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八戸市総合農政審議会議事録 

 

 
日 時  令和元年７月 30日（火）13:30～15:00 

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、籠田悦子副会長、源新敏雄委員、澁谷長生会長、 

田名部和義委員、寺沢寿一委員、中野晋委員、松倉睦子委員、松橋剛志委員、 

松山政義委員、山内正孝委員 

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、 

       金田農林畜産課長、野沢中央卸売市場長 

事 務 局  石丸所長、窪田主幹、戸田技師、柴田技師 

 

●司会 

それでは、御案内申し上げました時間でございますので、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戸田

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。 

それでは、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。本日は、大平副市長から交付を行います。 

 

（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、市長から御挨拶を申し上げます。 

本日は大平副市長からご挨拶を申し上げます。 

●副市長 

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、厚くお礼申し上げます。 

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

り感謝を申し上げます。 

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、
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さらには、ＴＰＰ11 や日欧ＥＰＡ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、

畜産物など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、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化の推進等、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の振興を図ることとしております。 

本日は、委員委嘱後、最初の審議会でございますので、会長、副会長を御選任していただ

きますととともに、平成 29 年 4 月に策定しました第 11 次八戸市農業計画の着実な推進を図

るため、当市の農林畜産関係の事業につきまして、御意見をいただきたいと存じております

ので、よろしくお願いをいたします。 

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

を申し上げ、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 

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ことをお知らせいたします。 

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。本日は、大平副市長が、会長が選任されるまでの間、議長を務めます。 

●副市長 

はい、それでは、暫時議長を務めさせていただきます。さっそく、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。 

お諮りをいたします。互選の方法はいかがいたしましょうか。 

●委員 

 はい。 

●副市長 

 はい、お願いします。 

●委員 

指名推薦でいかがでしょう。 

●副市長 

はい、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 

 ありません。 
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●副市長 

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

す。 

●委員 

 はい、それでは私から。 

●副市長 

 はい。 

●委員 

澁谷委員を会長に、籠田委員を副会長に推薦いたします。 

●副市長 

はい、ありがとうございます。ただいま澁谷委員を会長に、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でしょうか。 

●委員 

 ありません。 

●副市長 

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。 

澁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。 

●副市長 

はい、ありがとうございます。御異議がないようですので、澁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をいたします。 

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。 

●副市長 

はい、御異議がないようでございますので、籠田委員を副会長に選任いたします。 

それでは、最初に、会長の澁谷委員から就任の御挨拶をお願いいたします。 

●会長 

 弘前大学の名誉教授ということになっております、澁谷と申します。よろしくお願いした

いと思います。八戸市の総合農政審議会の会長を何期か務めさせていただいておりますけれ

ども、事務局から様々な説明をいただいたり、意見を頂戴したりする機会があるのですけれ

ども、他の県内の自治体のみならず全国的に見ても、単独の市で、八戸市のような農業経営

振興センターという形で専任の職員を置き、それからいろいろな作業をする方々も作業を継

続して行わせて、いろいろなデータを蓄積して地元の農家あるいは農協の方々と意見交換を

しまして、そのデータや経験を現場に生かしているというような施策を取ったり仕組みを整



 4 / 23 

えているところはあまりないと考えております。そういう意味では、八戸市の農政の一つの

誇るべき財産であるだろうと考えているところです。もう一方では、八戸市ならではの作物

も皆さん御承知のようにあるわけですけれども、また新たな取り組みも進んでいると伺って

おります。そうした八戸市の農業の施策につきまして、皆さんの御意見をまとめながら会を

進めさせていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

●副市長 

はい、ありがとうございました。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 

 ただ今、副会長に選任していただきました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。 

●副市長 

 はい、ありがとうございました。 

●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。 

●副市長 

では、失礼いたします。 

 

●司会 

澁谷会長、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をお願いいたしま

す。 

●会長 

それでは、よろしくお願いいたします。まず、議事に入る前に、「審議会の公開」と「会議

録の確定方法」につきまして皆様にお諮りしたいと考えております。 

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、それでは、「会議の公開」につきまして、御説明いたします。お手元の資料の一番

後ろにつけております一枚物の資料でございますが、「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。 

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
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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は、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。 

また、公開する委員名簿につきましては、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 

はい、ありがとうございます。 

ただいま事務局から当審議会の公開につきまして、説明がございました。このことにつき

まして、御意見・御質問等ございましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

●委員 

なし。 

●会長 

特になしということで、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、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 

はい、ありがとうございました。ただいま事務局から会議録は速やかに確定したい、かつ

公開したいということから、会長である私が確認し、また、私が欠席した審議会の場合につ

いては籠田副会長に御承認をいただくということで対応したいという案が出ましたが、この

ことにつきまして御意見、御質問等ありましたら、お願いしたいと思います。 

●委員 

 なし。 

●会長 

 なしという事でよろしいでしょうか。 

●委員 

 はい。 
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●会長 

それでは、「会議録の確定方法」につきましても、事務局の案を採用させていただきたいと

思います。 

続きまして、委員委嘱後、最初の審議会であります。新しい委員の方もおられますので、

八戸市農業関係課の事務概要について、事務局から説明していただきたいと思います。 

●事務局 

 はい。 

●会長 

 はい、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、日頃より、当市農林水産業の振興につきまして、御理解と御協力を賜り、感謝

申し上げます。私からは、八戸市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。お手元の資料の「八戸市農林水産部機構図」を御覧いただきたいと存じます。 

農林水産部は、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

からなっておりまして、合計で 66 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。 

本日は、農業関係の事務概要につきまして御説明させていただきたいと存じます。それで

は、農政課、農林畜産課、中央卸売市場、農業経営振興センターの順に、担当課長より説明

をさせていただきます。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。よろしくお願いいたします。失礼ながら、座っ

て説明させていただきたいと思います。 

早速ですけれども、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、農政課の主な業務について御説明いたします。資料の下段になりますけれども、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、10ha 以上の集団的農地などの

優良農地を農用地区域として設定し、今後とも農地として利用すべき農地を確保するための

計画であり、この農用地区域への編入・除外の計画変更が主な業務となってございます。2

の「農業委員の選任に関すること」につきましては、農業委員会法の改正により、農業委員

は市町村長が任命することとなり、募集・選考・議案提出等に係る業務を担当しております。 

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。 

1 の「委員」でございますけれども、農業委員は、委員の辞任により、現在は 18 名、農地

利用最適化推進委員は地域ごとに定数を定めており、5 区域合計で 22 名となってございます。 

2 の「農業委員会の所掌事務」のうち 1 の「専属的権限に属する事務」でございますけれ

ども、農地の売買・貸借・転用等の農地法等に基づく許認可に関する事務が代表的なもので
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あり、そのほかに、相続税の納税猶予や農業者年金業務などがございます。次の「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につきましては、

担い手への集積・集約化や、荒廃農地の発生防止等のこれまでも実施してまいりました事務

でございますが、法改正により必須事務とされたものでございます。 

具体的な内容は、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ので、今回は、概要のみ説明いたします。 

11 ページの 3「農政関係活動」につきましては、地域農業の振興発展と農業経営基盤の確

立のため、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

者年金制度の普及などに取り組んでおります。 

4 の「農地関係活動」におきましては、（1）の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、農地法等の関係法令の許可条件に照らし、公正に判断するこ

とが、最も重要な業務となってございます。その他、遊休農地解消活動事業など、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 

農林畜産課の金田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、農林畜産課の事務概要につきまして、同じく「八戸ののうぎょう」の冊子の

23 ページから 25 ページにかけまして 3 つの項目にまとめておりましたので順次説明をさせ

ていただきます。恐縮ですが、座って説明をさせていただきます。 

まず、23 ページを御覧願います。1 つ目は、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は、米・麦・大豆などについて需要に応じた生産の促進

と水田農業全体での所得向上を図り、農業経営の安定を図る対策を進めるものでございます。

次に、畜産振興に係る事業でございまして、生産技術や経営情報の取得につながる生産者間

の交流を促進するほか、肉用牛群の質向上を図るとともに市内産の子牛の購買誘導などを目

的として実施いたします。 

24 ページを御覧願います。2 つ目は、農村生活環境の整備でございます。傾斜がきつかっ

たり区画が小さかったりする農地での営農活動を支援する中山間地域等直接支払事業を実施

するほか、農業者と地域住民による農地・農業用施設等を含む農村環境の適切な保全管理を

支援するため、多面的機能支払交付金事業を実施いたします。表の中段、八戸平原総合開発

促進協議会負担から最終行までの事業は、農業経営の合理化や生産向上が図られるよう、八

戸平原地区の灌漑農業の促進のほか、各地域の農業・農村整備事業の円滑な実施に向け、国・

県、農業関係団体と連携をして参ります。 

25 ページを御覧願います。3 つ目は、森林環境の整備でございます。除間伐等実施事業か

ら林業関係機関等負担まで、樹木の育成や、森林や森林資源の利活用、林業技術の改良普及

を促進するほか、次の漆産業振興事業では、対象地域を連携中枢都市圏内に拡大して漆の植

栽を支援することとしております。最後に、市民の森不習岳の管理運営でございますが、市

民の森の適正な管理運営のほか、樹木育成に努めますとともに、関連施設の改修により市民

の憩いの場としてより一層の利用促進に努めてまいります。 
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以上をもちまして、私からの説明を終わらせていただきます。委員の皆様には、引き続き

御指導をよろしくお願いいたします。 

●事務局 

中央卸売市場長の野沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは私からの中央卸売市場の業務体制及び事業計画について、「八戸ののうぎょう」で

はなく別紙になりますけれども、「令和元年度業務体制及び事業計画 八戸市中央市場」とい

う 2 枚組みの資料を御覧ください。申し訳ございませんけれども、座って説明をさせて頂き

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、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 月に策定いたしました「第 10 次中央卸売市場整備計画」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、市場長以下計 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、①市場の取引業務の指導及び監督業務、②卸売業者及び仲卸売業者の経営指

導業務、③市場施設の使用許可及び維持管理等業務、④中央卸売市場の運営業務、⑤市場施

設見学業務などでございます。 

次に 2 の令和元年度に実施する主な事業でございます。①の直流電源装置改修工事でござ

いますが、受電電気室の制御電源である直流電源装置の蓄電池が、製造より 13 年経過して

いるため交換するものでございます。②の漏電警報機設置工事でございますが、受電電気室、

青果電気室に漏電警報機が設置されていないため、設置するものでございます。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おりますことか

ら、年次計画により機能強化及び設備環境の修繕をおこなっております。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周知をするため、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 ページになりますけれども、別紙 1 の八戸市中央卸売市場取扱高実績を御覧いた

だきたいと思います。まず、青果部の平成 30 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 10 万 6,042ｔ、前年比 98.6％、金額は 234 億 5024 万円、前年比 105.4％でご

ざいます。なお、取扱金額は平成 25 年から 6 年連続で 200 億円を超えてございます。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 1467 万本、前年

比 91.7％、金額は 12 億 2620 万 5 千円、前年比 96.9％でございます。詳細につきましては

後ほど御覧いただければと思います。 

申し訳ございませんが、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、平成 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布し、周知を図っております。ちなみに平成 30 年度は 43 団体

1,941 名、平成 29 年度は 43 団体 1,916 名となっております。 
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以上で説明を終わらせていただきます。 

●事務局 

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

賜り、感謝を申し上げます。私からは、農業経営振興センターの概要につきまして、再び「八

戸ののうぎょう」になりますけれども、「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」でございますけれども、経営支援グループ、生産振興グループ

の 2 グループ計 14 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、総面積約 11.5ha、その中に、管理棟、ガラス温室 4 棟、ハイプハウス 16

棟等が配置されてございます。 

30 ページを御覧いただきたいと存じます。「5 沿革」でございます。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、機構改革に伴い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 31 ページまでわたりますが、「6 主要業務の概要」でございますけれども、

こちらにつきましては、次の「次第 6 平成 30 年度事業報告について」「次第 7 令和元年

度事業について」の内容と重複いたしますので、ここでは説明を省略させていただきます。 

引き続きまして、32 ページを御覧いただきたいと存じます。7 の野菜・花きの栽培調査・

展示等でございます。（1）の栽培調査及び展示は、市内で産地形成されている野菜、花き等

に関する栽培調査を実施しているものでございまして、施設野菜のトマトでは、促成栽培に

おける品種比較調査等、ミニトマトでは、促成栽培における品種比較調査等、いちごでは、

種子繁殖型品種「よつぼし」の品種特性調査等、ほうれんそうでは、寒締め栽培における品
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種比較調査等、こまつなでは、冬期間の施設利用による品種比較調査、露地野菜のねぎでは、

品種比較調査等、ピーマンでは、品種比較調査等、ながいもでは、園試系 23 号の品種特性

調査、にんにくでは、種子植付け時期比較調査、花きのトルコギキョウ、カンパニュラ等で

は、品種比較調査、シネンシス系デルフィニウムでは栽培調査、他は展示でございます。続

きまして、（2）の植物組織培養でございますが、農業経営振興センター内で利用するウイル

スフリー苗の育成を実施してございます。次に、（3）の土壌分析でございますが、農業経営

者の土壌及び産地形成されている地域のモデルとなる地点の土壌分析を行い、土壌改良の支

援を目的とするものでございます。 

33 ページをお開き願います。「施設の利用実績」でございますが、八戸市市民農園は、農

業知識の向上、並びに農業に対する理解を深めてもらうことを目的に平成 2 年から設置、農

業講座は、農業生産の向上と経営の安定を図るために開講、農作業体験学習会は園児等の食

育の一環として、そして、家庭菜園講習会は家庭菜園初心者向けに開催しているものでござ

います。 

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 

はい、ありがとうございました。ただいま、事務局から説明が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、あるいは御質問等がございましたら、お願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

●委員 

はい。 

●会長 

はい、お願いいたします。 

●委員 

農業委員さんの欠員が 1 名生じているのはどういう理由で。 

●会長 

 はい、お願いします。 

●事務局 

 本人からの申し出で、健康状態の理由で辞任されました。 

●委員 

 補充しなくて良い状態なのですか。 

●事務局 

 はい、推進委員のほうは速やかにということになるんですけども、農業委員につきまして

は、一定数の 6 分の 1 以上の欠員が生じたときに補充するということになってございます。

以上でございます。 

●会長 

 はい、他にいかがでしょうか。 

●委員 

 なし。 
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●会長 

 特にございませんようですので、一応、只今の説明ということで、もし何か御意見・御質

問等ありましたらまた後ほど各関係課にお願いできればと思っております。 

 それでは続きまして、第 11 次八戸市農業計画に関連する平成 30 年度事業報告、並びに令

和元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。よろしくお願いいた

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。 

資料 1 の「第 11 次八戸市農業計画に関連する平成 30 年度事業報告について」そして資料

2「第 11 次八戸市農業計画に関連する令和元年度事業について」は、私から説明を申し上げ

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、第 1 の第 11 次八戸

市農業計画の概要でございますけれども、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 月から令和 4 年 3

月の 5 年間でございます。地域区分はご覧の 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

ているものでございます。 

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ございます。 

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み額の説明のみをさせていただきたいと存じます。 

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、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、決算見込み額で 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 18 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、決

算見込み額は 2,954 万円でございます。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。 

7 ページを御覧願います。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、決算見込み額は 8 万 8 千円でございます。 
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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」の開催に要する経費で、決算見込み

額は 234 万 5 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

み額は 286 万 9 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、決算見込み額は 564 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すが、平

成 29 年度に一括造成済みでございます。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すが、こちらも平成 29

年度に一括造成済みでございます。続きまして、葉たばこ振興対策事業補助金は、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、決算見込み額は 80 万 3 千円でございます。続きまして、

特産そば産地形成奨励金補助金は、そばのコンバインによる刈り取りに対する補助で、決算

見込み額は 430 万 7 千円でございます。 

12 ページをお開き願います。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、ワイン用ぶどう雨よけ施設整備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

見込み額は 2,747 万 8 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、野菜に関する講座の開講に要する経費で、決算見込み額

は 19 万 3 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、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、決算見込み額は、合せて 53 万 3 千円でございます。

続きまして、野菜・花きの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、決算見込み

額は 402 万 4 千円でございます。 

15 ページを御覧願います。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、2 つ下の観光農園振興
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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、決算見込み額は

30 万円でございます。続きまして、2 つ下の市民農園事業は、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、決算見込み額は 70 万 9

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、決算見込み

額は 1,413 万 3 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、決算見込み額は 2,428 万 4 千円でご

ざいます。続きまして、4 つ下の機構集積協力金事業は、21 ページにわたりますが、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、決算見込み額は 840万 2千円でございます。 

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、決算見込み額は 34 万 2

千円。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、決算見込み額は 41 万 4 千円。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、決算見込み額は 4 万

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、決算見込み額は 184 万円でございます。 

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、決算見込み額は 238 万 6 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、決算見込み額は 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、

決算見込み額は 4,858 万 9 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 30 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令和元

年度事業について」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。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 30 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ます。そして、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 ページの中段下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 2,889 万 3 千円、強い農業・担

い手づくり総合支援事業は、適切な経営再開マスタープランを作成した地域の中心経営体な

どに対し農業用機械等の導入を支援するもので予算額は 100 万 5 千円でございます。 

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 6 万 2 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 230 万 6 千円、環境保全型農業普及

促進事業は予算額310万4千円、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予算額 18 万 7 千円でございます。 

4 ページをお開き願います。2 つ目の特産果樹産地育成・ブランド確立事業は予算額 11 万

円、葉たばこ振興対策事業は予算額 117 万 1 千円、特産そば産地形成奨励金事業は予算額 500

万円、南郷新規作物研究事業は、5 ページにわたりますが、予算額 3,377 万 7 千円、農業講

座開催事業は予算額 22 万 2 千円、土壌分析・改良事業と植物組織培養事業はあわせて、予

算額 53 万円でございます。 

6 ページを御覧願います。野菜・花きの生産振興に関する調査事業は、予算額 438 万 8 千

円でございます。 

7 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、2 つ下の観光農園振

興事業でございまして、予算額 30 万円、また 2 つ下の市民農園事業は予算額 80 万 1 千円で

ございます。 

8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。 

9 ページを御覧願います。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 1,413 万円 4 千円、多面的機能支払交付金は予算額 2,616

万 3 千円、4 つ下の機構集積協力金事業は、予算額 489 万 8 千円でございます。 

10 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 212 万 9 千円でございます。 

11 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、漆産業振興事業は、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 7 万 5 千円、市民の森施設改修等事業は予

算額 4,300 万円、公有林整備事業は、予算額 79 万 4 千円でございます。8 の地域資源を活用



 15 / 23 

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令和元年度事業についての説明を終わ

ります。ありがとうございました。 

●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 30 年度事業報告、それから、令和元年度事業について、御意見・御質

問等ございましたらお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

●委員 

 よろしいですか。 

●会長 

 どうぞ、お願いします。 

●委員 

2 点ほどあります。1 つは南郷新規作物の薬用作物、2 年続けて研究となっていますが、こ

ちらの状況、新郷村がかなり進んでいっているように見受けられるのですが、南郷の場合ど

うなのかわかりましたらお知らせいただきたいと思います。 

●会長 

 はい、事務局からお願いいたします。 

●事務局 

 はい、ただいまの質問に対してお答え申し上げます。八戸市は平成 27 年 8 月に株式会社

ツムラ様と薬用作物に関する共同研究協定を締結してございまして、現在旧松館小学校と農

業経営振興センターのガラス温室、ビニールハウスを使って株式会社ツムラ様と研究を行っ

ているものでございます。品目につきましては、薬用ニンジンを種から苗に育てる研究と苗

からニンジンを育てる研究をしてございまして、その内容につきまして、ポットの大きさで

すとか形状、土の種類、LED、蛍光灯による補光の効果等について調べているものでございま

す。以上でございます。 

●委員 

ニンジンは結構年数かかりますね。 

もう一つ、畜産振興事業の畜産共進会への出品に要する経営負担ということで載っており

ますけれども、県内いろんな共進会・品評会を見させていただいているのですけれども、年々

出品頭数が減ってきている。特に牛の例で言いますと、青森農協が頭数が集まらなくて中止

になったり、それから県南で言いますと、新郷と五戸がそれぞれあったのが統合して第 1 回

ということで今度の 8 月に行われるというふうに。生産頭数は減っていないのです。横ばい

か少し増えているくらいの状況になっていますが、共進会そのものの出品頭数が減ってきて

いる。先日の三八地方の田子で開催されたものもやはり減ってきている。そういう中でもう

少し行政が直接というのはどうなのかなと思うのですけれども、いろいろな形で各市町村も

含めて予算化をして支援しているわけですけれども、共進会・品評会は企画をして初めて効

果が出ると。それが 1 つの組、1 頭とか 2 頭とかしか出ない場合もある。それでは共進会の
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意味をなさないという風に思うので、その辺をもう少し奨励というか激励というか、出品喚

起をするとか何かしていかないと、尻すぼみになってくるような気がしているものですから、

その辺について皆様現状をどうとらえてこれからどのような形で進もうとしているのかお答

えいただきたいと思います。 

●事務局 

 はい、会長。 

●会長 

 はい、お願いいたします。 

●事務局 

 ただいまの御質問にお答えいたします。現状といたしましては、先ほど説明させていただ

いたとおり、八戸市畜産振興事業ということで品評会に関係する輸送費の部分の財政支援を

しております。出品に関係する体制といたしましては、あくまでも生産者団体等で組織する、

例えば農協さんが事務局を行ったり、その団体に対しての出資・支援ということになるんで

すけども、現状といたしましては、まず出品が多い少ないというのは委員御存知の通りです

ね、生き物でございますので、当初予定していたものが例えば動物のほうが調子が悪かった

りとか、あと、出産を間近に控えてしまったとか、産気づいてしまったとか、飼育されてい

る生産者の方の体調が優れなかったりとか、そういうようなことで当日、突然キャンセルす

るということがあるとも伺っております。他にですね、現状で困っているというのが、どう

しても高齢化が進んでおりまして、その関係で人手、ヘルパーさんがたくさんいてくれれば、

牛を出品できるのだが、そういう方がいらっしゃらないということで、どうしても団体の会

員さん相互の協力で出品せざるを得ないというような状況。これも高齢化しておりますので、

困っているとお話を伺っています。一番大きいのは、その団体に支援しているのですが、団

体の事務局、やはりどうしても農家さんは事務が不得手なところがございますので、取りま

とめる事務局のところで困っているというのも伺ってございました。現状、八戸市に限って

は、実際のところは出品者の団体がございまして、皆さん、協力いただいて出品するという

ように、畜産、酪農、肉用牛に関してはもっと盛り上げていきたい、もっと大会を継続して

いきたいという意欲を持っておりましたので、そういうところで現状の課題もみんなが知恵

を出し合って解決していきたいということで熱意は感じておりましたので、現状の支援体制

を維持してまいりたいという風に考えておりました。以上でよろしいでしょうか。 

●委員 

 いいですか。 

●会長 

 どうぞ、お願いします。 

●委員 

 気持ちはわかるし、みんなそう思っているのは確かなんですよ。ただそれが実態が伴わな

いと、やはり事故もあるし生き物ですから、人も体調が悪くなることもあります。しかし年々

それが増えてきているということは、やはりどこかでそれに歯止めをかけるようなことをし

ていかないと、結局は今の新郷・五戸のように、1 つで維持できないから両方合体というこ
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とになる。まだそれでもできるからいいですよ。ところがだんだんにそれまでできないとい

うことになってくるという可能性もあるわけですから。十和田地区がいい例で、ここはヘル

パーの組織を持っていて、かなり強力な体制を作ってやっていますから、毎回、60 頭なり

70 頭なりの品評会、年に 3 回 4 回やって、さらに県境の予選会まで別にやっていますけれど

も、それだけ力を入れて組織を作ってやっているわけですから、八戸だけで、地域だけでな

かなか難しいのであれば、三八として考えて、一つ八戸市も相応分の協力をするという形で

何か作らないと、その人たちに「がんばれ、がんばれ」と言って助成金だけを出すよといっ

てもなかなか難しいと思うので、その辺のことも含めてこれからぜひ検討していただきたい

ということをお願いします。以上です。 

●会長 

 はい。今の御意見に何か付け加えることがありましたら、発言していただきたいと思いま

すが、それを承るということであればそれで結構です。 

●事務局 

実は、八戸市畜産振興ビジョンを持ってございまして、その中で畜産を振興していくとい

うようなところで会議を持っております。推進会議という組織ですね。この会議には関係町

村の職員の方々にも入っていただいております。今回品評会のことで御質問いただきました

ので、周囲の町村で品評会等でどういう支援をしているかという情報をいただきまして、議

題の一つとさせていただきたいと思っております。以上でございます。 

●会長 

 はい。他に御意見、御質問等ございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

●委員 

 はい。 

●会長 

 どうぞ、お願いいたします。 

●委員 

先ほど質問があった南郷の新規作物の研究事業の関係なんですけれども、先ほど薬用植物

の話があったのですが、新規作物というものは、これを見た限りではワイン用のブドウと薬

用作物なのかなという風に見えるのですが、この対象の作物というのは何なのかというのと、

元年度の予算が 3,377 万 7 千円ということで、昨年度の実績よりも 600 万円くらい増えてい

るように見えるのですが、増えた内訳と、この事業費の中で何の経費の割合が最も高いのか

というのをお伺いしたいと思います。 

●事務局 

 はい。 

●会長 

 はい、お願いいたします。 

●事務局 

 御質問にお答えします。まず、対象でございますけれども、ワイン用ブドウと薬用作物の

2 品目でございます。予算の件ですね、まず内訳でございますけれども、一番大きなものと
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して、事業名でいうとワイン産業創出支援事業補助金というものでございまして、ワイン用

ブドウの苗木の購入に対する補助でございます。その次が地域おこし協力隊の委嘱によって

この事業を推進してございますので、その委嘱に係る報酬等が多いものでございます。以上

でございます。 

●委員 

 ありがとうございます。 

●会長 

 よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

 特にございませんでしょうか。 

●委員 

はい。新規就農者の支援事業の中で、具体的に、窓口にお伺いしたりなんかされている現

状があったらお知らせいただきたいと思います。 

●事務局 

 はい、会長。 

●会長 

 はい、お願いします。 

●事務局 

御質問にお答え申し上げます。国の制度、農業次世代人材投資資金という事業が平成 24

年度から始まりまして、これまでに 32経営体がこの事業を使って新規就農してございます。

その内訳で見ますと、例えば経営品目で言うと、八戸市の場合、85％が野菜の品目を選んで

いて、割合で言うとですね、米については 3％、花が 3％、果樹が 3％、肉用牛が 6％、野菜

が 85％という割合でございます。男女比で言いますと 75％が男性、25％が女性。後は農家

非農家の割合で言いますと、農家の後継ぎの割合が 40％、非農家の割合が 60％。あとは UIJ

ターンで言いますと、内 36％が Uターン、5％が Iターン、5％が Jターンで、もともと市民

だった方が 44％という割合でございます。年齢で言いますと 20 代 39％、30 代 51％、40

代で 10％となってございます。相談につきましては、継続的にいただいているような状況で

ございます。以上でございます。 

●委員 

今の説明の中で、非農家の方々も結構おられるかのように説明いただいたのですが、途中

でリタイアしたりなんかしてる状況というのはどうなのでしょうか。 

●事務局 

 はい、会長。 

●会長  

 お願いします。 

●事務局 

ただ今の御質問にお答え申し上げます。交付期間が 5 年間でございますけれども、途中で

やめたという方が、内 3 経営体ほどございます。理由とするとですね、転職を希望したケー

ス、あとは病気ですね。後はちょっと続けていく自信がないということでその 3 経営体です。
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あと交付終了後に離農、5 年間お金をもらって離農した方が 2 経営体で、これは転職を希望

とあとは病気でございます。以上でございます。 

●委員 

その中で 5 年間交付をいただいて途中でやめるとどうなんですか、返還命令かかるとかか

からないとかそういうふうな制度はどうなってるんですか。 

●事務局 

はい、会長。 

●会長 

 お願いします。 

●事務局 

制度の当初は返還がなかったので、やめた 2経営体についてはそのままおやめになったと

いうことになります。以上でございます。 

●委員 

それは制度上許されているということなんですね。 

●事務局 

当時は許されてございました。 

●会長 

他にいかがでしょうか。御質問、御意見はないでしょうか。 

平成 30 年度の事業報告並びに令和元年の事業についての御質問・御意見等ないようです

ので、ただ今いくつか御意見なり要望が出たことについてはこれからの施策について市のほ

うの立場として参考にしていただき、施策に生かしていただきたいと考えております。 

他にただ今の事業計画、令和元年度の事業についての御意見御質問以外のことにつきまし

てもし要望なり御意見があれば出していただきたいと考えておりますがいかがでしょうか。 

●委員 

 はい、いいですか。 

●会長 

 どうぞ、お願いいたします。 

●委員 

どの産業でもどこの地域でも今、一番大きな課題が人口減少と少子高齢化なわけでありま

すけれども、青森県がかなりそれが急速に進んできているという中でですね、特にその中で

も産業としての一次産業がずいぶん年々％が下がってきているという中で農業をどうしたら

維持していけるかということが大きな課題だと思っております。今日、午前中、八戸農協で

いろいろな勉強会があって、午前中出てきたのですが、要は限界集落的な同じ八戸市内の中

でも 9 つなりの地区に分かれていますけれども、中心街から離れれば離れるほど厳しい状況

になってきている。担い手、耕作していく人がなかなかいない。今農協で始めているのがい

わゆるマッチング、空いている人がいたら登録してください、必要な人と会わせて条件が合

えばその人手を確保する。5，6 人のうち今のところ 1 人か 2 人程度のようですが、苦肉の策

でそういうことをしていかないとならない。ひとつがこれは大規模なところだと余計そうだ
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と思うのですが、外国人の労働者の導入というか、そういう方向も北海道あたりではかなり

真剣に考えている。すでに入れているところもあるわけですけれども、その辺について、ま

だそこまで考えていないと言われればそうなんですが、かなり危ない状況というか、かなり

人手確保が厳しい状況になってきているというのも事実なので、その辺に対してそろそろ八

戸市としても検討なり計画を立てていかなければならないと思うのですが、その辺について

どう今の現状を考えているのか教えていただければと思います。 

●事務局 

 はい、会長。 

●会長 

 よろしいでしょうか、ではお願いいたします。 

●事務局 

ただ今の御質問にお答え申し上げます。委員のおっしゃったとおり、青森県農業労働マッ

チングサイトでございますけれども、こちらも現在活用されてマッチングが図られたという

ケースも伺ってございます。残念ながら今朝見てきたのですが八戸市の求人はないようでご

ざいますけれども、まずこちらを御利用いただくとともに、八戸市はシルバー人材センター

と協力してですね、定年退職後に農業で働きたい方々につきまして、シルバー人材センター

の業務として行っているものではございますけれども、マッチングしていただいているとい

うものと、あとは県の事業から始まったものでございますけれども、農福連携の方ですね、

こちらの方も今後とも進めてまいりたいと考えているものでございます。平成 23 年度より

県の三八地域県民局が主体となりネットワークを設立したものでございまして、現在社会福

祉法人ユートピアの会さんのほうに事務局がございまして農福連携のほうも進めてございま

す。さらに委員がおっしゃった外国人を労働力としてというお話でございますけども、来月

も国の方の説明会等ございますので、情報収集を進めて関係機関とともに検討してまいりた

いと考えてございます。以上でございます。 

●会長 

よろしいでしょうか。 

せっかくというのも変ですが、労働力不足の問題で今、意見が出ましたので、一つだけ話

題を提供しておきたいと思います。私、異常に日焼けをした顔をしておりますが、10 日間ほ

ど東南アジアに行っておりまして、タイ、ミャンマー、ラオス、ベトナムと歩いてきました。

タイの農業を視察しておりましたら、ここ 10 年で大きな様変わりをしているということを

感じました。タイは日本に比べて平均耕作規模は小さいわけですので、非常に零細な農家で

農業をやっているのだろうな、それから稲作中心、あるいは野菜地帯もありますが、基本は

稲作というイメージでずっと見ていましたが、ここ 10 年大きく様変わりしましてですね、

農業の実労働者は実はタイ人ではなくて既にミャンマー人になっていたと。タイの農民は何

になっているかというとほぼ地主になっておりましてですね、ミャンマーの労働力を使って

稲作をやっている。また、ラオス・カンボジアから労働力が移入してきている。一方ベトナ

ムはどうなっているかというと、日本向けに高学歴者も含めて移動してきているということ

ですが、実労働者という農業を担当している人たちが非常に流動化してきて、それぞれの国
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の人たちが農家であっても農業をやっていないとか、農業の実の担い手がほかの国の者にな

っている。しかも賃金の安い人たちがどんどん入っていくという形で移動してきています。 

そういう流れで日本の農業に関係する労働力不足の問題を考えてみますと、これまで中国

人が研修生ということで北海道を中心に入ってきて、青森や関東などにも入ってきておりま

して、それが待遇の問題もありましたし、中国のほうの賃金のアップによって中国人がだん

だん減っておりまして、青森県内でいうとベトナム人が主流になってきている。しかしその

ベトナム人も高学歴者が最初は入ってきたのですが、現在は大体高学歴者は農業を希望せず

にですね、別な職種に希望して入ってきていまして、農業を希望するベトナムの外国人労働

者の方々は学歴的には非常に劣ると。それから労力的にも問題があるということでいくつか

問題点が指摘されるようになってきているというのは皆さんも御承知の通りだと思うのです。

そういう点で考えますと、外国人労働者をいろいろ考えていくのは非常に重要なことなんで

すけれども、農業自体の魅力がないと、そして、安い人だけを欲しがるという傾向に行きま

すとですね、いつまでたってもじり貧になるという非常に難しい問題をどのように考えるか。

外国から来るからこういう仕事で就く人がいるだろうと思うと実は、中国の人たちがだんだ

ん来なくなった理由と同じ理由でベトナムの人も来なくなる。そうすると次はミャンマーと

かカンボジアとかというふうに国を移動していかないと、やりくりがつかなくなってしまう

という事態が生まれてくると思われるわけです。それは皆さんもうすうす感じているところ

かもしれませんので、そういうふうに考えますとやはりですね、労働力としてどう確保する

かという問題と、そこでどういう経営を作って農業を維持していくかというような、その両

方のビジョンがないと、どうしても安い労働力だけに依存する農業ですと、結局労働力がど

んどん少なくなってしまうということなんですが、今のところ東南アジアはタイの場合では

隣にミャンマーがあるために農業が維持できているというような状況になっています。でも

それがどういうふうに動くかはわかりませんので、そうするとミャンマーから来なくなると

他の国から探さなければならないという構図を日本に置き換えてみますと、次々に起こる、

先ほど言いましたようにですね、来る国を探さなければならないということになってしまう。

大きな課題を抱えているように思います。 

ですから、制度をうまく作るということと、農業経営体というものをどういうふうに作る

かということを両方合わせて考えていかないと解決策としてはどうしても片手落ちになるよ

うな気がいたします。大変難しい問題ですけれども、避けては通れないというところかなと

感じていた次第です。おそらく委員が問題提起されたようにですね、市だけではなくて、国

とかそういうレベルでもきちんと考えていかなければならない問題ですが、先日、青森で会

議があった際に、やはりこのベトナムの労働力の問題がいろいろ報告されておりました。今

のところベトナムが主流になってきておりますけれども、それがいつ途絶えるかとか流れが

変わるかというのは全く予想がつかない状況ですので、どこかの国に依存していくというこ

とだけではなかなか解決できないのではないかという意味で、事務局から出たシルバー人材

センターとか農福連携とかマッチングとか、これらもだいぶいろいろこれまでやってきまし

たけれども、それほど画期的な成果にまだ結び付かない問題もあります。というところも含

めまして、ぜひこの審議会も含めまして検討して、皆さんの意見をぜひお願いできれば大変
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ありがたいなと感じているところです。 

ちょっと会長としては越権的に発言をいたしましたが、これから審議会としてはこういう

問題も議論していかなければならないかなということを考えまして、発言させていただきま

した。今のことについてでも構いませんし、ほかのことでもよろしいのですが、ありました

らお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

●委員 

国のほうにお願いして、いわゆる軽種馬生産、馬のほうの生産も外国人の導入に乗せても

らうことができたのです。それでですね、日本で一番、二番の大きい牧場の方がおっしゃっ

ていましたけれども、今自分たちはフィリピンの方を相当雇っていると。一番最初に良い、

真面目な人をつかまえると、その人がまた真面目な人たちを連れてきてくれる。でも、とん

でもない奴がくるとそういう人は切ってしまう。ただその中でもおっしゃっていたのが、個

室を与えなければならない。スマホか何か、日本人の若者と同じような待遇を、処遇をして

やらないといけない。その代わり仕事は真面目に一生懸命にやるというようなことをおっし

ゃっていました。また、馬のほうの関係ですから、騎馬民族であるモンゴルのほうからも連

れてくる。そういう人たちはやはり子どものころから乗っていますからすぐ順応する。です

からそういう意味で先ほど会長がおっしゃったみたいにどこの国でなければならないという

ことではなくですね、それぞれアプローチするということと、しかし、処遇に関しては今迄

みたいな安くこき使ってというような、そういう考え方は捨てないと、国際問題にもなりか

ねないこともありますし、長くお付き合いしてやっていくためには、今、インドからもかな

り来ているという話は聞いていました。ただ、そういう中で、この間中国人がインバウンド

で日本に来るとき、生肉をそのまま持ってきたり、畜産のほうで言いますと、感染症、いわ

ゆるウィルスとかですね、そういう貿易の面もきちっとしていかないと今はまだまだ日本の

警備体制が手薄なところが多いものですから、あれをきちんとしてもらわないとせっかく手

伝いに来ていただくのはいいんですけども、感染症が蔓延してしまったなどがありうるので、

十分そのへんを気を付けてそれぞれの野菜とか畜産とかでいろいろなそういう病気的なもの

とか課題があると思うので、その辺も十分気を付けて一つやっていかなければいけないとい

うのと、さっき言ったいろいろな処遇をきちんとするためには個人の事業者だと相当大きく

やっていないとなかなかそういうことはできない。ですから、そこに一つ人材派遣会社的な

ものがいいのか、あるいは、共同でやるような形のものを作るとかしていかないと、普通の

個人の農家が人手が足りないからどこか外国人をと言ってもなかなか難しいということはや

はり我々は認識しておかなければならないだろうというふうに思いました。 

 

●会長 

ありがとうございました。今のことで一言だけ恐縮ですが付け加えさせてください。ベト

ナムからの外国人労働力の問題で、一つの活路として、安定的に供給なり協力体制を組むの

であれば、そういういろいろなブローカー的な組織を全く排除することは現実的には不可能

ですけれども、地域ごとに、つまり八戸市とか青森県とか地域の広さはいろいろあるかもし

れませんが、向こうのベトナムのどこどこ村とか、そういう地域ごとの連携みたいな形にし
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て継続性を持たせるということが最も今のところは有効ではないかというような話が話題に

なりました。そういうことも含めてこれから検討していく必要があるのではないかと思われ

ます。あまり個人的に人を集めるとか地域ごとの交流とかも含めてやっていくというのが一

つの安定性を確保するには必要なことだというような提言をされていたのを記憶にありまし

たのでそういう考え方も大事かなというようなことであります。 

もしほかに御意見がないようでしたら、予定の時間に近づいてまいりましたので、以上を

持ちまして審議会を終了させていただきたいと思います。皆さん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したいと思います。どうもありがとうございまし

た。 


