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平成 28年度第２回 八戸市南郷新規作物研究会議 議事録 

 
日 時   平成 28年 10月 17日（月）13:30～15:00 

場 所   髙長根律子氏ワイン用ぶどう園、舘勝義氏ワイン用ぶどう園、中村倉雄氏

ワイン用ぶどう園、八戸市南郷事務所２階大会議室 

出 席 委 員   丹羽 浩正会長、松田 浩二副会長、犾守 弥千代委員、春日 勝委員、

白幡 三津夫委員、根岸 文隆委員 

 

八 戸 市   出河農林水産部長、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、荒谷地域おこし協力隊員、丹波地域おこし協力隊員 

 

（開会後、ワイン用ぶどう園地現地巡回） 

 （1）髙長根律子氏 ワイン用ぶどう園（南郷大字中野） 

 （2）舘勝義氏 ワイン用ぶどう園（南郷大字頃巻沢） 

 （3）中村倉雄氏 ワイン用ぶどう園（南郷大字島守） 

 

※ワイン用ぶどう園地現地巡回後、南郷事務所に戻り議事を進行する。 

●司会 

現地巡回お疲れ様でした。 

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、ここから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幸

田と申します。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ご紹介に代えさせていただきたいと

存じますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、はじめに、丹羽会長から御挨拶をお願いいたします。 

●会長 

皆様お疲れ様でございました。先ほど３箇所のワイン用ぶどうを視察させていただきまし

た。大変生育状況も良く、糖度も高いということで実際に見させていただきまして、ありが

とうございました。それでは、これからぶどうの調査結果等につきまして、議事を進めて参

り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。本会議の議長は、八戸市南郷新規作物研究会議規則第５条の規

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。 

議事次第の３番、ワイン用ぶどうに関する調査結果についてでございます。事務局から説

明をお願いいたします。 
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●事務局 

八戸市農業経営振興センターの石丸でございます。資料につきましては、私の方から説明

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、資料を御覧いただきたいと存じます。１ページ目から次のページにかけて、平

成 26年度と 27年度の定植品種の枯死状況、植えた結果どのくらい生き残っているかという

ものの記載でございます。表の１が、26年度の定植品種、ナンバー１のところに泥障作とあ

って、定植日があって、品種名がございます。この１番２番というものが、次のページにそ

のまま移行しますので、１ページあるいは２ページ、そして表３を比べながら御覧いただき

たいと思います。 

２ページを御覧いただきまして、27年度定植品種でございます。当然のことながら、平成

26 年度定植品種は１回冬を越して２年目の枯死状況、27 年度につきましては、まだ冬を越

してない状況でございます。 

表３のところを御覧いただきまして、こちらが圃場別、表１と表２の番号の順番になって

おりますけども、圃場別の枯死の状況になっております。御覧いただいて、９番と 10 番の

圃場はちょっと高い傾向にありますが、平均すると 4.9前後という状況になっておりまして、

想定内の枯死状況でございます。 

表４と表５ですけれども、こちらは平成 26 年度の品種毎の枯死本数と枯死率、そして表

５が、平成 27 年度の枯死本数と枯死率でございます。当然ですが、圃場別で枯死率が高か

った品種、圃場に植えてあった品種の枯死率が高いという結果になるのですが、例えば表４、

シャルドネが 64％、果たしてこれが八戸市に合ってないのかということになるのですが、例

えば表１の５番の圃場にシャルドネが植えてあるわけです。この５番の圃場の枯死率が表３

になるのですが、同じシャルドネを植えてあっても、５番で言うと枯死率２％でありますの

で、シャルドネについては、圃場との枯死の状況に差がありすぎるので、継続して枯死の状

況を見ていきたいと考えております。表５のシャルドネ、冬は越してないにしても枯死率が

１％ということで、圃場に何かがあって、品種が弱いとは一概には言えないというのが事務

局の見解でございます。 

１回冬を越した平成 26年度の平均枯死率が８％台でございます。平成 27年度の平均枯死

率は、冬を越してないので 0.6％でございます。両方とも推移を注視していきたいと考えて

おります。 

続いて４ページを御覧いただきまして、今年度収穫できた品種の糖度の結果でございます。

目標は 18 度でございました。届いたのはシャルドネという品種だけでございますけど、結

果として、マスカットベリーAは、一番高かった場所の数字を申し上げますと 16.9、ケルナ

ーという品種が 16.1、キャンベルアーリーは 16.5、ピノノアールも 16.5、シャルドネは 19.4、

ナイアガラは 16.4、ポートランドは 12.4、メルローは 16.6ということでございました。 

続いて５ページを御覧いただきまして、こちらにつきましては、今年度試験醸造を実施す

る品種のみ酸度の測定を行っておりまして、マスカットベリーAにつきましては、今週中に

収穫物を青森県産業技術センター弘前地域研究所の方に郵送する予定でございますので、ま

だ酸度は測っておりません。ケルナーで 1.088、ピノノワールが 1.144、シャルドネが 0.806、
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ナイアガラで 0.788、メルローで 1.406となってございます。 

最後に回った圃場はメルローだったのですが、良いぶどうがあまりなっていなかったんで

すが、酸が非常に立っているということもあって、しぶさを感じたんじゃないのかなと思い

ます。 

６ページ、７ページが、26 年度、27 年度の発芽からぶどうの着色日までを追ったもので

ございます。これは毎年、推移については追っていって、生育の仕方や栽培方法を考えるう

えでの参考にしたいなというものでございます。 

まだ、収穫できて最初の年ではあるのですけども、概ね順調に生育したものと考えてござ

います。品種として有望だなと考えるものにつきましては、糖度が乗っていて、需要が比較

的大きい品種でいえばシャルドネ、あと赤で言うと、需要が多くて比較的収穫時まで品質が

良かったメルロー、これらについては、これから品種選定のうえでも、非常に有望になって

くるのかなと考えてございます。 

資料の説明につきましては、以上でございます。 

●会長 

それでは、事務局から説明がありました、ワイン用ぶどうに関する調査結果につきまして、

御意見、御質問等がございましたら、お願いいたします。 

●副会長 

表７で酸度調査の結果のところ、試験醸造を行う６品種、これを選ばれた理由は何ですか。 

●事務局 

ワイン専用品種６種と考えていたのですけども、そのうち収穫できなかったものを除いて、

一般的にワインとして流通しているナイアガラを加えたということになります。 

●委員 

シャルドネの生育が非常に悪いのだけれど、27年度も冬を越すとかなり枯死が出てくると

見ていますか。 

●事務局 

はい。 

●委員 

糖度は高くて非常に良いと思うのだけれど、死なない方法とかそういうものがあれば良い

のだが。 

●事務局 

なぜ死んだのかということの検証を進めていて、その結果を踏まえて、シャルドネを植え

ている方々に情報を差し上げたいと考えております。 

●委員 

シャルドネがかなり有望な品種だと思っているが、これが駄目なら量的に間に合うかどう

か心配である。ナイアガラもワインに適していると捉えているのですか。 

●事務局 

 比較的、若い女性にもウケが良い品種と思って加えております。 
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●委員 

 生育と糖度の関係、例えば、葉たばこの跡地というのは毎年堆肥を反当２トン入れて葉た

ばこを作っていたところでは、ぶどうの生育が良い状態のものになる。生育が良いぶどうが、

糖度が高いぶどうということではないので、ぶどうの場合は、最終的には糖度が高いぶどう

を実らせる、それが美味しいワインができるとなると、その点が非常に難しい、それで糖度

が高いぶどうを作るにはどうすればよいか、栽培している人もわからないので手探りの状態、

各々、自分のノウハウなりでぶどうを作っている、良いワインを作ろうとなると、これくら

いの糖度のぶどうを作ろうという方程式ではないけれど、生産者に対する指導というのがあ

るが、今作っている人達がどの程度の糖度が必要かがわからない、この前の試食会でシャル

ドネってこういう味のぶどうなんだと初めてわかったりして、糖度が高いぶどうをどうやっ

て作るのか、八戸らしいワインというのは、どういう風なものか、事業のハードルが高い部

分があるのではないかと思いますが、事務局の方ではどのようにお考えなのか。 

●事務局 

 確かに生食用を作っていた方はいたのですが、大部分は１年生で、土地のポテンシャルと

いう部分で出来たのが今年のぶどうかなと考えてございますので、その割には、病気も出た

には出たのですが、大体の人が取るのも取って、糖度も酸度もある程度というものが収穫で

きて、土地としてぶどうが合う合わないということになれば、合わないことはないと考えて

ございます。どこに行き着くかという話ですが、市として考えているのは、ハイエンドなワ

インです。高級品種を目指して、ブランドのフラッグシップを担っていただいて、あとは底

辺を増やすための日常的に飲むワイン、それはそれで必要だと考えておりますので、二つに

分けて進めていけたらいいのかなと考えてございますけども、ただ、民間の生産者を公募し

ておりますので、市として旗を振ったからと言って、必ずしもそういうところに行き着くか

ということではなくて、最後は経営的な判断にもなってくると思いますので、私共で目指す

のは、ハイエンドなところと底辺を広げていくのと二つ必要だなと考えておりますけど、経

営的なものとして、最終的にそうなるかというのは約束できるものではないと考えてござい

ます。 

●委員 

 そうすれば、ワインに向かないぶどうを植えた人は、収入にならないという可能性がある

ということか。 

●事務局 

可能性は否定できないと思うのですけども、ただ、単一品種だけでワインを作るかという

とそうではなく、何らかの役割は常にございますので、特に初年度でいうと、半分は生食を

植えているわけなので、良いぶどうは生で販売していただいて、加工にできるものであれば、

ワイン用としても使っていけるのではないかと、ただそれが本流としての品種になるかどう

かと言うと全てが残すことができる品種ではないことは確かだと思います。ただ、あくまで

も試験的に生産をお願いしている部分でありますので、そこは御了承いただきたいと思いま

す。 
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●委員 

様々なぶどうを混ぜるとワインはどうなるのか。 

●事務局 

 美味しくなる組み合わせもあるでしょうが、そこは醸造家の腕次第です。 

●委員 

 そのことでこの前、生産者が来て、ワインに向かないぶどうはどうするのかと。例えば、

ワイナリーが出来て、作付しているぶどうを全て買い取ってもらえるのだろうかと心配して

いる部分がある。それはまずどうなるかわからないと。 

●事務局 

 わからないです。一つ言える事は、ちゃんとしたものを作らないと買ってもらえないとい

うことは確かです。 

●副会長 

 この会議で話すことではないのかもしれないけど、良く売れるものって両面があって、例

えば、ケルナーというものは北海道には敵わないとかフラッグシップがあるじゃないですか、

その辺を考えながら作付けの品種を選定していかないと、最後のマーケティングのところで

行き詰まるのかなと思っていまして、その辺も考慮して作ったらいいのかなと思います。 

●事務局 

 今年度からは、品種の選択を自由に行っていただくことにしています。あくまでも出口を

踏まえて植えていただくことにしています。ただ、苗が全国的に無いということもあります

けども。 

●委員 

 自由にということなんですけども、市としてこの品種を伸ばしていきたいというのもある

程度必要なのではないか。 

●事務局 

 それは市としても行います。出口の部分を踏まえて、実際買う方々の意向を踏まえてそれ

はお知らせします。買う方、ワインを作る方がこの品種で造りたいというものについてはお

知らせします。それを踏まえてあえて作らないとか作るとかはお任せしますということです。 

いろいろ話を聞いていると、売りやすいのと売りにくいものがあるんです。いろんな品種に

混ぜやすいというのは売りやすいという、しかも、今の状況からすると、日本のワインの原

料のぶどうが足りない状況にあるので、すぐ作ったからといって、キャベツとか大根と違っ

て次の年にできないわけです、なので、メーカーさんもそういうことを踏まえていると思い

ますので、こういう品種が欲しいというのは私の手元にも届いておりますし、そこについて

はお知らせしたいと考えております。 

●副会長 

答えは出ているのかもしれないですが、赤はメルロー、白はシャルドネを作っていれば間

違いは無いです。 

●委員 

面積を拡大していかなければならない。それだけ生産に魅力があって、それに伴って生産
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者が増えていくと思う、栽培が難しい、お金にならないと思うとなかなか新規に募集しても

増えていかないかもしれません。そこのところを良い方向に向いていって、面積が拡大して、

生産量が多くなればいいと考えています。 

●事務局 

ただ、ぶどうの苗の購入について補助事業を行っているのですけども、申込みについては

多くいただいている状況です。 

●委員 

先の話になるが、来年またぶどうが取れて、ワイナリーが間に合わないとなった時はどこ

かに売らなければならないのか。 

●事務局 

万が一、間に合わない時は、売らなければならないですね。今の状況では想定していない

ですけども。 

来年ぶどうが相当取れたといっても、例えばワイン特区を取ったとしても、2,000 リット

ル以上絞らなければならないわけです。それに必要なぶどうは 2.5 トンは必要ということに

なります。八戸産のぶどうがその分あるかということです。 

●委員 

 これは、どこかの業者が生産者からぶどうを買い集めて、どこかのワイナリーに売ってと

いうのは良いのかな。 

●事務局 

 そういうことをやると言われても、止める手立てはないです。 

●委員 

 高く買ってくれるという者がいれば、そういうことも考えられる。 

●事務局 

経営的に高いところに持っていくのは当たり前の行動だと思いますので、それはしようが

ないと思います。普通は近くで絞らないと、輸送コストがかかるので、生産者の取り分は減

っていくことになると思います。 

●委員 

 聞いて良いのかわからないですが、例えば来年、ある程度のぶどうの量が取れてきたとき

に、ワイン生産者も決まってワイナリーも形になって、秋の収穫を向かえてワインの仕込み

が始まる、それが 29年度、30年度になるとどれだけの販売量になるかはわかりませんが、

30年度には八戸ワインがスタートするというイメージを描いて良いか。 

●事務局 

 はい。おっしゃる通りです。 

●委員 

 それに併せて、面積も拡大していけば、年間の生産量が増えていく、品種も増えていって

生産量も増えていく。 

●事務局 

 品種は絞り込んでいくので、品種は減って、生産量が増えていく。そういう風に予想して
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おりますし、今の状況からするとそうなると思います。 

●会長 

 他にはいかがでしょうか。 

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。本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 


