事

業でございまして、そばのコンバインによる刈り取りに対する補助でございまして、決算額

3,987 千円でございます。 

12 ページを御覧いただきたいと存じます。12 ページの一番上、南郷新規作物研究事業で

ございまして、これは主に、八戸市南郷新規作物研究会議の開催、また、ワインに関するセ

ミナー等の開催にかかる経費で、決算額 6,489 千円でございます。なお、この南郷新規作物

研究事業の中の一番下、地域おこし協力隊の委嘱ということで、昨年度２名委嘱しておりま

す。その下、農業講座開催事業、主に気象、土壌、野菜・花きに関する講座の開催で、決算

額 254千円でございます。その下、土壌分析・改良事業でして、農地土壌の分析及び土壌改

良に関する支援のために実施しているもので、それと、植物組織培養事業、主に農業経営振

興センター内で利用するウィルスフリー苗の育成のための経費、これを合わせて 480 千円が
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決算額でございます。 

13 ページから 14 ページにわたりまして、生産振興に関する調査事業、八戸市農業経営振

興センター内で様々な調査を行ってございまして、八戸で産地形成されている、施設野菜で

言うと、いちご、こまつな、トマト、ミニトマト、露地野菜で言うと、ねぎ、ピーマン、な

がいも、にんにく、糠塚きゅうり、花きで言うと、トルコギキョウ、輪菊、デルフィニウム、

カンパニュラなどの栽培に関する調査を行っているものでございまして、調査の内容につき

ましては、JA八戸さん、生産者団体、青森県とともに検討しているものでございます。 

続きまして、15 ページを御覧いただきたいと存じます。３ 発信型農業の促進でございま

して、振興方策として、（1）八戸農業のブランド力の創出、（2）グリーン・ツーリズムの促

進、（3）地産地消の促進、（4）旬産旬消の促進、16 ページに移りまして、（5）食育の推進

という項目に分けられてございます。 

主な事業については 17 ページから記載されてございまして、上から３段目、観光農園振

興事業、事業概要ですが、観光農園の PRやイベント等の開催に要する経費に対する補助で、

決算額 300千円。１番下の段、市民農園事業ですが、農業に対する理解を深めてもらうこと

を目的に、農業経営振興センター内に市民農園を開設してございまして、決算額は 595 千円

でございます。 

続きまして、19ページを御覧いただきたいと存じます。４の持続的な農業生産環境の整備

でして、振興方策として、（1）農業生産を支える基盤の管理、（2）農地利用集積の促進、（3）

農業関係団体との連携の強化とございまして、主な事業が 20 ページから記載されてござい

ます。一番上の、中山間地域等直接支払事業、事業概要は農業生産条件の不利な中山間地域

の耕作放棄の予防等のための交付金の交付でございまして、決算額は 13,428 千円でござい

ます。続きまして、多面的機能支払交付金でして、農地・農業用施設等の保全管理活動を支

援するための交付金の交付でして、決算額が 25,671 千円でございます。 

21 ページに移りまして、１番上の、機構集積協力金事業でございますけれども、これは国

の農地中間管理事業を利用しているものでございまして、青森県農地中間管理機構を利用し

て農地貸借を行った地域・農業経営者に対して、協力金を交付するものでございます。決算

額が 13,507 千円でございます。 

22 ページを御覧いただきたいと存じます。５の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で、振興方策が、（1）畜産業の振興のための環境整備、（2）耕畜連携

の促進でございまして、主な事業が、上から、畜産振興事業、これは畜産共進会への出品に

要する経費負担で、決算額 326千円。続きまして、優良牛受精卵活用促進事業、これは、高

品質な肉用雌牛を活用した受精卵の生産・移植に対する補助で、決算額は 336 千円。続きま

して、肉用牛地域内一貫生産促進事業でして、市内産子牛の導入・保留に要する経費に対す

る補助で、決算額 45 千円。続きまして、畜産関連産業振興事業でございまして、事業概要

が、「八戸地域畜産関連産業振興ビジョン」の策定のための経費などでございまして、決算額

2,861 千円でございます。 

続きまして、24ページを御覧いただきたいと存じます。６の森林環境の整備の項目でござ

いまして、振興方策として、（1）森林環境整備の促進、（2）市民と森林のふれあいの場の提
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供、（3）公共建築物等における木材利用の促進でございます。主な事業でございまして、除

間伐等実施事業が、森林組合が実施する除間伐等に対する補助で、決算額が 1,370 千円。続

きまして、森林整備地域活動支援事業でございまして、森林経営計画の作成や集約化施業の

実施に必要となる森林の現況調査、境界の確認等に対する支援にかかる経費でございまして、

決算額 1,000 千円でございます。続きまして、市民の森施設改修等事業でございまして、施

設の老朽化に伴う共益施設等の改修及び施設のバリアフリー化でございまして、決算額が

96,031 千円でございます。続きまして、公有林整備事業でして、事業概要は、市民の森不習

岳の除間伐作業にかかる経費でして、決算額は 648 千円でございます。 

続きまして 26 ページを御覧いただきたいと存じます。７の東日本大震災に伴う農業経営

の復旧・復興でございまして、振興方策として、（1）地域農業の復興に対する支援、（2）東

京電力福島第 1原子力発電所の事故に伴う影響への対応、（3）被災した市川地区飛砂防備保

安林の復旧という項目にしてございます。主な事業につきましては、再掲につき説明は省略

させていただきます。 

28 ページを御覧いただきたいと存じます。８の地域資源を活用した可能性の追求でござい

まして、振興方策として、（1）市内小売店及び飲食店における域内消費の拡大、（2）６次産

業化の促進、（3）食品加工業との連携、（4）グローバル化への対応、（5）木質・畜産バイオ

マスを利用した発電事業等の事業化の促進でございまして、主な事業は再掲につき、省略さ

せていただきます。 

 続きまして資料２を御覧いただきたいと存じます。第 10 次八戸市農業計画に関連する平

成 28年度事業でございまして、１ページをお開きいただきたいと思います。平成 27年度事

業と事業内容が概ね同じでございますので、昨年度と比べて異なるもののみの説明とさせて

いただきます。１ページの一番下ですけれども、地域農業経営再開復興支援事業でございま

す。この事業につきましては、青年就農者に給付金を給付する国の青年就農給付金事業、地

域農業のあり方を記載した経営再開マスタープランにかかる経費でございますけれども、青

年就農給付金の給付対象者が、昨年度 14 経営体だったものを 18経営体にする予定でござい

ます。予算額が 29,655 千円でございます。 

続きまして、２ページを御覧いただきたいと存じます。県の事業になりますけれども、農

山漁村「地域経営」担い手育成システム確立促進事業の、丸ポツの４つ目、今年度新たに農

林漁業者を対象とした６次産業化推進セミナーを開催することとしてございます。 

続きまして、４ページをお開き願います。上から５段目の南郷新規作物研究事業でござい

まして、丸ポツの３つ目、ワイン用ぶどう苗の購入に対する経費補助を行うこととしており

まして、事業名「ワイン産業創出支援事業」でございます。補助率２分の１以内で、苗の本

数にして 1,000 本分の事業費を用意してございます。 

続きまして５ページ、一番下の段の生産振興に関する調査事業でございまして、今年度新

たにいちごのところの丸ポツの４つ目、夏秋栽培（高設栽培）を行うことにしてございまし

て、培地比較調査を行う予定でございます。 

あとの事業につきましては、概ね内容が昨年度と同じものでございますので、資料の説明

につきましては省略させていただきます。資料１、資料２の説明につきましては以上でござ
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います。 

●会長 

 はい、ありがとうございました。ただ今事務局から説明がありました第 10 次八戸市農業

計画に関連する平成 27 年度事業報告及び平成 28 年度事業について、御質問あるいは御意見

などあり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、お願いいたします。 

●委員 

６ページの青年就農給付金です。14経営体に 1,200 万円少しですけれども、これは継続に

なっているのですか。それとも 27年度で 14経営体ということなのでしょうか。 

●会長 

では事務局から説明をお願いいたします。 

●事務局 

最大で５年間の給付をできるというルールでございまして、継続のままでございます。以

上でございます。 

●委員 

そうすると 27年度には何経営体くらいが新たに参加したことになりますか。 

●会長 

ではお願いいたします。 

●事務局 

27 年度で新たに夫婦３組と１経営体と、農業自体はそれより以前に始めていたのですけれ

ども、給付金の給付自体が始まった方が１名です。合計の経営体数でいうと５経営体という

ことになります。以上になります。 

●会長 

よろしいでしょうか。 

●委員  

はい。 

●会長 

どうぞ。 

●委員 

その内訳といいますか、１経営体あたりの交付金というものはどのくらいですか。150 万

円なのでしょうか。 

●事務局 

半期ごとに交付してございまして、半年で 75 万円、１年で 150 万円。夫婦になりますと

かける 1.5 倍の 225万円ということになります。以上でございます。 

●会長 

よろしいでしょうか。 

●委員 

はい。 
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●会長 

ほかにはいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

●委員 

28 年度の事業計画の中に６次産業化推進セミナーが開催予定になっておりますが、今現在

どのような中身でのセミナーになるのか、もし分かったらお知らせいただきたいと思います。

知りえる範囲で結構です。 

●会長 

では事務局からお願いします。 

●事務局 

誠に申し訳ないのですけれども、まだ中身については検討中でございます。これから講師

等について検討します。 

●会長 

ほかにいかがでしょうか。 

●委員 

はい。 

●会長 

どうぞ。 

●委員 

10 ページの果樹経営支援対策事業の一番下なんですけれども、りんごの改植に対する補助

ということで１名あって、１反歩。補助金額がわい化だと思うんですけれども、32万円。こ

の未収益期間支援 20万円はどういう事業なのでしょうか。 

●会長 

ではお願いいたします。 

●事務局 

これは植え付けして４年間の間、収量が上がらないだろうということで未収益期間という

ものを設けております。５万円を４年間ということで、20 万円を交付するものでございます。

以上です。 

●会長 

よろしいでしょうか。 

●委員 

はい。 

●会長 

10 アールあたり５万円で４年間の支給ということになるわけですか。 

●事務局 

そうですね。 

●委員 

これは国の事業なのですか。 
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●事務局  

そうですね。 

●委員 

28 年度で出てきているワイン用ぶどうに対する補助。今南郷でやっているのですけれども、

対象者から聞くと大変だったようです。収入がない期間が５年から数年あるもので、いろん

な防除なり、雑草なり、誘引なり、手間がかかるということで。できればこの収入の上がら

ない期間の補助というものも何かで補填ということはできないのでしょうか。 

●会長 

はい、お願いします。 

●事務局 

今のところ検討はしていないのですけれども、26年度に植えたぶどうにつきましては今年

度から収穫を始める予定でございます。収穫がない期間は２年程度なので、農業者の方々に

は御容赦いただきたいなと考えてございます。以上でございます。 

●会長 

ほかにいかがでしょうか。 

●委員 

はい。 

●会長 

どうぞお願いします。 

●委員 

私は自然農法をやって６年目なのですけれども、自分でつくるようになってから自分のも

のを食べなければいけないということで、どんどん食べるようになって、ここ３年くらい病

院に行くことがなくなりました。今どんどん癌が増えているのですけれども、普通の生活を

すると癌になるのは当たり前だということが今我々の考える考え方なのです。この自然農法

を、食べ方とか、料理の仕方とか、何でこれは体に良いのかとか、講師を呼んで勉強会を開

いてもらえればと思います。そうすると市民の人たちが病院に行く医療費がかからなくなっ

て、健康になって、市がもっと活性化できるような感じが私はするのです。お年寄りのため

にもそういう支援をしてもらえればと思っています。 

●会長 

どうぞ。 

●事務局  

自然農法に限らずいろんな農法があると思いますけれども、農作物、野菜を食べる、体に

良い、健康につながるというセミナー、フォーラムのようなものの開催について検討したい

と思います。以上でございます。 

●委員 

私も今までいろいろ食べてきたのですけれども、やはり自然農法は少し違うと思っていま

す。その米でもちをつくってみたら、４日経っても、５日経っても硬くならないのです。今

までのものは硬くなるのだけれども、肥料を使わないで米をつくると硬くならないのです。
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漬物もそうですね。３月になるとすっぱくて食べられないものが、５月になっても食べられ

るのです。だから加工品にしてみるとよく違いが出てくるのです。漬物と味噌汁を食べて元

気になるということは、自然農法のやり方でつくったものを食べればそのようになる感じは

します。１つ自然農法にも興味を持っていただければありがたいです。 

●会長 

何かの形で、支援するという形よりも、紹介するとか、そのような機会を設けて、いろい

ろ議論してもらうとか、そういうことも含めて是非考えてほしいということだというふうに

理解しますけどね。知らない人から見ると全く分からないことなんですけれども、１度やっ

てみないと分からないというところもやはりあったりします。そのようなことが紹介できる

とか、いろんな機会に１つのブースみたいな形で紹介するとか、そのような取り組みも含め

て、幅広くやっていただくようなことを考えてほしいということだろうと理解しています。

最初から自然農法ということだけで銘打って、いろんな企画を考えるとなると、なかなか大

変かもしれませんけれども、健康フォーラムなど何かあるときに、１つの分野として設定し

ていろんな企画をやるとか、情報提供をしてもらうとかということは当然考えてもいいので

はないかと思います。是非事務局で検討していただければと思います。 

●委員 

１つ付け加えたいのですけれども、そういうものを食べれば日本酒を飲んでも悪酔いしな

くなる。日本酒が今売れないのは、味噌もちゃんとしたものを食べていないからだと私は言

っている。味噌とか自分でつくったものを飲むようになって、野菜を食べれば悪酔いしなく

なる。日本酒が売れない原因はそれですね。 

●委員 

発信の熱き思いがあるので、自然農法の普及啓蒙くらいは入れてよいのではないでしょう

か。それだけの効果を実証されているわけですから、逆に講師の先生は決まっているわけで

す。そういう意味で自然農法の啓蒙普及くらいにしておいて、１個入れておくことも１つで

はないですか。そんなに良いということを絶対知らないでしょうから。無農薬で野菜をとる

という技術はすこぶる大変だと思います。それをやっておられますので、逆に先生にしても

らわなければならない。私も勉強に行きます。 

●委員 

地域おこし協力隊とあるのですけれども、これはどんな仕事をしているのですか。ちなみ

にこれは私でもなれるのかなと思ったので、どんな仕事をしているのかをお聞きしたかった。 

●事務局 

地域おこし協力隊でございますが、これは総務省の制度を利用しています。首都圏などに

住んでいる方が地域に来て地域おこしをする場合に、特別交付税措置をしますという制度で

ございます。八戸の方は残念ながら地域おこし協力隊になれないです。仕事の内容とすると、

具体的に言うと南郷グリーンプラザに行って、道の駅のイベントの手伝いをしたり、農家の

ところに行って野菜の管理であったり、野菜の収穫、りんごの管理、りんごの収穫等をお手

伝いしたり、地域おこしに関するものと、八戸のワイン産業の創出のためということで、今

はぶどうの調査などを行ってございます。３年間の任期がございます。以上でございます。 
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●委員 

ありがとうございます。 

●会長 

ほかにいかがでしょうか。どうぞお願いいたします。 

●委員 

２ページなんですけれども、各地域の振興農産物の中で、中沢地区にはさくらんぼが大分

あると思うのです。行けば観光さくらんぼ園とか、それが振興農産物に入らないのかなと思

っています。あと、中沢地区にもりんご園が大分あるのではないかと思っているのです。島

守だけではなく。その辺はどうでしょうかと思います。 

●会長 

事務局からお願いします。 

●事務局 

この２ページの各地区の振興農産物でございますけれども、これは地域の農業委員の方と

ＪＡの生産部会の役員の方、生産団体の役員、あとは地域農業者の方からご意見をいただい

て、上がったものについて地域の同意を得て記載してございます。さくらんぼ、りんごにつ

いてはこの地域の方から上がっていないので入っていません。 

●委員 

あれくらい観光農園があってもですか。 

●事務局 

はい。以上でございます。 

●委員 

はい、分かりました。 

●会長 

ここに記載されている理由はそういうことである。 

●事務局 

はい。 

●会長 

これ以降、また追加するときには、新しく計画を考えていただければ良いということにな

りますかね。せっかくですから今の話から、例えば中沢地区とか島守地区でも、もう少し増

やしたいということであれば可能であるということですよね。 

●事務局 

はい。 

●会長 

ほかにいかがでしょうか。この件につきましてほかに御意見、御質問なければ次の案件に

入らせていただいてよろしいでしょうか。 

 では続きまして第 11 次八戸市農業計画の骨子案につきまして、説明を事務局からお願い

したいと思います。 
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●事務局 

 引き続きまして、資料３の第 11 次八戸市農業計画の骨子案につきまして、私の方から説

明を差し上げたいと思います。また失礼ながら着座して説明を申し上げます。 

まずは１ページの策定の趣旨を御覧いただきたいと思います。１ 策定の趣旨ですが、八

戸市では、昭和 46 年に策定してございます、「八戸市農業発展の基本方向」に基づき、10

次にわたり農業計画を策定し、農業の生産性の向上と農業所得の増大を目的に、市の特性を

生かした都市近郊型農業の確立に向けて、諸施策を講じて参りましたが、平成 23 年に第 10

次八戸市農業計画を策定しておりますが、この時に比べ、農業を取り巻く情勢は、担い手の

高齢化、経営耕地面積の減少、さらには、農業生産の減退等の構造的な脆弱化に加え、食の

安全・安心に関する関心の高まり、食に関するニーズの多様化、加えて、グローバル化の進

展等大きく変化してございます。また、「米に関する政策の変更」、「農地の集積を促進するた

めの農地中間管理機構の創設」及び「経営の新たなセーフティネットとしての収入保険制度

の検討」等国の農政の転換も進められてございます。そこで、このような状況を踏まえ、新

たなトレンドに対応し、自らの発想と戦略による特色ある農業施策を推進し、より筋肉質な

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するものでございます。 

その下の計画の位置づけですが、「八戸市農業計画」は、農林業センサスの公表にあわせ、

概ね５年毎に策定してございます。国の「食料・農業・農村基本計画」及び県の「攻めの農

林水産業推進基本方針」等の農業に関する国・県の諸計画の趣旨に留意し、「第６次八戸市総

合計画」を踏まえながら策定することにしてございます。また、毎年度、「八戸市農業計画」

に基づき、「農業生産推進計画」を策定し、各年度の農業情勢に配慮しながら、生産関連施策

の推進を図ることとしてございます。 

続きまして、２ページを御覧いただきたいと存じます。３ 計画期間ですが、平成 29 年

４月～34 年３月の５年間としてございます。また、参考までにこれまでの策定の経過を記載

してございます。前段ですね、第１次農業計画から第５次までは概ね３年間の計画で、第６

次からは概ね５年間の計画でございます。 

４の現状として、農林業センサスに基づく、農家数の推移等を記載してございます。(１)

農家数の推移でございまして、平成 17 年と比べて、10 年間の推移ですね、農家数 817 戸、

23%の減少でございます。うち販売農家数は 779 戸、35%の減少、自給的農家数は 38 戸、

３%の減少となってございます。 

３ページを御覧いただきいと存じます。（２）の農業就業人口の推移ですが、農業就業人口

は平成 17 年比で 1,648 人、39％の減少でございまして、うち男性は 542 人、30%の減少、

女性は 1,106 人、46%の減少となってございます。（３）経営耕地面積の推移でございます。

経営耕地面積は平成 17 年比 306ha、11%の減少、うち田が 269ha、20%の減少、畑は１ha、

0.1％の減少、樹園地は 36ha、16%の減少となってございます。（４）の農業生産のところで

ございます。八戸市では、水稲をはじめ、ながいも、ねぎ、ピーマン、にんにく等の露地野

菜、いちご、ミニトマト等の施設野菜、りんご、ブルーベリー等の果物、キク、トルコギキ

ョウ等の花き、そば等の畑作物、葉たばこ等の特用作物、鶏卵等の畜産物等、地域特性を生

かした多様な生産が展開されてございます。このことによって市民に新鮮かつ良質で多彩な
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食料を安定的に供給するとともに、高速交通体系の整備により首都圏を中心とした広域流通

も展開されてございます。 

４ページにわたりますが、農業生産という本来の役割の他に、市民に潤いと安らぎをもた

らす場としての緑と良好な景観、水源のかん養、自然環境の保全、防災空間としても重要な

役割を果たしてございます。 

参考までに、農業経営組織別経営体数と農産物販売金額規模別経営体数、そして、５ペー

ジに農業産出額の推移を記載しております。 

まず、農業経営組織別経営体数ですが、稲作の単一経営が 46％を占めるというものでござ

います。その下、農産物販売金額規模別経営体数でございまして、販売金額 50 万円以下が

全体の 46％、50万円超 500万円以下が全体の 41％で合計で 87％という結果でございます。 

５ページの農業産出額の推移でございます。概ね 140 億円台から 150億円台の間を推移し

ているのですが、中身をみると、耕種の小計のところを御覧いただきたいと存じますけれど

も、これは米とか野菜、果実の合計でございまして、こちらの方については減少傾向でござ

います。その下、畜産につきましては増加傾向にございます。 

続きまして、５の第 11 次八戸市農業計画の施策の基本方向案として、１魅力ある多様な

農業経営体の育成、２地域特性を生かした八戸農業の推進、３発信型農業の促進、４他産業

との連携による新たな価値の創出、５持続的な農業生産環境の整備、６八戸飼料穀物コンビ

ナートや冷涼な気候を生かした畜産業の振興、６ページをお開きいただきまして、７森林環

境の整備、８地域資源の活用による可能性の追求としてございます。現計画の第 10 次八戸

市農業計画と比較いたしますと、５ページの他産業との連携による新たな価値の創出を新た

に記載したものでございます。これは、生産地であり、消費地でもある八戸の特徴を生かし

た施策の展開のために設けてございます。 

６の 11 地区別の振興農産物でございますけれども、来月、11 地区ごとに、農業委員の皆

様、JA 八戸の生産部会役員、生産団体の役員の皆様、地域の農業者の皆様から意見をいた

だく場を設け、検討したいと考えるものでございますけれども、案といたしまして、第 10

次八戸市農業計画と同様の振興農作物をここには記載しているものでございます。 

７ページを御覧いただきたいと存じます。地域資源とありますが、計画を御審議いただく

上で八戸の特徴として考慮していただきたい地理的、社会的、経済的資源をここには記載し

てございます。（１）地理的資源として、夏期は比較的冷涼、冬期は積雪量が少なく、日照時

間も長く、そして、市川等の臨海部、南郷地区等の内陸部の地域毎に異なる気候条件を有し、

さらには、東北新幹線、東北縦貫自動車道、八戸港等の交通ネットワークを有していること

が地理的資源ではないかということを記載してございます。（２）の社会的資源でございまし

て、青森県内を３分する経済圏の１つの中核であるとともに、北奥羽地域の拠点として位置

付けされていること、市域の約 23 万人の消費人口を有していること、市場流通を基本とし

ながらも、朝市、直売施設等の多様な販売機会が定着していること、八戸学院大学、八戸工

業大学及び八戸工業高等専門学校等の高等教育機関が立地していることとしてございます。

（３）経済的資源は日本有数の水揚げ量を背景とした水産加工業等食産業の集積、東北グレ

ーンターミナル株式会社の進出を契機に、配合飼料メーカーが進出し形成された八戸飼料穀
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物コンビナート、新産業都市の指定を契機に発展を遂げた基礎素材型産業等の集積、国際コ

ンテナ定期航路及び内航フィーダー航路の開設、８ページを御覧いただきまして、青森県南

及び岩手県北の広域商圏を有する小売業、飲食業等の集積、八戸せんべい汁等の郷土食等の

観光資源を生かした観光産業の振興としてございます。 

最後になりますけれども、８として特に重点的に対応方策を検討していただきたい事項案

として、さらなるグローバル化への対応、担い手の減少に伴う労働力不足への対応、法人を

含む多様な経営体の育成、他産業からの新規参入の促進、販売を起点とした生産の促進、安

全・安心等の消費者ニーズに適った生産の促進、他産業との連携の促進、６次産業化の促進、

市内小売店及び飲食店における域内消費の拡大、八戸飼料穀物コンビナート立地の優位性を

生かした畜産業の振興としてございます。 

資料の説明につきましては以上でございます。 

●会長 

はい、ありがとうございました。ただ今、事務局から、これから審議していただく第 11

次八戸市農業計画の骨子案ということで説明していただきました。 

八戸市の農業の現状を踏まえて基本方向案、それから地域資源を踏まえて、最近の農業へ

の情勢も踏まえて、重点的に対応しなければならない内容について、ただ今提案がありまし

た。これらにつきまして最初は御質問、特にどこからということではなくて、全体的なとこ

ろどこでも構いませんので、御質問あるいは御意見いただければと思いますが、いかがでし

ょうか。 

もう少し説明してもらおうかなという意味で言えば、10 次と 11 次はどこかが違うのかと

いう意味で、特に重点を置きたいと考えているところはどこなのでしょうかという質問だと

しますと、その辺についてはどのように事務局は考えておられますか。 

●事務局 

５ページのところに第 11 次八戸市農業計画の施策の基本方向案とございまして、10 次計

画と変更した点が４番の他産業との連携による新たな価値の創出でございます。これについ

ては八戸市の特徴として生産地でもあり、消費地でもあるという特徴がございますので、こ

こについて御審議をいただいて、我々で新たな施策を展開していけないかと考えるものでご

ざいます。 

あと、国の詳しい統計の公表が８月以降でございますけれども、大まかな概要が公表され

ている、今センサスの数字が公表されているのが、２ページからの農家数の推移等でござい

まして、10年前に比べて農業就業人口が大幅に減ってございますので、この辺りに対応した

計画にしていく必要があるのかと考えてございます。 

御覧になってお気付きのこととは存じますけれども、農家数と就業人口が減った割には土

地が減っていないという統計結果も出てございます。集積、集約については進みつつあるの

かなとは認識してございますけれども、地域によっては耕作放棄地というものが増えたりも

していますので、その辺の施策をどう進めていくかということについて第 11 次計画では詰

める必要があると考えてございます。以上でございます。 
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●会長 

はい、今の説明も含めて、皆さんのほうから御意見なり、御質問なりをお願いしたいと思

います。 

●委員 

はい。 

●会長 

どうぞお願いいたします。 

●委員 

この１ページの中段の中に米に関する政策の変更云々と書いてあるのですが、こういった

ことはどのように骨子の中に反映されてくるのですか。前段は農家の弱体がどんどん進んで、

高齢化も含めて耕作放棄地になっている。加えて農地の価値観も全く変わってきている昨今

でありますので、この米の変更、まさに生産調整が 30 年度に撤廃されたあと、どのように

米農家が対応を肌で感じられるか全く見えないのです。例えば今お話いただいてもできない

ですよね。後段に行けば国の農政の転換がどうのこうのと非難的な話になってしまう感じが

します。ですから、せっかくこの第 11 次の骨子が検討されても、肝心要のところが見えて

こないままに骨子案を策定しなければならないという現状になるのですよね。 

●事務局 

はい。 

●委員 

これ以上お話してもどうにもならないでしょうから。 

●会長 

国の施策が大きく変わるのだけれども、見通しがまだはっきりしていない中での政策、計

画づくりはどのようになるのでしょうか。この辺の関係はなかなか難しい問題ではあるわけ

です。その辺はどのように市で考えておられるか。これについてはどうですか。 

●事務局 

国の政策云々というよりも、まずはこのあと６月に市内 11 地区を回って農業者の方々か

らまずご意見をいただいて、その意見を踏まえてまず市でできることについてはしていきた

いと考えてございます。それを踏まえて国なり、県なりに要望できるものはしていきたいと

思います。今の段階でお話しできるのはこのくらいだと思います。以上です。 

●委員 

毎年８万トンのトレンドで主食用米の需要については減少しているという現実があるわけ

です。ですから皆さんに平成 26 年度の価格低迷を受けて、平成 27 年産米については主食用

米から戦略作物への転換を図っていただいて、どうにかその価格を維持できたということな

のかと思っております。ですから平成 30 年以降もこの施策、これと同じようなことをやれ

ば、いわゆる価格の維持につながってくるのではないかと考えられますので、そのような方

向になっていただければと思っています。 

●会長 

ありがとうございます。そういう見通しというものを少し持って考えていただくというこ
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とは重要だという御指摘だと思います。ほかにいかがでしょうか。 

●委員 

はい。 

●会長 

どうぞお願いします。 

●委員 

今の骨子案の資料の説明の中に、林業というか森林関係は全然出てきていないのですがこ

れは別に何かあるのですか。それとも骨子だから、説明を省いているところなのでしょうか。 

●会長 

はい、お願いします。 

●事務局 

説明の割合は少なかったかもしれませんが、６ページ目の一番上に１行だけ、森林環境の

整備という項目で基本方向案を設けてございまして、統計その他について今回は特段載せて

おりません。 

●委員 

載っていますね。 

●事務局 

少なくて恐縮ですが、１行載ってございます。 

●委員 

確認だけれども、今の林業、木の伐採は全部の山を見ると進んでいるのですけれども、需

要というのは増えているのですか。 

●委員 

今は増えています。バイオマス関係が入ったし、六戸にもＬＶＬ工場が建っていますし、

太陽光建設のための伐採などもあります。私も一応県に行って、計画的な伐採というものは

大丈夫なのかと質問したのです。一応大丈夫にはなっているのですけれども、元の数字が信

頼できるかどうかといえばあんまり。 

●委員 

すごい勢いで山が伐採されているような気がするのです。 

●委員 

きちんとした森林法というか、そういう整備がきちんとなされていない段階で、大丈夫と

いう言い方も本当は･･･。だから本当はきちんとした調査をしてから、どこまで切っても良い

などの計画をつくられなければいけないのではないかということは言っています。それがう

まくできないみたいですね。 

●委員 

役所にその実態というものは入っているのでしょうか。それとも伐採の場合、許可などあ

るのでしょうか。 

●事務局 

一応伐採届というものを出してもらうことになっています。１ヘクタールを超えると林地
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開発許可になるので、それについては県に申請をして、許可が出てからということになると

思います。一応伐採届については普通に切って、更新の場合も出すということです。ただた

まに守らない方もいらっしゃるのですけれども、分かり次第追って出してもらうなりの対応

はしてもらっています。 

●会長 

ほかにいかがでしょうか。 

●委員 

ＴＰＰが、第 11 次のときには実質的な影響が出てくる時期ですよね。今のところ地域の

農業にどういう形で影響が出るかわからない段階なんですが、状況としては、やはりここに

入れていく必要がある。言葉だけでいいから、入れておいたほうがよろしいのではないです

か。グローバル化だけでは少し意味が違ってきますので、どこかに入れたらよろしいのでは

ないかと思うのです。 

●会長 

今の御意見についてはいかがですか。 

●事務局 

事務局として入れようかどうか迷ったのですけれども、まだ承認されてございませんので、

承認もされていないのに入れるということもいかがなものかということで、とりあえず今の

段階ではあえてＴＰＰという言葉をプラスしてございませんけれども、本計画になったとき

には入れるかどうかということは農業者の方々の意見も踏まえて検討していきたいと考えて

おります。以上でございます。 

●会長 

よろしいですか、それで。 

●委員 

はい。これも情勢ですから、農業者がどう考えようとやはり客観的な事実として入れてお

かないと。これは 11 次の期間の設定を考えた場合に、入れておかないとだめだと思うので

す。配慮も必要ですけれども、もう１つ客観的な事実は事実として入れたほうがいいと思い

ます。これは意見だけですけれども。 

●事務局 

事実は事実としてその段階の事実は記載したいと思いますけれども、そうなった後のこと

についてはまた内部で検討させてください。 

●会長 

先ほど手が上がりました。どうぞ。 

●委員 

農業委員会のほうの関係で少しお聞きしたいのですけれども、私もこの前経験したのです

けれども、土地の売買で規制が厳しくて、りんご園などに小屋を建てても許可にならないと

いう状態なのです。現在は市内でどういう調査などをやっているものですか。それともまだ

全然手を付けていない状態なのですか。うちのほうでは大分動きもあって、住宅の周りには

土地がないもので、りんご園などのほうに小屋を建てて農機具を保管しているのだけれども、
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それももうだめということで大分うちのほうでも苦労しているのです。今そういう状況でい

るので、これからの役所の対応はどのようになっていくのかを聞きたいと思っています。 

●会長 

はい、ではどうぞ。 

●事務局 

はい、農業委員会事務局です。土地を売買するときには、貸し借りでも同じなのですけれ

ども、農地を買うほうもしくは借りるほうの人は、どうしても全ての農地を適正に使ってい

るという国の基準がございまして、今おっしゃったように農地に小屋を建ててるというのは

違反転用ということになってしまうのです。許可をとっていれば良いのですけれども。 

●委員 

許可をとるためには宅地化しなければならないということでしょう。 

●事務局 

はい。 

●委員 

それがすごくこう。 

●事務局 

ただ農業用施設であればかなり取りやすいはずです。通常の理由とは違いますので。 

●委員 

分筆登記しなければならないなどということが出てくれば、測量には何十万円とかかる。

小屋を建てるにも何十万円とかかる。 

●事務局 

大変申し訳ないのですけれども、分筆をして法律的にきちんとするには、きちんと測って

もらう。面積を測って、分筆をして。これはルールということでどうにもできない。 

●委員 

その辺で大分苦労しているみたいです。そういう売買のときだけでやって、今建てている

ものに取り締まりなどはまだやっていないわけですよね。 

●事務局 

正直言うとしなければならないのですけれども、そういった申し出があったときにはそれ

を是正しないでそのまま移行することはできませんので、是正するように指導をしていると

いう状況です。 

●委員 

わかりました。現在あるものにはまだ手を付けていないという状況で、そこまではいって

いないということですね。 

●事務局 

パトロールはしながらやっていきたいと思っています。 

●委員 

はい、わかりました。どうもありがとうございます。 
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●会長 

ほかにいかがでしょうか。 

 事務局にお願いですけれども、８ページに重点的に対応方策を検討する事項ということで

さらなるグローバル化への対応から始まりまして、最後の八戸飼料穀物コンビナートの件ま

でここに示されています。それぞれ検討しなければならない問題だと思うのですが、この中

の具体的なものは一体何なのだろうかと。例えばグローバル化への対応といった場合に何を

検討しようとしているのか、それから担い手の減少に伴う労働力不足への対応といったらど

んなことが考えられて、どのようなことが具体的に問題になってくるのか。法人を含む多様

な経営体の育成といった場合には何が論点になるのかというように、この事項をもう少し細

分化して、議論すべき内容を示していただけると、それぞれ各委員もいろんな意見が出しや

すいのではないだろうかと考えるところなのです。 

例えば担い手の減少に伴う労働力不足への対応ということで申し上げますと、今青森県内

では外国人労働者を受け入れていく。研修生として農協が窓口になって、そういう仕組みを

つくりつつあります。例えばそれをここで具体的な問題として出そうとするのか、全く違う

問題をここで出そうとするのかなど。これらの項目は全くその通りですけれども、さらにも

う１つ細分化した問題を示していただいて、それらについていろいろ意見をいただくという

ようにはできないだろうかということを考えたのです。これではまだ話題としては大きすぎ

るのではないか。その辺について事務局がそういうことをやれるのか、やれないのかも含め

て御意見いただければ、委員の立場で言えばいろんな意見は出しやすい。事務局の立場では

あまり手の内を出すと、いろいろ意見がいっぱい出て来るからまずいと考えるところもある

かもしれませんが、その辺についてはどのように考えておられるか、いかがでしょう。 

●事務局 

これにつきましては諮問までの間にもう少し細分化して、お示して御意見をいただきたい

と考えてございます。以上でございます。 

●会長 

それはいつの時点で出されることになりますか。 

●事務局 

諮問までですから、３回目までにお示ししたいと思います。 

●会長 

そのときにいろいろ御意見をいただくということですか。 

●事務局 

はい。 

●会長 

なるほど、わかりました。そういう内容を示していただくということになります。 

ほかにはいかがでしょうか。もう少し具体的なことが出てこないとなかなか意見も言いに

くいということもあると思います。先ほど御意見があったように、ＴＰＰが国会でどのよう

に動くのかという辺りもにらみながら、いろいろ話題がもっと具体的な問題になってこない

と議論しにくいということもあるのかもしれませんので、一応この骨子案については大筋了
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解していただくということで、もう少し具体的な問題については次回以降議論させていただ

くということにしたいと思います。 

それでは次ですが、この八戸市総合農政審議会の開催日程について、次に事務局から説明

していただきたいと思います。 

●事務局 

それでは、資料４につきましても、私の方から着座の上、御説明させていただきます。 

平成 28 年度の八戸市総合農政審議会の開催日程でございます。本日第１回目５月 13 日に

開催してございまして、第２回目を平成 28 年８月 30日、八戸市庁で開催する予定でござい

まして、審議事項としては、第 11 次八戸市農業計画に関する地区計画案、農業経営基盤の

強化の促進に関する基本構想についてを予定してございます。第３回目は、平成 28年 11 月

14 日に同じく八戸市庁で開催予定でございまして、審議事項は第 11 次八戸市農業計画案の

諮問を予定しております。また、パブリックコメントにつきましても平成 28年 12月～平成

29 年１月に実施予定でございます。そして、第４回目は、平成 29 年２月下旬、これも同じ

く八戸市庁で開催予定でございまして、第 11 次八戸市農業計画案の答申をいただきたいと

考えております。委員の皆様につきましては、日程調整をお願いしたいと存じます。 

また、第 11 次八戸市農業計画策定のために、八戸市農業委員会委員の皆様、八戸農業協

同組合内生産部会役員、生産団体役員の皆様等を対象に６月下旬から地区別協議会を市川、

下長、上長、館等の市内 11 地区で開催し、意見をいただいて参りたいと考えているところ

でございます。 

加えて、計画策定のための八戸市庁内ワーキングチーム検討会議を２回程度開催する意向

でございます。資料４の説明につきましては以上でございます。 

●会長 

はい、ありがとうございました。ただ今平成 28 年度の八戸市総合農政審議会の開催日程

について説明がありました。11 月 14 日までの具体的な日程が入っておりますので、ただ今

事務局から説明がありましたように、これらの日程で御対応をお願いしたいということだと

思います。この開催日程ということだけではなくて、そのあとの地区別のいろんな協議会の

開催も含めて、委員から御意見なり、御質問あればお願いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

ちなみに８月 30 日と 11 月 14 日は、もう既に予定が入っていてだめだという方はどのく

らいいらっしゃいますか。今のところここにいる全員が参加可能ということでよろしいです

か。地区別の協議会のときに、先ほど出た地区ごとの振興策の問題とか、いろいろ議論が出

ることになると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

そうしましたら、この開催日程については一応こういうスケジュールだということを確認

させていただきます。 

それでは、全体を通して何か御意見などございましたら出していただきたいと思います。

質問でも結構です。特にないようでしたら、以上をもちまして審議会は終了させていただき

ます。今後とも御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。 


