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八戸市総合農政審議会議事録 

 

 
日 時  平成 30年７月 12日（木）13:30～14:10 

場 所  八戸市庁本館３階 第１委員会室 

出席委員  12名 赤澤榮治委員、小笠原賢一委員、籠田悦子副会長、木村清美委員、 

源新敏雄委員、渋谷長生会長、高野英夫委員、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、山内正孝委員 

関係機関  東北農政局 青森県拠点 地方参事官室 木村農政推進官 

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、金田農林畜産課長 

       野沢中央卸売市場長 

事 務 局  石丸所長、中山 GL、大坂主査、苫米地主事、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、こんにちは。弘前に普段おりますと、新聞やテレビなどで八戸の情報を知ること

になりますけれども、最近の八戸の情報で私なりに注目したのは２つございまして、１つは、

市の中心部の路線価が県内で唯一あがったということ、それからもう１つは八戸のワインが

軌道に乗りつつあるということでございます。 

以前、農業計画につきまして市長から諮問されまして、答申した際に、「八戸市内の中心部

の人の動きは、弘前や青森と比べると、人の多さ、賑やかさが違うように感じますけど、ど

うなんでしょうか。」と私が市長さんに申し上げましたら、「あぁ、そうかなぁ。」というよう

なことを市長さんは言っておられました。あの時以前からそうだと思いますが、八戸市内の

施設の整備なども含めまして、人の動きが、弘前や青森と比べて賑やかさが違うなと感じた

ところです。結果的に路線価の上昇になっているのかなという意味で、街の賑やかさが少し

出てきていると感じているところです。 

それから、ワインにつきましてですが、この審議会でいろいろ話題にもなりましたし、い

ろいろ質問も出たと記憶しておりますが、南郷地区のひとつの動きとして大変興味がありま

すし、ぜひうまく進んでほしいなということで、これが八戸の新しい振興のあり方を示すよ
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うなものになっていただきたいと感じているところです。 

ただ、皆様御承知のように、国のほうではＴＰＰ絡みで、農業についてはいろいろ厳しい

状況が予想されております。そのようなことも踏まえながら、それぞれ作目ごとに対応が異

なりますけれども、対応策を考えていかなければならないということも現実問題としてはあ

ると考えております。 

本日は、昨年度、今年度の事業につきまして、報告、それから、皆様の御意見をいただく

という会になっておりますので、最後まで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。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 

 はい、分かりました。それでは、第 11次八戸市農業計画に関連する平成 29年度事業報告

及び平成 30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 

 はい。農業経営振興センターの石丸でございます。 

私から資料１の第 11次八戸市農業計画に関連する平成 29年度事業報告について御説明申

し上げます。 

それでは、１ページを御覧いただきたいと存じます。まず、第１の第 11 次八戸市農業計

画の概要でございますが、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、

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、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。計画期間は平成 29年４月から平成 34年３月の５年間でござ

います。地域区分は御覧の 11 地区としてございます。年間農業所得の目標及び農業経営の

指標は市内認定農業者１経営体あたり年間農業所得の目標を 530万円としてございます。 

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は

（１）の魅力ある農業経営体の育成等の８項目、７の各地区の振興農畜産物は、（１）の市川

地区の水稲、小麦、大豆及びいちご等のそれぞれの地域特性を踏まえた品目としております。 

３ページ以降のそれぞれの項目の振興方策につきましては、第 11 次八戸市農業計画に記

載のものと同じでございますので、ここでは割愛させていただきまして、それぞれの基本方

向の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。 

それでは、５ページをお開き願います。３ページからの１の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。まずは、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 19 経営体に

対する農業次世代人材投資資金の交付及び経営再開マスタープランの変更に要する経費で、
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決算見込額は 2,802万６千円でございます。続きまして、農山漁村「地域経営」レベルアッ

プ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、長芋水圧併用洗

浄機、動力噴霧器の導入に対する補助で、決算見込額は 30万円でございます。 

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補助金は、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 11万６千円でございます。 

８ページをお開き願います。ここからは、２の地域特性を生かした八戸農業の推進の項目

でございまして、事業の主なものにつきましては、10ページをお開き願います。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、「伝統野菜に関する情報発信イベント」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 182万２千円でございます。続きまして、環境保

全型農業普及促進事業は、環境保全型農業に取り組む農業経営体が生産する農産物の販売促

進に向けたＰＲを八戸市環境展において実施するとともに、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 242万８千円でございます。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。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見込

額は 18 万７千円でございます。続きまして、りんご緊急需給調整対策事業補助金は、りん

ごの 12 月末在庫数量が一定量を上回る等の場合、生食用りんごを加工原料用等として仕向

けた際の経費の一部を出荷団体へ助成するための基金造成で決算見込額は 10 万２千円でご

ざいます。続きまして、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 135万４千円でございます。 

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 428万４千円でございます。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金の交付、ワイナリー創出支援事業によるワイナリーの新設

に対する補助金の交付、ワインに関するセミナー等の開催、並びに、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で、決算見込額は 3,764万５千円でございます。 

続きまして、耕畜連携推進事業パートナー制度でございますが、家畜排せつ物を利用した

たい肥・肥料等の施用・管理方法に関する調査・研究を畜産業経営体と農業経営振興センタ

ーが共同で実施したものでございます。続きまして、農業講座開催事業は、気象、土壌、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 19万８千円でございます。 

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、決算見込額は、合わせて 49 万５千円でござい
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ます。続きまして、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、資料では 14 ページにわたりますが、決算見込額は 402

万５千円でございます。 

15ページを御覧願います。ここからは、３の発信型農業の促進の項目でございまして、事

業の主なものにつきましては、16ページをお開き願います。まずは、農業新ブランド育成事

業でございますが、再掲のため、ここでは割愛させていただきます。続きまして、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。 

17ページを御覧願います。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 59万５千円でございます。 

18ページをお開き願います。ここからは、４の他産業との連携による新たな価値の創出の

項目でございまして、事業の主なものにつきましては、農業新ブランド育成事業になります

が、再掲のため、ここでは割愛させていただきます。 

19ページを御覧願います。ここからは、５の持続的な農業生産環境の整備でございまして、

事業の主なものにつきましては、20ページをお開き願います。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 1,397万９千円でございます。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 2,605万８千円でござい

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 140万９千円でございます。 

22ページをお開き願います。ここからは、６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ございまして、事業の主なものにつきましては、23ページを御覧願

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 41 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利用し

た受精卵の生産・移植に対する補助で、決算見込額は 40 万４千円でございます。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４万５千円でございます。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 169万４千円でございます。 

24ページをお開き願います。ここからは、７の森林環境の整備でございまして、事業の主

なものにつきましては、25ページを御覧願います。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 146万１千円でございます。続きまして、森林・

山村多面的機能発揮対策事業は、森林の有する多面的機能の発揮と里森林の保全及び森林資

源利活用の促進活動に対する支援で、決算見込額は 30 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整備に要する経費で、
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決算見込額は 4,083万５千円でございます。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 70万２千円でございます。 

26ページをお開き願います。ここからは、８の地域資源を活用した可能性の追求でござい

まして、事業の主なものにつきましては、農業新ブランド育成事業になりますが、再掲のた

め、ここでは割愛させていただきます。 

以上で、資料１の「第 11次八戸市農業計画に関連する平成 29年度事業報告について」の

説明を終わります。 

続きまして、関連いたしますので、資料２の「第 11 次八戸市農業計画に関連する平成 30

年度事業について」説明をさせていただきます。 

１ページをお開き願います。１の魅力ある農業経営体の育成の主な事業でございますが、

平成 29 年度の事業報告と内容が重複いたしますので、主なものの事業名と予算額のみ読み

上げさせていただき、新たな取組のみ事業概要を説明させていただきます。 

まずは、１ページの中段の担い手育成総合支援事業でございまして、予算額は 25 万５千

円、続きまして、地域農業経営再開復興支援事業は予算額 2,739万７千円、農山漁村「地域

経営」レベルアップ事業は八戸地域担い手育成総合支援協議会が実施主体となるものでござ

います。 

２ページを御覧願います。農業近代化資金利子補給補助金は予算額 18 万２千円、農業経

営基盤強化資金利子補給補助金は予算額８万８千円でございます。 

３ページをお開き願います。２の地域特性を生かした八戸農業の推進でございますが、ま

ずは、農業新ブランド育成事業でございまして、予算額 312万７千円、環境保全型農業普及

促進事業は予算額316万４千円、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、

野菜等産地力強化支援事業は、パイプハウス整備及び農業用機械の導入等に対する補助で、

予算額 454万２千円、葉たばこ振興対策事業は予算額 139万３千円、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。 

４ページを御覧願います。南郷新規作物研究事業は、ワイン用ぶどう雨よけ施設整備に対

する経費補助を行うための「ワイン用ぶどう雨よけ施設整備支援事業」の新設等事業内容を

拡充し、予算額は 9,463 万１千円、農業講座開催事業は予算額 22 万６千円、土壌分析・改

良事業と植物組織培養事業は合わせて、予算額 53万５千円でございます。 

５ページを御覧願います。生産振興に関する調査事業は、予算額 417万２千円でございま

す。 

６ページを御覧願います。３の発信型農業の促進でございますが、まずは、農業新ブラン

ド育成事業でございますが、こちらは再掲でございます。続きまして、観光農園振興事業で

ございまして、予算額 30万円、市民農園事業は予算額 85万３千円でございます。 

７ページをお開き願います。４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が、

農業新ブランド育成事業でございまして、こちらは再掲でございます。 

８ページを御覧いただきたいと存じます。５の持続的な農業生産環境の整備でございます

が、まずは、中山間地域等直接支払事業は予算額 1,398万円、多面的機能支払交付金は予算

額 2,645万３千円、機構集積協力金事業は予算額 922万８千円でございます。 
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９ページをお開き願います。６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

業の振興でございますが、まずは、畜産振興事業でございまして、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 216万３千円でございます。 

10ページを御覧願います。７の森林環境の整備でございますが、まずは、除間伐等実施事

業でございまして、予算額 247 万６千円、森林・山村多面的機能発揮対策事業は予算額 30

万円、漆生産体制整備事業は、漆を計画的に植栽し、不足が懸念される国産漆の安定供給を

図るための支援に要する経費でございまして、予算額 159万９千円、市民の森施設改修等事

業は予算額 4,900万円、公有林整備事業は予算額 73万９千円でございます。 

11ページを御覧願います。８の地域資源を活用した可能性の追求でございますが、農業新

ブランド育成事業につきましては、再掲でございます。 

以上で資料２の第 11次八戸市農業計画に関連する平成 30年度事業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。ただ今事務局から説明がありました第 11 次八戸市農業

計画に関連する平成 29年度事業報告及び平成 30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。 

 どうぞ、お願いいたします。 

●委員 

多彩な事業をいろいろ組んでいただいておりますけれども、肝心なのは、今人口減少で高

齢化してきている中で、後継者、担い手。これら事業のメニューがあっても、実際消化して

いくために人がいないとならないわけですよね。その辺の附随した状況はどうなっているの

でしょうか。 

●会長 

 今のことについてお願いします。 

●事務局 

 はい、お答えいたします。農林業センサスによりますと、八戸市の農業就業者の平均年齢

は 66.5歳でございまして、青森県の平均 63.8歳、全国平均 66.4歳よりも高い数値でござい

ます。また、高齢化率、65歳以上の農業就業人口の割合でございますけれども、平成 17年

のセンサス時は 30%だったものが、平成 27年には 40％となり、10％上がってございます。 

加えて、農業就業人口の推移でございますけれども、平成 17年と平成 27年を比べて、39％

の減少でございます。これらを踏まえ、市としまして、まずは、新規就農に対しましては、

国の農業次世代人材投資資金を活用して、新規就農者の育成確保を図るとともに、集落営農

組織の育成、集落営農組織等の法人化、既存農業経営者の規模拡大、産業としての農業の深

化を促進する施策を進めてございます。以上でございます。 

●委員 

 最近、新卒の高校生の就職率がかなり良くなっていますよね。青森県は 99.9％だったと思

います。どの分野でも、特に１次産業で人手・担い手不足というのが顕著に出てきておりま
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すので、その辺のところをもう少し精査をして、実際にこれから推進していく人たちをもう

一息力を入れていただいたほうが良いのではないかと思います。農協なんかでも人材確保が

かなり難しくなってきている。農協だけではなく、地域によっては九州と北海道では生産の

時期が違うので、交流しながらやっているとか、いろいろ手を尽くしてやっているわけです

けれども、その辺のところを考えていかなければならない時期にきているのかなという気も

するので、ぜひその辺も心に留めながら進めていただきたい。 

 また、人手不足になってきますと、ＡＩいわゆるロボット、機械化がいろんな分野で必要

になってきています。畜産のほうで言うと、畜産クラスター事業というものがあって、かな

り申込みもあって、県内でも導入してやってはいるんですけれども。最終的に、生き物を扱

うものですから、例えば、ヘルパー制度をもう少し充実させるようなことも考えていきませ

んと、せっかく良い事業をやりながらもなかなか思ったような成果が上がらないというよう

なことにも成りかねないので、今後十分考慮していただきたいと思います。 

●会長 

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

それでは私からよろしいでしょうか。先ほど私の挨拶のときに、ワインのことについてお

話しました。ぶどうを栽培している農家の方々がいらっしゃると思うんですけれども、まっ

たく新しい作物として取り組んでおられると思うのですが、どんな農家の方が取り組んでお

られるのか、意欲満々だと思うんですけれども、年齢層だとか、以前はどのような作物を作

っていたのか。新しいものにチャレンジしようとする人たちはどんな人たちなのか知りたい

なと思いまして。 

それからもう１つですね、先日、青森県の女性農業者、特に若い女性農業者の意識調査の

報告会があった折に、女性農業者の一番最近の特徴として、直接経営に携わっていろいろな

ことをやりたいという希望が非常に多いという指摘がありました。そういう意味で、女性農

業者、特に若い人たちの動向なり、あるいはそのような人たちへの要望に応えられる仕組み、

例えば、今は八戸学院大学と連携して起業に関係する講座などやっていると思うんですけれ

ども、担い手となる人たちへの支援をどんな風に考えているかという一般論よりはもっと具

体的に女性農業者への支援をどのように考えておられるか、その２点について、今の時点で

持っている情報で結構ですので、教えていただければと思います。 

●事務局 

 はい、お答えいたします。まず、１点目のワイン用ぶどう栽培農業者でございますけれど

も、市内に 13経営体ございまして、概ね 60代でございます。うち、女性は１名です。それ

ぞれ様々な作物をやられている方なんですけれども、元々りんご、さくらんぼ、ぶどう等を

やっていた方々もいらっしゃる一方で、親の代が葉たばこをやっていて、息子たちの代でぶ

どうに切り替えてという方もいらっしゃる状況でございます。 

また、若い女性のためのということでございますけれども、特段、市で男女別に施策をう

っている訳ではございませんけれども、一部国の事業において女性だとポイントが高く、採

択率が高くなるものもございますので、多少の優位性というものが出ているのかなと考えて

ございます。結論とすると、市として特に男女別に施策はうってございません。以上でござ
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います。 

●会長 

特に若い女性農業者の動向について情報を把握している訳ではないと考えてよろしいでし

ょうか。 

●事務局 

おっしゃるとおりでございまして、例えば、新規就農の男女比で見ても、男性が７割５分、

女性が２割５分というのがございます。ですので、特段女性の動向ということではなく、農

業経営者の動向ということで伺ってございます。以上でございます。 

●会長 

分かりました。 

●委員 

はい。 

●会長 

 どうぞ、お願いいたします。 

●委員 

 資料２の４ページの南郷新規作物研究事業で、ワイン関連の事業費が大きいと思うんです

が、一番後段に株式会社ツムラとの薬用作物に関する共同研究の実施と書いてあるのですが、

具体的に事業費も含めて、何の作物が作られて研究されているのか等事業の概要をお知らせ

いただきたい。 

また、資料２の 10 ページの中に、ウルシを計画的に植栽し、漆の安定供給を図るための

支援として 159万円ということで、新聞報道にも掲載されているのを見たり、事業の概要に

ついてもお話を伺ったのですが、新聞報道によって何かしらやってみたいという方々が出て

きているのか。先般も浄法寺のウルシを取っている姿がテレビで報道されていましたが、日

光や京都などの古い建築物には当然必要な訳ですから、事業の感触といいますか、興味があ

って手をあげている方々がいるのか、具体的な中身をお知らせいただきたいと思います。 

●事務局 

 私からは株式会社ツムラとの薬用作物の共同研究の事業概要についてお知らせしたいと思

います。まず、八戸市と株式会社ツムラでございますけれども、平成 27年８月 31日に薬用

作物の共同研究協定というものを締結しております。皆様御存知かと思いますが、株式会社

ツムラですけれども、医療用漢方製剤を製造・販売する医薬品メーカーでございまして、現

在、医療用漢方製剤 128処方、119種類の薬用作物を使用してございます。八戸市ですけれ

ども、旧松館小学校の２階と八戸市農業経営振興センターの温室３棟とビニールハウス１棟

を使って、一番栽培面積を割いているのは薬用ニンジンの研究でございます。薬用ニンジン

が何になるかというと、「大建中湯」という漢方薬になって、手術後の膨満感の緩和に有効な

ものでございまして、非常に使用量が多いものでございます。現在は中国からの輸入が多い

んですけれども、将来的には輸入が先細る可能性があるということで、ツムラさんのほうで

適地を探しているということもございまして、具体的に薬用ニンジンについて、種を蒔いて、

どういう土を使うと発芽率が良くなるか、また、種を蒔いてある程度育苗したものを定植し
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なければならないのですが、定植後の土ですとか管理方法について、通常は露地でやるもの

なんですけれども、室内でやった場合に経営的に合うかどうかという調査をしているもので

ございます。ニンジンのほかに、八戸市で現在調査しているものは、黄連というもの、蘇葉

というもの、紫蘇ですね、あと、白芷というものと紫胡というものと当帰というものの６品

目でございます。松館小学校なんですけれども、室内栽培になりますので、ＬＥＤで補光し

て栽培しています。ＬＥＤについても色を変えたりして調査しているものでございまして、

農業経営振興センターにおきましても一部施設におきましてはＬＥＤで補光して調査してい

るものでございます。以上でございます。 

●会長 

 ではもう１点お願いします。 

●事務局 

 農林畜産課の金田と申します。よろしくお願いいたします。 

私の方からは漆の生産に関連する質問についてお答えいたします。まず、今年度の事業で

すが、八戸市といたしましては、ウルシ造林事業補助金というものを実施いたします。これ

はウルシの植栽を考えていらっしゃる方を募集いたしまして、30a、300 本の苗木を用意い

たしまして、それに対する補助を行うものになります。もう１点が、八戸圏域内でウルシが

確認されている町村に対しましての原木調査というものを予定しております。今年度につき

ましてはこの２点でございます。 

漆に関する皆様の注目度ですが、直接農林畜産課の方に照会がございませんが、八戸圏域

や３圏域連携を担当している政策推進課さんの方に、漆に関係する仕事について考えている

という問合せがあるいうことで、それにつきましては二戸市の漆産業課さんの方に対応をお

願いしているということで伺っておりました。また、私どものほうで予定しておりますウル

シ造林事業補助金でございますが、実施したいという方がいらっしゃいまして、早速苗木を

用意して植栽していくということでございます。以上でございます。 

●委員 

補助申請された方は何人なのですか。 

●事務局 

１名でございます。 

●委員 

はい、状況は分かりました。ツムラさんとの事業の概要を説明いただいたのですが、成果

のほどはいつごろになれば具体的に、製剤された漢方薬になるくらいの動きがあるものなの

でしょうか。 

●事務局 

 まずは２年後、来年度内に、第一段階目の調査を終わらせまして、発芽がちゃんとありま

す、苗がきっちり育ちますというのを確認できた後に次のステージに移ることにしておりま

す。うまくいけば八戸でニンジンを栽培して、そこが産地化されることもあるかとは思いま

すので、あるように努力して参ります。以上でございます。 
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●委員 

 御期待申し上げます。薬用ニンジンということなんですが、承知のとおり、朝鮮ニンジン

は買えばとんでもなく高いのですが、日本では長野かどこかで栽培しているんですよね。 

●事務局 

 長野ですね。 

●委員 

 実際に朝鮮ニンジンの栽培を見学したこともあるのですが、日陰にして朝鮮ニンジンを栽

培して、３年から５年ほど経つと全然草が生えないくらい養分を取ってしまうんだそうです。

ですから、いわゆる耕作放棄地なんかに朝鮮ニンジンの苗をね、ワインにばかり事業費がか

かっているのですが、朝鮮ニンジンも研究の余地があると思いますので、御提言を申し上げ

ておきます。 

●会長 

ツムラの件ですが、１つだけお聞きしたいんですけれども、今はあくまで研究段階なので

振興センターのハウスでやっていると思うんですけれども、ゴーサインが出た段階で、一般

の農家の人たちが作るという形になるものなのですか。それとも、ずっと振興センターのハ

ウスで対応するようなものになるのですか。 

●事務局 

 当然前者の一般の農家の方々に生産していただいて、経営品目として担っていただきたい

なと思ってございます。以上でございます。 

●会長 

 そうすると、これからゴーサインが出れば、適地とかやりたい農家の方とか、どういうよ

うな形で募集するとかという段取りになっていくということですね。 

●事務局 

 お見込みのとおりでございまして、ゴーサインが出ましたら、農業生産者を公募して生産

を行っていきたいと思ってございます。 

●会長 

 分かりました。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 ほかに皆様からの御意見、御質問等ございませんでしたら、事務局からその他ということ

で何かございますでしょうか。 

●事務局 

 特段ございません。 

●会長 

 分かりました。そうしますと本日予定している平成 29年度事業報告並びに 30年度事業に

ついての審議を以上で終わらせていただきます。あとは事務局のほうにお願いしたいと思い

ます。 

●司会 

 委員の皆様からございました意見等を踏まえまして、今後の施策について検討して参りた
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いと思います。 

 それでは、以上をもちまして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申し上げます。本日はどうもありがとうござ

いました。 


