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平成 28年度第３回八戸市総合農政審議会議事録 

 

 
日 時  平成 29年２月２日（木）13:30～14:45 

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、小笠原賢一委員、籠田悦子委員、 

木村清美委員、渋谷長生委員、外城勉委員、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  大平副市長、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。 

ただいまから平成 28年度第３回八戸市総合農政審議会を開会いたします。 

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石丸

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。 

なお、本日は委員１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、はじめに市長から御挨拶を申し上げます。本日は大平副市長から御挨拶を申し

上げます。 

●副市長 

 大平と申します。本日は、お寒いところ、また、足元の悪いところありがとうございます。

それでは、一言御挨拶を申し上げます。 

まずもって、本日は、大変お忙しい中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

委員の皆様には、平素より、市政運営につきまして、御理解と御協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

さて、昨今のわが国の農業を取り巻く情勢につきましては、農業経営者の減少、農業生産

の減退等の構造的な脆弱化に加え、食の安全・安心への関心の高まり、食のニーズの多様化

等大きな転換期を迎えております。 

このような中、当市の農業におきましては、水稲をはじめ、野菜、花き、果物、畑作物、

畜産物等の地域特性を生かした多彩な農産物の生産が行われ、市域の食料供給を担うととも

に、高速交通網の整備による広域流通体制の充実のもと、市域外への出荷により地域経済の
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一端を担っております。 

当市では、こうした農業生産上の特徴を踏まえながら、八戸学院大学との連携による農業

経営者の育成や農産物のブランド力の創出等、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を振興しているところであります。 

本日は、このあと、第 11 次八戸市農業計画の策定につきまして諮問を申し上げ、御審議

を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

結びに、委員の皆様には、多年にわたり培われました豊富な知識と経験を生かされ、当市

の農業の振興はもとより、広く市勢の発展につきましても、お力添えを賜りますようお願い

申し上げ、挨拶といたします。本日はよろしくお願いいたします。 

●司会 

 続きまして、市長から第 11 次八戸市農業計画の策定につきまして、諮問いたします。本

日は大平副市長から行います。渋谷会長は、その場でお待ちください。よろしくお願いいた

します。 

●副市長 

第 11 次八戸市農業計画の策定について、貴審議会の意見を求めます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

●司会 

 続きまして、渋谷会長から御挨拶をお願いいたします。 

●会長 

皆様、どうもこんにちは。駅で新幹線を降りましたら、肌を突き刺すような寒さに驚いて

しまいました。弘前より大分寒いということを感じました。大変足下の悪い中、今日はお集

まりいただきまして、大変ありがとうございます。これから審議会を開催するわけですけれ

ども、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 確か２日前のニュースだったと思うのですが、統計をとって初めての出来事がありますと

いうキャスターの話でぱっとテレビを見ました。どんなことが統計をとって初めてなのだろ

うと思いましたら、有効求人倍率が初めて全ての４７都道府県で求人数を上回るということ

でした。従来は北海道とか沖縄県の有効求人倍率が１を超えなかったのですが、初めて超え

たということで、全国的に求人数が増えているということから、非常に人手が足りなくなっ

ているということをポイントとして、キャスターが解説しておりました。また、昨日の夜に

ニュースを見ていましたら、２３兆円という産業規模を持っている飲食店で新しい動きがあ

りますという紹介がありました。これまで伸びてきた飲食店、ファミリーレストランとか、

あるいはラーメン屋も含めたいろんな飲食店があるわけですけれども、従来の２４時間営業

を辞めるというものでした。それも同じように人手が足りていないということです。ファミ

リーレストランは２４時間で客を集めていましたが、そのニュースで出たのは朝の７時から

夜の１０時までに営業時間を短縮するというのです。ラーメン屋さんは従来のように人手不

足で対応できないので、チケットを自動販売機で買って、回転寿司のようにラーメンのどん

ぶりが回ってくるというような紹介がされておりました。 

 農業は大分前から人手不足とずっと言われてきておりましたが、いよいよ本格的に全産業
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的というと大げさかもしれませんが、日本の産業の中では人手不足が本当に深刻になってい

くということを改めて感じた次第です。最近私どもの研究室などに依頼が来るのは、農業労

働力の調達システムをうまくつくるにはどうしたらいいか検討してくださいということです。

特に私が住んでいる弘前周辺のりんご農家へ、普段は子育てで忙しいけれども、ある一定の

時間は農業に携わってもいいとか、退職後の人が農業に携わってもいいとか、まだ働ける人

がいるのではないかということを前提に、何とか労働力の調達システムというものをうまく

軌道に乗せるようなことについて検討してほしいという依頼が立て続けに来ました。行政的

にもそういうことが本格的に検討されているのだなということを改めて感じているところで

す。そういう点で言いますと、これまで担い手不足、あるいは労働力不足で土地を集積して

大規模化を進めて、担い手を育成しようという大きな目標があったのですが、そこに行くま

でどのような形で担い手なり、労働力を確保していくのかというところを、それぞれの地域

ごとに検討しなければならない時期だと思っているところです。間もなく減反についても変

わります。それから収入保険の導入とか、政策も大きく変わっていく形になっておりますが、

やはり根本的には労働力をどのように確保して、担い手にしていくのかということが一番問

題だと思っているところです。 

 そのようなことも含めて、今回諮問を受けました内容につきまして、皆様から御意見をい

ただいて、より良い内容にしていきたいと考えておりますので、御協力のほどお願いしまし

て、一言御挨拶に代えさせていただきます。 

●司会 

ありがとうございました。 

大平副市長につきましては、公務のため、ここで退席させていただきます。 

それでは、本会議の議長は、規則第５条第１項の規定により、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。第 11 次八戸市農

業計画（案）につきまして、事務局から説明してください。 

●事務局 

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。第 11次八戸市農業計画（案）

につきましては、私の方から説明させていただきます。 

本日お配りいたしました第 11 次八戸市農業計画（案）要約版を御覧いただきたいと存じ

ます。失礼ながら、着座の上、説明させていただきます。 

まず、１ページを御覧いただきたいと思います。最初に計画の構成でございまして、第 10

次計画と同様に、「第１ 計画策定にあたって」、「第２ 市の特色」、「第３ 農業の概要」、

「第４ 課題」、「第５ 年間農業所得の目標及び農業経営の指標」、「第６ 目標達成のため

に講ずる施策の基本方向」、「第７ 地区別振興方向」の７つの項目によって構成されてござ

います。 

２ページをお開きいただきたいと存じます。「第１ 計画策定」にあたっての「１ 策定の

趣旨」でございます。最初に、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

を策定しており、農業の生産性の向上と農業所得の増大を目的に、当市の特性を生かした都
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市近郊型農業の確立に向けて、諸施策を講じてきたことが記載されてございます。次に、市

の農業生産の状況と役割が記載されてございまして、次に、農業情勢に関すること、そして、

「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」、並びに

「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

れていることが記載されてございます。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、第 11次八戸市農業計画を策定することとしてございます。 

続きまして、「２ 計画の位置づけ」でございます。農林業センサスの公表にあわせて、社

会経済情勢の変化に留意しながら５年ごとに策定してございまして、国の「食料・農業・農

村基本計画」、青森県の「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

及び「第６次八戸市総合計画」を踏まえながら策定することとしてございます。 

続きまして、「３ 計画期間」ですが、平成 29年４月～34年３月までの５年間としてござ

います。 

３ページを御覧いただきたいと存じます。参考までに、八戸市農業計画の策定の経過を記

載してございます。 

続きまして、「４ 地域区分」でございます。自然・立地条件等を考慮し、旧市町村区分に

準拠して市川、上長、豊崎、館、是川、大館、下長、南浜・美保野、旧市内、島守、中沢の

11地区に区分しております。 

続きまして、「５ 計画の推進体制」でございまして、農業経営者、関係機関、行政がそれ

ぞれの役割のもとに三位一体となって推進することとしてございます。また、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。 

４ページをお開き願います。「第２ 市の特色」の「１ 地理的特色」、「２ 社会的特色」、

そして、「３ 経済的特色」でございますが、10 次計画とほぼ同じ内容のため、今回説明は

省略させていただきます。 

続きまして、５ページを御覧いただきたいと存じます。「第３ 農業の概要」の「１ 概況」

でございまして、八戸市の総面積のうち、農業振興地域は 78%、農用地区域は 17%を占めて

おりまして、この農用地区域を中心に、水稲、野菜、果物、花き、畑作物、特用作物、畜産

物等地域特性を生かした多彩な生産が展開されてございます。 

続きまして、「（１）農産物の作付面積の推移」でございますけれども、水稲につきまして

はほぼ横ばい、野菜は増加、果樹は減少、花きは横ばい、畑作物は減少、特用作物は減少、

農産物全体の面積の合計は減少となってございます。 

６ページを御覧いただきたいと存じます。「（２）畜産物の頭羽数の推移」でございまして、

養豚、養鶏は増加、その他は減少となってございます。 

続きまして、「（３）農業産出額」でございますが、農林水産省 大臣官房統計部から２種類

の産出額が出されてございます。同じ平成 26 年のものでございますけれども、数値が違う

ものがそれぞれ出てございます。１つ目は、被災市町村別農業産出額というものでございま
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して、こちらは、「品目別生産数量×品目別農家庭先販売価格」で算出されたものでござい

ます。平成 26 年の産出額は 143 億４千万円となってございます。もう 1つは、作付面積を

もとに、都道府県別農業産出額から出されたものでございまして、平成 26年の産出額は 133

億３千万円となっておりまして、県内 40市町村中第７位となってございます。同じ 26年の

数値でございますが、国から２種類の産出額が出てございます。 

７ページを御覧いただきたいと存じます。「２ 農業構造」の「（１）農家数の推移」でご

ざいますが、平成 17 年比で 822 戸（23%）の減少となっております。続きまして、「（２）

農業就業人口の推移」でございますが、平成 17 年比で 1,648 人（39％）の減少、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。続きまして、

「（３）耕地面積の推移」でございますが、平成 17年比で 500ha（９%）の減少、うち田は

230ha（10%）の減少、畑は 284ha（９％）の減少となってございます。８ページを御覧い

ただきたいと存じます。「（４）農業経営体」の「①経営耕地面積規模別経営体数の推移」で

ございますが、経営体数は平成 17年比で 802経営体（35%）の減少、うち 1ha未満層は 575

経営体（41%）の減少、1ha-2ha 層は 185 経営体（32%）の減少、2ha-3ha 層は 45 経営体

（26%）の減少、3ha-5ha層は 11経営体（11%）の減少、5ha以上層は 14経営体（30%）

の増加となってございます。続きまして、「②農業経営組織別経営体数の推移」でございます

が、販売のあった経営体数は平成 17年比で 448経営体（26%）の減少、うち稲は 191経営

体（25%）の減少、野菜は１経営体（１%）の増加、果樹は３経営体（３%）の減少、花き

は２経営体（17%）の減少、畜産は９経営体（24%）の増加となってございます。９ページ

を御覧いただきたいと存じます。「③農産物販売金額規模別経営体数の推移」でございますが、

平成 17年比で 50万円未満層が 80経営体（12％）の減少、50-300万円層が 225経営体（38%）

の減少、300-500万円層が 47経営体（31%）の減少、500-700万円層が 34経営体（44%）

の減少、700-1,000万円層が 10経営体（16%）の減少、1,000万円以上層が 22経営体（24%）

の減少となってございます。続きまして、「④農産物販売金額１位の出荷先別経営体数の推移」

でございますが、平成 27 年の農産物販売金額１位の出荷先別経営体数は、農協が 412 経営

体で最も多く、次いで、集出荷団体が 259経営体、食品製造・外食産業が 171経営体、卸売

市場が 157経営体、小売業者が 137経営体、消費者に直接販売が 85経営体となってござい

ます。平成 17年比で農協が 296経営体（42%）の減少、集出荷団体が 16経営体（７%）の

増加、食品製造・外食産業が 158 経営体（1,215%）の増加、卸売市場が 25 経営体（14%）

の減少、小売業者が 29 経営体（27%）の増加、消費者に直接販売が９経営体（10%）の減

少となってございます。10 ページを御覧いただきたいと存じます。「⑤借入耕地のある経営

体数と借入耕地面積の推移」でございますが、平成 27年の借入耕地面積は 558haで、平成

17 年比で 188ha(51%)の増加となってございます。続きまして、「⑥貸付耕地のある経営体

数と貸付耕地面積の推移」でございますが、平成 27年の貸付耕地面積は 230haで、平成 17

年比で 17ha(８%)の増となってございます。 

11 ページを御覧いただきたいと存じます。「第４ 課題」でございます。課題といたしま

して、農業以外の就業の機会が多いことや農業者の高齢化等による農業者の減少の顕在化、

生産基盤である農地は減少してございますが、農地中間管理機構の創設等の影響もあり、近
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年、借入・貸付耕地面積が漸増傾向にあること、農産物価格は、低下する傾向にある中、生

産コストとなる資材価格は上昇しており、収益性は低迷する傾向にあること、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、グローバル化に関連する施策への転

換に伴う対応が必要なことを挙げてございます。 

12 ページを御覧いただきたいと存じます。「第５ 年間農業所得の目標及び農業経営の指

標」でございます。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、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、現状 400万円でございますけ

れども、これを 130万円向上させることにより、530 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ることとしてございます。また、そ

の下になりますけれども、年間農業所得の目標に伴う農業経営の指標を、13ページにわたり

ますが、３つ例示してございます。なお、目標値、そして、３つの指標につきましては、昨

年 10 月 24日に開催いたしました平成 28 年度第２回八戸市総合農政審議会において、既に

御審議をいただきまして、本日お配りしてございますけれども、八戸市農業経営基盤の強化

の促進に関する基本構想の目標、そして指標として、平成 29年１月 20日付けで青森県の同

意をいただいたものでございます。 

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

向」の「１ 魅力ある農業経営体の育成」の振興方策の「(１)経営感覚に優れた多様な農業

経営体の育成」でございますけれども、平成 22 年に「農業経営者の育成に関する協定」を

締結した八戸学院大学等と連携しながら、経営規模の拡大を目指す農業経営体についても、

経営規模は小さくても加工や販売による経営の多角化を目指す農業経営体についても、それ

ぞれの自主性を踏まえた経営を支援することとしてございます。農業の労働力不足につきま

しては、作業の支援を希望する農業者と定年退職者等の農作業サポーターとのマッチングに

関する課題を検討し、労働力不足に資する制度の構築を図ることとしてございます。加えて、

農業経営の安定を図るために創設される国の収入保険制度につきましては、農業経営体のニ

ーズに応じて加入を促進することとしてございます。続きまして、「①地域農業の担い手の中

心となる家族農業者の育成」でございますが、農地中間管理事業等の施策を最大限に活用し

た経営規模の拡大や経営の多角化等を促進し、所得の増大を図るため、他の行政機関等と連

携し、融資、農地集積、補助事業の導入、栽培技術等に関する支援を一体的に行うこととし

てございます。続きまして、「②新規就農者の育成」でございますが、国の青年就農給付金制

度等の関連する施策を活用するとともに、経営から生産までの就農に関する一体的な支援に

より、青年就農希望者等の個々の意向を汲んだ就農を促進するとともに、中高年就農希望者

及び定年帰農者等についても、経営から生産までの就農に関する一体的な情報提供により、

個々の意向を汲んだ就農を促進することとしてございます。続きまして、「③農業による起業

者の育成」ですが、農業による起業者を育成するため、八戸学院大学等と連携を図りながら、

起業を支援することとしてございます。15 ページを御覧いただきたいと存じます。「④他産

業からの新規参入の促進」でございますが、地域雇用の創出に資するため、様々な経営資源

を有する他産業からの新規参入を促進することとしてございます。 

続きまして、「(２)集落営農及び法人化の促進」でございますが、地域の中核的な農業経営
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体、兼業農業者、自給的農業者が、それぞれの経営志向に応じ、お互いの経営上のメリット

を享受できるような地域全体のニーズに応じた取組を支援することとしておりまして、集落

営農組織の法人化についても、ニーズに応じて促進することとしております。 

続きまして、「２ 地域特性を生かした八戸農業の推進」の振興方策の「(１)地域特性を生

かした農業生産の促進」でございますが、野菜生産を中心としながらも、水稲、果樹、花き、

畑作物等の生産振興を図り、地域特性を生かした多彩な農業生産を促進することとしてござ

います。「①水稲」でございますが、食味・品質をより重視した米の安定的な生産を推進する

ため、立地・気象条件に応じた生産を促進するとともに、農地の流動化や農作業受委託によ

る省力・低コスト生産体制の構築を図るとともに、消費者の健康・安全志向等のニーズに対

応するため、肥料や農薬を低減した特別栽培米の生産等の売れる米作りを支援することとし

てございます。加えて、国の米政策を利用した飼料用等の新規需要米の生産体制の構築に向

けた取組を支援することとしてございます。続きまして、「②野菜」でございますが、16 ペ

ージに渡りますが、野菜を当市の中心作物と位置付け、消費者のニーズを踏まえ、地域の自

然・社会条件に適した品目を選定し、環境への負荷が少なく、付加価値の高い有機栽培や特

別栽培等の取組の拡大を図りながら、単一大規模経営と多品目経営の双方の生産体制の構築

を支援するとともに、施設野菜については、夏秋期の作型分化と作期の拡大による生産振興

を図りながら、冬期間の施設の有効利用による冬野菜の供給拡大を促進することとしてござ

います。また、露地野菜につきましては、省力化・軽労化技術の普及を図るとともに合理的

輪作体系の確立による高品質・安定生産を促進することとしてございます。続きまして、「③

果樹」でございますが、ワイン用ぶどう等の新たな品目、並びに優良品種への転換や園内整

備等を促進するとともに、消費者ニーズに対応した産地形成を支援することとしてございま

す。続きまして、「④花き」でございますが、消費・生産・輸入動向を的確に把握しながら、

気象条件を生かした品目・品種を選定し、生産の拡大を図るとともに、安定的かつ高品質生

産を図るため、施設を利用した周年栽培を促進することとしてございます。なお、冬期につ

いては、低コスト生産体制の構築を促進することとしてございます。続きまして、「⑤畑作物・

特用作物」でございますが、大豆を中心に、消費者の健康・安全志向の高まりを背景とした

国産や有機・特別栽培農産物等の需要が拡大傾向にあるほか、水田における土地利用型農業

の推進を図る上でも重要であることから、生産の団地化、土地利用の集積、農業機械の導入

や作業の共同化、基本技術の励行等により、生産性、品質の向上及び生産コストの低減を促

進し、国の米政策を利用しながら経営の安定を図ることとしてございます。また、葉たばこ

の廃作後については、ねぎ等の経営的に安定した品目の生産を促進するとともに、ワイン用

ぶどう等の新たな作物についても生産を促進することとしてございます。 

続きまして、「(２)販売を基点とした農業生産の促進」でございますが、農産物の品質、安

全・安心といったユーザーのニーズの変化に対応できる農業生産体制の構築を支援するとと

もに、農産物のエンドユーザーを対象とする情報発信の機会を増大し、買ってもらえる農産

物のニーズの変化を継続的に探り、農業生産に関する施策に反映させることにより、販売を

基点とした農業生産を促進することとしてございます。 

17 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」の振興方策の「（１）
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八戸農業のブランド力の創出」ですが、八戸伝統野菜として平成 24 年に選定した糠塚きゅ

うり及び八戸食用菊については、生産の伝承及びブランド力の創出に努めるとともに、八戸

特産野菜として平成 24 年に選定した八戸いちごについては、生産の振興及びブランド力の

向上を促進することとしてございます。また、その他の農産物について、市内の生産量が多

く、県内の他の地域においては生産量が少ないミニトマト等については、市でブランド力の

向上に努め、他の県内全域で生産されている農産物については、全県的な取組を促進するこ

ととしております。 

続きまして、「（２）グリーン・ツーリズムの促進」でございますが、グリーン・ツーリズ

ムは、地域住民にとって自らの地域から資源を再発見する機会であるとともに、交流人口の

増加等多様な効果が期待できることから、南郷地区の観光農園を主なフィールドとするグリ

ーン・ツーリズムを促進することとしてございます。 

続きまして、「（３）地産地消の促進」でございますが、市場流通を基本としながらも、直

売所等の多様な機会を生かした地産地消を促進するため、農産物の品目、数量の拡大や販売

力の強化を支援することとしてございます。 

続きまして、「（４）旬産旬消の促進」でございますが、季節感を売りにした八戸農産物に

対する市民の愛用意識を醸成し、消費の拡大を図ることとしてございます。 

続きまして、「（５）食育の推進」でございますが、市民農園等を通じた取組を食農教育の

一環として支援することとしてございます。 

18 ページをお開き願います。「４ 他産業との連携による新たな価値の創出」ですが、こ

の項目は新たに設けた項目でございまして、振興方策の「(１)他産業との連携による６次産

業化の促進」でございますが、多様な産業の多様な業種が集積している当市の特徴を最大限

に活用するため、八戸菓子商工業組合等の商工業団体との連携による６次産業化を促進し、

それぞれの強みを生かした新たな価値の創出を支援することとし、特に、「八戸いちご」等の

優位性のある品目については、積極的に利用を促進し、新たなスイーツの開発等の取組を支

援することとしてございます。 

続きまして、「(２)他産業との連携による域内消費の拡大」でございますが、それぞれのエ

ンドユーザーに対して６次産業化の成果に関する情報を発信することにより、域内消費を拡

大し、それぞれの販路の多様化を促進することとしてございます。 

続きまして、「５ 持続的な農業生産環境の整備」の振興方策の「（１）農業生産を支える

基盤の管理」でございますが、農業の安定的な生産と農業の有する多面的機能を支える基盤

となる農地の管理に向けた施策の実施により、優良農地の形成を図ることとしてございます。 

続きまして、「（２）農地利用集積の促進」でございますが、農地中間管理機構等を活用し、

計画的に農地の利用集積を図り、農地の集団性・連続性を確保することにより、生産コスト

の低減による効率的かつ安定的な農業経営を促進することとしてございます。 

続きまして、「（３）農業関係団体との連携の強化」でございますが、農業協同組合等の農

業関係団体については、地域農業の要としての役割を担っていることから、緊密な連携を図

り、農業者への一元的な対応を図ることとしてございます。 

続きまして、「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」の振
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興方策の「(１)畜産業の振興のための環境整備」でございますが、これにつきましては 19ペ

ージにわたりますが、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を図

るため、畜産施設に関する環境影響評価実施基準の緩和・見直しについて、関係機関に検討

を促すとともに、他の畜産振興に関する規制の緩和・見直しについても関係機関等と連携し

て働きかけるほか、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病に迅速に対応するため、関係

機関との連携を密にし、実効ある防疫体制の構築に協力する等、当市を含む県南地域の畜産

業の振興のための環境整備を図ることとしてございます。 

続きまして、「(２)耕畜連携の促進」でございますが、家畜排せつ物を利用したたい肥・肥

料等の施用による耕畜連携を促進し、循環型農業を推進するとともに、家畜排せつ物のより

一層の有効利用を図るため、「耕畜連携推進事業パートナー制度」により、たい肥、肥料等の

施用・管理方法に関する調査・研究を市と畜産業経営者が共同で取り組むこととしてござい

ます。また、飼料自給率の向上、水田の有効活用を図るため、飼料用米の生産を含む家畜排

せつ物利用の資源循環型米生産体制の構築に向けた取組を支援することとしてございます。 

続きまして、「７ 森林環境の整備」の振興方策の「(１)森林環境整備の促進」でございま

すが、森林施業に関する取組を支援するとともに、森林が持つ国土保全等の多面的機能の維

持と環境美化を図るため、間伐等を促進し、適切な森林環境の整備を推進することとしてご

ざいます。 

続きまして、「(２)市民と森林のふれあいの場の提供」でございますが、市民の森不習岳を

市民の憩いの場として、より一層の活用を図るため、環境整備を推進するとともに円滑な管

理運営に努め、森林を利用したレクリエーションを通じた森林への理解の醸成を図ることと

してございます。 

続きまして、「(３)公共建築物等における木材利用の促進」でございますが、一般の利用に

供される公共建築物等に積極的に地元材を活用することにより、公共建築物以外での木材利

用の促進及び地域の林業・木材産業の活性化を図り、森林の適正な整備・保全を促進するこ

ととしてございます。 

続きまして、「８ 地域資源を活用した可能性の追求」の振興方策の「（１）食品加工業と

の連携」でございますが、食料品製造業との連携について、既存の取組の課題を探り、促進

方策を引き続き検討することとしてございます。 

20ページをお開き願います。「（２）グローバル化への対応」でございますが、農産物の海

外販路について情報収集し、八戸港等を利用した農産物の輸出方策について検討するととも

に、グローバル化に関連する影響については、関係機関と連携を図りながら事前に対応を検

討し、国の支援策を最大限に生かせる体制を構築しながら、八戸農業の強化を図ることとし

てございます。 

21 ページ以降につきましては、「第７ 地区別振興方向」でございますので、こちらにつ

きましては、昨年 10 月 24 日に開催いたしました平成 28 年度第２回八戸市総合農政審議会

において、御審議いただいております項目でございますので、本日は説明を省略させていた

だきます。 

以上で資料の説明につきましては終わらせていただきます。 
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●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（案）につきまして御意見、御質問等がございましたら、お願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。いかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 

16 ページの果樹のワイン用ぶどうについてですが、今盛んに進められているようですし、

いい形で進んでいるのかなと思っていますけれども、この計画期間内でどの程度まで進む形

になるのか、予測というか、その辺はどうなっているのでしょうか。 

●会長 

はい、今のことについて事務局からお願いいたします。どうぞ、お願いします。 

●事務局 

ワイン用ぶどうにつきましては、平成 26 年度に植え付けした品種につきましては、来年

度本格的な収穫が始まる予定でございます。現在市内に２つのワイナリーが立ち上がる予定

でございまして、そこのワイナリーの醸造も来年度からスタートすることにしてございます。

早ければヌーヴォータイプというか、早飲みタイプのものが今年の 12 月頃、通常通りの醸

造の仕方をすると来年の２月頃にワインが飲める予定でございます。 

●委員 

そうですか。もう１点です。 

●会長 

お願いいたします。 

●委員 

前にもお話したと思うんですけれども、全体を見て、先ほどの会長のお話にもありました

労働力不足、いわゆる担い手不足のせいもあるのか、重量野菜が 11 地区内に全然出てこな

い。白菜、大根、キャベツなど日常的に市民が使用する主な食材にあたるわけでありますけ

れども、それが全然ないということは寂しいなという気がしたものですから。今後可能性が

ないと言うとおかしいのですが、その辺についてはどうなのでしょうか。特に農業経営振興

センターではいろいろな研究もされていると思うのですが、いかがですか。 

●会長 

はい、お願いいたします。 

●事務局 

地区別の振興農産物の中に重量野菜が入っていないということですが、これは農家の皆さ

んに直接お伺いして、これから儲かるというか、主力となっていく作物、振興していく作物

ということで聞いたわけです。例えば白菜でも、大根でも、キャベツでも全然作付けしてい

ないということではなく、これから儲けていくために中心となる野菜としては位置付けてい

ないようです。全然市内で作られていないということではないのですけれども、大きくやら

れているということではないです。やはり今までの流れからすると、そういう野菜は高かっ

たり安かったりするので、八戸市内の農業者の方は、面積的な問題もあるのですが、メイン

というか大きい規模では取り組んでいない。是川地区ではながいもをやられていますし、館
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地区でもりんごとか果樹など、それぞれ特徴のある作物を作付けしていますので、その中で

いろいろと対応していくという形になるかと思います。私からは以上です。 

●委員 

すいません、もう１点だけ。 

●会長 

はい、どうぞ。 

●委員 

20ページのグローバル化への対応です。今盛んに日本からの輸出が取りざたされて、牛肉

は６年連続で伸びていますし、お茶も相当伸びているという中で、りんごは少し頭打ちのと

ころがあるようですけれども、そういう中で GAP、いわゆる衛生基準について計画でうたっ

ていかなくていいのかなという気がしたのです。養鶏であれば、農場衛生管理ということで

HACCP ですね、そういうこともきちんとしていかないとこれからはあと１、２年で厚生労

働省の方でもそういう基準を出してくるという形になってきていますので。農政の方では

GAPがかなり取りざたされて、現実に行われているところもあるわけですので、その辺につ

いての考え方、ここではただ検討というだけになっていますけれども、この計画の範囲内で

あれば、そういう名前が出てきてもおかしくないという気がしたものですから、それについ

てはいかがですか。 

●会長 

その点について事務局からお願いします。 

●事務局 

地区別協議会等の中で御意見としていただかなかったので、今の段階では記載していない

ということもありますけれども、ＪＡ八戸さんとも相談しながら、前向きに記載する方向で

進めさせていただきたいと思います。 

●会長 

今のグローバル化に関わって、私から１つ。今海外販路についての情報収集と記載されて

いますけれども、八戸市において将来的に海外に展開あるいは販売しようというような意味

で有望な作物は一体何なのかということと、それに合わせてどのような情報が欲しいのかと

いう辺りがリンクしていると思うのです。一般的に海外の販路というよりは、やはりそれな

りに重点的にこの作物については将来性がある。将来性という意味は海外展開するという意

味です。その辺について事務局ではどんな議論、検討されていたのかということと、地区別

のいろんな関係者との意見交換のときにそういうことは話題にならなかったのかどうかとい

うことについてはいかがでしょうか。 

●事務局 

地区別協議会の中で、にんにくについて、黒にんにくですけれども、輸出量が増えていて、

果たしてこれは農業の経営的に貢献しているのかという御質問をいただいたということがご

ざいます。実際に黒にんにくについては輸出量が伸びているということもございますので、

市としても、八戸市だけではございませんけれども、にんにくについては注視していきたい

なと思います。あと販路につきましては、セクションは違うのですけれども、商工労働部で
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この前もベトナムで販路と量の拡大のために市長を含め、売り込みに行ってきたところでご

ざいますので、それらの動向をいただきながら、にんにく以外にどういったものがどういう

地域でうけるのかという情報を今後も続けて収集していきたいと考えております。以上です。 

●会長 

もう１つ、関わる質問をよろしいでしょうか。 

●事務局 

はい。 

●会長 

天津からの中国人観光客がチャーター便で青森空港に来まして、青森１泊、残りは函館と

いうことになっていますけれども、いずれにせよ県内を全て回ると。八戸も含めて、青森、

弘前、それぞれの市町村でその観光客に対応するということで、八戸の場合は八食センター

に回るということで移動させていると思うのですけれども、外国人観光客がこれから増える

という意味で、八食センターのみならず、今の黒にんにくのこともありますけれども、いろ

んな加工品などについて農業サイドではどのような検討をされているのか、あるいはするべ

きなのかどのように考えておられるのでしょうか。いろいろ情報発信ということで、いちご

のスイーツを考えたり、他いろいろありますけれども。そういうことも含めて事務局ではど

んな検討をされているのでしょうか。お願いします。 

●事務局 

いちご等の生鮮品については、市としては輸出ということを特に考えてございません。加

工品については黒にんにく以外に特に今あるというわけではございませんけれども、加工製

造場など八戸市内に多数ございますので、そういうところから情報をいただきながら、農産

物については使っていただく方法を探ってまいりたいと考えております。 

●会長 

はい、ありがとうございました。ほかに委員の方からいかがでしょうか。 

●委員 

すいません。 

●会長 

お願いいたします。 

●委員 

国といたしまして、オリンピック、パラリンピックに向けまして、グローバル GAP の推

進をしております。オリンピック、パラリンピックの食材については、GAPを通ったものし

か扱わないとしています。GAPの認証、審査費用というものは約 30万円ほど掛かるんです

が、今回予算化をしまして、この認証費用の全額補助ということをやっております。五所川

原農林高校は米もりんごも認証をとっておりますので、是非通常の農業者もとって、オリン

ピック、パラリンピックに間に合うように生産をしたほうがいいのではないかと思います。 

●会長 

今の御指摘については、事務局はどのような感じでしょうか。意見を承っておいて検討し

たいということでよろしいですか。 
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●事務局 

はい。 

●会長 

分かりました。青森県内で GAP は今どの程度なのですか。五所川原が話題になるくらい

ですから少ないですか。 

●委員 

そうですね、少ないです。農業者の方はグローバル GAPだと少ないです。 

●会長 

他に皆様からいかがでしょうか。 

●委員 

すいません、もう１点いいですか。 

●会長 

どうぞ、お願いいたします。 

●委員 

19ページの高病原性鳥インフルエンザに関連してですけれども、とうとう青森県でも出た

と。これはアヒル、フランス鴨で、しかも道路が一本道だからあの程度で済んだと思うので

すけれども、県南でしたらかなりの養鶏場の数があるという中で、県も今あわてて備蓄とか

消毒体制、あるいはいろんなことの再検討を始めたようであります。処分するにその市町村

が埋設する土地を用意しなければならない。今回の場合、最初に埋設しようとしたところは

水が湧いて結局使えなかったということがありました。八戸の場合、おそらく用意はしてい

ると思うんですが。それから最近ガスで殺処分するのではなく、泡のやつですね。ついこの

間の 26 日に実習をやって、かなり良かったので、今度はおそらくそれで殺処分することに

なると思うのですが、そういうものを県は当然備蓄しなければならない。市としての対応は

ここに迅速に対応するため云々と書いてありますけれども、市としての考え方を教えていた

だきたい。 

●会長 

はい、お願いいたします。 

●事務局 

農林畜産課の野沢と申します。よろしくお願いいたします。 

 鳥インフルエンザの対応についてですけれども、この度は青森市で２例発生したというこ

とで、大分前から県とも協議はしているわけなのですけれども、より具体的に埋却地とか従

事者の集合施設の検討や、消毒ポイントの検討などを３回くらい打ち合わせしております。

埋却地について一義的には農場主で用意していただくということですけれども、やはり青森

市の事例のように実際用意した部分が使えないということが想定されるということもありま

して、市町村が埋却地を用意するようにというお話をいただいて、これについても相当前か

ら２回ほど、一応県の照会もありましたので検討しておりますけれども、市の市有地の中で

はなかなかそういう場所が今はないのかなということで、再度検討はしております。もう１

つ、埋却が１番簡単でいいのはその通りなのですけれども、焼却という方法もあるというこ
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とで、市内の場合、幸いなことにそういう焼却施設が民間も含めてございますので、そうい

う部分での処分の方法も検討してもらえないかということで、県にはお願いをしております。

以上でございます。 

●会長 

はい、どうぞ。 

●委員 

焼却にしても埋設にしても、それは殺処分してからですよね。この間の 26 日に行われた

防疫演習で殺処分を泡でやったんですが、これは皆さん見学するか、参加したのですか。 

●会長 

はい、お願いします。 

●事務局 

泡でやるということを私も勉強不足で知らなかったのですけれども、一応 10 年くらい前

から演習というものがございまして、県職員の方と周辺町村の方の職員で演習をやっていま

す。本物は使っていないのですけれども、疑似訓練といいますか、実際に防護服を着て、一

部の職員ですけれども体験しております。以上でございます。 

●委員 

ガスを使うより、もう少し時間が短縮されるので、そのための機械も持っていなければい

けないし、現実に県も進めていますから、これは県民局さんとよく連携していただきたい。

効果もかなりあり、殺処分の時間も早いですし、そういうことでひとつ対応していただきた

いと思います。 

●会長 

はい、ありがとうございました。 

●委員 

よろしいですか。 

●会長 

はい、お願いいたします。 

●委員 

同じく 19 ページの森林環境の整備の中の（３）で、公共建築物等に積極的に地元材活用

ということで、現在西白山台小学校がもう少しで完成ということなのですけれども、今後具

体的には何かあるのですか。今スケートリンクをつくっておられますけれども。 

●会長 

どうぞお願いします。 

●事務局 

今聞いている限りでは特に私の方へそういう情報は入っていないんですけれども、逆に何

か情報がありますか。 

●委員 

ないですけれども、私も県の方から聞いてみたいと思っています。 

●委員 
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CLTという素材がありまして、これは今まで建築基準法では大臣の認可が必要だったので

す。それが通常の建築許可で建てても良いことになりまして、この CLT で公共施設をつく

る場合、国からの補助がございまして、そういったものも検討の材料なのかなと思いました。 

●会長 

どうぞ、お願いいたします。 

●委員 

６ページの農業産出額のところに被災市町村別とありますけれども、これはどういうこと

なのでしょうか。 

●会長 

はい、事務局からお願いいたします。 

●事務局 

こちらにつきましては東日本大震災で被災した市町村の分だけ、農業産出額を国から出し

ていただいたというものでございます。 

●委員 

他はないのですか。 

●事務局 

ございません。県内だと八戸市とおいらせ町だけだと思います。以上でございます。 

●会長 

それでは他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

●委員 

15ページの④で、他産業からの新規参入の促進とあります。私も農家をやっていて、後継

者というか跡取りを持たないで農業をやっています。将来私で終わりという形になるのです

けれども、自分がやっている中ではトラクターとか施設など結構持っています。そういうも

のをうまく活用できるような方法を、現代農業か何かでちらっと記事を見ましたけど、そう

いう農家に研修に入っているだとか、いろんな形でその施設の勉強をしながら経営を譲ると

いうか、そういうシステムを見たような気がするので、例えば他産業から農業をやりたいと

いう方がいれば、私を含めていくらかあると思いますが、リタイアして辞めていく立場の人

とうまくマッチングして移譲できればいい。新しく入る人も、やるとなればすごいお金が掛

かるし、私たちが持っている中古などをうまく活用できるような情報だとか、これからそう

いうことも考えていただければ、それに対応する人も出てくる可能性が特に高い。実際今持

っている農機具を処分するとき、友達に取ってもらったとか、そんな話も聞いていますので、

そういうこともこれから考えていただければと思います。私の意見です。 

●会長 

はい。今の御意見については事務局で基本的な情報は持っていると思うのですけれども、

そのようなことも含めてここの文章は検討されて記載されているのでしょうか。それとも今

お話になられた提案というものは、ここには含まれていない部分もあると考えて検討すると

いうことになるのでしょうか。その辺はいかがですか。 

●事務局 
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具体的にやる際には、行政がそういうことをやっていくのは少し難しい面もないわけでは

ないので、その辺は農協さんと連携しながら進めざるを得ないのかなと考えております。文

章の中に入っている、入っていないということになれば、含めてはございます。 

●会長 

もう少し新規参入を促進するために、ここはいろいろな情報がありますと、それから今国

が準備している施策がありますというものをうまく利用して促進したいということですけれ

ども、それ以外にもいろんな方法があり得るので、もう少しその辺も含めて農業関係の方々、

あるいは農業者、それから新規参入する方もうまくマッチングするようなことを検討してい

ただくことが必要ではないかという趣旨で私は受け止めたのですが。そういうことも含めて

検討するということでよろしいですか。 

●事務局 

はい。 

●会長 

では、他にはいかがでしょうか。 

●委員 

いいですか。 

●会長 

どうぞお願いいたします。 

●委員 

１つ気になっているのは、新規参入ではないのですけれども、八戸の場合を見ていますと、

定年後に市民農園も含めて畑を借りて、農業をやっている方が非常に多いと思うのです。そ

ういう方の位置付けというものはどんなものなのか。これはある面で農業というものに対す

る新規参入でもあるのです。ただそれをずっと本格的にやるかどうかは別にして、その入り

口に立っている連中は結構いるわけですよね。生産量もトータルにしたら結構な量になって

くるわけです。そういうものをこの地域農業の中でどのように位置付けするのかということ

を、もう少し位置付けてもいいのかなと最近非常に感じているのです。多分生産量からいっ

たら相当な量になっていると思います。どこに入れるか分かりませんけれども、意見です。 

●会長 

はい。今のことについて、もし他の委員の方で付け加えて意見があれば、その意見を踏ま

えて事務局からも御意見いただこうと考えます。市民農園とかいろんな形で農業に関わって

いて、あまり表には出ないけれども、それなりの生産量と関わっている人たちがいる。こう

いう人たちをもう少し政策、あるいは計画の中に位置付けて、少し流れをつくってみるとか、

あるいは全然別な位置付けもあるかもしれません。市民が農業に親しむという意味で、もっ

と農業の理解を深めるための施策になると思います。生産量が多いので、生産物をうまく流

すという企画になったりする可能性もあります。いろんな捉え方があると思うのですが、そ

の辺についてこの計画にはきちんと整理されていないという御意見と理解しました。このこ

とについて委員の皆さんからなければ、事務局はこの問題についてどのように受け止めてい

るかということについていかがでしょうか。 
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●事務局 

市民農園につきましては、法に基づいて整備されることになってございまして、そのこと

については現状市として柔軟に対応してございます。現実として市民農園をやってから実際

の本格的な農業生産へ移行する方は、ないわけではないのでしょうけれども、実はあまり多

くなくて、そういう方につきましても農地を斡旋したり、計画につきましても 14 ページの

第６の目標達成のために講じる施策の基本方向の「１ 魅力ある農業経営体の育成」の②の

新規就農者の育成のところの、また以下です。中高年就農希望者及び定年帰農者等に位置付

けてございまして、個々の意向を汲んだ就農につきましては、引き続き促進することにした

いと考えてございます。以上でございます。 

●会長 

ここに含まれているから、一応含んでいますという回答はそれで分かりますけれども、市

民農園などは具体的にあるので、それはそれでもっと計画に位置付けて、どのような位置付

けにするかは検討が必要かと思うのです。生産量があるからもう少し直売所に出すような仕

組みを支援しようとか、あるいはもっと利用を促進しようという位置付けはあると思うので

す。必ずしも農業を完全にやってもらうための施策ではなくて、その市民農園のような形で

関わっている人たちの継続性や意味というものをきちんと市としては位置付けていくという

のであれば、もう少し別立てで記載してもいいのかなという気もするのです。これは私の意

見です。 

●事務局 

市民農園につきましては法律でつくったものを売ってはいけないというものがございます

ので、計画上市民農園はあくまでも食農とか、農業に親しむ場として位置付けてございまし

て、そこから農業者になる方につきましては、これまでとおり促進するという記載にしてご

ざいます。以上でございます。 

●会長 

なるほど。 

●委員 

少しいいですか。 

●会長 

どうぞ。 

●委員 

休耕の農地などを一般の市民が借りている場合も結構ある。これが正式には多分出てこな

いのだろうと思いますけれども、聞いてみるとないわけではないのです。市民農園だけでは

なくて、畑地を市民が借りて耕作している場合も、結構最近は出てきているわけです。そう

いうものをどうやって見ていくかという視点もそろそろ必要なのかなということです。 

●会長 

分かりました。今のことについて委員の皆さんから、もし私の知っているところではこう

だとか、このように考える人がいるだとか、そういう御意見があればいかがでしょうか。 

●委員 
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定年退職されている方で、結局お父さんが働いていて、自分は勤めていて、定年になった

からその跡を継いで私がやりましょうという定年退職者の農家の人は結構いると思います。

市民農園なども仲間で少し借りて、大豆とかそばを作付けして、みんなでいろんな作業のと

きに集まって、親交を図りながら収穫したものを一緒にいただく。そういう方向で農業に親

しんでいる方、グループでやっている方の情報は聞いています。 

●委員 

私の世代になるとほとんどが退職しているものですから、その連中や同級生の話を聞いて

いると随分やっている。 

●委員 

そうですね。 

●委員 

畑も農家から押し付けられて借りている人が結構いるのです。 

●委員 

職種の違う方々や退職者の方が集まって、グループで休耕地を借りて作付けしている。１

年間そういう事業ごとに集まっている。 

●委員 

農家の方が指導してくれているのですよね。伝授して、準生産者的な人が結構出てきてる

んですよね。ただそれをどこに出しているかは知りません。 

●委員 

うまくやっている人は販売できるだけのものを作れるかもしれない。私が今聞いたところ

では自分たちの楽しみというか、そういう形でやっているということは聞いています。 

●会長 

どうぞ。 

●委員 

今のお話を伺っていまして、農業計画の素案から若干ずれているような気がしています。

いろいろ家庭菜園云々はいわゆる自家消費、あるいは農業に親しんで生産する喜びを味わい

ながらのことであって、今日は 11次農業計画の議論で御案内いただいているでしょうから、

その辺は少し整理しないと噛んでこないという気がします。 

●委員 

遊休農地の解消策ということだといいのです。今の話を聞いて、そういう利用方法もある

のかと。その辺の対策として盛り込むといいのかなと思います。 

●委員 

荒廃地対策で変えるのであれば、それはそのような計画で沿っていただきたいと思います

けれども、ただ経営基盤の中での議論だと、今はなかなか噛みにくいところがあると思いま

すので、その辺を少し整理していただきたいと思います。 

●会長 

最初に御意見いただいた際のポイントは市民農園という形でお話があったので、市民農園

という言葉に引っ張られてしまったというところもあるのですが、実は私が最初の挨拶のと
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きに申し上げました労働力不足という問題について、いろんな市町村で検討しています。そ

のときは先ほど説明しましたように、例えば弘前ですと、子育て世代であるとか、シルバー

人材センターの人たちであるとか、そういう人たちで農業に携われるような人はどのくらい

いて、どういう可能性があるのだろうかという議論があります。実際に労働力不足という問

題を考えると人がどこにいるかという議論があります。もう１つは、例えば私が関わってい

る弘前の清水森ナンバという唐辛子があります。会員が今 100名超えているのですが、大体

15％は退職後の人たちで、かつ自分の土地はないので、借りて唐辛子を作付けしているとい

う形になっています。そういう点で考えた場合に、あまりこの市民農園のスタイルというこ

とにこだわらずに、定年後の人たちのいわば働き場かつ労働力不足に対応する、労働力不足

に困っている、あるいは先ほど話題に出たような耕作放棄地的なところへ従事してもらうよ

うな可能性を探るとか、そのような位置付けで検討してみるという意味はあるのではないだ

ろうか。私も最初に申し上げたように、市民農園というものにこだわりすぎたかもしれませ

んが、もっと幅を広げて検討すると労働力不足への対応であるとか、高齢者への対応などの

問題を考えて計画の中に入れてもいいのではないだろうかということを、皆さんの御意見を

伺いながら考えたところです。私の意見としてはそんなところですので、事務局でこの件も

含めて是非検討していただければということを感じた次第です。もし私の意見に対して、ま

だこういう考え方もできるのではないだろうかということがありましたら、お話しいただけ

ればと思います。 

 この話題から離れて、別な御意見もありましたら是非お願いしたいのですが、いかがでし

ょうか。 

 特に今の時点で御意見がなければ、皆様からの御質問並びに御意見はここで一応終わらせ

ていただきまして、今いろいろ出ました意見は事務局預かりということで、お願いしたこと

も含めて、計画案を改めて作っていただく。修正していただくか、あるいは修正しないまま

にするかはいろいろ議論があるところかもしれませんが、その辺を検討していただきます。

それぞれの御意見について事務局で検討していただいた内容につきましては、私と副会長に

一任していただきたいと考えております。修正した内容につきまして、私並びに副会長に一

任していただくことについて、皆様からの御異議あるかどうかお諮りしたいと思うのですが、

いかがでしょうか。 

●委員 

異議なし。 

●会長 

では異議なしということで、私どもで対応させていただきたいと思います。 

 それではここでこの審議会は一応終了させていただきまして、あとは事務局にお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

●事務局 

 はい、どうもありがとうございました。次回の審議会の日程につきましてお知らせいたし

ます。３月 24 日金曜日の 13 時 30分から開催予定でございます。後日御案内を差し上げた

いと存じます。 
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 それでは、本日の審議会につきましてこれで終了させていただきます。本日はどうもあり

がとうございました。 


