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平成 28年度第２回八戸市総合農政審議会議事録 

 

 
日 時  平成 28年 10月 24日（月）15:00～16:10 

場 所  八戸市庁本館３階 第３委員会室 

出席委員  13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、外城勉委員、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、山内正孝委員 

関係機関  農林水産省東北農政局青森県拠点地方参事官室 齋藤主任農政推進官 

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、 

佐々木中央卸売市場長 

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。 

本日は委員全員が出席の予定でございましたが、委員より少々遅れる旨の連絡がございま

したので、お知らせいたします。なお、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 

 どうも皆さんこんにちは。一言御挨拶申し上げたいと思います。御承知のようにＴＰＰの

審議が始まりまして、農家の方の不安や不満が非常にまだまだ強いという中で、どんな議論

がされていくのか皆さんも注目されているところだと思います。本当にＴＰＰに対応した対

策がきちんとやれるのかどうか、あるいは影響はどの程度なのかというところにつきまして、

まだまだ十分な議論はされているとは言い難いかなと見ているところです。ＴＰＰでの影響

ということもありますけれども、今の農業なり、あるいは農村の状況を見ると、何らかの手

を打たないと大変なことになるということも皆さん御承知のとおりだと思っております。 

 最近私は東南アジアによく行く機会がありまして、東南アジアの農村を歩くんですが、日

本では普通の企業と思われている会社、普通の企業というと変ですが、農業とは関係ないよ

うな企業だと思われている企業が東南アジアにおいてはかなり幅広く農業に参入しておりま

す。いくつかの例を申し上げますと、例えば小田急電鉄。これは鉄道会社ですが、大規模な

ハウス栽培をタイでやっております。それから日本航空の子会社ＪＡＬＵＸという会社があ
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るのですが、この会社が投資しておりまして、日本向けのアスパラガスの７割を生産、販売、

輸出している会社をタイで展開しております。それからマレーシアでは空調会社の大手、大

気社という会社がございます。空調ですから空気、環境関係の会社です。これがマレーシア、

タイで展開しているということです。それから半導体大手の会社もマレーシアとタイで農業

をやっている。 

 日本の農家なり、農業なり、農村というものは人手不足とか、高齢化などいろいろな問題

を抱えている中で、一方で日本の企業自体は外国で農業をやって、日本に向けて輸出してい

る。あるいはそれぞれの国の中で生産し、販売しているという動きになっております。こう

した動きは結果的になぜ起きているかと言いますと、早晩日本向けに輸出するのではなくて、

おそらく日本で農業生産を行う準備として位置付けているのではないだろうかと思われます。

何といっても最高級の野菜を最高値で買ってくれる国は、中国とかシンガポールだと思われ

ておりますが、最高級の野菜なり農産物を高い価格で買えるのは日本だけなのです。そうい

う意味で日本の企業が外国でいろいろな訓練をしながら、最終的に日本で農業をやりたいと

いう動きにつながってくるだろうと。これは皆さんも承知しているところかもしれませんが、

一方ではそういう動きもあるという中で、これからの農業、それから農業団体のいろんな取

り組み、単純にこれから大変だというのではなく、そういう動きの中でどういう方向を見つ

けていくのか。企業に農業をやらせたらいいのではないかという風にいく可能性もあります。

やれないのであれば企業がもっと参入しやすいようにしたらいいのではないかという議論も

強まっております。そういうところも含めて、やはり農業のあり方というものを議論してい

かなければならないと考えているところです。 

 今日の審議会は八戸市の各地区のこれからの将来をどうするかということで、いろいろこ

れから事務局から説明があると思いますけれども、やはりもう少し先を見て、今日の議論だ

けではなくて次回の審議会もございますが、是非もう少し広い視点から議論を出していただ

きまして、この審議会の議論を実りあるものにさせていただきたいと考えておりますので、

御協力をよろしくお願いしたいと思います。以上で会長の挨拶とさせていただきます。 

●司会 

 ありがとうございました。それでは、本会議の議長は、規則第２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、最初、第 11 次八戸市農業計画に関する地区計画案についての説明を事

務局からお願いしたいと思います。 

●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と申します。第 11 次八戸市農業計

画に関する地区別計画案につきましては、資料１と資料２を御覧いただきながら、説明いた

しますので、よろしくお願いいたします。失礼ながら着座の上、説明申し上げます。 

まず、資料２の第 11 次八戸市農業計画の作成に係る地区別協議会における意見の１ペー

ジをお開き願います。第 11 次八戸市農業計画の作成に係る協議会の経過ですが、６月 21日

の館地区から７月 12 日の島守・中沢地区までの９回にわたり開催してございます。それぞ



 3 / 17 

れ農業者の方から御意見をいただき、その内容をそれぞれの地区計画案に反映させ、農業委

員会、土地改良区、八戸農協専門部の役員の方々、生産団体の長の方から了承をいただいた

ものを本日、地区別計画案としてお持ちしたものでございます。 

 また、資料１の第 11 次八戸市農業計画に関する地区別計画案の１ページをお開きいただ

きまして、（２）農業構造、①農家、（a）農家数の推移のところですが、平成 27年のところ

が空欄になっておりますが、これは、農林業センサスの結果が当初は今年８月に公表される

ということでございましたが、今年 12 月に延期すると県から連絡があり、この部分が全て

空欄になってございます。 

 では、資料２の６ページと資料１の４ページを御覧いただきながら、地区計画案について

御説明を申し上げます。まず市川地区の計画案でございます。地区別協議会開催月日は６月

29 日でございます。市川地区で出た主な意見が、５番のところにございます。市川地区は、

「水田が主力で畑は少ししかない。水田を使って水稲以外の作物として大豆やいちごを作付

けしているが、今後も伸ばしていかなければならない。」「基盤整備はやらなければならない。

基盤整備をすることで水田を借りる人も出てくると思われる。」「今、米や大豆は国の交付金

で成り立っている。交付金の額が大きく下がることはないだろうと思うが、なかなか先が読

めない。」「振興する農産物に小麦を入れても良いのではないか。」「大豆栽培の更なる集団化

の促進については、基盤整備をすれば可能であると思われる。」という御発言を踏まえ、資料

１になりますけれども、振興方向について、「水稲については、国の制度等を利用しながら、

基盤整備を進め、基幹作物として生産を継続するとともに、転作田を有効活用した施設いち

ご、並びに、集団的に生産されている小麦や大豆を中心とする複合経営の確立を促進します。

また、小麦や大豆生産のさらなる集団化を促進するため、農地の流動化を図ります。」として

おります。また、振興する農産物については、水稲、小麦、大豆、いちごとしております。 

 続きまして、下長地区ですが、資料１の８ページ、資料２は前後して恐縮ではございます

けれども、５ページを御覧いただきたいと思います。地区別協議会開催月日は６月 27 日で

ございました。主な意見ですが、「トマトを振興する農産物に加えても良いのではないか。」

「振興する農産物の水稲、ねぎについては異論ない。」「振興方向の「水稲を基幹としながら」

という文面は変えないでいただきたい。」という御発言を踏まえ、振興方向を「都市的土地利

用との調整を長期的かつ計画的に図り、水稲栽培を基幹としながら、施設トマト栽培と露地

ねぎ栽培を促進します。また、都市化の進んでいる集落については、施設栽培による多品目

生産を促進し、市民へ「新鮮」で「安全」な食料の安定供給を図ります。」としております。 

また、振興する農産物については、水稲、トマト、ねぎとしております。 

 続きまして、上長地区ですが、資料１の 12 ページ、資料２の７ページを御覧いただきた

いと存じます。地区別協議会開催月日は６月 30 日でございました。主な意見ですが、「にん

にくの値段が良いため、上長地区内でにんにくの作付けが多くなってきている。今後も増え

ていくのではないか。」「上長地区でピーマンを作付けしているのは４軒ほどであるが、重労

働ではなく、設備費もあまりかからないため、薦めれば伸びる品目であると思われる。」「高

齢化が進んでいる中で、ピーマンは必要な機械がトラクターくらいで、作業も重労働ではな

いため、今後伸びていくと思われる。ピーマンも振興する農産物に加えた方が良い。」「一昨
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年の米価下落により、農家は痛手を負っている。TPP で最も影響を受けるのは米だと思われ

る。」「飼料用を含んでの水稲ということであれば、水稲を振興することに違和感はないが、

主食用としてのみの水稲であれば、違和感がある。」「上長地区で飼料用米の作付けは少ない。」 

「国の施策が、主食用米をある程度減らして単価を持たせつつ、飼料用米を増やしていくと

いう傾向のため、振興方向に主食用と飼料用の二通りやっていくという文言が入っていても、

地区の人たちは違和感がないと思う。」「「基幹」という言葉について、別の言い換えができな

いものか。生産額を見ると、水稲は基幹ではない。」「今後５年の計画であれば「基幹」のま

まにしても良いのではないか。」という御発言を踏まえ、振興方向を「水稲については、基幹

作物として、国の制度を利用しながら主食用及び飼料用の生産を継続するとともに、ごぼう、

ながいも、にんにく等の露地野菜生産を促進します。また、高齢化等に伴う労働体制の変化

に対応し、重量野菜から軽量野菜のピーマンへの移行を促進します。」としております。また、

振興する農産物については、水稲、ごぼう、ながいも、にんにく、ピーマンとしております。 

 続きまして、豊崎地区ですが、資料１の 16 ページ、資料２は戻りまして、３ページを御

覧いただきたいと思います。地区別協議会開催月日は６月 23 日でございました。主な意見

ですが、「ながいもを作付けしている農家は、使用する機械が同じであるため、ごぼうも作付

けしている。」「重量野菜から軽量野菜への移行は今後も促進していきたい。」「国では農地を

集積して、大規模な農業を薦めているが、大規模には出来ないがまだ働けるという高齢者に

対して、働くことで喜びを得られるような仕組みを作ることも地域活性化のために必要。」な

どの御発言を踏まえ、振興方向を「水稲については、国の制度を利用しながら生産を継続す

るとともに、現在、生産団地が形成されているピーマン、ごぼう、ながいも及びにんにくに

ついては、生産技術の向上等により生産量の拡大を図ります。また、就業者の高齢化に伴う

労働体制の変化に対応し、重量野菜からピーマン等への移行を促進することにより、地域の

実情に応じた安定的な営農体制の確立を図ります。」としてございます。また、振興する農産

物については、水稲、ピーマン、ごぼう、ながいも、にんにくとしてございます。 

 続きまして、館地区ですが、資料１の 20 ページ、資料２の２ページを御覧いただきたい

と存じます。地区別協議会開催月日は６月 21日でございました。主な意見ですが、「水稲に

ついては、国が飼料用米に助成金を出し、軌道に乗ってきたという感覚であり、今後も継続

されるのであれば、水稲を基幹作物とすることは可能であると考えている。」「ミニトマトに

ついては、青枯れ病が出ており苦戦している状況で、農協の指導で、今年からスナップエン

ドウをミニトマトの前作として作付けしている。」「りんごも紋羽病の影響で、増やせない状

態である。りんごからももに切り替える人が増えてきた。」「地区内で、ねぎを主として栽培

している人は少なく、他の品目と組み合わせて栽培している人がほとんどである。」「振興す

る農産物に新たなものを入れるのは良いが、第 10 次計画に記載の農産物は削除しないほう

が良い。」「今後、「ミニトマトの更なる施設の整備を促進」することは、設備投資額が高いこ

ともあり、難しい。」という御発言等を踏まえ、振興方向を「水稲については、基幹作物とし

て、国の制度を利用しながら飼料用及び主食用の生産を継続するとともに、現在、生産団地

が形成されている施設ミニトマトについては、青枯れ病対策として抵抗性台木による接ぎ木

栽培の導入を促進し、生産量の拡大を図ります。りんごについては、紋羽病対策として新品
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種への改植を促進するとともに、ももへの改植も促進し、複合的な果樹生産体制の確立を図

ります。また、施設スナップエンドウの促成栽培に取り組むとともに、引き続き露地ねぎ栽

培に取り組むことにより経営の充実を図ります。」としております。また、振興する農産物に

ついては、水稲、ミニトマト、スナップエンドウ、ねぎ、りんご、ももとしております。 

 続きまして、是川地区ですが、資料１の 24 ページ、資料２の４ページを御覧いただきた

いと存じます。地区別協議会開催月日は６月 24 日でございました。主な意見ですが、「今後

もながいも、ねぎ等露地野菜栽培を基幹とするが、担い手不足や労働力不足により、地区内

における作付面積が減っている。」「是川地区内で飯米以外に加工用米を作付けしている人も

いる。振興方向に水稲に関する記述は入れなくても良いのではないか。」という御発言を踏ま

え、振興方向を「ながいも、ねぎ等の露地野菜栽培を基幹としながら、施設の導入による施

設野菜・花き栽培による複合経営を促進します。また、経営規模の拡大を図る農業者につい

ては、八戸平原地区の利用を促し、経営の安定と発展を図ります。」としております。また、

振興する農産物については、水稲、ねぎ、ながいも、トマト、トルコギキョウとしておりま

す。 

 続きまして、大館地区ですが、資料１の 28 ページ、資料２の８ページを御覧いただきた

いと存じます。地区別協議会開催月日は７月５日でございました。主な意見ですが、「大館地

区の農業生産の特色で、「畜産等多様な農業生産が展開されている」と記載があるが、振興農

産物に畜産物は入らないのか。」「基盤整備を進め、主食用米及び加工用米の生産を継続した

い。飼料用米を作付けするには面積が足りない。」「市内全体を見ても、耕地面積の水田の割

合は大きいため、基盤整備を進めて、大規模稲作ができる土台を作ったほうが良い。」「農業

の大規模化が薦められているが、どうしたら大規模化しやすいのかを考えて、いろいろなこ

とを見直さなければならない。」という御発言等を踏まえ、振興方向を「都市的土地利用との

調整を長期的かつ計画的に図り、水稲については、国の制度等を利用しながら、基盤整備を

進め、主食用及び加工用として生産を継続するとともに、現在、定着している花き、乳牛等

の農畜産物については、省力・低コスト生産を促進します。また、水稲に関する集落営農組

織が設立されており、さらなる生産面積の拡大を目指します。」としております。また、振興

する農畜産物については、水稲、花き、乳牛としております。 

 続きまして、南浜・美保野地区ですが、資料１の 32 ページ、資料２の９ページを御覧い

ただきたいと存じます。地区別協議会開催月日は７月８日でございました。主な意見ですが、 

「八戸平原地区では、じゃがいもやにんじんが作付けされている。」「アスパラガスは、南浜･

美保野地区でも採ることができ、需要もあり、値段も安くならない。自分も 300株ほど作付

けしているが、栽培もさほど難しくない。」「八戸平原地区において長ねぎの作付面積が結構

ある。」「町畑地域で、とうもろこしを作付けし、朝市などで販売している人がいる。面積も

結構あるのではないか。」「技術向上のための研修会等、他県に負けない「良いもの」をつく

る努力やシステム等が必要である。」という御発言等を踏まえ、振興方向を「既存の生産品目

については、生産技術の向上に努めるとともに、生産条件の整備を図り、高生産・高収益農

業の確立を促進します。また、アスパラガスの生産について検討し、農業経営の安定に寄与

すると判断された場合は、生産を促進し、経営品目の充実を図ります。農地造成地域につい
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ては、農地の流動化を促進し、経営規模の拡大による生産性の向上により、農業経営の安定

を図ります。」また、振興する農畜産物については、アスパラガス、ごぼう、じゃがいも、ス

イートコーン、にんじん、にんにく、ながいも、ねぎ、花き、養豚、養鶏としております。 

 続きまして、旧市内地区ですが、資料１の 36 ページを御覧いただきたいと存じます。旧

市内につきましては、文書にて農業委員に対して内容確認をいただいておりまして、振興方

向を「都市的土地利用との調整を長期的かつ計画的に図りながら、都市緑化空間や防災空間

としての役割も踏まえ、現在、定着している作物の省力･低コスト生産を促進します。」とし、

振興する農産物を野菜、花きとしております。 

続きまして、島守地区と中沢地区ですが、資料１の 40 ペ－ジに島守、44 ページに中沢、

資料２の 10 ページに地区別協議会における意見がございますので、まずは、資料１の 40 ペ

ージと資料２の 10 ページを御覧いただきたいと存じます。地区別協議会開催月日は７月 12

日でございました。主な意見ですが、「島守地区の振興する農畜産物については、「水稲、り

んご、葉たばこ、肉用牛」のままで良いのではないか。」「そばは補助金が無くなれば成り立

たない。そばは振興農産物に入れなくても良い。」「後継者がいないため、さくらんぼの作付

面積も減っている。」「南郷地区でワイン用ぶどうを栽培しているので、どこかに位置づけて

はどうか。」「ワイン用ぶどうももう少し作付面積を増やせば良いと思う。」「ワイン用ぶどう

についてはまだ加えず、振興する農畜産物は前回のままで良いかと思う。」「南郷でそばは

100ha 程度作付けしているので、そばの作付けを辞めれば、地区の環境は大きく変わると思

われる。」という御発言を踏まえ、島守地区の振興方向を「既存産地の生産条件の整備を図り、

高生産・高収益農業の確立を促進します。また、ブルーベリー等の観光農園により、他地域

の住民との交流を推進し、地域振興を図ります。加えて、そばの生産については、市の制度

を利用しながら継続し、地域農地の保全を促すとともに、平成 26 年度から開始したワイン

用ぶどうの生産については、生産技術の向上に努め、生産量の確保を図りますとし、 

振興する農畜産物を水稲、りんご、葉たばこ、肉用牛としております。」 

 続きまして、最後になりますけれども、中沢地区ですが、資料１の 44 ページを御覧いた

だきまして、振興方向を「既存産地の生産条件の整備を図り、高生産・高収益農業の確立を

促進します。また、ブルーベリー等の観光農園やグリーン・ツーリズムにより、他地域の住

民との交流を推進し、地域振興を図ります。加えて、そばの生産については、市の制度を利

用しながら継続し、地域農地の保全を促すとともに、平成 26 年度から開始したワイン用ぶ

どうの生産については、生産技術の向上に努め、生産量の確保を図ります。」とし、振興する

農産物については、ながいも、葉たばこ、ブルーベリーとしてございます。 

 以上で、第 11 次八戸市農業計画に関する地区計画案について説明を終わります。 

●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 11 次八戸市農業

計画に関する地区計画案について、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 

全般的に見まして重量野菜を作るところがほとんどなくなってきた。これはやはり何らか
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の形で解決していかないとどこも作るところがなくなってしまう。例えば白菜だとか、大根

とか、消費者のニーズがかなりあるものがなかなか作ることができないということが１つ気

になりました。 

それから上長でピーマン、これは隣の豊崎が盛んで、雨よけピーマンで相当収益も上げて

いるし、実績も上げているので、その延長線上でこれはとてもいい選択になるのではないか

という気がいたしました。 

 それともう１つは先ほど会長がおっしゃっていたＴＰＰのお話がございましたけれども、

これは本当に今後の展開を注視していかなければならない。 

もう１つはもっと身近な問題で、最近よく皆さんも耳にしたり、目にしたりすると思うの

ですが獣害。いわゆる熊とか鹿などが多いわけでありますけれども、もう弘前ではりんごが

アライグマにかなりやられてきている。そして猪が岩手県にまで来ている。そのような状況

の中でこれらのこともある程度対策を考えながら、振興を考えていかないといけない。獣害

がなければいいのですけれども、今もむつ辺りではカラスの鳴かない日はあっても、熊の出

ない日がないというくらい出ていますし、三八地区の周辺の新郷とか郡部ではトウモロコシ

などいろんなものが被害に遭っているという状況の中で、直接計画に書くことはないかもし

れませんけれども、やはり相当注意を払っていく必要があるのではないかという気がいたし

ましたので、意見として述べさせていただきました。 

●会長 

はい、ありがとうございました。意見ということでおっしゃられましたけれども、特に事

務局から何かございますか。どうぞ。 

●事務局 

獣害につきましては全体計画の中で取り上げて、盛り込んでいきたいと思っていますので、

よろしくお願いします。その地区というよりも、全域ということになると思いますので。 

●会長 

はい、分かりました。ほかに御意見なり、御質問なりいかがでしょうか。 

●委員 

では私から１つ。 

●会長 

お願いいたします、どうぞ。 

●委員 

農家をやっています。先ほどの説明の中で、どこの地区でも基盤整備を期待しております

けれども、現実的にはすぐ出来るとは考えていません。ただ今は大型化になって、用排水の

維持管理が非常に難しくなっています。やっている人が高齢になっているものですから、ど

うしても用排水を掘るといってもなかなか大変な話で、市川地区では大豆の転作の部分は重

機を借りて、その用水に関係する何人かがお金を出し合って掘ったりしているのです。基盤

整備をやってもらうのが一番いいのですけれども、今すぐ出来ないと思いますので、改良区

も一生懸命頑張ってやっていただいているのですけれども、そういうことをやることに対し

て少し応援していただけるような施策をしていただければと思います。田んぼをやりたくて
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も、前の人がやっていないと、その奥の人はもう田んぼにできないという状態になっており

ますので、何かいい方法があれば検討していただきたいと思います。 

●会長 

今の御意見の中に御質問も一部あったと思います。どうぞお願いいたします。 

●事務局 

農林畜産課の野沢です。よろしくお願いします。用排水の管理については、市としての補

助金というものが今はないのですけれども、多面的の交付金というものが国の制度でござい

まして、地区というか、２名以上の団体をつくっていただいて、その交付金をもらって、さ

らに長寿命化の事業というものも選べるようになっています。農道の整備とか、水路の管理

とか、そういうものもその事業の中で出来るという制度でございますので、興味を持たれて

いるのであれば、一度うちのほうで説明にお邪魔してもよろしいです。そのような制度を使

ってやられているところが増えていますので、検討していただければと思っております。 

●委員 

はい、ありがとうございます。 

●会長 

ほかにいかがでしょうか。私のほうからいくつか質問させてもらってよろしいですか。 

 各地区別の振興方向でそれぞれ特徴がある方向付けと、振興する農産物が位置付けられて

いると思うのですけれども、今御質問が出た基盤整備の問題、それから飼料用米の問題と、

それと関わって減反廃止の問題、それから労働力不足の問題というようにかなり共通して取

り組まなければならない重要な問題があると思うんです。おそらくこの地区別が今日最初に

でてきて、全体計画は今私がいくつか挙げたような項目についてどういう方向でやっていく

のかというところが全体計画の中に記載されてくると思うんですけれども。例えば現実的に

基盤整備というものは確かに重要だということは分かるけれども、同意の問題であるとか、

経費の問題などを考えるとそう簡単ではない。それから飼料用米はこれからどうなるのか。

それから米づくりも、今県は青天の霹靂だけ一生懸命やっていますけれども、そのほかの米

は一体どうするのかという方向が出ない中で、米づくりということについてもいろんな影響

が出てくるのではないか。特に八戸市の場合、品種的に作付け制限の問題もありまして、言

うならばＴＰＰの問題と直接関わって影響が大きくなるのではないかなど、そのような全体

計画のいくつかに関わるところがあると思うのです。それから労働力不足の問題も、軽労働

作物だけに転換することによって、労働力不足は果たして解消できるのかどうかとか、なか

なか難しい問題が出てくると思うのです。その辺の地区別と全体計画との関連みたいなもの

を、今のところどのように考えておられるのか。これはおそらく次回のこの会議のときにま

た出てくる問題かもしれませんが、今のところはどういうストーリーでそういう問題につい

て八戸市の方向付けをしようと考えているのか。全体像みたいなもの、いろいろ検討されて

いる項目だけでも提示してもらえれば皆さんの議論も、あるいはそれぞれの位置付けもはっ

きりしてくるのではないかと思います。全体計画と地区別というものは、どんな項目立てに

されようとしているのか、その辺を。検討している途中かもしれませんが、少し解説しても

らうと結構かと思うのですが、いかがでしょうか。 
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●事務局 

全体計画の項目立てにつきましては現在策定中でございますので、ここで申し上げること

は出来ませんけれども、どういう考え方で整理しているかということにつきまして、地区で

出た意見を基に全体計画を策定するということにしてございますので、例で挙げると基盤整

備をしないという地区がございませんので、そこについては全体として進めていくという方

向での書きぶりになるかと考えてございます。また、米につきましても、地区で多く出た意

見とすると、国の制度を踏まえながら進めていくというところが多いということもあって、

そういう方向付けで文言については記載するということにして、皆さんから御意見をいただ

くということにしたいと考えてございます。以上でございます。 

●会長 

地区別に出た意見を踏まえて大項目を作るということと、また新しい状況の変化の中で付

け加えて地区別ではそれぞれ出てこないけれども重要な問題。先ほど出た獣害の問題もあり

ますけれども、そういう問題についてはどのようなものがあるのでしょうか。まだその辺ま

では検討されていないということでしょうか。 

●事務局  

はい、検討してございません。 

●会長 

まだそこまではいっていない。 

●事務局 

はい。 

●会長 

分かりました。皆さんのほうからはいかがでしょうか。そうしましたら各地区の地区別協

議会での意見を踏まえて今日提示された振興方向と、振興する農産物ということについては、

また最終的な御意見をいただくことになると思いますが、今日の事務局からの説明で、一応

今日のところは了解したというよりは分かりましたというところになるかと思います。それ

ぞれの地区ごとに出された意見を踏まえて出されておりましたので、そういう方向でいいの

ではないかという了解があるのかもしれませんが、一応そういう内容で今日のところは確認

しましたということで了解いただきたいと思います。特に御質問、御意見がなければ次の農

業経営基盤の強化の促進に関する基本構想についての説明を事務局からお願いしたいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

●事務局 

 はい。それでは、資料３につきまして、私の方から説明申し上げます。資料３の農業経営

基盤の強化の促進に関する基本構想の変更に関する概要という資料を御覧いただきたいと存

じます。 

まず、この基本構想を変更する理由でございますが、農業経営基盤の強化の促進に関する

基本構想は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が効率的かつ安定的な農業経営の育成を

図るため、その目標の明確化を図り、目標設定の基本となる考え方、地域において育成すべ

き農業経営の規模、生産方式、農業従事の態様等に関する営農類型ごとの指標、農用地利用
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集積の目標を定め、実現のための施策、措置を定めたものでございまして、この基本構想に

沿って市内認定農業者の農業経営改善計画の認定等を行っているものでございます。また、

基本構想は、農業経営基盤強化促進法第６条第３項におきまして、青森県が農業経営基盤強

化促進法に基づき作成する基本方針に則することが定められてございまして、今年３月に青

森県が基本方針を変更したことに伴い、八戸市の基本構想をそれに則した形へと変更する必

要が出てきたことから変更を行うものでございます。 

続きまして、市の基本構想作成のスケジュールでございますが、11月中の変更を青森県か

ら求められておりまして、既に青森県農地中間管理機構、八戸農業協同組合、八戸市農業委

員会からは概ね意見はない旨の回答をいただいてございまして、本日の審議の後、青森県と

の協議を行うこととしてございます。 

 続きまして、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の主な変更項目でございまして、

３のところの表の中の変更前、変更後の２つ目です。500万円から 530 万円に変更している

部分でございます。こちらにつきましては、認定農業者の計画の世帯あたりの年間農業所得

の目標とされている部分でございます。こちらを 500 万円から 530 万円に変更することとし

てございまして、変更理由でございますけれども、他産業従事者の生涯所得の上昇に伴って、

県の所得目標が変わってございます。こちらに合わせて変更しておりまして、市では概ねこ

の金額の９割程度までを目標金額としております。その下の段ですが、主たる農業従事者１

人当たりの年間農業所得も同様の理由により380万円から400万円に変更するものでござい

ます。１人当たり年間労働時間、新規就農者の年間農業所得につきましては、変更はござい

ません。続きまして、新規就農者数の確保目標ですが、年間８人という数字は、県の目標３

００人に対する市の農業就業人口の割合で求めたものでございます。参考までに、市の最近

５年間の認定新規就農者でございますけれども、平均値で 5.2 人となってございます。 

続きまして、２ページを御覧いただきたいと存じます。農業経営の規模、生産方式、経営

管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指

標でございます。１の水稲+施設野菜のいちご+大豆は市川地区を想定したもので、いちごの

面積を減らしてございます。また、生産者数が減っております夏秋いちごを削除したもので

ございます。いちごの面積が減ってございますのは、最近５年間のいちごの平均販売単価が

上昇傾向にあるということで、合計の面積を 1.6ha から 1.4ha にしても、概ね目標の金額に

達することから、このように変更を加えたものでございます。 

続きまして、２の水稲+施設野菜のミニトマト+りんごは館地区を想定したもので、ミニト

マトの平均販売単価がここ５年で上昇傾向にありまして、その分のりんごの面積を減らし、

合計の面積を 1.25ha から 1.05ha にしたものでございます。 

続きまして、３の水稲+露地野菜のながいも+にんにく+ピーマンは上長地区、豊崎地区を

想定したもので、主にピーマンの平均販売単価が高く維持されていること、そして、高齢化

が進んでございまして、地区のほうからも軽量野菜に移行したいということで、ながいもの

面積を減少するとともに、にんにく、ピーマンの面積を増加し、合計の面積を2.5haから2.2ha

に変更したものでございます。その下の表は新規就農者等の経営開始から５年後の年間農業

所得目標等を記載したもので、上の表の５割程度の規模にしてございます。 
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続きまして、３ページを御覧いただきまして、効率的かつ安定的な農業経営が地域におけ

る農用地の利用に占める面積のシェアの目標ですが、主に認定農業者等の農用地の利用に占

める地域の割合でございまして、変更前 15.8 から変更後 33.3 と結構大きくなってございま

すけれども、現状の数値が 17.1％と目標値を超えてございますので、現在の八戸市の農地の

流動化の状況等を踏まえ 33.3％に変更するものでございます。 

他の変更点は文言の整理ですので、説明を省略いたします。 

なお、基本構想につきましては、配付してございますので、お時間のあるときに御覧いた

だきたいと存じます。 

以上で、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の変更に関する概要についての説明

を終わります。 

●会長 

はい、ありがとうございました。事務局から説明がありました農業経営基盤の強化の促進

に関する基本構想について、委員各位から御意見、御質問等ございましたらお願いしたいと

思うのですが、いかがですか。はい、お願いいたします。 

●委員 

この数値の変更に関して、労働時間は変わらない。それから新規就農者のほうも変わらな

い。ただ、農業所得は面積が減少しているにもかかわらず増えている。一般的には面積が減

るとそのまま減少するのが普通の考え方です。確かに価格が上がっているということもある

かと思うのですが、500万円から 530 万円、380万円から 400 万円、何を根拠にこうなって

いるのですか。 

●会長 

どうぞ、お願いいたします。 

●事務局 

こちらにつきましては、他産業従事者、主にサラリーマンとなりますけれども、生涯所得

がございまして、サラリーマンの生涯所得を働く年数、45年で割り返したものの数字を目指

しましょうということで、その 500 万円から 530万円というのは、サラリーマンの年間所得

が上昇したことによるものの差額でございます。 

●会長 

どうぞお願いします。 

●委員 

サラリーマンと比較していいのかどうかというところが１つ、私はあると思うのです。サ

ラリーマンの場合は就職すると年数から昇給から大体分かりますよね。ただ農業の場合は天

候に左右されたり、いろんな不確定要素がかなり多いと思うのです。近づけていくというこ

とは悪いことではないのですけれども、特にそれと比較した形での策定というものは無理が

あるとまでは言いませんけれども、また修正しなければならないことが出てくるのではない

かなという気がしたものですから、今この根拠を聞きました。確かに野菜等を見ても、高い

ときには高いけれども、大豊作だとものすごい値崩れを起してしまうということもあって、

かなりの不確定要素があると思わざるを得ないものですから、やはりその辺のところは今後
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何らかの対策なりをして、目標に近づけていくようにしていかなければならないと今感じた

ところです。その辺についてどのように考えておられるかお願いします。 

●会長  

どうぞお願いします。 

●事務局 

どうしても県の指針、方針を基に作っているので、確かに今お話しされたように納得でき

ないような、どうしてこうなるのかということは分からないわけではないのですが、それを

基に作っています。労働時間で 2,000 時間が目標ですけれども、なかなかこれが難しいこと

も十分承知してございます。でもその中で何とか所得だけでもサラリーマンと同程度にしよ

うということで、その平均値が出されているのでそれに基づいた計画になっているところで

ございます。内部については言われたとおりの部分が本当にあるのですけれども、それはそ

れとしてやはり最終的にはサラリーマンと同じレベルというか、同程度の所得で農業に参入

していただきたいなということでこういう計画を立てたものでございます。以上でございま

す。 

●委員 

よろしいですか。 

●会長  

どうぞ。 

●委員 

その気持ちはわかるのですけれども、しかも県の指針ということであります。しかし今日

の会長の御挨拶にもありましたＴＰＰだとか、いろんな農業政策というものはいつの時代で

もそうなのですが、猫の目農政と言われてみたり、ころころ変わるようなことが多い。所得

だけはこの分だといっても、これだけの所得が本当に得られるのであれば、なぜ農業の後継

者がこんなに育たないのかということに繋がってくると思うのです。そういうことを考えて

いくと、もう少し比較を別な形のモデルにするとか、この目指す金額の中身を具体的にとか、

フォローアップ体制がこうなのだということを付け加えるとか、何らかのことをしていかな

いと説得力に欠けるような気がしたものですから、今申し上げました。 

 それともう１つお伺いします。農地流動化ですけれども、現在のところ八戸市はどの程度

の状況なのですか。ここに変更前が 15.8％で、変更後は 33.3％と目標変更なされていますけ

れども、現状はどうなのか、その辺を教えていただけますでしょうか。 

●事務局 

はい。 

●会長 

どうぞ。 

●事務局 

現状 17.1％でございます。変更前は５年前です。18.5％だったもので、現状は昨年度まで

の分で 17.1％でございます。 
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●委員 

はい、分かりました。ありがとうございました。 

●会長 

ほかにいかがでしょうか。私から質問よろしいですか。 

●事務局 

はい。 

●会長 

営農類型ごとの必要な面積が変わりますと。それはそれぞれ、例えばいちごであったり、

ミニトマトであったり、にんにくであったりというものが価格上昇によるということで 530

万円を目標にすると想定した場合でも、面積はこれほどいらないというように考えて、こう

いう変更になりましたということですけれども、これはこれで特に変更しなければならない

ものでもないような気がするのです。つまりこの面積で 530 万円が実現できるのにわざわざ

減らせという方向付けをする必要はなくて、もっと稼ぎますよという意味で言えば、このま

までも構わないのではないだろうかと思うのです。つまり儲かっているものがあるから、今

までより少し高めの金額を設定するために、年間 2,000 時間以内でこういう面積を維持して

きました。同じ 2,000 時間をやるのに面積だけ減っていくというと、筋道としては変だなと

思うのです。変更前の面積でいえば 530万円以上さらに稼げることになりますよね。こうい

うことを考えた場合に、あえて変更しなくてもいいのではないかなと。もっと儲かるのに、

少し減らしたほうがいいという変更をするのはどうなのかなと、素朴な疑問がございます。 

●事務局 

あくまでも目標というか、目安なので、この程度やると 530 万円になりますよという目安

ですので、この中でしなさいということはなく、ある程度今までやってきた人たちもおられ

るでしょうし、これから新たに増やしていく人たちもあるでしょうから、その辺りの目安と

して 530 万円上げるための捉え方です。これがそのままこのとおり農業経営をしなさいとい

うことではないという理解です。数字に合わせた計画といえばそのとおりなのですけれども、

そのような捉え方をしていただきたいと思います。 

●会長 

変更前の農家があるわけではなくて、あくまでもモデル的に考えた場合の内容だというこ

とですか。 

●事務局 

はい、そういうことです。 

●会長 

それはそれで理解できますが、もう１つよろしいですか。先ほどの農地流動化の問題です

けれども、17.1％が現状で、変更が 33.3％、目標がおおよそ倍になります。これは倍にする

という根拠があるものなのでしょうか。それともこのような数値が出てくる必然性なり、必

要性というものがあるのかということについてはいかがですか。 

●事務局 

それにつきましては、農地中間管理機構の影響があって、県の農地中間管理機構から八戸
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市の実績が少ないと言われているのですけれども、やはり貸借というものが実は多くなって

いまして、最近の傾向を踏まえると５年後にはこの数字になると試算したものでございます。

推計値でございます。特にこの数字に根拠があるわけではなくて、このままで貸借が進んで

いくとこうなるという推計値でございます。 

●会長 

今までの年ごとの増加率を見て、それをのばしていくとそれぐらいの数値にはなるという

意味ですか。 

●事務局 

はい、そうでございます。 

●会長 

結果的に倍になっているというだけということでしょうか。分かりました。この数字の意

味とか、この数字を設定することで農家にはどういう影響があるのかなど、その辺の基本的

なことが理解出来ない部分もあるのかもしれませんけれども、委員から御意見なり、御質問

なりいかがでしょうか。 

●委員 

農家の立場で言えば、結局高齢者の人が今頑張って田んぼなどをやっているのです。規模

が小さい農家の人たちはサラリーマンをやって退職した方とか、そんな方もいるのですけれ

ども、その人たちは働いたお金を結局農業につぎ込んでいる状態で、今年はいいですけれど

も、米の単価も下がっている。経営が小さいと機械などを準備することが無理な状態になっ

ていますので、自然とその方たちが働かなくなると、借りてもらえる人に必要に迫られて貸

してやってもらうような状態は目に見えている。そういうことが結構ありますので、その数

字が出てくる可能性は十分あると思います。 

●会長 

どうぞ。 

●副会長 

私からもよろしいでしょうか。本来私が申し上げるべきことではないのかもしれませんけ

れども、新規就農にあたっての水稲をここに入れるということが今委員からもお話があった

ように、機械、設備にとてもお金がかかる、機械の種類も多いし、60a 程度のものにお金を

かけるというよりは、いちごやミニトマトに投資したほうが収益は上がるのではないかと考

えるところです。今まで水稲を基幹産業としてという意見をずっと持ってきた中で、このよ

うな発言をすることはあれですが、やはり経営を考えたときに、設備にかかるお金を考えれ

ば、せめて新規就農者にはもう少し水稲というものの考え方、捉え方を考えてもらわなけれ

ばならないし、また、進めるほうとしても少し考えて、助言していかなければならないとこ

ろだと思います。失礼ですが、述べさせていただきました。 

●会長 

今のことについてはいかがですか。どうぞ。 

●事務局 

地区の意見で、やはり水稲は基幹で残してほしいという地区がどちらかというと多かった
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ということもございまして、あくまでも指標として残してございます。必ずしもこれを進め

ていくということではございませんので、そこは御理解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 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想のモデルというものと、新規就農者が何をや

るのかという構想は全く別なものだと頭を切り替えて、切り離して、これはあくまでも法律

に対応するためのモデル的なもの。実際に新規就農者が米から始めて、その所得を得るため

にやっていくのかというものではないと理解していいということですか。 

●事務局 

そのとおりでございます。あくまでも書類としての指標でございます。必ずしもこれを進

めているということはございません。 

●会長 

これくらいの稼ぎ方ができますというモデル的に出していると。 

●事務局 

はい。 

●会長 

でもこの指標で認定農業者の認定などは行われるわけですけれども、類型は全く関係ない

のですか。 

●事務局 

類型は関係ございません。 

●会長 

今回変更した 530 万円に向けてどういう経営をしますかというところだけが、認定する場

合の目標になるわけですね。 

●事務局 

はい、そうでございます。 

●会長 

なかなか事務局の立場では頭が痛い作業だと思いますけれども。ほかにいかがでしょうか。 

●委員 

もう１つだけいいですか。 

●会長 

どうぞお願いいたします。 

●委員 

このような類型を作っていろいろ審議しているわけですけれども、こうしている間にも担

い手がどんどん高齢化してきて、リタイアする人たちが出てきている。そういう中で一例を

挙げますと、ゆうき青森農協は地域がかなり高齢化しているので、農協が主体になっていろ

んなサポートをしよう、あるいはコントラクター的なことをやろうということで始めている

のです。今後のことを考えていくと八戸も広域農協ですから、理事会で私もときどき話をし

ているのですけれども、これを支えていくのは専門家集団である農協しかないと。そこを何
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とかしていかないことには、高齢化してきて担い手、後継ぎがいないということになってく

ると結局離農してしまう。それがどんどん進んでいるのが現実です。現実に農業をやってい

る方々が今そういう状況になってきていますので、せっかくこういうことをすればいいとい

うものを作っていっても、それを現実にサポートしていくなり、担っていく形のものをきち

んと作っていかないことには絵に描いた餅になるという気がしているものですから、今後総

合的な計画の中で、その辺についても少し考えていただいたほうがいいのではないかと今思

いました。 

●会長 

はい、全くそのとおりだと私も思っております。皆さんのほうからはいかがでしょうか。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想は事務局からの提案で、委員会としてはお認め

いただくということでよろしいでしょうか。 

●委員 

はい。 

●会長 

そうしましたら、今後県との協議があるということなので、よろしくお願いしたいと思い

ます。そのほかにということで、何かございますか。どうぞ。 

●事務局 

はい。資料４について御説明させていただきます。平成 28 年度八戸市総合農政審議会の

開催日程でございます。 

 当初、第３回目の審議会を 11 月 14 日としていたところでございますけれども、本日の審

議会の冒頭でもお話したとおり、センサスの数値の公表が８月から 12月に変更されており、

当初予定の 11 月までに計画を作成することができなくなりました。従いまして、資料４に

記載のとおり、来年の２月２日の木曜日の午後 1 時 30 分からに変更させていただきたいと

存じます。会場は八戸市庁、審議事項は計画の諮問でございます。 

 また、第４回目の審議会ですが、1 ヶ月程度のパブリックコメントの期間を設けなければ

なりませんので、来年の３月 24 日の金曜日午後 1時 30分からを予定してございます。計画

の答申を審議事項としております。 

 資料４ 平成 28 年度八戸市総合農政審議会の開催日程の説明につきましては以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

●会長 

はい、ありがとうございました。そのほか、事務局で用意しているものはありますか。 

●事務局 

 ございません。 

●会長 

 分かりました。会議としては以上で終わらせていただくことになりますけれども、せっか

くの機会ですので、全体的な八戸市の農政の進め方なり、必要な項目等も含めまして、御意

見などありましたらいただければと思うのですが、いかがでしょうか。事務局から具体的な

案が出ないと議論できにくいというところもあると思いますし、全体的な構想の部分が出て、
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また必要な項目、足りない部分についての御意見もあるのかもしれませんが、今日のところ

でもし御意見等あればと思いましたが、いかがでしょうか。 

 特にないようですので、以上を持ちまして本日の審議会を終わらせていただきたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 


