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平成 28年度第１回 八戸市南郷新規作物研究会議 議事録 

 
日 時   平成 28年７月 29日（金）13:30～14:30 

場 所   八戸市庁別館２階会議室Ｂ 

出 席 委 員   犾守 弥千代委員、春日 勝委員、白幡 三津夫委員、丹羽 浩正委員、

根岸 文隆委員 

 

八 戸 市   田名部副市長、出河農林水産部長、上村農林水産部次長兼農政課長、大久

保農業経営振興センター所長、石丸経営支援 GL、幸田技師、金濵技師、鈴

木主事、荒谷地域おこし協力隊員、大坂主査 

 

●司会 

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。 

平成 28 年度第１回八戸市南郷新規作物研究会議の議事に先立ちまして、委嘱状の交付を

行います。委員に委嘱される皆様は、その場でお待ちください。 

本日は、田名部副市長から委嘱状の交付を行います。 

最初に犾守 弥千代様、その場で御起立願います。 

●副市長 

 委嘱状、犾守 弥千代様、八戸市南郷新規作物研究会議委員を委嘱いたします。期間、平

成 28 年７月 29日から、平成 30年７月 28 日までとします。平成 28年７月 29 日、八戸市

長 小林眞、よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に春日 勝様 

●副市長 

委嘱状、春日 勝様、以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に白幡 三津夫様 

●副市長 

委嘱状、白幡 三津夫様、以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に丹羽 浩正様 

●副市長 

委嘱状、丹羽 浩正様、以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に根岸 文隆様 
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●副市長 

委嘱状、根岸 文隆様、以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

●司会 

松田 浩二様につきましては、所用のため、欠席でございます。 

●司会 

それでは、市長から御挨拶を申し上げます。本日は、田名部副市長から御挨拶を申し上げ

ます。 

●副市長 

副市長の田名部でございます。今日は小林市長に替わりまして、御挨拶を申し上げます。 

まずは皆様、お忙しい中、今日の会議に御出席いただきまして、誠にありがとうございま

す。しかも、委員就任に際しましては、快くお引き受けいただいたところでございまして、

この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

この会議は一昨年に創設したわけでございますけれども、皆様方、引き続き、２期目とい

うことで、会議の設立とか趣旨には特には触れませんけれども、おかげ様を持ちまして、新

規作物として、ワイン用ぶどう、薬用作物を選定いただき、現在、栽培の調査、そういった

作業をしているところでございます。 

今後は、更なる新規作物の検討、或いはまた、ワイン産業等の新規産業の創出、そういっ

たものについて御検討いただき、御意見を頂戴していきたいと考えております。 

どうか、皆様の多年にわたります知識・経験を生かしていただきながら、忌憚のない御意

見を頂戴できればと思っております。農業の振興を通じまして、市勢の進展に御協力を頂け

ればなお幸いでございます。どうか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。 

ただいまから、平成 28年度第１回八戸市南郷新規作物研究会議を開催いたします。 

研究会議の議長の職務は、八戸市南郷新規作物研究会議規則第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、田名部副市長が、会長が選任されるまでの間、議長をつとめます。よろしくお願

いいたします。 

●副市長 

本日は、委員委嘱後の最初の会議でございますので、まず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、規則により、委員の互選により定めることとなっております。 

最初に、互選の方法はいかがいたしましょうか。 

●委員 

指名推薦でお願いします。 

●副市長 

ただいま指名推薦との御発言がありましたが、他に御意見はございませんか。 
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●委員  

なし 

●副市長 

それでは、選任の方法は指名推薦にしたいと思います。 

それでは、どなたか御推薦をお願いいたします。 

●委員 

丹羽委員を会長に、松田委員を副会長に推薦したいと思います。松田委員は本日欠席され

ておりますが、本人の了承を得ておりますので、よろしくお願いいたします。 

●副市長 

ただいま、丹羽委員を会長に、松田委員を副会長にという御発言がございましたが、いか

がでしょうか。 

●委員 

お願いいたします。 

●副市長 

御異議がないようですので、丹羽委員を会長に、松田委員を副会長に選任いたします。 

それでは、会長の丹羽委員から就任の御挨拶をお願いいたします。 

●会長 

丹羽でございます。前回に引き続きまして、会長を務めさせていただきます。また、委員

の皆様におかれましては、前回のメンバーと同じということで、大変心強く思っております。

御一緒に視察に行ったり、いろいろな御意見を交わしたり、同じ思いでこの会議を進めて参

りました。今年度からは、いよいよ道筋が見えてきたので、まさに実を結んで事業化が実現

できるように、力を合わせて進めて参りたいと思いますので、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。 

田名部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 

 ここで失礼させていただきますが、皆様どうか、よろしくお願いいたします。 

●司会 

それでは、ここからの会議の進行につきましては、丹羽会長にお願いいたします。 

●会長 

それでは、最初に、「会議の公開」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、「会議の公開」につきまして、事務局から説明願います。 

●事務局 

それでは、「会議の公開」につきまして、御説明いたします。お手元にお配りしております

資料の「附属機関の会議の公開等に関する取扱い」をご覧ください。 

それでは、御説明いたします。附属機関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」におきまして、原則として公開することとなっ
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ております。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

会議録を作成し、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お

ります。 

当会議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審議会の運営に著

しく支障が生じることはないと思われますので、事務局といたしましては、①会議は原則と

して公開とする、②会議における発言は会議録として記録される、③会議録は公開する、④

その他詳細につきましては、附属機関の会議の公開等に関する取り扱いのとおりとするとい

うことで、会議を運営させていただきたいと考えております。なお、傍聴者は、会議で発言

することはできません。 

公開する会議録につきまして、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

つきましては、会長、副会長、委員、事務局と表記させていただきたいと存じます。 

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につきましては記載しない取扱いとさせていただきた

いと存じます。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会議の公開につきまして、説明がございましたが、なにか御意見、

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 

特に御意見がないようですので、「会議の公開」につきまして、事務局の案を採用させてい

ただきたいと存じます。 

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 

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。確定方法といたしまし

ては、一つ目、会議における議決、二つ目、委員全員による個別の承認、三つ目、あらかじ

め指名された委員による承認などの方法が考えられます。 

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、三つ目の方法を採用し、事務局が作成した会議録について、あらかじめ指名された委員

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おり、会長にお願い

したいと考えております。また、会長がご欠席の時は、副会長にお願いしたいと考えており

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すみやかに確定して、公開したいという理由から、私または
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松田副会長が確認するという案が出ましたが、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 

なし 

●会長 

特に御意見がないようですので、「会議録の確定方法」につきまして、事務局の案を採用さ

せていただきたいと思います。 

それでは、次第に従いまして、議事を進行してまいります。 

議事次第の５番、今年度のスケジュールにつきまして、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

●事務局 

はい、八戸市農林水産部農業経営振興センターの石丸と申します。資料１以下につきまし

ては、私から説明させていただきます。失礼ながら、着座して説明を申し上げます。資料１、

今年度のスケジュールにつきまして、御覧いただきたいと存じます。 

１の会議でございますけども、本日でございます。２回目は、平成 28年 10月にジャズの

館南郷にて、集合していただいて、ワイン用ぶどう園地の現地巡回を行いたいと考えてござ

います。３回目は、来年の２月にジャズの館南郷で行うこととしてございまして、案件とし

て、平成 28年度八戸ワイン産業創出プロジェクトの実績報告についてとしてございます。 

２の先進地調査でございまして、平成 28 年９月１日、２日に、新潟県に視察に行きたい

と考えてございますので、日程の調整の方をよろしくお願いいたします。 

３のワインに関するセミナーでございます。上から２つ目までは既に終了してございまし

て、１つ目は５月 22日、これは八戸ワインフェス 2016に合わせて開催したものでございま

して、講師として、OcciGabi Wineryの専務取締役の落希一郎さん、VINO DELLA PACE

というレストランのソムリエの内藤和雄さんをお招きしてございます。６月 10 日につきま

しては、八戸パークホテルで開催いたしまして、マスターソムリエの髙野豊さんをお招きし

て講習を開催してございます。３回目の 10月 14日、マスターソムリエの髙野豊さんをお招

きし、開催する予定でございます。 

続きまして、２ページを御覧いただきたいと存じます。４のワイン用ぶどうの栽培に関す

る講習会でございまして、上から３つ目までは既に終了したものでございます。講師は全て

の回におきまして、三八地域県民局地域農林水産部農業普及振興室の鈴木副室長にお願いし

てございます。場所はいずれも南郷地区内にある栽培農家さんの圃場となってございます。

１回目の５月 10 日、定植後・冬越し明けの栽培管理についてというタイトルで開催してご

ざいます。２回目は６月 10 日でして、新梢管理（誘引・着果制限）と病害虫防除について

というタイトルで行っております。３回目は今週でしたが、圃場現地巡回を行った後に、今

後の栽培に関する検討会を行っております。４回目は８月を予定してございまして、収穫適

期及び収穫に向けた管理について、５回目は 11 月を予定してございまして、栽培管理（冬

越し対策）について予定してございます。 

資料１についての説明は、以上でございます。 



 6 / 13 

●会長 

ただいまの説明につきまして、なにか御意見・ご質問等がございましたらお願いいたしま

す。 

●委員 

 先進地の新潟県ということですが、新潟県で特に新しいビジネスか何かがあるということ

なんですか。 

●事務局 

 選定した理由ですが、もともとワイナリーが全くないところに、１軒のワイナリーが出来

て、そこを核に小さなワイナリーが衛星的に整備されたことによって、ワインの集積地域に

なったという場所がございまして、参考に見に行くというものでございます。 

●委員 

 そこではどのくらいの面積で栽培しているのですか。 

●事務局 

 ぶどう園地につきましては、様々ございますけれども、数町歩単位でそれぞれのワイナリ

ーがやっております。 

●会長 

 他にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

続きまして、ワイン用ぶどう品種の生育状況につきまして、事務局から説明をお願いしま

す。 

●事務局 

それでは、引き続き私から、資料２につきまして説明を申し上げます。 

平成 26 年度定植品種と平成 27 年度の定植品種の生育状況でございます。なお、27 年度

につきましては、ぶどうの実をならせないことにしてございますので、展葉までの調査とい

うことでございます。 

平成 26年度でございまして、開花日のところを御覧いただきたいと存じます。「×」と付

いたものが枯死又はそれに近いもので、「－」は花芽を一つも持たなかったものとしてござい

ます。この結果でわかることは、12～15のシャルドネという品種、これは白ワインの世界的

にも有名な数多く生産されている品種でございますけれども、これについて複数の生産者の

圃場で「×」または「－」ということで、ひょっとすると気候的に合わないかもしれないと

いう傾向が見てわかるかと思います。ただ、１軒の農家さんのところでは全く問題がござい

ませんで、これについては引き続き注視していきたいと思っております。 

あとは、花芽を一つも持たなかったものということで、ワイン専用品種ではリースリング

になります。 

今週、現地巡回で見てきたのですが、概ね順調に他の品種は生育していると考えてござい

ます。 

資料２の説明につきましては、以上でございます。 

●会長 

ただいま、事務局から説明のありました、ワイン用ぶどう品種の生育状況につきまして、
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ご意見、ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

●委員 

 シャルドネが合わないのではないかということですが、その圃場は南向きだとかどういう

状況のところなのか。 

●事務局 

 島守の１箇所では非常に順調に育っていて、そこは南向きの斜面になっています。他はち

ょっとダメなので、ちょっとの気温の差とか農地の向きだったりとかもある、ただ、気候的

に合っていないものは植付けしていないつもりなので、これは少し長いスパンで見ていかな

ければならないと思っております。 

●委員 

 中野地区で「×」が付いているので合わないかもしれない。 

●事務局 

 合わない可能性が高いです。ただ、頃巻沢でダメで、島守で良くてというのはちょっとよ

くわからないですが。植えているところは近いです。 

●委員 

 私は生産者の立場でこの前参加したのですが、圃場なのか肥培管理なのかわからないけれ

ども、すごく生育が良い木もある。りんごを植えていたところを改植してぶどうを植えてい

て、肥料も全然やらないけれどすごく生育が良いということで、やはり土の関係がすごく影

響するのだなと今回一緒に回ってみて、ぶどうってこんなに早く生るのだなと驚いたんです

けども、来年になればすごい木になると思います。今までの結果を見ますと、葉たばこの跡

地は、すごく生育が良さそうな気はします。 

●事務局 

 品種でいうと、ワイン用品種のメルロー、ピノ・ノワール、マスカットベリーAは、どこ

も実がちゃんと生っていて、秋には収穫が間違いないなという状況でございました。 

●委員 

 来年になれば、かなり収穫できると思います。 

●委員 

 りんごの肥料でずっと残っているものがあって、りんごの根よりもぶどうの根が下に行く

ので、肥料を吸いやすいということみたいです。 

●会長 

他にございますか。 

続きまして、ワイン産業創出支援事業の公募につきまして、事務局から説明をお願いしま

す。 

●事務局 

資料３のワイン産業創出支援事業の公募についてを御覧いただきたいと存じます。 

目的ですけども、八戸ワイン産業創出プロジェクトの推進に向けて、ワイン用ぶどうの生

産量の拡大を図るため、南郷地区でワイン用ぶどう苗木の植え付け、栽培を行う農業経営者

または行う予定のある農業経営者を募集するものでございます。 
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補助内容でございますけども、ワイン用ぶどう苗木の購入に要する経費の２分の１以内の

額、ただし、ぶどう苗木１本あたり 810円以内を上限とするものでございます。 

３の応募対象者ですけども、八戸市に住所をおく農業経営者、自己が経営する八戸市南郷

地区の農地において、ワイン用ぶどう苗木を植え付け、栽培を行う農業経営者、または、行

う予定のある農業経営者、平成 29年３月 21日までにワイン用ぶどう苗を購入し、納品を受

けることができる農業経営者、市税の滞納がない方、これらの条件を全て満たす方を応募対

象者としてございます。 

募集本数は約 1,000 本、募集期間は、本日から今年の９月 30 日の金曜日までとしてござ

います。募集方法といたしましては、市のホームページほか、南郷事務所等にポスター及び

募集要領を設置してございます。応募方法といたしましては、平成 28年９月 30日の金曜日

までに所定の応募用紙に作付予定農地の図面等を添付して農業経営振興センターまで御提出

いただきたいというものでございます。 

以上でございます。 

●会長 

ただいま、事務局から説明がありました、ワイン産業創出支援事業の公募につきまして、

御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。 

●委員 

今年も 1,000本ということですけども、今後もこういった補助制度が出るのかどうか、ワ

インを絞るための 6,000リットルに見合うまで市が補助してやるのかどうかお聞かせくださ

い。 

●事務局 

八戸市として、補助事業については、継続したいと考えているものでございます。 

●委員 

 6,000リットルだと、どれくらいの本数が必要になってくるのか。 

●事務局 

 6,000リットルだと、３年４年後に 6,000本くらいあれば。 

●委員 

 26年度から植え始めて３年目ということで、3,000本になるのだが、試験的にいろいろな

品種を植えていますけども、ワインという製品を考えた場合に、どういう風なワインを作る

のか、品種毎にワインを作るのか、その考え方が徐々にできていかなければならないと思っ

ていて、これから面積を増やしていこうとしたときに、苗木の品種を自由に選択してできる

のかどうか、その辺の考え方をお聞かせください。 

●事務局 

次の資料で説明しようとしていたところですが、今後、市の方でワインを生産する法人を

公募する予定でございます。公募して、実際ワイナリーを立ち上げますという方々がぶどう

を買い取ることになるのですが、まず今やっていることは、気候が合うかどうか、育てやす

いかどうか、糖度が乗るかどうかの調査をしますので、今年の秋が終わった時点で、品種に

ついては少し絞り込みをかけたいと思っております。栽培が難しいという品種については、
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除いて、残ったワイン用ぶどう品種を、生産者の方には推薦品種ということで、お薦めした

いと考えております。プラス、ワイン生産者を公募しますので、生産者がどういったワイン

を作りたいかの意向も伺ったうえで、生産者の方には情報提供したい、それを踏まえて、生

産者が品種を選んでということになる。強制するものではございません。 

●会長 

 他にはありますか。それでは、関連がありました、ワイン生産者の公募につきまして、事

務局から説明をお願いいたします。 

●事務局 

 資料４のワイン生産者の公募についてというものを御覧いただきたいと存じます。 

 目的でございまして、八戸ワイン産業創出プロジェクトの推進に資するため、八戸市産ぶ

どうを使用したワインを生産する法人を公募し、必要に応じて構造改革特別区域計画の認定

申請等の支援を行うものでございます。 

 公募期間でございますが、平成 28年８月 18 日の木曜日から、９月 21日の水曜日までと

してございます。 

 公募の対象となる法人につきまして、八戸市内に本社を置き、八戸市産ぶどうを使用した

ワインを生産する法人としてございます。 

 ワイナリーの設置場所といたしましては、八戸市内としてございます。 

 今後のスケジュールでございます。８月 18日から公募開始で、これを９月 21日まで行い

たいと考えております。平行して、ワイン生産に関する相談受付を八戸市の方で行いたいと

考えておりまして、これも９月 21日までとしてございます。 

 公募して、応募いただいた法人の皆様から、経営状況並びに事業計画等を確認のうえ、事

業者を市として選考させていただいて、酒税法の関係ですけども、ワイン生産量が６キロリ

ットルを下回る場合は、構造改革特別区域計画の認定申請が必要になります。何を認定受け

るのかは２、３ページにありまして、全部説明しますと非常に長くなってしまいますが、（１）

の特定酒類の製造事業に特例がございまして、ワインの製造量というのは、酒税法で６キロ

リットルより多く製造しなければならないというルールがございますけども、それを２キロ

リットルまで下げれますというもので、生産者については、必ず八戸市内のぶどうを使わな

ければならないというものでございます。６キロリットルから２キロリットルまで下げると

いうのがこの特区になります。 

 （２）の特定農業者による特定酒類の製造事業というのがありまして、これはその６キロ

リットルというものを農業経営者が行う場合は、ワイン１本からでも作れます、ただし、経

営的に成り立つかどうかは税務署の検査が必要です。経営的に合うような本数を作っていく

分については、製造下限を無くしますというのが特例措置の中身でございます。 

 恐らく、我々の予想とすると、ぶどうの量も少ないですし、最初から６キロリットル絞る

というのは難しいのかなと考えておりまして、法人の方に応募していただいて、全てが６キ

ロを上回る計画であれば特区の申請はしませんけども、下回る確率が高いので、仮称ですけ

ど、八戸ワイン産業創出特区認定申請を９月にしたいと考えているものでございます。 

 資料４につきましての説明は、以上でございます。 
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●会長 

 ただいま事務局から説明がありました、ワイン生産者の公募につきまして、御意見・御質

問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

●委員 

 １ヘクタールのぶどう畑で生産する量はどのくらいと考えれば良いか。できたぶどうから

何リットルくらいできるのか。 

●事務局 

 例えば、10 アールから 700 キログラムくらい。１町歩だと 7,000 キログラム。だいたい

この 7,000キログラムのぶどうからワインボトル 5,000本絞れます。 

●委員 

 単純に行くと、３年間で３ヘクタールであるとすれば、量的には完全にクリアとなるのか。 

●事務局 

 ただ、１法人あたりなので、複数の法人が作るとなると量が確保できないということにな

る。製造者１人あたりが６キロリットルなので。ただ、ご存知のとおり、１本の木から取れ

るぶどうの量が成木になるまで３年くらいかかる、その間の期間にワイン６キロを絞れない

と製造できなくなってしまうので、その場合は特区が必要になるということです。 

●委員 

 特区は、６キロリットルを２キロリットルに下げるだけがメリットなのですか。 

●事務局 

 そこだけです。後は、農業者がやる場合はもっと少なくできます。 

●委員 

 八戸市が特区の認定を受けると、どんどんぶどうを植えていって、若い人達が自分のワイ

ナリーを持って、１本でもワインを作れるようにするために特区を取っておくと、視野も広

がるということですか。 

●事務局 

 より少ない量でも絞れるようになるというのはメリットだと思います。 

●委員 

 そうなると、あまり多くも作れないのか。 

●事務局 

 いえ、多い分には問題ないです。少ない量しか作れない人のための特区なので。 

●委員 

 特区を取る方向で考えているのですか。 

●事務局 

 応募した法人が全て６キロリットル絞れますということなら特区を取る必要がないので、

取りません。それより少ないけど、ワインを作りたいという方を応援するために特区が必要

であると考えております。 

●委員 

 法人を公募ということですが、市から委託されて生産者が栽培してきていますけども、個
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人に対しても何らかの助成があって公募するのか。 

●事務局 

 いえ、今回は特区が必要かどうか判断するために公募するので、支援するかはまた後の話

になります。 

●委員 

 視察先の新潟は、八戸市が進もうとしているところに近いものなのか。 

●事務局 

 近いから行きます。ワイナリーを作ってワインを作るというのが目的ではなくて、地域活

性化が目的なので、観光産業にも繋げたいですし、当然農業振興にも繋げたいですし、その

効果を全市的に広めたいという思いがあって、その先進地を見に行くというものです。 

●会長 

 あとはよろしいでしょうか。続きまして、地域おこし協力隊の委嘱につきまして、事務局

から説明をお願いいたします。 

●事務局 

 資料５を御覧いただきたいと存じます。総務省の制度による地域おこし協力隊員を委嘱し

てございます。 

今年度は３名募集しておりまして、活動内容は、八戸ワイン産業創出プロジェクトの推進、

地域おこし支援としてございます。 

応募要件といたしましては、地方公務員法第 16 条に規定する欠格条件に該当しない者、

３大都市圏内の都市地域から生活の拠点を八戸市内に移し、住民票を異動させた者、心身と

もに健康で誠実に職務を遂行できる者、地域おこしに熱意を有し、積極的に活動する意欲が

ある者、普通自動車免許を有している者としてございます。 

募集期間は、平成 28年４月 14日から５月 13日までとしておりまして、活動地は八戸市、

報酬は月額 166,600円でございます。 

選考方法として、一次選考が書類選考、二次選考は面接試験としてございます。 

２ページ目を御覧いただきまして、公募結果ですが４名御応募いただいたのですが、私共

の方で選考させていただいて委嘱者１名としております。 

本日いらっしゃっていますけども、委嘱者の略歴でございます。荒谷哲朗さんでございま

す。千葉県千葉市が転出地ですけども、もともと八戸市の方でございます。 

委嘱月日は平成 28年７月１日でございまして、委嘱期間は来年の３月 31日までとしてご

ざいます。ですけども、最大３年まで任期を延ばせるというルールでございます。 

参考までに、既存の委嘱者として丹波敏子さんの記載がここにございます。 

それでは、荒谷さんがせっかくいらっしゃっていますので、一言御挨拶をお願いします。 

●隊員 

 荒谷哲朗と申します。将来、農業を始めたいと思いまして、その足がかりになればと思い

まして、この地域おこし協力隊に応募させていただきました。よろしくお願いします。 

●事務局 

 現在、犾守農園の方で研修を行っていただいております。ありがとうございます。 
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 地域おこし協力隊の委嘱については以上でございます。 

●会長 

 ただいま事務局から説明がありました、地域おこし協力隊の委嘱につきまして、御意見・

御質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

●委員 

 これは毎年募集するというものですか。 

●事務局 

 今年は４名、秋からまた２名公募して４名にします。来年は４名はいると思いますが、増

やすかどうかは検討させていただきたいと思います。 

●会長 

 他にありますでしょうか。よろしいですか。続きまして、新たな作物の検討につきまして、

事務局から説明をお願いいたします。 

●事務局 

 これはあくまでも参考までということで、新たな作物の検討に今後入りたいなと思ってお

りまして、本日はこれというわけではなくて、参考までにお持ちいたしました。 

 まず一つ目が「紅の夢」というりんごでございます。これは、弘前大学の方から御説明を

いただいたもので PR していただきたいということでしたので、お持ちいたしました。特徴

とすると、御覧のとおり身が赤いというものでございます。 

 裏面を見ていただきまして、加工した際に、加工されたジュース等がピンク色になって、

見た目が良いというものでございます。 

 今日いらっしゃっている委員の皆様には、資料を持ち帰っていただいて、周りの方にもお

話いただいて、今後の新たな作物としてどうかということをそれぞれ御検討いただきたいな

と思ってお持ちしたものでございます。 

 ２枚目はおうとう新品種「ジュノハート」、これは新聞等でご存知かと思うのですけど、県

の方で育成した品種でございます。収穫時期のところを見ていただきたいと思いますが、佐

藤錦の後でございます。果実の特性として、11グラムくらいで３L主体で４Lの比率も高い、

形はハート形ということですので、南郷地区には観光農園等がありますので、こちらの方も

持ち帰って御検討いただきたいと存じます。裏面に栽培上の留意点があって、果肉が硬く裂

果しやすいので、雨よけ栽培が必須、そして最後に、当面の間、苗木は県内限定販売で、県

内限定栽培としますというものでございます。 

 以上参考までにお持ちいたしました。私からは以上になります。 

●会長 

 ただいま事務局から説明がありました、新たな作物の検討につきまして、御意見・御質問

等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

●委員 

 紅の夢というりんごなんですけど、これって加工用ですか。 

●事務局 

 いえ、生食用でも大丈夫です。加工にすると色が綺麗ですよね。 
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●委員 

 苗木は普通に売っているのか。 

●事務局 

 もし、興味があるということでしたら、後日御連絡いただければ、弘前大学に連絡して来

ていただきます。 

●委員 

 ジュノハートの苗は、今年の春はどこに言っても無いと言われました。売れていて、来年

なら何とかなりますと言われました。 

●会長 

 他に何かありませんか。 

●委員 

 なし 

●会長 

 それでは、その他には何かございませんでしょうか。 

無いようですので、以上をもちまして、研究会議を終了いたします。 

委員の皆様には、今後ともご協力を賜ることになりますので、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。 

 

 

 


