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平成 29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 29年 6月 19日（月）13:30～14:20 

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、石丸農業経営振興センター所長、

中山生産振興 GL、幸田技査、大坂 

 

●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御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 

皆さん、こんにちわ。この間、日経 MJ というのを読んでいましたら、信州のワイナリー

で、AI（エーアイ）と IoT（アイオーティー）を使った経営を、実験的に進めているという

ことで、一つの産業として長野県も重視していると書いてありましたので、青森県は、八戸

市を中心に是非このビジネスを、まずはぶどうの方を成功させて、そして、６次産業化へ繋

がったらいいなと、その記事を読んで思いました。本年も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、今年度のスケジュール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 

はい、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の資料を、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、１回目は本日でございます。２回目は、平成 29 年８月に

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月か３

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 29 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。 
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２の先進地調査でございまして、平成 29 年８月６日、７日に、長野県高山村ほかに視察

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。１つ目は既に終了してございまして、１つ目

は５月 28 日、これは八戸ワインフェス 2017 に合わせて開催したものでございまして、講師

として、株式会社 OcciGabi Winery の専務取締役の落希一郎さんをお招きしてございます。

６月 21 日につきましては、八戸パークホテルで開催することとしておりまして、前長野県

高山村村長の久保田勝士さんと、昨年に引き続きマスターソムリエの髙野豊さんをお招きし

てセミナーを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、八戸市地域おこし協力隊員でワイン用ぶどうの栽培から醸造まで実績が

ある安達隊員が行ってございます。場所は南郷地区内にある栽培農家さんの圃場と、２回目

はジャズの館南郷となってございます。１回目の４月６日、「ワイン用ぶどうの薬剤散布につ

いて、剪定及び誘引について」というタイトルで開催してございます。２回目は５月２日で

して、「ワイン用ぶどうの薬剤散布及び芽かきについて」というタイトルで行っております。

３回目は先週でしたが、「ワイン用ぶどうの新梢管理及び摘花等について」、４回目は９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。 

●会長 

はい、ただいま事務局から説明がありました、今年度のスケジュールについて、御意見、

御質問等がございましたら、お願いいたします。 

●会長 

 このスケジュールでよろしいでしょうか。では、次に移ります。 

続きまして、議事次第の４番、ワイン用ぶどう品種の生育状況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 

はい。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。 

資料は、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を品種ごとに並べた表

でございます。 

調査の目的は、各品種および各地区の生態について、生育ステージごとの基準日を把握す

ることにより、栽培管理や出荷日の目安とするためでございまして、資料のとおり、発芽日

と展葉日の調査まで行っており、各欄に日付けがそれぞれ記入されておりますが、一旦６ペ

ージを御覧いただきたいと思いますが、発芽日と展葉日の記録方法が記載しております。発

芽日については、樹全体の 20％以上の芽が発芽した苗木の本数が、圃場全体の苗木の本数の

１／２以上となった日としてございます。展葉日についても同様で、樹全体の 20％以上の芽

が展葉した苗木の本数が、圃場全体の苗木の本数の１／２以上となった日として記録してご

ざいます。 
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平成 26 年度定植分について、発芽日は品種ごとに差がありますが、４月 28 日～５月 22

日までに発芽、展葉日は５月８日～５月 26 日までに展葉しております。 

平成 27 年度定植分については、発芽日は５月８日～５月 19 日、展葉日は５月 20 日～５

月 28 日となっております。 

次の４ページ目は、圃場ごとに並べた表でございます。 

５ページからは、平成 29 年度ワイン用ぶどう調査計画を参考までに載せてございます。 

１つ目は、生育状況調査でございまして、苗木の栄養状態や生育状況について把握するこ

とで、圃場管理や各品種の栽培管理を行う上での参考とすることを目的に、摘心時もしくは

登熟後に、新梢の太さ及び節間長を計測するというもので、７月から 11 月まで行う調査に

なります。 

その下、病害虫被害状況の記録につきましては、病害虫被害の状況を把握することで、今

後の防除を行う上での参考にするために行う調査で、４月から随時行っている調査でござい

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。生育ステージの記録ということで、

こちらは先ほど発芽日と展葉日まで記録した資料を御覧いただきましたが、この後、６月下

旬には開花日の記録、８月下旬から着色日の記録、９月からの収穫日の記録を随時行ってい

きます。 

その下、７ページにかけて、果実収量・品質に関する調査でございますが、ぶどうの収穫

時に、収量の調査、ぶどうの糖度と酸を調査し、今後の栽培管理上の参考及び品種選定等の

参考とするものでございます。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いて、御意見、

御質問等ございましたら、お願いいたします。 

●委員 

 昨年も調査していると思うが、今年の発芽や展葉は昨年より遅いのか、それとも早いのか。 

●事務局 

 品種ごとにまちまちなのですけど、概ね変わってないかと思います。品種ごとや園地ごと

でまちまちなのは、昨年と傾向が変わっておりません。 

●委員 

 収穫の時期も違ってくるわけですか。 

●事務局 

 そうですね、違ってくると想定しています。 

●委員 

 薬剤の散布の状況によって、結構病気が出ていたのですけど、今年はどうなのでしょうか。 

●事務局 

 まったく問題はございません、きっちり予防しておりますので問題ないと聞いております。 

●委員 

 ぶどうを植えて丸二年経って、今年は今までとちょっと違うなと感じたことがあって、凍
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害というのが初めて感じた年かなと思います。これからのワイン栽培に関して、凍害という

ことを考えなければならない課題かなという感じを受けているので、この生育調査を、どの

品種が影響を受けたものなのかというのを調べれば、何か傾向が見えてくるのかなと。そん

なに寒い地域ではないと思っていたけども、現実的に今年は凍害が見えた部分もありますの

で、凍害という視点での調査も検討していただければと思います。 

●事務局 

 凍害なんですけども、プロジェクトを始める段階から、我々としても懸念事項でありまし

た。１年目に出なかったので良かったなと思っていたのですけど、今年度、凍害が出ている

のは承知しておりまして、現在、どの品種に、どこの園地にどの程度出ているのか調査中で

ございまして、北海道では、雪の中に全部苗木を入れてしまったりとか、中国とかだと、土

の中に冬が来る前に埋めてしまうというやり方をしていますので、その辺の調査も含めて、

皆様に情報提供したいと思っております。 

●会長 

 よろしくお願いします。他にいかがでしょうか。 

 では、続きまして、議事次第の５番、市内ワイナリーの整備状況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 

資料３の市内ワイナリーの整備状況についての資料を御覧いただきたいと存じます。 

前回の会議でも御説明しておりましたが、八戸ワイン産業創出プロジェクトの推進に資す

るため、平成 28 年８月～９月までの期間で八戸市産ぶどうを使用したワインの生産事業者

を公募し、平成 28 年 12 月７日付けで、「株式会社サンワーズ」と「はちのへワイナリー株

式会社」の２社をワイン生産事業者として認定しております。 

この２社の今年６月現在においての、ワイナリー整備状況ですが、まず、株式会社サンワ

ーズですが、ワイナリー整備場所を市内の柏崎地区とし、今年秋の収穫したぶどうを使って

醸造するために、９月までにはワイナリーを完成させたいとしており、早ければ年内のワイ

ンの販売を目指しているとのことで、初年度はワインボトルで約 8,000 本の生産を予定して

いると伺っております。 

続きまして、はちのへワイナリー株式会社の方は、現在、南郷地区内で整備場所を選考中

と伺っております。資料３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、市内ワイナリーの整備状況について、御意見、御

質問等ございましたら、お願いいたします。 

●委員 

 ワイナリーもどんどん話が進んでいるということで、そろそろワインが出来るという段階

に来ているので、ぶどう生産者、ワイン生産者、販売者でばらばらに動いていると思うので、

どこかで意見交換というか、一堂に会して話せる場所があれば良いのかなという気がしてい

ますけど、いかがでしょうか。 
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●事務局 

 日経新聞に出ていた岩手県の取組のことを仰ったと思いますけど、そのような場は必要だ

と思いますので、検討を進めたいと思います。 

●会長 

 これは是非お願いしたいと思います。 

●委員 

 ワイナリーの着工はしているのですか。 

●事務局 

 いえ、まだです。 

●委員 

 ２社のワイナリーがワインを造って売るのでしょうけど、「八戸ワイン」という冠名は、ボ

トルの中に付くものなのでしょうか。 

●事務局 

 それぞれのワイナリーの考え方になるのですけども、平成 30 年の 10 月から、果実酒等の

製法品質基準のルールに基づいて、八戸なら八戸のぶどうを 85 パーセント以上使って、八

戸で醸造したもののみが「八戸ワイン」と名乗れるようになります。そのことは、付加価値

を付ける要素の一つだと思いますので、恐らく「八戸ワイン」という表示になるのではない

かなと私共の方では考えてございます。 

●会長 

 その法律が施行された時には、付けなければならないのですか。 

●事務局 

 いえ、名乗れるということです。ただ、「八戸ワイン」という表示をしたとしても、ワイナ

リーの独自の名前を付けるかもしれません。 

●会長 

 「八戸ワイン」という名で商標登録するというのはどうなのですか。 

●事務局 

 そこも調べたのですけども、商標登録できません。「八戸」と「ワイン」というのはあまり

にも一般的で出来ないそうです。果実酒等の製法品質基準のルールでは、「八戸ワイン」とい

う表示はできるけども、商標として登録はできないということです。 

●委員 

 ワイナリーがまだ未着工ということだけれども、建物があれば醸造機器を入れるだけで良

いのだけども建物はあるのでしょうか。 

●事務局 

 既存の建物の中を改装して、醸造機器を入れるということになっております。 

●委員 

 そういうものに対しての補助金とかはあるのですか。 

●事務局 

 今日市議会が終了したのですけども、６月の定例議会にそれに関する補正予算を提案して
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議決されたところです。 

●会長 

 他によろしいでしょうか。それでは、続きまして、議事次第の６番、八戸市ワイン産業創

出支援事業の公募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 

資料４の八戸市ワイン産業創出支援事業の公募についての資料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。 

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 30 年３月 20 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 13,000 本、募集期間は、既に開始しておりまして、平成 29 年４月 24 日か

ら今年末の 12 月 22 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、農業経営振興センター、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 29 年 12 月 22 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のありました、八戸市ワイン産業創出支援事業の公募について、

御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。 

●委員 

 苗木は、１年苗か２年苗かどの辺を対象としているのか。 

●事務局 

 基本的には接ぎ木苗で、１年でも２年でも関係なく。 

●委員 

 高いのは超えてしまうから。 

●事務局 

 いえ、生食用に比べてワイン用ぶどうの苗木は安いので、これに収まります。 

●委員 

 ぶどうを植えたいという要望がかなりあるという表れなのでしょうか。13,000 本に増やす

ということは。 
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●事務局 

 事前に希望を募った本数になっておりますので、この本数の需要があるということで事業

を進めております。 

●委員 

 個人ではなく、団体とかの組織もこの中には入っているのですか。 

●事務局 

 応募対象者の要件を満たせば、大丈夫です。 

●委員 

 全国的にワイン用ぶどうの苗木が逼迫していると聞いていますが、13,000 本もよく集めら

れたなと八戸市さんのチカラだと思っていますし、できるだけこの本数を維持できるように

頑張っていただければと思います。よろしくお願いします。 

●会長 

 是非お願いします。 

●委員 

 ２社のワイナリーができるということですが、将来的なイメージとすれば、八戸ワインは

どれだけの量が想定されているのか。それによっては、ぶどうの本数も変わってくるかと思

いますので。 

●事務局 

 ワインを何本造るかというのは、民間の方々の経済活動ですので、市として何本という目

標は持っておりません。ただし、はちのへワイナリーさんの方も昨年度の公表の数字で、２

社で約４万本くらいと伺っております。 

●委員 

 ２社で４万本という数字が出てきましたが、これに対して原料が何トン、作付面積がいく

らという数字が出ると思いますが、現在の作付計画がどれくらいに達しているかというのは

出ていますか。 

●事務局 

 面積は、栽植距離を変えることが会社の戦略になるので、ぶどう栽培の面積は出ないです。

ワインの本数から言うと、まだ足りないと思います。ただ、１本の樹から何キロ取るかも剪

定によって変わってきますので、どういう状態のものをどれくらい取るかというのが経営者

の判断によるところであると我々は考えてございます。具体的に何トンというのは言えない

ですが、樹の本数はまだ足りてないと考えております。ちなみに、１本のワインを造るのに、

ぶどうが１kg 必要です、なので４万本造るにはぶどう４万 kg が必要ですので、それぐらい

のぶどうを取るための樹が必要だということになります。 

●会長 

他に質問はいかがでしょうか。続きまして、その他になりますが、事務局の方から何かあ

りますか。 

●事務局 

その他ということで、また繰り返しになりますけども、資料１の今年度のスケジュールに
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も記載しましたとおり、先進地調査ということで、今年の８月６日から７日にかけまして、

長野県高山村ほかに視察に行きたいと考えておりますので、委員の皆様には是非御参加いた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

●委員 

 高山村のワイナリーは村営か、第３セクターか。 

●事務局 

３セクが１箇所と民営が１箇所、あとは村のなかで標高差があって、色々な品種が作付け

されていて、視察場所として相応しいと思い選定しております。 

●委員 

高山村では、ぶどうの栽培面積はどれくらいなのですか。 

●事務局 

 面積は 40 ヘクタールです。 

●委員 

なるほど。それを考えればまだまだですね。 

●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。 

 


