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平成 28年度第３回 八戸市南郷新規作物研究会議 議事録 

 
日 時   平成 29年 3月 28日（火）13:30～14:25 

場 所   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、上村農林水産部次長、大久保農業経営振興センター所

長、石丸経営支援 GL、久保生産振興 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、安達地域おこし協力隊員、大坂 

 

●司会 

ご案内申し上げました時間を少し過ぎてしまいました。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、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大坂

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

存じますが、春日委員につきましては、現在確認中でございます。 

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 

どうもお疲れ様でございます。この会議が始まる前にこの報告書をざっと読んでいまして、

現実の厳しさというのを感じております。セミナーの発言の要旨等を見ていますと、なかな

か黒字になるのはそう簡単にはいかないと、あとは中国では、もはやたいへん立派なワイン

がかなりの生産地として世界にも知られているとありますし、またリストランテ澤内さんの

ところで行われたセミナーでも、ワインを作るだけではなくて、集落自体が観光に繋がると

か、やはりワインだけでなく、そこからさらに発展していくというところまで繋げていかな

いと最終的にはワイン自体も広がっていかないということで、まだまだこれから先は長いな

と思いました。ただ、この３年間やってきまして、ある程度の見通しがついたのではないか

なと考えております。さらに発展していくためにも、是非皆さんのお力をお貸しいただけれ

ばと思います。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、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でご

ざいます。事務局から説明をお願いいたします。 

●事務局 

八戸市農林水産部農業経営振興センターの石丸でございます。平成 28 年度八戸ワイン産
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業創出プロジェクトの実績報告につきましては、私の方から説明させていただきます。誠に

失礼ながら着座の上、説明させていただきます。 

それでは、資料の１ページをお開きいただきたいと存じます。まず事業の目的でございま

す。繰り返しになりますけども、国内需要の縮減により、地域の農業経営を支えていた葉た

ばこの生産面積が減少し、地域経済に影響を与えていることから、気候と土壌への適応性の

高いぶどうの生産と国内市場が拡大傾向にあり、産業として裾野の広いワイン産業の創出に

より、当市の主産業である農業の付加価値の向上に資するとともに、地域経済の活性化及び

雇用の増大を図るためとしてございます。 

続きまして、平成 28 年度の事業実績でございまして、１、ぶどう栽培に関する調査研究

でございます。生産安定技術、病害虫防除技術等に関する講習会を計６回開催しております。

期間として昨年５月から今年３月まで開催してございまして、１回目から５回目のものにつ

きましては県の職員、最後の１回につきましては、本日出席してございますけども、八戸市

地域おこし協力隊の安達隊員が講師を務めてございます。内容は、ぶどうの生育ステージに

応じて、第１回目は、定植後・冬越し明けの栽培管理について、第２回目は、新梢管理と病

害虫防除について、２ページをお開き願います。７月にほ場現地巡回及び今後の栽培に関す

る検討会、第３回目は収穫期の栽培管理について、第４回目は休眠期の栽培管理について、

そして３月にワイン用ぶどうの接ぎ木・挿し木に関する栽培講習会を実施してございます。

３ページを御覧願います。 

それと並行して、ワインの文化の定着を目的としたセミナーを開催しておりまして、委員

の皆様にもご案内を差し上げていたものでございます。まずは、マスターソムリエの髙野豊

さんを講師とするセミナーを２回、そして、株式会社オチガビワイナリー専務取締役の落希

一郎さんを講師とするセミナーを１回開催してございます。６月の髙野豊さんを講師とする

セミナーの主な内容でございます。「ワインで地域活性化～ワインで人口が増え始めた長野県

の市町村～」というテーマに基づきまして、現在、長野県がワインの産地として注目されて

いること、ワイナリーの免許申請が増えていて、また、ぶどう栽培農家も増えていること、

そして、ワイン生産に取り組んでいる市町村の人口の減少スピードが緩やかになりつつある

こと、八戸のワインは、地元の特徴が良く出たかなり品質的に良いものでなければならない

こと、あとは、観光と連動し、スイスのように売ったら即完売というものが理想ということ

などをお話されてございました。４ページをお開きいただきたいと存じます。 

また、10 月のセミナーの主な内容でございます。このときにつきましては、中国の蘭州市

のキリアンワインの日本駐在代表の劉平原さんという方とともに行っております。「脅威の中

国ワイン産業の歴史と世界に羽ばたこうとしている中国ワイン」というテーマに基づきまし

て、劉平原さんからは、キリアンワインは、キリアン山脈の麓、標高 1,100ｍのところにワ

イナリーを作っていること、特徴的なのは、ぶどう畑は寒暖の差が大きく、降雨量が１年で

60 ミリ、蒸発量は 1,920 ミリで、それがぶどうの生産に最適であり、酸味と糖度のバランス

が良いものがとれる場所ということ、キリアン山脈があることでシベリアの冷たい空気が流

れ、アイスワインが最高級に美味しく作れること、10 月末から 11 月上旬に、マイナス５度

～マイナス８度の気温の中ぶどうを収穫してアイスワインを造っていること、ワイン醸造用
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ぶどうの収穫は、全部で 4,000 トンだが、最大で 10,000 トンのワインを醸造できる設備が

あること、ぶどう畑が砂漠地帯、未開墾地、周囲に工業団地がない世界的に珍しい環境で、

無農薬有機栽培ができることなどをお話になってございます。その際に髙野さんからは、中

国の蘭州市は八戸市の友好姉妹都市で、その蘭州市の近くにある甘粛省のキリアンワインは

中国でも有力なワインであり、八戸がワイン産業創出を推進していくうえで、中国のワイン

は知っておかなければならないということ、１リットルあたり 100円弱のコストでワインが

出来、国際的な賞を取るクラスで、かつ無農薬有機栽培でぶどうをつくるワイナリーが、日

本に近いところにあるということを認識し、それに八戸はどう向き合っていくのか、方法は

二つございまして、一つは、高品質で特徴のあるものを作るということ、もう一つは、観光

客とワインを上手く結びつけるということなどをお話になってございます。続きまして５ペ

ージをお開き願います。 

今年１月に落希一郎さんから、「新しいワイン表示法と八戸ワイナリーゾーンの未来図」と

いうテーマに基づきまして、ワインは、土地の産業として起こさない限り、日常の飲み物と

して、地域では飲まれないという特徴があること、新しいワイン表示法は２つの柱があり、

一つ目は、「外国から入れた原料を使った場合は、きちんとラベルに明示せよ」ということ、

２つ目は、「地名を書いたら、その地名で獲れたぶどうを 85％以上使用すること」というこ

と、この法律について、八戸のワインプロジェクトにとって追い風になっているということ、

イメージする八戸の将来のワインランドの形は、ワイナリーが何軒かあるだけでは駄目であ

り、その集落がワインに影響されて観光地化され、東京の人が八戸ワインのファンになるこ

と、１軒１軒のぶどう農家が儲かることが約束されないと南郷の若い人を巻き込めないとい

うこと、八戸は、良い土地があり、やる気のある人がいて、これからワイナリーゾーンを作

る大事なファクターを一通り持っている、あとは時間だけなどとのお話をされてございます。

続きまして６ページを御覧いただきたいと存じます。 

３、構造改革特別区域計画の認定のところでございます。八戸では、葉たばこの生産が需

要の減少により縮減し、地域経済に影響を与えていることから、国内市場が拡大傾向にあり、

また、産業として裾野の広いワイン産業を創出するため、特例措置を活用して市産ぶどうを

利用したワイナリーの開業を促進し、農業振興だけではなく、商業、観光産業等の産業振興

に繋げ、地域経済の活性化及び雇用の増大を図ることを目的に、八戸ワイン産業創出特区を

内閣府に申請して、昨年 11 月 29 日に認定をいただいたところでございます。特区の区域の

範囲は八戸市の全域でございます、特例措置の内容としましては、地域のぶどうを原料とし

た果実酒を製造しようとする者が、果実酒の製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、

最低製造数量基準６キロリットルを果実酒については２キロリットルに引き下げることが可

能になってございます。７ページを御覧いただきたいと存じます。 

４のワイン生産者の認定のところでございまして、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てございまして、

ご応募いただいたワイナリーに対して、必要に応じて支援を行うために認定をおこなったも

のでございます。公募につきましては、平成 28 年８月 18 日から９月 21 日まででございま

して、昨年 12 月７日に（仮称）北東北ワイナリー株式会社様とリストランテ澤内様の２社
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を認定したものでございます。続きまして８ページを御覧いただきたいと存じます。 

こちらにつきましては、委員の皆様にも御参加していただいております。八戸ワインテイ

スティングミーティングでございます。昨年 12 月 27 日に、弘前市にある青森県産業技術セ

ンター弘前地域研究所で実施してございます。評価したぶどうの品種でございますが、赤ワ

インとして、マスカットベリーA、ピノノアール、メルロー、白ワイン用では、ナイアガラ、

ケルナー、シャルドネでございます。テイスティングの主な意見として、ここまで来て感無

量、風味が出ていて将来性を感じるとか、それぞれ品種の特徴が出ていて、思っていたより

も良いですとか、想像以上にしっかりした味、熟成すればさらにおいしくなる、良い意味で

予想を裏切られた、南郷の土地はぶどうに合っているなどの御意見をいただいてございます。

続きまして９ページを御覧いただきたいと存じます。 

６の地域おこし協力隊の公募及び委嘱についてでございます。本日は３名ともここに出席

させていただいております。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等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、応募要件を設けて

ございます。活動内容につきましては、八戸ワイン産業創出プロジェクトの推進、地域おこ

し支援ほかとしてございまして、今年度３名募集してございます。４月からの募集につきま

しては、４名の応募があり委嘱者１名、10月からの募集に対しましては、４名の応募に対し

て委嘱者１名、計２名を委嘱してございます。平成 28 年７月１日に荒谷哲朗隊員、平成 29

年２月１日に安達貴隊員を委嘱してございます。私からの説明は以上になりますけども、本

日は安達隊員も出席してございますので、一言御挨拶をさせていただきます。 

●安達隊員 

はい、２月１日より、地域おこし協力隊になりました安達貴と申します。よろしくお願い

いたします。八戸ワインの創出に資する活動を主にしていきますので、今後ともよろしくお

願いいたします。東京出身でありまして、東京農業大学の醸造科を卒業しております。その

後に山梨のワイナリーで約５年間、ぶどうの栽培と醸造をして来ました。私が八戸に来た理

由としましては、妻の地元が岩手県の洋野町でして、そのご縁がありまして、八戸に来るこ

とになりました。頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。 

●事務局 

これまでは、県の職員にぶどうの栽培等について御指導いただいておりましたが、これか

らはこの安達隊員が栽培に関する指導等を行っていくということになります。私からは以上

になります。 

●会長 

はい、ただいま事務局から説明がありました、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、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 

５ページのリストランテ澤内さんでのセミナーがあって、ここでワインの法律が大きく変

わるというお話があって、完全施行が来年の 10 月 30 日になると、八戸ワインと名前を使っ
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たワインを売り出そうとすれば、八戸市内で作付したぶどうを 85 パーセント以上使用すれ

ば「八戸ワイン」ができると、今まで他の地域だと行政主導で様々な地名を使ったワインが

出来てきて、まさしく来年 10 月からはこの法律が施行されて、日本国内でこれがルールと

なるという認識で良いのですよね。 

●事務局 

 お見込みのとおりでございます。 

●委員 

 そうなると、八戸で取り組んでいるこの事業には追い風になると、他の地域にすれば恐怖

というか、様々な手法で対策を講じていてぶどうの植栽がスタートしていることだと思いま

すけども、一番の問題は苗木です。日本国内で品薄の状態ということが現在起きていること

だと思いますけども、八戸の事業を進めていくうえでも、それが大きなネックとなって、植

えたいけど苗木が手に入らないという、面積を増やしていきたいがなかなか進んでいかない

ということが想定されることなのでしょうか。 

●事務局 

全国的には委員のおっしゃるとおりだと思いますけども、八戸市役所も総力を上げて苗木

の確保に動いておりますので、そうならないように引き続き努力をしたいと思います。あと、

苗木が足りないということに対しまして、他から様々なコネクションを使って、手に入れる

ということプラス接ぎ木も自前で行えるように先日も講習会を開催させていただいたところ

でございます。 

●委員 

是非頑張っていただいて、そこをクリアにしていただければと思います。よろしくお願い

します。 

あと、平成 26 年度からこの事業がスタートしていますけど、28 年度の終了段階で、現在

の作付本数と面積はどのくらいまで進んでいるかをお知らせいただきたい。 

●事務局 

作付本数は 2,200 本で、面積 2.2 ヘクタールでございます。 

●委員 

本数と面積を教えていただきましたが、平成 29、30 年度の計画というのは決まっている

ものでしょうか。 

●事務局 

 基本とすると、ニーズに応じて市として補助事業等で支援させていただくことにしてござ

いまして、ワイナリー２社が求めるぶどうの量に応じて、生産者を募っていくというやり方

をとってございます。ワイナリーの規模も大きくなると当然ニーズも増えてくるとこうこと

になりますので、ニーズに応じた希望者がどれくらいになるか想定しているものは無いです

けど、少なくても来年の計画で 13,000 本予定してございますので、その分の希望はあった

ので、その分の面積は増えていくことは確実かと思います。 

●委員 

来年度の希望が 13,000 本、単純に計算すると 13 ヘクタール。 
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●事務局 

 植える間隔によってですけど、もっと栽植距離を縮めて５ヘクタールくらいになると見込

んでいます。 

●委員 

 13,000 本を植えたい人がいるということですね。わかりました。 

●委員 

 よく新聞とか記事になっていますけど、いつできるのかと人に聞かれるので、いつ頃ワイ

ンができるのか。 

●事務局 

 ヌーヴォータイプだと早いもので年内、通常で言うと来年の２月くらいにできると思いま

す。ただ、民間の方々が経営計画に沿ってやるものなので、確実だとは言えませんが、その

予定だと伺っております。 

●委員 

 結構皆さんからいつできるのかと言われ、期待度は高いのかなとすごく感じました。 

●事務局 

 仕込みが今年の秋で、公に飲めるのが早飲みタイプで出すなら 12 月、通常どおりのスケ

ジュールで進んでも来年の２月には飲めると見込んでおります。我々が造るわけではないの

で、確実なことは言えないですけども。 

●委員 

 地元のワイナリーで造ることになるのですか。 

●事務局 

 お見込みのとおりでございます。 

●委員 

 ワイナリーはできるのですか。 

●事務局 

 できる予定です。 

●委員 

 どこかの釜を借りてやるのかという感じがした。 

●事務局 

 スケジュールについて、それぞれのワイナリーで検討している最中ですので、そこはどう

なるかはわからないですけど、ワイナリーができることは確かです。どうしても税務署との

協議が時間がかかりますので。 

●委員 

 特区を取ったので 2,000 リットルでやるのですか。 

●事務局 

 そこも含めて経営判断ということですので、検討中であると伺っております。 

●委員 

 ぶどうの生産者のものによるわけですか。 
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●事務局 

 そうですね、地元のぶどうがどれくらい取れるかということもあるのですけども、経営的

に将来ワイナリーとしてどうなっていくか戦略を練っているとのことです。 

●委員 

 八戸ワインセミナー2017 で、観光と一緒にやった方が良いとあるが、この会議ではそこま

ではやらないのですか。 

●事務局 

はい、観光地化も図っていきたいというのはあるが、ワイナリーの意向もありますので、

意向を伺ったうえで、市として地域活性化に向けたできる支援はしていきたいと考えており

ます。 

●会長 

他にいかがでしょうか。 

●委員 

他市町村から見ると糖度がかなり低いぶどうが出てきましたけど、他市町村にもワイナリ

ーができれば、ここの南郷のぶどうも落ち込む恐れがあるのではないかと考え、南郷で良い

ぶどうが取れるかが心配である。南郷地区でも糖度を上げることができる農地、南向きの農

地が良いのだけれど、山岳地帯だから東西南北を向いている農地が結構あって、耕作放棄地

等もかなり多い、その辺がここの課題だと思うが、どうでしょうか。 

●事務局 

糖度につきまして、２年目のものでシャルドネでいうと 19 度、マスカットベリーA でい

うと 17 度、欲を言えば 20 度以上あれば良かったと思うのですが、２年目のぶどうとしては

そんなに悪い数字ではなかったのかなと認識してございます。あと、他の地域に比べて後発

のワイナリーということにはなるのですけども、その辺は市民の方を巻き込んで自分達のワ

イナリーだという認識を抱かせるような戦略を市として行っているので、それを継続させた

いと、具体的には、今年度も行う予定ですが、苗木の植付けから収穫まで、市内のバーのオ

ーナーさんとか一般の市民の方々からお手伝いをいただいたりしておりますので、できるだ

け市民に身近なワイナリーとして、市民の飲み物として定着するように、引き続き行政とし

て施策を行っていきたいと考えております。 

●委員 

今、八戸圏域で連携協定を結んだが、南部町産のぶどうはかなり糖度が高いので売れる、

八戸以外の南部町のぶどうを入れるということはないのか。 

●事務局 

 この事業の出だしがいかに南郷に人を呼んでお金を落としていただくかということからス

タートしているので、南郷産にこだわっていきたい、そのためにも、市として、農業者の皆

さん、ワイナリー関係者が力を結集して事業を進めていきたいと思ってございますので、ぶ

どうを植えてからまだ３年目なので、最初の何年かは温かい目で見ていただいて、そのうち

には必ずや高品質のワインが出来るものと思って進めておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 
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●委員 

 これまで、八戸に合うぶどうの品種は何かということでいくつかの品種を植えていたわけ

ですが、今年はワイナリーができて、ワイナリーの要望もあって品種も絞られてくると思う

が、八戸ワインの品種の方向性というのは、この会議で出す必要があるのか。これから植え

る人も、安心して植えれるように、地域全体として一つの方向性が必要なのではないかと考

えますが、そこの考え方を示していただきたい。 

●事務局 

 品種については、ワイナリーの意向があって、農業経営者の皆様の収益性を考えたうえで

決めていくものと考えていまして、ワイナリーの意向を市が聞いて、それを生産者にお伝え

して、経営的にどうなるかを判断したうえで、生産者の団体がございますので、そこでご判

断いただけたらと考えております。 

●委員 

 29 年度の苗木の補助事業の募集期間はいつぐらいから始まるのですか。 

●事務局 

 恐らく４月からできると考えております。 

●委員 

 八戸市のホームページで募集をしても、パソコンが使えない人も多いので、南郷に無線放

送があるから、無線放送で流してもらえれば助かるという話を受けたことがありました。 

●事務局 

 無線放送で流すことはできますので、それもやりたいと思います。 

●副会長 

 ２点ありまして、ワイン生産者が２社あるということで、29 年度には増える見込みなのか

ということが一つと、ワインのプロジェクトはやはり市民の関心が高くて、29 年度もこの会

議が続くと思いますが、29 年度の市の取組はどういうことを考えられているのかということ

をお聞かせいただきたいと思います。 

●事務局 

 ワイナリーが増える見込みにつきましては、問い合わせは他にも複数来てございます。た

だ、投資額も少ないものではないので、実現できるかどうかはわからないですけども、増え

る可能性はあると思います。 

29 年度の取組ということですが、まず、生産者を増やすために苗木の購入に対する補助事

業を継続するとともに、地域おこし協力隊で安達隊員も来てくれたので、栽培に関する技術

的な指導をさらに強めていきたいということ、ワイナリーの整備にあたって必要な支援とい

うのをオーダーメイド型でさせていただく、あとはワインを飲む土壌をさらに醸成させるた

めに引き続きワイン文化の定着等に向けたセミナーを開催していくことを行っていきたいと

考えております。 

●副会長 

もう１点、補足で聞きたいのですが、ヌーボータイプだと今年飲めるだろうということで

すが、本格的に飲めるときになって、市としてイベントで何か盛り上げるといった考えがあ
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りますか。 

●事務局 

アルコールを扱うことについて、我々は得意としていない分野なので、そこは民間の方々

と組んで実施に向けた検討をしたいと考えております。 

●委員 

 できれば、南郷で若い人達が稼げる場所ができることを期待しています、要望です。 

●委員 

 ３ページを見ると、高山村でぶどうの栽培研修生を２名募集したら、100 名の応募があっ

たと書いているが、市として、研修の募集というのは考えているのですか。 

●事務局 

 研修というか、講習会というか、講義の内容を深くしていくということはあるが、これか

らワインの産地となっていくということは対外的に情報発信して、何年か前にスイスから、

パオロ・バッソさんという方がいらして、彼の故郷も葉たばこの産地だったので、ワイン用

ぶどうの産地になったら若い人も帰ってきたということをおっしゃっていたので、市として

も、それに向けた取組については、具体的に検討したいなと考えていますけど、ワインの産

地だという情報発信の量は増やしたいと考えてございます。 

●委員 

 八戸平原の会議に出て、八戸平原に使われていない農地が多くあると、若い人の新規就農

者のためのある程度の大きさの区画があるように見受けられ、連動して話を進めていけばも

しかしたらワイン用ぶどうの団地化も方向性の中に出てくるかもしれないので、その点にも

目を向けていただくと変わってくるかもしれません。 

●事務局 

 基本的には開拓したところは、90 数パーセントは作付されているという報告を受けていま

す。農林畜産課が窓口ですけど、見た目と実質は違うのだろうと捉えています。平原の作付

はやはり水利用の作物がメインになってくるので、ぶどうとなると違うということにはなる

のかなと、土地の所有者にとっては関係ないことかもしれませんが、そういう施策の中で行

われた事業でありますので、その辺も考えながら市として採用していかなければならないと

考えています。意見があればそういう会議に伺っていきたいと考えております。 

 実際平原の会議の中では、ワイン用ぶどうの作付に関してはあまり聞こえてこないので、

実際にぶどうの作付をしたいという意見があるのであれば、その声をあげていただきたい。

ただ、委員からそういう意見があったということは担当部署の農林畜産課には伝えたいと思

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。どうもありがとうございました。 

 


