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八戸市総合農政審議会議事録 

 

 
日 時  平成 29年７月 28日（金）13:00～14:30 

場 所  八戸市庁本館３階 第１委員会室 

出席委員  11名 赤澤榮治委員、小笠原賢一委員、籠田悦子委員、木村清美委員、 

源新敏雄委員、佐藤雅彦委員、渋谷長生委員、田名部和義委員、松倉睦子委員、 

松山政義委員、三浦一男委員 

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  小林市長、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、村上農政ＧＬ、三浦主査 

事 務 局  石丸所長、大坂主査、幸田技査、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、八戸市総合農政審議会を開催いたします。 

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。 

では、最初に、市長から委嘱状の交付を行いますので、委嘱される皆様は、その場でお待

ちください。 

 

（委嘱状交付式） 

 

●司会 

皆様、ありがとうございました。 

それでは、市長より御挨拶を申し上げます。 

●市長 

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。 

このたびは、八戸市総合農政審議会の委員をお願い申し上げましたところ、御快諾を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

また、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、心よ

り感謝申し上げます。 

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
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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、

さらには、日欧 EPA 交渉の大枠合意等によるグローバル化の伸展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

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、今年４月に策定いたしました、第

11次八戸市農業計画に基づき、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

ランド力の創出等の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、委員委嘱後、最初の審議会でありますので、最初に会長、副会長を選任していた

だき、その後、当市の農林畜産関係の事業と、八戸農業振興地域整備計画全体見直しにつき

まして、御説明いたしますので、忌憚のない御意見をお聞かせいただきたいと存じます。 

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。どうぞ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。 

本日は 13名中 11名出席しておりますので、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。 

最初の審議会の会長の職務は、規則第５条第１項の規定により市長が行うことになってお

りますので、会長が選任されるまでの間、議長を務めます。よろしくお願いいたします。 

●市長 

それでは、会長及び副会長の選任を行います。 

会長及び副会長の選任は、規則第４条第２項の規定により、委員の互選により定めること

となっております。 

お諮りいたします。互選の方法はいかがいたしましょうか。 

●委員 

 はい。指名推薦が良いと思います。 

●市長 

ありがとうございます。ただいま指名推薦との御発言がございましたが、他に御意見はご

ざいませんか。 

●委員 

 なし。 

●市長 

御異議なしと認め、選任の方法は指名推薦といたします。どなたか御推薦願います。 
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●委員 

渋谷委員を会長に、籠田委員を副会長に推薦いたします。 

●市長 

ただいま渋谷委員を会長に、籠田委員を副会長にという御発言がございましたが、他に御

意見はございませんか。 

●委員 

 なし。 

●市長 

御意見がないようですので、これより会長の選任につきまして、委員の皆様にお諮りいた

します。 

渋谷委員を会長に選任することに御異議はございませんか。 

●委員 

 なし。 

●市長 

ありがとうございます。御異議がないようですので、渋谷委員を会長に選任いたします。 

続きまして、副会長の選任につきまして委員の皆様にお諮りいたします。 

籠田委員を副会長に選任することに御異議はございませんか。 

●委員 

 なし。 

●市長 

ありがとうございます。御異議がないようですので、籠田委員を副会長に選任いたします。 

それでは、最初に、会長の渋谷委員から就任の御挨拶をお願いいたします。 

●会長 

 ただいま選任されました弘前大学の渋谷と申します。 

私もだいぶこの農政審議会の委員をやってまいりましたが、八戸市の農業につきまして、

この会議も含めましていろいろな情報を得ております。これまでの様々な行政の施策に基づ

きまして、新しい動きも出ているなということを感じております。八戸市の商工業者の方々

との連携や、南郷地区でのワインについての取組については大変注目しているところです。 

例えば県内のワインと申しますと、皆さんも御承知のように、下北ワインというものが、

現在はむつ市になりますが、旧川内町で始まったのは約 25 年前です。それからいろいろ苦

労があったと思うのですが、元々はゴルフ場予定地として開発されようとしていたところを

ぶどう畑にし、ワインを作り始めた訳です。大鰐に、そのぶどう畑、それからワインも含め

た事業実施企業であるロイヤルホテルというところがありますが、最近ロイヤルホテルの名

前を青森ワイナリーホテルに変えまして、下北ワインを利用してさらに発展するという取組

が進んでいると聞いております。 

おそらく、南郷地区のワインの取組も５年、10 年、20 年という歳月を必要として、かな

り大きなものになっていくのではないかと思っております。そういう意味で考えますと、す

ぐに成果を求めるというよりも、長い目で見て、支援を続けていくことが重要なことだと考
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えているところです。 

今、農業の流れは非常に急でありますけれども、一方では少し先を見据えた施策というも

のも検討していただければと思っております。そういう役割をこの審議会が果たせますよう

に少しでもお役に立てればと考えているところです。どうぞよろしくお願いいたします。 

●市長 

続きまして、副会長の籠田委員から就任の御挨拶をお願いいたします。 

●副会長 

 副会長を務めさせていただきます、八戸市農業委員会の籠田と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

●司会 

 ありがとうございました。 

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。 

●市長 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

●司会 

渋谷会長及び籠田副会長におかれましては、会長席及び副会長席に御移動願います。 

●会長 

それでは、議事に入る前に、「審議会の公開」と「会議録の確定方法」を皆様にお諮りした

いと思います。 

まず、「審議会の公開」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

●事務局 

はい、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。 

それでは、お手元にお配りしております「附属機関の会議の公開等に関する取扱い」を御

覧いただきたいと存じます。１枚もので裏表に記載のあるものでございます。 

それでは、御説明いたします。附属機関等の会議につきましては、「附属機関の会議の公

開等に関する取扱い」の第２「会議の公開基準」において、原則として公開することとなっ

てございます。公開・非公開の決定は、第３「会議の公開又は非公開の決定」で附属機関等

の長が会議に諮って行うものとなっております。 

また、第６「会議録の作成及び公開」につきまして、公開・非公開に関わらず、速やかに

作成し、会議において公開しないこととした情報を除き、公開することとなってございます。 

当審議会で御審議いただきます案件につきましては、会議の公開によって議事運営に著し

く支障が生じることはないと思われますことから、事務局といたしましては、会議は原則と

して公開とする、会議における発言は会議録として記録する、会議録は公開する、傍聴者は

会議で発言することはできない、その他詳細については附属機関の会議の公開等に関する取

扱いのとおりとする、ということで、審議会を運営していただきたいと考えてございます。 

なお、会議及び資料の公開に関する取扱いにつきまして、公開する会議録について、誰の

発言か特定できないように、氏名は表記せず、発言者については会長、副会長、委員、事務

局等と表記させていただきたいと考えてございます。 
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また、公開する委員名簿については、個人情報保護の観点から、委員の氏名のみの記載と

し、その他の所属や役職等の情報については記載しない取扱いとさせて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 

ありがとうございました。 

ただいま事務局から当審議会の公開について、御説明がございましたが、何か御意見、御

質問等がございましたら、お願いいたします。 

●委員 

なし。 

●会長 

特に御意見がございませんようですので、「審議会の公開」につきましては、事務局の案を

採用させていただきたいと思います。 

次に、「会議録の確定方法」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

●事務局 

 はい。それでは、御説明いたします。会議録の確定方法につきましては、特に取り決めが

ございません。 

 事務局といたしましては、会議録を速やかに作成し、確定後、公開する必要があることか

ら、会長による承認を受けた後に公開するという方法でお願いしたいと考えてございます。 

 また、会長が欠席した会議など、会長が承認することができない場合につきましては、規

則第４条第４項の規定を準用いたしまして、副会長からの承認を受けた後に、公開させてい

ただきたいと考えてございます。以上でございます。 

●会長 

ありがとうございました。ただいま事務局から会議録を速やかに確定して、公開したいと

いう理由から、会長の私が確認し、また、私が欠席した審議会については籠田副会長に御承

認をいただくということで進めたいと案が出ましたが、御意見、御質問等がございましたら、

お願いいたします。 

●委員 

 はい。 

●会長 

 どうぞ、お願いいたします。 

●委員 

 参考までに伺っておきますが、すべてが会議録として取り扱われるということですか。 

●事務局 

 原則として、公開したいと考えてございます。 

●委員 

 今ちまたで渦中の話題が、この会議録があるとかないとか騒いでいる昨今の中で、取り扱

いは会長だけで良いのか、連帯的に正副会長で取り扱ったほうが良いのかという感じがした

もので。意見です。 
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●会長 

 今のは御意見ということでよろしいですか。 

●委員 

 意見です。 

●会長 

 他にいかがでしょうか。 

 それでは、先ほど事務局から提案された「会議録の確定方法」を採用させていただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

●委員 

 意見なし。 

●会長 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

今回の審議会は、委嘱後、最初の審議会でありますので、新しい委員の方もおられます。

そこで、八戸市農業関係課の事務概要につきまして、事務局から説明していただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

●事務局 

 はい。農林水産部を担当しております、出河と申します。よろしくお願いいたします。 

皆様には、当市農林水産業の振興に関しまして、御理解と御協力を賜り、感謝申し上げま

す。私からは、当農林水産部の機構につきまして、御説明させていただきます。お手元の八

戸市農林水産部機構図という資料を御覧ください。 

当部は、農政課、農林畜産課、農業経営振興センター、中央卸売市場、水産事務所の５つ

の部署から成り、計 67 名の職員が在籍し、当市の農林水産業の振興に関する施策を進めて

おります。また、農政課につきましては、農業委員会事務局を兼務しております。 

それでは、それぞれの部署の事務概要につきまして、担当者から説明させますので、よろ

しくお願いいたします。 

●事務局 

 農政課・農業委員会の上村でございます。どうぞよろしくお願いします。失礼ながら、着

座により説明させていただきます。 

早速でございますが、お手元にお配りしております「八戸ののうぎょう」の冊子の８ペー

ジをお開き願います。 

当課は市長部局の農政課と農業委員会の業務を行っており、職員 11 名全員が併任となっ

てございます。 

 まず、農政課の業務は、資料下段になりますが、１の「農業振興地域整備計画に関するこ

と」につきましては、本日の報告案件となっておりますので、その際に御説明いたします。

２の「農業委員の選任に関すること」は農業委員会法の改正によって、農業委員の選任方法

が選挙から市町村長が任命することとなりまして、募集、選考、議案提出等に係る業務を担

当しているものでございます。 

次に、農業委員会の業務につきましては、９ページからとなりますが、７月 15日付けで、
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農業委員会法の改正に基づく新たな組織体制になりましたので、先ほど御覧になっていただ

いた機構図の次の資料「平成 29年度農業委員会概要」を御覧いただきたいと思います。 

１の「委員」ですが、農業委員 19 名、主に総会等で決定行為を行なうこととなります。

また、農地利用最適化推進委員 22 名、今回の改正により新設されまして、主に農地パトロ

ールなど各地域での現場の活動を行います。計 41 名の定数となります。なお、当市では、

両委員に主な担当業務の違いはあるものの、一体的に同様の活動をしていただくこととして

おります。農業委員につきましては、7月 18日に任命済みでございますが、農地利用最適化

推進委員は来月８月 10 日の総会において、委嘱される予定でございます。また、これまで

農地と農政の２部会を設置しておりましたが、法改正により廃止となり、８月からは全て総

会において審議することとなります。 

２の「農業委員会の所掌事務」のうち「専属的権限に属する事務」ですが、主に農地法等

に基づく許認可に関する事務となります。また、「専属的権限に属しない事務」のうち、１の

農地等の利用の最適化の推進に関する事項では、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発

生防止等のこれまでも実施してきた事務でございますけれども、このたびの法改正によりま

して必須の事務とされたものでございます。 

具体的な内容は、冊子の資料に戻っていただきまして、11ぺージの３「農政関係活動」及

び 12 ページからの４「農地関係活動」として記載されております。今回は、概要のみ説明

させていただきます。 

３「農政関係活動」では、地域農業の振興発展と農業経営基盤の確立のため、（１）の関係

機関への建議要望活動や農家相談、情報提供の他、老後の安定のための農業者年金制度の啓

蒙普及などに取り組んでおります。 

４「農地関係活動」では、（１）農地事務の適正処理にありますように、農地の適正かつ効

率的な利用を確保するため、農地の売買、貸し借りなどの権利移動や農地以外の用途に転用

等を行う際に、農地法等により制限が加えられており、農業委員会への許可申請や届出が必

要となってございます。このような申請があった場合に、農地法等の関係法令の許可条件に

照らし、許可すべきかどうか公正に判断することが、最も重要な業務となっております。そ

の他、遊休農地解消活動事業や農地移動適正化あっせん事業など、農地に直接関係する業務

を行っております。以上で説明を終わります。 

●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。 

それでは、農林畜産課の事務概要につきまして、お手元にお配りしてあります「八戸のの

うぎょう」に基づきまして、御説明申し上げます。申し訳ございませんが、座って説明をさ

せていただきます。 

「八戸ののうぎょう」の 23ページから 25ページにかけて、３項目にまとめておりますの

で、その内容について、順をおって説明して参ります。 

それでは、23ページを御覧願います。１点目は、持続可能な農業の確立でございます。ま

ず、経営所得安定対策直接支払推進事業でございますが、販売価格が生産費を恒常的に下回

っている作物を対象として、その差額を交付する、経営所得安定対策事業を実施することに
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より、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るよう同対策を推進して参ります。次に、畜

産業の振興に関することでございますが、生産技術や経営情報の取得につながる生産者間の

交流を促進するとともに、肉用牛群の資質の向上と能力改良のスピードアップを図るため、

「優良牛受精卵活用促進事業」を実施するほか、市内産子牛の購買誘導と特色ある牛肉生産

を図り、経営の安定に資するため「肉用牛地域内一貫生産促進事業」を実施いたします。 

続きまして、24ページを御覧願います。２点目は、農村生活環境の整備でございます。ま

ず、中山間地域等直接支払事業でございますが、耕作放棄地の発生を防止し、農業及び農村

の有する多面的機能、国土の保全や洪水の防止等を確保するため、地域全体の傾斜がきつい

農用地や自然条件により小区画・不整形な田んぼ等、農業を営むうえで、条件の不利な中山

間地域において、直接支払交付金を交付することにより支援をして参ります。次に、多面的

機能支払交付金でございますが、農地・農業用施設等の資源の適切な保全管理を行うととも

に、農村環境の保全等に役立つ地域共同の効果の高い取組を促進するため、農業者や地域住

民等を含めた多様な主体の参画する資源の保全向上活動を支援するものでございます。また、

老朽化が進む水路等の長寿命化の取組に対して支援をして参ります。次に、八戸平原地区総

合農地開発事業に関することでございますが、八戸平原総合開発促進協議会の関係機関であ

る八戸市・階上町・軽米町・洋野町と連携調整のうえ、世増ダムの水利用増進と八戸平原地

区の畑地かんがい営農により、農業経営の合理化や生産向上が図られるよう、国・県、農業

関係団体と連携をして参ります。 

次に、25ページをご覧願います。３点目は、森林環境の整備でございます。まず、森林の

保全及び育成事業でございますが、八戸市森林整備計画に基づきまして、森林・林業施策を

計画的・総合的に推進し、森林の有する多面的機能向上と林業振興を図って参ります。次に、

市民の森不習岳管理運営でございますが、市民の森不習岳の樹木育成・保育のための除間伐

作業を実施し、また、施設の老朽化に伴う施設改修等事業についても、平成 18 年度から計

画的に実施しているところですが、今年度は、東屋新築工事等を行うこととしており、市民

の憩いの場として、より一層の利用促進に努めて参ります。 

以上をもちまして、農林畜産課の事務概要の説明を終わらせていただきますが、委員の皆

様には、当市の農林畜産業の振興に対しまして、今後とも、御指導・御鞭撻を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

●事務局 

中央卸売市場長の佐々木と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

冊子ではなく、業務体制及び事業計画の資料を御覧いただきたいと思います。失礼ながら

着座にて説明させて頂きます。 

はじめに１ページの（１）開設者の役割でございますが、中央卸売市場は、生鮮食料品等

の円滑な流通を確保する役割を担っておりまして、生産者には、安定的な販売ルートの確保

と迅速・的確な代金決済を、消費者には、安全・安心かつ適正な価格で供給し、消費生活の

安定を図ることを目的として、法律・条例などにより、公正な取引が行われるよう指導・監

督及び施設の維持管理に努めております。また、平成 25 年１月に策定いたしました「八戸

市中央卸売市場経営展望」や平成 28年４月１日に国が策定いたしました「第 10次中央卸売
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市場整備計画（平成 28 年度～平成 32 年度）」を踏まえ、市場内の整備及び情報受発信の充

実等を図ることとしております。（２）の組織図及び職員数でございますが、市場長以下９名

の職員体制となっております。（３）主な業務でございますが、市場の取引業務の指導及び監

督業務卸売業者及び仲卸売業者の経営指導業務、市場施設の使用許可及び維持管理等業務、

中央卸売市場の運営業務として、市場運営協議会・取引委員会業務、市場施設見学業務など

でございます。 

次に２の平成 29 年度に実施する主な事業でございます。①の耐震診断業務委託事業でご

ざいますが、昭和 56年５月以前の建築物、当市場は昭和 52年の完成でございますので、現

行の新耐震基準を満たしていないことから、市場取引関係業者の安全性の確保はもちろんで

ありますが、今後の施設整備に当たって、整備後において耐震性の問題が生じることで二重

投資にならないよう、診断を実施するものでございます。なお、診断結果によっては、今後

の対策を検討する必要も想定されます。②の低温売場建設事業でございますが、夏場及び冬

場の気温の変化に伴う農産物の品質低下を解消するため、温度管理された卸売場を現在の青

果部卸売場棟内に設置するものでございます。事業年度につきましては、２ケ年で実施、昨

年度は実施設計、今年度は低温売場の本体工事を行うものでございます。構造は鉄骨造で、

建設面積は、825 ㎡であり、農産品目によって温度管理が可能となるよう４つの部屋に区切

るものであります。③の建物・設備機能の修繕でございますが、建物・設備機能等の老朽化

が進行してきていることから、年次計画により機能強化及び設備環境の修繕を行います。具

体的には、電気室変圧器更新工事、仲卸棟２階トイレ改修工事、仲卸棟屋根塗装、リフト庫

の外壁の塗装、重量シャッター等の修繕を予定しております。④の統計調査の実施でござい

ますが、市場における公正な価格形成と需給の実態をお知らせするため、青果・花きの取扱

いについて統計調査を行っております。 

資料の２ページ 別紙１の「八戸市中央卸売市場取扱高実績」を御覧ください。まず青果部

の平成 28 年１月から 12 月までの取扱高実績でございますが、数量は 11 万 569ｔ、前年比

97％、金額は 254 億 9,946 万円、前年比 109.9％でございます。なお、取扱金額は平成 25

年から４年連続 200億円を超えております。裏面３ページにまいりまして、花き部における

取扱高実績でございます。数量は 1,731万５千本、前年比 96.2％、金額は 13億 2,641万円、

前年比 102.9％でございます。内容といたしましては、「月別取扱高」「入荷及び価格の状況」

を記載しておりますので、詳細につきましては、後程御覧いただければと思います。 

再度１ページに戻りまして、⑤の卸売市場の役割や機能の普及啓発でございますが、卸売

市場の役割や機能の普及啓発を図るため、市場見学を積極的に受け入れるとともに、市場に

来場できない小学校へのＤＶＤの貸出しをいたします。なお、26年度から小学校の市場見学

を増やすために、市内全小学校に市場見学についてのチラシを配付し、周知を図っておりま

す。ちなみに「平成 28年度は 34団体 1,464名」、「平成 27年度は 33団体 1,649名」となっ

ております。以上で説明を終わります。 

●事務局 

改めまして、農業経営振興センターの石丸でございます。皆様には、日頃より農業経営振

興センターの業務の推進に際しまして、御理解と御協力をいただき、感謝いたします。 
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私からは、農業経営振興センターの概要につきまして、「八戸ののうぎょう」の 28ページ

からの「農業経営振興センターの概要」に基づき説明させていただきます。失礼ながら、着

座の上、説明させていただきます。 

それでは、28 ページを御覧いただきたいと存じます。最初に、「１ 業務の目的」でござ

いますが、計画立案業務、担い手育成業務、農業金融業務及び野菜、花き、果樹、稲作、畑

作等に関する生産振興業務等の農業経営に関する重要な施策を一元的に推進することにより、

起農、他産業からの農業参入、既存農業経営者の規模・品目の拡充等を促進し、産業として

の農業の振興を図るとともに、市民農園の設置及び農作業体験学習会の開催等により、自然

に親しめる潤いのある市民生活の向上に資することを目的としてございます。 

続きまして、「２ 業務の概要」でございますが、計画立案業務、担い手育成業務、農業金

融業務、そして、野菜、花き、果樹、稲作、畑作等に関する生産振興業務として、野菜、花

き、果樹、稲作、畑作等に関する補助事業業務、野菜、花きに関する栽培調査及び展示業務、

植物組織培養業務、土壌分析及び土壌改良支援業務、また、市民農園の設置及び農作業体験

学習会等の開催に関する業務を主なものとしてございます。 

続きまして、「３ 組織図」でございますが、計画立案業務、担い手育成業務、農業金融業

務等を担う経営支援グループ、野菜、花き、果樹、稲作、畑作等に関する生産振興業務、市

民農園の設置及び農作業体験学習会等の開催に関する業務等を担う生産振興グループの２グ

ループ計 15人で構成してございます。 

29ページをお開き願います。「４ 施設の概要」でございますが、総面積が約 11.5ha、そ

の中に、管理棟、ガラスハウス４棟、ハイプハウス 16 棟等が配置されてございまして、下

に場内案内図がございます。 

続きまして、30ページを御覧いただきたいと存じます。参考までに沿革を御紹介さしあげ

たいと思います。昭和 30年に、「青森県農業試験場南部支場委託蔬菜展示農場」として、当

時の三戸郡大館村に発足し、昭和 32年に大館村に移管、昭和 33年に、合併により八戸市立

そ菜展示農場に改称、昭和 45 年に、市内十日市に移転し、八戸市農業センターに改称、昭

和 57 年に、現在の八戸公園であります「八戸市都市緑化植物公園」の開設により、市内尻

内町に移転し、八戸市農業研修センターに改称、平成 11 年に、高規格道路等建設計画によ

り現在地に移転し、八戸市農業交流研修センターに改称、平成 23 年に、機構改革により、

農業経営に関する支援業務を一元化し、八戸市農業経営振興センターに改称してございます。 

その下から 32ページまでわたりますが、「６ 主要業務の概要」、33ページの「７ 野菜・

花きの栽培調査・展示等」及び 34 ページの「８ 施設の利用実績」につきましては、この

後に御説明いたします「平成 28年度事業報告」及び「平成 29年度事業」の内容と同じもの

になる部分もございますので、ここでは、説明を割愛させていただきます。以上で「農業経

営振興センターの概要」の説明を終わります。ありがとうございました。 

●会長 

ありがとうございました。ただいま、事務局から説明のありました八戸市農業関係課の事

務概要について御意見、御質問等がございましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。 

農業経営振興センターの概要の、「業務の目的」の２行目に起農という言葉があります。起
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業という言葉はよく聞きますが、起農というのは、これまでも説明としてはあったのかもし

れませんが、これはどのような主旨なのでしょうか。 

●事務局 

 一般的に商工業の場合は起業、それにならって起農、就農とも言いますけれども、ここで

は起農という言葉を使っているものでございます。特段、差異があるものではございません。

より自発的にというニュアンスを含めたものでございます。 

●会長 

 これは辞書に載っている言葉なのでしょうか。 

●事務局 

 辞書には特に載っていないと思います。 

●会長 

 分かりました。八戸独自の言葉ですね。 

 御意見、御質問等がないようでしたら、次の案件に入りたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

●委員 

 はい。 

●会長 

 続きまして、第 10 次八戸市農業計画に関連する平成 28 年度事業報告、第 11 次八戸市農

業計画に関連する平成 29年度事業についての説明を、事務局からお願いします。 

●事務局 

 資料１の「第 10次八戸市農業計画に関連する平成 28年度事業報告について」私から説明

をさせていただきます。失礼ながら着座の上、説明させていただきます。 

それでは、資料１の１ページを御覧いただきたいと存じます。まず、八戸市農業計画でご

ざいますが、当市では、自らの発想と戦略による特色ある農業施策を推進し、産業としての

農業の振興と持続的発展を図るため、昭和 49年から 11次にわたり農業計画を策定してござ

いまして、その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いるものでございま

す。 

第 10 次計画の計画期間が平成 24年４月から平成 29 年３月の５年間でございますので、

平成 28年度の事業報告については、第 10次計画に基づくものでございます。 

資料につきましては、事前送付をさせていただいてございますので、この場では、事業の

主なものの概要と決算見込額のみ説明をさせていただきます。 

最初に、５ページをお開き願います。３ページからの「１ 魅力ある農業経営体の育成」

の項目に関する事業でございます。１番下の段の担い手育成総合支援事業は、八戸地域担い

手育成総合支援協議会に対する補助で、新たな農業経営指標作成の周知及び個別相談会の実

施等に要する経費で、決算見込額で 25万５千円でございます。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は、新規就農者に対する青年就農給付金の給付及び経営再開
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マスタープランの変更に要する経費で、決算見込額は 3,139万６千円でございます。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、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た農業経営に特化したセミナーの

開催及び新規就農者向け農業技術習得のための実地研修会の開催等に要する経費で、八戸地

域担い手育成総合支援協議会事業予算で実施してございます。続きまして、経営体育成支援

事業は、トラクター、ねぎ収穫機、パイプハウスの導入に対する補助で、決算見込額は 399

万９千円でございます。７ページを御覧願います。２段目の農業経営基盤強化資金利子補給

事業は、農業経営改善に必要な融資に対する利子補給で、決算見込額は 15 万円でございま

す。 

10 ページをお開き願います。８ページからの「２ 地域特性を生かした八戸農業の推進」

の項目に関する事業でございます。農業新ブランド育成事業は、「Let’s eat 八戸いちご親

子スイーツづくり体験会」の開催、「八戸いちごマルシェ」の開催、「伝統野菜トークカフェ」

の開催、「農産物ブランド戦略会議」の開催に要する経費で、決算見込額は、255万１千円で

ございます。続きまして、環境保全型農業普及促進事業は、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を八戸市環境展において実施したものと環境保全型農

業直接支援対策交付金の交付に要する経費で、決算見込額は 188万２千円でございます。続

きまして、経営所得安定対策直接支払推進事業は、経営所得安定対策の普及・推進に要する

経費で、決算見込額は 585万３千円でございます。11ページを御覧願います。野菜等産地強

化総合対策事業は、耐雪型ハウス及びながいも掘取機の導入に対する補助で、決算見込額は

122 万６千円でございます。続きまして、りんご経営安定対策事業は、りんごの市場価格が

基準を下回った時の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

に要する経費で、決算見込額は６万９千円でございます。続きまして、１番下の段の葉たば

こ振興対策事業は、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、集団利用機

械の導入に対する補助及び土壌消毒剤の購入に対する補助で、決算見込額は 137万８千円で

ございます。12ページをお開き願います。特産そば産地形成奨励金事業は、そばのコンバイ

ンによる刈り取りに対する補助で、決算見込額は 406万円でございます。続きまして、南郷

新規作物研究事業は、八戸市南郷新規作物研究会議の開催、ワイン産業創出支援事業による

ワイン用ぶどう苗の購入に対する補助、ワインに関するセミナー等の開催、地域おこし協力

隊の委嘱及び株式会社ツムラとの薬用作物に関する共同研究の実施に要する経費に対する補

助で、決算見込額は 1,058万６千円でございます。１番下の段の農業講座開催事業は、主に

気象、野菜、花きに関する講座の開講に要する経費で、決算見込額は 23 万７千円でござい

ます。13ページを御覧願います。土壌分析・改良事業は、農地土壌の分析及び土壌改良に関

する支援のための経費、そして、植物組織培養事業は、主に、農業経営振興センター内で利

用するウイルスフリー苗の育成に要する経費で、合わせて 48 万円でございます。生産振興

に関する調査事業は、市内で産地が形成されてございますいちご、ミニトマト、ねぎ、ピー

マン、ながいも、にんにく等の栽培上の課題に対する調査の実施に要する経費でございまし

て、決算見込額は 367万９千円でございます。 

17 ページをお開き願います。15 ページからの「３ 発信型農業の促進」の項目に関する
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事業でございます。上から３段目の観光農園振興事業は、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、決算見込額は 30 万円でございます。続きまして、１番下

の段の市民農園事業は、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

ー内に開設しているもので、決算見込額は 55万７千円でございます。 

20 ページをお開き願います。19 ページからの「４ 持続的な農業生産環境の整備」の項

目に関する事業でございます。中山間地域等直接支払事業は、農業生産条件の不利な中山間

地域の耕作放棄の予防等に対する交付金の交付で、決算見込額は 1,401万２千円でございま

す。続きまして、多面的機能支払交付金は、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、決算見込額は 2,461万７千円でございます。21ページを御覧願いま

す。機構集積協力金事業は、農地中間管理機構を通して農地を貸し付けることにより、経営

転換又はリタイアした農業者及び農地の相続人に対する経営転換協力金等の交付で、決算見

込額は 1,093万円でございます。 

23 ページをお開き願います。22 ページからの「５ 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」の項目に関する事業でございます。畜産振興事業は、畜産共

進会への出品に関する経費負担で、決算見込額は 31 万８千円でございます。続きまして、

優良牛受精卵活用促進事業は、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、決算見込額は 24万円でございます。続きまして、肉用牛地域内一貫生産促進事業は、

市内産子牛の導入・保留に要する経費に対する補助で、決算見込額は１万５千円でございま

す。続きまして、畜産関連産業振興事業は、「八戸地域畜産関連産業振興ビジョン」に基づき、

八戸市を含む八戸地域の畜産の振興及び国内一大基地化の推進のための経費で、決算見込額

は 116万４千円でございます。 

25 ページをお開き願います。24 ページからの「６ 森林環境の整備」の項目に関する事

業でございます。除間伐等実施事業は、森林組合が実施する除間伐等に対する補助で、決算

見込額は 124万６千円でございます。続きまして、森林整備地域活動支援事業は、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

要する経費で、決算見込額は 57 万円でございます。続きまして、市民の森施設改修等事業

は、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に要する経費で、決算

見込額は 4,350万円でございます。続きまして、公有林整備事業は、市民の森不習岳の除間

伐作業に要する経費で、決算見込額は 71 万６千円でございます。続きまして、１番下の段

の森林・林業再生基盤づくり交付金は、国の交付金を活用して、木質バイオマス供給施設の

整備の支援に要する経費で、決算見込額は２億 255万８千円でございます。 

26ページの「７ 東日本大震災に伴う農業経営の復興」と 28ページの「８ 地域資源を

活用した可能性の追求」の項目に関する事業につきましては、再掲でございますので、説明

を割愛させていただきます。 

以上で、資料１の「第 10次八戸市農業計画に関連する平成 28年度事業報告について」の

説明を終了いたします。 

続きまして、資料２の「第 11次八戸市農業計画に関連する平成 29年度事業計画について」

説明をさせていただきます。 
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１ページをお開き願います。まず、第 11 次八戸市農業計画の概要ですが、計画期間を平

成 29年４月から平成 34年３月とし、今年の４月に、皆様のお力添えのもとに策定したもの

でございます。 

地域区分につきましては、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、第 10次計画と同様に 11地区に区分してございます。 

続きまして、年間農業所得の目標でございますが、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 130万円向上させ、530万円とし、他産業従事者と遜色のない生涯所得を確保

することを目標にしてございます。 

２ページをお開き願います。目標達成のために講ずる施策の基本方向でございますが、第

10次計画からの変更点として、「（４）他産業との連携による新たな価値の創出」という項目

を加えております。 

続きまして、各地区の振興農畜産物でございます。市川地区から中沢地区までございまし

て、地域の皆様の御意見を踏まえ、定めたものでございます。 

３ページをお開き願います。ここからは、平成 29年度事業について御説明申し上げます。 

なお、事業内容につきましては、主な事業の事業名と予算額のみ説明させていただき、28年

度と大きく事業内容の変更のあったもののみ詳しく説明させていただきます。 

まず、５ページをお開き願います。３ページからの「１ 魅力ある農業経営体の育成」に

関する事業の項目でございます。上から５段目の担い手育成総合支援事業は、予算額 25 万

５千円、地域農業経営再開復興支援事業は、予算額 2,664万８千円、農業近代化資金利子補

給補助金は 18万２千円、農業経営基盤強化資金利子補給補助金は 11万６千円でございます。 

８ページをお開き願います。６ページからの「２ 地域特性を生かした八戸農業の推進」

に関する事業の項目でございます。農業新ブランド育成事業は、予算額 283万９千円、環境

保全型農業普及促進事業は、予算額 219 万５千円、経営所得安定対策直接支払推進事業は、

予算額 585 万３千円、りんご経営安定対策事業補助金は、予算額 20 万７千円、葉たばこ振

興対策事業は、予算額 137万９千円、特産そば産地形成奨励金事業は、予算額 500万円でご

ざいます。９ページをお開き願います。南郷新規作物研究事業は、ワイン用ぶどう苗の購入

に対する経費補助を行うための「ワイン産業創出支援事業」の増額、及びワイン生産者が八

戸ワインを醸造するためのワイナリーを新規に整備することに対する経費補助を行うための

「ワイナリー創出支援事業」の新設により増額し、予算額 4,810万９千円でございます。続

きまして、上から３段目の農業講座開催事業は、予算額 19 万１千円、土壌分析・改良事業

と、10ページにわたりますが、植物組織培養事業をあわせて、予算額 50万５千円、生産振

興に関する調査事業は、予算額 415万６千円でございます。 

13 ページをお開き願います。12 ページからの「３ 発信型農業の促進」に関する事業の

項目でございます。上から３段目の観光農園振興事業は、予算額 30 万円、その２段下の市

民農園事業は、予算額 73万４千円でございます。 

15ページの「４ 他産業との連携による新たな価値の創出」に関する項目の事業につきま

しては、再掲でございますので、割愛いたします。 
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17 ページをお開き願います。16 ページからの「５ 持続的な農業生産環境の整備」に関

する項目の事業でございます。中山間地域等直接支払事業は、予算額 1,401万２千円、多面

的機能支払交付金は、予算額 2,630万６千円、下から２段目の機構集積協力金事業は、農地

中間管理事業を利用し、経営転換又はリタイアした農業者及び農地の相続人等に対する経営

転換協力金の増額を見込み、予算額を 1,944万円としたものでございます。 

19 ページをお開き願います。18 ページからの「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」に関する項目の事業でございます。畜産振興事業は、予算額

68万円、優良牛受精卵活用促進事業は、予算額 58万４千円、肉用牛地域内一貫生産促進事

業は、予算額 30万円、畜産関連産業振興事業は、予算額 204万１千円でございます。 

21 ページをお開き願います。20 ページからの「７ 森林環境の整備」に関する項目の事

業でございます。除間伐等実施事業は、予算額 198万円、森林山村多面的機能発揮対策交付

金は、予算額 36万円、市民の森施設改修等事業は、予算額 4,350万円、公有林整備事業は、

予算額 71万６千円でございます。 

22ページの「８ 地域資源を活用した可能性の追求」に関する項目の事業につきましては、

再掲でございますので、割愛いたします。 

以上で、資料２の「第 11次八戸市農業計画に関連する平成 29年度事業について」の説明

を終了いたします。 

●会長 

ありがとうございました。ただいま事務局から説明のありました、第 10 次八戸市農業計

画に関連する平成 28 年度事業報告、第 11 次八戸市農業計画に関連する平成 29 年度事業に

つきまして、御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。 

●委員 

 はい。 

●会長 

どうぞ。お願いいたします。 

●委員 

事業報告の 21 ページですが、機構集積協力金事業で決算額が 1,093 万円、事業計画は、

やや倍の額が計上されているのですが、もう一度確認の意味で仕組みを教えていただきたい

のですが、機構に貸すと次はどうなるのでしょうか。 

●事務局 

 機構に貸して、機構から借りる人のところにくるものでございまして、例えば、経営転換

協力金ですけれども、貸す方が農業を辞めますとか、あるいは田んぼと畑をやっていて、田

んぼだけ辞めますといった場合に協力金が出るというものでございます。 

●委員 

 倍の予算を計上したということは、既に把握されている、あるいは見込額となっていると

いうことの数字の表れかと思うのですが、これはいつでも受付できるのですか。 

●事務局 

 いつでも受け付けております。 
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●委員 

 分かりました。ちなみに、事業報告ですと 26戸、71戸になっていますけれども、計画で

は何戸くらい、何ヘクタールくらいなのですか。 

●事務局 

 面積換算ではなく、１戸あたりで換算されているので、農家戸数で 64 戸と見込んでござ

います。 

●委員 

 分かりました。 

●会長 

 他にはいかがでしょうか。 

●委員 

 1,900万円÷64戸だと結構な額になりますよね。 

●事務局 

 経営転換した場合に、５反歩以下の方に１戸あたり 18 万円、５反歩から２町歩までの方

に１戸あたり 30 万円、２町歩超の方に１戸あたり 42 万円で予算上は試算しておりまして、

それらの合計で 1,944万円となっております。 

●会長 

 他にいかがでしょうか。 

 特に御意見、御質問がなければ、このことについては、お認めいただくということで次に

進めさせていただきたいと思います。 

続きまして、八戸農業振興地域整備計画全体見直しについての説明を、事務局からお願い

します。 

●事務局 

 農政課の村上と申します。よろしくお願いいたします。  

 それでは、「八戸農業振興地域整備計画全体見直し」について御説明させていただきます。 

まず、今回の説明の趣旨でございますが、当市では、平成 23 年３月から、全体見直しに係

る作業を進めており、このたび計画（案）がまとまったところでございます。今後は、土地

改良区、農協、森林組合などの地元関係機関への意見照会のほか、青森県知事との法定協議

を順次進める予定でございますが、その前に総合農政審議会の皆様に、全体見直しの内容に

ついて御報告させていただくものでございます。 

 それでは、資料１ページを御覧願います。失礼ながら座って説明させていただきます。 

「１．農業振興地域制度について」の「(1)制度の目的」ですが、農業振興地域の整備に関

する法律では、総合的に農業の振興を図る必要がある地域について、必要な施策を計画的に

推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合

理的な利用に寄与することを目的としております。簡単に申しますと「農業上の利用を図る

べき土地の区域を定め、その土地の開発行為等の利用規制を行うとともに、農業振興施策を

実施することにより、優良農地の確保と地域農業の振興を図ることを目的とした制度」であ

ります。「(2)制度の仕組み」ですが、農林水産大臣が農用地等の確保に関する基本指針を策
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定し、都道府県知事が国の基本指針に基づき基本方針を策定するとともに農業振興地域を指

定し、地域指定された市町村が計画を策定することとなっております。「(3)農業振興地域」

ですが、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が市町村ごとに指

定する地域のことで、当市においては、市街化区域、自衛隊用地などを除いた地域が指定さ

れております。「(4)農業振興地域整備計画」ですが、地域の農業振興を図るために必要な施

策の方向性や具体的な事業の種類を定めた基本計画のほか、当該施策による効用が十分に発

揮されるための土地利用計画により構成されております。「(5)農用地区域」ですが、農業振

興地域において、農業上の利用を確保すべき土地として設定された区域で、国の直轄事業、

補助事業及び融資事業による農業生産基盤整備事業等については、原則として農用地区域を

対象として行われます。また、農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図る

ため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられております。下の表は、農用地区

域の用途区分について定めているもので、農用地区域には、田・畑・樹園地が含まれる農地

のほか、採草放牧地・混牧林地・農業施設用地が含まれております。 

次のページに移りまして、「２．全体見直しの概要について」は、担当の三浦から御説明い

たします。 

農政課の三浦と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

それでは、早速ですが、「２．全体見直しの概要について」説明させていただきます。失礼

ながら着座にて御説明申し上げます。 

まず、前段として、「全体見直し」とはどういう作業になるかということでございますが、

お手元の資料「八戸農業振興地域整備計画基礎調査に関する基礎資料」にまとめられた調査

の結果を元に、お手元の別の資料の「八戸農業振興地域整備計画」において、農用地区域の

見直しを行うことであります。なお、「八戸農業振興地域整備計画」は、昨年度御審議いただ

き平成 29年 4月に策定した第 11次八戸市農業計画の内容に沿って作成しております。 

今回の全体見直しは、平成 21年の農振法の改正に伴い国の基本指針及び平成 22年に県の

基本方針が変更されたことを受け、県から全体見直し作業を進めるよう要請があったもので

ございます。 

そして、資料の２ページに戻りまして、「(1)農業振興地域整備計画の策定及び見直しの経

緯」ですが、これまで当市の農業振興地域として、八戸地域と南郷地域の２つの地域がござ

いました。これは、合併前の旧八戸市・旧南郷村として農業振興地域の指定を受けたことに

よるもので、八戸地域は昭和 46年度に、南郷地域は昭和 45年度に農業振興地域が指定され

ております。八戸地域の農業振興地域整備計画は、昭和 48 年度に策定され、これまで計３

回の全体見直しを行っております。一方、南郷地域の農振計画は、昭和 47年度に策定され、

その後、昭和 55年度に全体見直しを行っております。 

続きまして、「(2)全体見直しのポイント」ですが、３点あります。そのうちの１つが、平

成 17年３月に当市と南郷村が合併したことに伴い、「①農業振興地域整備計画における八戸

地域と南郷地域の統合」を行うものでございます。これは、県の作業となり、農業振興地域

を指定している県の告示内容を変更することにより、「新：八戸地域」として農業振興地域を

１つに統合するものです。なお、県では、８月中には告示を発出し、農業振興地域を１つに
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統合できるよう事務を進めていると伺っております。２つ目のポイントである「②南郷地域

の農用地利用計画における『図面管理』から『筆管理』への移行、および全市的な農用地利

用計画のデジタル化」ですが、ここが今回の見直しでほとんどの作業時間を費やしたものと

なります。合併時に引継した南郷地域の農用地利用計画図は、作成当時の 5,000分の 1の図

面 11 枚で構成され、農用地区域はこの図面のみで管理されておりました。また、１筆の中

で農用地区域内・外と分かれる農地も相当数ありました。これを 1筆毎に農用地区域の用途

区分に反映させるために、拡大した図面や航空写真等で現況と比較しながら 1筆毎に用途区

分の割り当てを行う作業を４、５年かけて終了しております。また、全市的な農用地利用計

画のデジタル化については、1筆毎に設定した農用地区域の用途区分をデータとして登録し、

用途区分のほか、地番・登記地目・面積などがスムーズに把握できるようにしてございます。

３つ目のポイントである「③南郷地域の農用地区域における『登記地目』および『現況地目』

が『非農地』となっており、かつ土地改良事業等の受益地となっていない土地の除外」です

が、旧南郷村では農業振興により村の活性化を図る方針であったことから、農業関係の補助

事業の活用等を視野に入れ、山林等の非農地も広く含めた農用地区域を設定しておりました。

しかしながら、現在では、その山林等に設定された農用地区域により、土地利用に必要以上

の制限が掛かっていることから、地権者等からの除外要望も多くいただいており、「登記地目」

および「現況地目」が「非農地」である土地については、土地改良事業等の受益地になって

いる場合を除き、今回の全体見直しで一括して除外するものであります。 

続きまして、「(3)農用地区域の筆数・面積の変化」ですが、今回の全体見直しでは、農用

地区域に新たに編入する土地は無く、農用地区域からの除外のみとなっており、結果として

農用地区域は減少となる見通しです。これを図にしたものが、別紙１の図面、「付図 1号 土

地利用計画図」となりますので御覧ください。農用地区域の用途区分として、農地は黄色、

採草放牧地は黄緑、農業用施設用地は茶色で示されており、今回除外する範囲はピンクで示

されております。この図面を御覧いただくと、特に南郷地域でピンクが目立つのがお分かり

いただけるかと思います。この詳細につきまして、別紙２の「八戸農業振興地域整備計画全

体見直しにおける筆数・面積の変化について」を御覧ください。八戸地域・南郷地域の合計

では、全体見直し前が 32,712筆、6,213.5ha、このうち除外が 10,181筆、2,149.4haである

ことから、全体見直し後は 22,531筆、4,064.1haとなり、筆数では 31.1％、面積では 34.6％

の減少となっています。また、地域別の面積における増減ですが、八戸地域では 0.7％の減

少、南郷地域では 55.9％の減少となっております。このほか、南郷地域では、「混牧林地」

が 100.0％の減少、つまり全て除外となっております。この「混牧林地」は、「木竹の生育に

供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地」と

規定されており、主として林業、従として畜産のための草地や放牧地として利用される土地

でありますが、実際には、そのほとんどが現況山林等の非農地であり、またその中で混牧林

地に該当する利用実態の土地がないことから、今回の全体見直しで一括して全て除外するこ

ととなったものです。 

続きまして、別紙３の「八戸農業振興地域整備計画全体見直しにおける除外の内訳につい

て」を御覧ください。今回除外予定の 10,181筆、2,149.4haのうち、南郷地域の「農用地等
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として不適当」の「登記・現況：非農地」が、8,186 筆、2,048.9ha と、除外面積の 95.3%

を占めております。これはまさに、先ほど御説明いたしました全体見直しのポイント「③南

郷地域の農用地区域における『登記地目』および『現況地目』が『非農地』となっている土

地の除外」に相当するものでございます。このほか除外するものとしましては、道路・河川

敷地・東北新幹線八戸駅以北の鉄道敷設・市川地区の多賀多目的運動場、いわゆるサッカー

場建設等の公共事業のほか、地権者からの相談があった土地で、「集団性が無い農用地」、「現

況が非農地」、「登記地目も現況も非農地」という理由から除外するものがございます。 

続きまして、資料２枚目に戻っていただき、「３．今後のスケジュール」について説明させ

ていただきます。本日の総合農政審議会におきまして御報告させていただいた後、８月から

10月にかけて、八戸農業振興地域整備計画の変更案について地元関係機関への意見照会を行

います。これは農振法の規定に基づくもので、農協、農業委員会、土地改良区、森林組合の

各関係機関、および三八地域県民局に意見照会するものです。その後、11月には、青森県構

造政策課との事前協議を行い、12月から１月にかけて計画の変更案に係る 30日間の公告縦

覧およびその後 15 日間の異議申出期間を経て、２月に県知事協議により知事同意を得て、

３月には計画を変更した旨の公告縦覧を行うことにより、全体見直しが完了となるスケジュ

ールでございます。説明は以上でございます。 

●会長 

ありがとうございました。ただいま事務局から説明のありました、八戸農業振興地域整備

計画全体見直しについて御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。いかがでしょ

うか。 

●委員 

この農振法といえば、昭和 46 年当時からはじまって、金科玉条の如くの法律と理解をし

ているのですが、当時は農振法を整備する一方で同年に減反政策も開始されており、全くい

ささか矛盾を感じるような法律と思っているところもあるのですが、この見直しに当たって

は本当に慎重を期していただきたいなと思っております。今、尻内のところに都市計画道路

の図面ができているところですが、それらもこの全体見直しの中で調整されているのですか。

尻内地区の都市計画道路が整備される辺りも農用地区域に入っていますよね。 

●事務局 

そのところについては入ってございません。要は、道路につきましては、収用事業に該当

しますので、市の農振除外の手続を踏まずに整備することが可能ですので、この計画には反

映されておりません。 

●委員 

あわせて、移転の際に、農用地区域内での転用は速やかにできるものとして扱ってくれる

のですか。 

●事務局 

収用事業に伴い移転が必要となった場合に、農用地区域内での転用の取扱いについてどう

なるかという御質問でよろしいでしょうか。この場合については、特別な規定はなく、通常

の転用と同様に判断されます。つまり、移転先として想定している土地が第１種農地や農振
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農用地区域内の場合、転用は困難ということとなります。 

●委員 

昨日か一昨日の新聞報道では、農用地の扱いについて閣議決定されたとありましたが、そ

の辺りの情報はありますか。だいぶ緩和されるように掲載されておりましたが、いかがでし

ょうか。 

●事務局 

今のお話にあったのは、改正農工法、それから地域未来投資促進法が成立したということ

で、新聞紙上では「農地転用原則可能」という表記がされたところです。ですが、７月５日

に仙台合同庁舎で行われた「農村地域工業等導入促進法の改正に関する説明会」の資料に添

付されていたのですが、「改正農工法と地域未来投資促進法が成立したことを受けて、丁寧な

土地利用調整が行われた市町村の計画に位置づけられた施設については、農用地区域や第 1

種農地においても転用許可を可能とする」と、そして、「今回の法令改正は、報道にあるよう

な、農地転用が原則可能になったり、農用地区域や第１種農地における転用が原則許可にな

ったりするものではない」ということも出ておりまして、新聞報道では申請すれば原則許可

にはなるような表現をしていますが、国の関係の説明会の中で、そんなことは無いですよ、

それなりに審議をして合っていれば許可できるものであって、簡単にできるものではないよ、

という内容の資料が配布されております。 

●委員 

枕ではすこぶる緩和されるような感じですが、進んでいくと厳しく絞ってくるような印象

があります。これは、地元の農業委員会に判断を委ねるということになるのですか。 

●事務局 

まず国が基本方針を定め、これに基づき県が計画を作成します。これに基づいて市町村が

計画を作成して、その中で協議していく過程で整ったものだけが認められていくという流れ

になるようです。 

●委員 

この場合、どこのポジションが尊重されるのですか。 

●事務局 

一番は国の基本方針というところでございまして、注意する点としては、農用地区域外で

の開発を優先すること、遊休地があればその活用を優先すること、農業上の効率的な利用に

支障が生じないようにすること等を前提にした指針を示し、それに基づく県計画や市町村計

画が作成されるということになります。 

●委員 

これはいわゆる耕作放棄地も、その理解に入ってくるのですか。 

●事務局 

その辺りの詳しいところまではまだ把握しておりません。 

●委員 

どこの位置が尊重されるかで全然違ってくると思います。状況を分からずに新聞を読んだ

だけでは、すこぶる緩和されたような印象を受けたが、後段に行くとビッシリ絞られるよう
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な状態になるものですから、見直しに当たっては慎重を期していただきたい。これで終わり

ます。 

●会長 

農振計画全体見直しに関して事務局から説明があったことについて、こういう理解はどう

だろうかとか、説明内容について確認したいことなどございましたらお願いします。 

●委員 

確認ですが、この農政審議会での議論は、尊重されるのですか。 

●事務局 

大幅な変更をせよというようなことであればある程度考えなければなりませんが、農用地

区域内の個別の農地については、県の担当者との間で、除外できる・できないについては、

事前に協議を済ませておりますので、報告というような形でお願いしたいと考えております。 

●委員 

報告。聞くだけですね。意見も聴さないということになりますか。 

●事務局 

全体的にこの方向で間違いがないというところを御理解いただきたいと考えております。 

●委員 

結論として、万全を期すということでお願いしたい。 

●会長 

特に無いようでしたら、今の説明でもありましたが、このように全体見直しをして案が完

成したということで、説明にあったようなスケジュールで進めていくということを審議会に

報告したということで確認させていただきたいと思います。 

それでは以上を持ちまして、今日予定しております事項は終了いたしますが、他に何かご

ざいませんか。事務局からはいかがですか。 

●事務局 

特にございません。 

●会長 

それでは以上を持ちまして、本日の審議会を終了いたします。委員の皆様には、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いたします。どうもありがとうござ

いました。 


