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平成 29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 30年２月 16日（金）13:15～14:00 

場 所   八戸市庁本館３階第三委員会室 

出 席 委 員   丹羽 浩正会長、松田 浩二副会長、犾守 弥千代委員、曽我 安博委員、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兼農政課長、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 

ご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。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、丹羽会長からご挨拶をお願いいたします。 

●会長 

 お疲れ様です。先日のリストランテ澤内さんのパーティーは、たいへん好評でありまして、

また、多くの市民の方からも色々なところで問合せをいただいております。たぶん、委員の

皆様も同じではないかと思います。このプロジェクトが発足した当時は、皆様方からたいへ

ん高い関心をいただいておりましたが、いよいよこの期待に変わってきておりまして、早く

飲みたいという気持ちが高まっております。その期待に沿うべく、この会議があるわけです

が、しかし会議の内容自体は粛々と確実に進めて参りたいと思いますのでご協力のほどよろ

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 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 

改めまして八戸市農業経営振興センターの大坂でございます。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。 
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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 29 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。（１）、定植品種の生育状況についてですが、次のページにわたって平成 26

年度の定植品種の生育状況と平成 27 年度の定植品種の生育状況を記載してございます。発

芽日と展葉日につきましては、今年度第１回目の会議で御説明しておりますので、割愛させ

ていただきますが、開花日と着色日につきましては、平成 26 年度定植分について、品種ご

とに差がございますが、６月 16 日～７月３日までに開花、着色日は８月 14 日～９月 13 日

までに着色しております。平成 27 年度定植分については、比較的成育が良くこのまま実を

付けさせても良いと園主が判断したブラッククィーンの１品種のみですが、開花日は７月１

日、着色日は８月 30 日となっております。 

３ページを御覧ください。表３は、平成 29 年産のぶどうの生産量をまとめたものでござ

いまして、昨年秋にワイン醸造するためのぶどうの初収穫が行われまして、平成 26 年度に

植付けしたぶどう（ブラッククィーンのみ平成 27 年度植付け）が合計 2,753kg 収穫され、

結果樹面積 10 アールあたりの収量は、品種ごとに差がございますが、全体の平均

325.8kg/10a となっており、植付け３年目の予想基準量 300kg/10a を上回る結果となってお

り、植付け３年目にしては総じてぶどうの生育が順調でありました。糖度は、一番高い品種

はメルローの 20.8、低い品種はワイン専用品種ではないキャンベルアーリーの 16.5 となっ

ております。 

続きまして、（２）生産安定技術、病害虫防除技術等に関する講習会の実施でございます。

期間として昨年４月からこれから開催予定の分も含めて今年３月までで計６回開催すること

としてございまして、１回目から５回目のものにつきまして、内容は、ぶどうの生育ステー

ジに応じて開催し、第１回目は、４月に薬剤散布、剪定及び誘引について、第２回目は、５

月に薬剤散布及び芽かきについて、次のページをお開き願います。第３回目は６月に新梢管

理及び摘花等について、第４回目は９月に収穫作業について、そして、これから開催予定の

今月 26 日に第５回目、冬期における剪定及び挿し木について、最後３月 22 日には、「ワイ

ン用ぶどうの植付から収穫まで」と題しまして、ワイン用ぶどう栽培に興味のある新規で取

り組みたいという農業者向けの、基本的な栽培方法に関する講習を実施する予定でございま

す。 

なお、今年度開催のこれらの講習会の講師は、全て八戸市地域おこし協力隊の安達隊員が

務めてございます。次の５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ございます。 

（１）「八戸ワインフェス 2017」内におけるワインに関するセミナーを開催しておりまし

て、講師に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お迎えしております。
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セミナーの内容といたしましては、「ワイン表示法の変化とこれからの日本ワインについて」

というテーマで、今まで国産ワインとして売られていたワインの実体は輸入ワイン、法律的

には瓶に詰める行為がワインの製造であるとなっていたというこれまでの基準のこと、今年

の 10 月 30 日に適用開始の「果実酒等の製法品質表示基準」について、骨子は大きく２つで、

１つ目は、外国から輸入したものを詰める場合は、表ラベルに原料は外国のものを使用と明

記しなさいというもの、２つ目は、地名を書いたワインを売る場合は、原料がその地で取れ

たものでなければならないという新しい基準の内容、この基準が適用することにより、日本

中のワイナリーが畑作りを始めたが、ワイン用ぶどうの苗木がない、また、まとまった農地

が空いていないという状況にあること、最後は、品質の良いぶどうがあれば良いワインはで

きるので、八戸市も良いぶどうを作ることに注力してくださいというエールをいただいたと

いう内容になってございます。 

次の６ページを御覧ください。６月に開催した「第３回八戸ワイン産業創出セミナー」で、

マスターソムリエの髙野豊さんと、前長野県高山村村長の久保田勝士さんを講師とするセミ

ナーの主な内容でございます。「世界に通じるワイン産地を目指して～長野県高山村の取組

～」というテーマに基づきまして、現在、長野県高山村がワインの聖地とまで言われ注目さ

れていること、村長の職に就いていた時にワインの取組を始めたきっかけからこれまでの取

組内容をお話いただき、今や高山村産のぶどうを使ったワインが国産ワインコンクールで金

賞を取るなど品質がとても良いと評価を受けていること、ぶどうの栽培面積が最初は３ヘク

タールであったが現在は 50 ヘクタールまで増えて荒廃農地の減少に繋がっていること、平

成 18 年にぶどう研究会が発足し、現在会員が 120 名以上であること、平成 23 年にワイン特

区の認定を受け、小規模なワイナリーも開業していること、ワインの醸造経験のある人を村

の職員として採用し、現在ワイナリーの醸造責任者になっていることなど、十数年前にはワ

イン用ぶどうなど何もなかったところからワインの事業を立ち上げて成功している事例とい

うことで、八戸市にたいへん参考となる内容でございました。８ページをお開きいただきた

いと存じます。 

（３）は今年度、３月までに開催予定のセミナーが１件ございまして、来月３月６日に八

戸パークホテルで「第４回八戸ワイン産業創出セミナー」を開催いたします。講師にマスタ

ーソムリエの高野豊さん、中国のワインに精通しておられる峰
ほう

瑞
ずい

株式会社 代表取締役の劉平

原さんをお招きして、「日本・フランス・中国 それぞれのワイン産地の光と陰」と題したセ

ミナーを行いますので、お時間がございましたら、御出席いただければと思いますのでよろ

しくお願いいたします。次のページを御覧ください。 

３、株式会社サンワーズ（澤内醸造）の取組についてのところでございます。 

株式会社サンワーズは、市内にあるイタリアンレストラン、リストランテ澤内のオーナー

シェフの澤内昭宏さんが、ワインの事業を行う会社として立ち上げたもので、ワイナリーの

名称は澤内醸造としてございます。 

これまでのサンワーズの取組としては、平成 28 年 12 月に八戸ワイン生産事業者として市

で認定され、今年度、ワイナリーの整備に必要な初期投資に対する補助金である、市の「平

成 29 年度八戸市ワイナリー創出支援事業」を国の補助金も活用しながら実施し、昨年９月
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末にワイナリー整備の工事を完了しております。ワイナリー完成後の 11 月には、酒類製造

免許を取得し、ワイン醸造を開始してございます、次のページをお願いいたします。 

そして、先月１月 25 日には、リストランテ澤内にて「八戸ワイン」をお披露目する「八

戸ワインファーストヴィンテージパーティー」が開催され、皆様既に御承知のことと存じま

すが、八戸ワインが２種、ナイアガラの単一品種で造られた白のスパークリングワインと、

キャンベルアーリー・マスカットベリーA・デラウェア・シャルドネの４品種で造られたロ

ゼのスパークリングワインがお披露目されました。 

昨年秋に収穫した南郷産ぶどうを使った八戸ワインは約 1,000 本製造されてございます。

その他には、南部町や山形県のぶどうを使用したワインも製造しており、次のページを御覧

ください。今後製造予定のりんごのシードルも合わせて約 8,500～9,000 本製造する見込み

となってございます。 

販売価格は、750 ミリリットルワインボトル１本あたり税込 3,024 円で販売しております。 

販売先は、ワイナリー「澤内醸造」併設のバー・ワインショップ、イタリアンレストラン

「リストランテ澤内」、市内大手スーパーマーケット「ユニバース」、市内の飲食店となって

おり、ユニバースでの販売は、販売した日に即日完売という報道があったとおり、「八戸ワイ

ン」に対する市民の関心の高さが伺えたものとなってございます。 

続きまして、４、八戸ワイナリー株式会社の取組についてでございます。 

八戸ワイナリー株式会社の代表取締役は、亀橋進さんで主にワインの製造及び販売を行う

会社で、南郷地区においてワイン用ぶどうの栽培も行うこととしてございます。 

 これまでの八戸ワイナリー株式会社の取組としましては、澤内醸造と同じく、平成 28 年

12 月に市から八戸ワイン生産事業者の認定を受け、現在、南郷地区においてワイナリーの場

所を選定中でございまして、ワイナリーがまだないため、昨年秋収穫の南郷産ぶどうを岩手

県紫波郡紫波町の株式会社紫波フルーツパークに醸造を委託しており、平成 30 年５月にワ

インの販売を開始する予定と伺ってございます。 

 また、先行して、ワインショップ「MI-CO（ミーコ）」を昨年８月に開業し、市内ワイン

エキスパートやソムリエ厳選のワインを販売しており、平成 30 年５月からは、八戸ワイナ

リー株式会社のワインを中心に取り扱う予定ということです。 

 以上、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の説明を終わり

ます。 

●会長 

ありがとうございました。 

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、ご意見、ご質問等ござ

いましたら、お願いいたします。 

●委員 

ようやく夢が現実になってスタートしたなと実感しています。これは多くの方がそういう

感じでいると思います。私にもかなり電話があって、どこで飲めるのかとか、買える場所が

ないかとか相当関心が強いなという印象を得ています。27 年３月に植えたぶどうが、今年ワ

インとして初出荷して、ようやくスタートが切られて、これからどのような、面積を増やし
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ながら、この地域に根差していくかという取組に進んでいく、言わば第一段階から第二段階

へとギアチェンジが行われた年ということで、関係者の方々には敬意を表したいと思います。

第二段階に入っていくと、それだけ夢を持った方々が参入しやすいような、制度的なものと

いうか色々なやり方がもしかしたらあるのではないか、一次産業だけでやりますと恐らく１

ヘクタールやっても今のところ 300 万円いかない、それを６次産業に結び付けて、収入が倍

になるという形になれば、すごい魅力があることに繋がっていくと思いますので、そういう

前例、方程式が出来れば、若い人達は面白いじゃないかと、南郷地区でもともとは葉たばこ

の跡地利用ということで、農地はたくさんありますので、それを活用して面積が増えていく、

それで知名度が上がって、八戸はワインの地域であるという形に繋がっていくと思いますの

で、第二段階をこれから進めるにあたって、どう進めてどう面積を増やしていくかが大事な

ことなんだろうと感じていますので、そのことを考えたうえで、取組が進んでいくことを期

待しています。 

あと、26・27 年度の実績がありますけども、28・29 年度は作付けが行われておりますで

しょうか。 

●事務局 

農業経営振興センターの石丸でございます。平成 28 年度は八戸市ワイン産業創出支援事

業というものを設けてございまして、苗木の購入への２分の１の補助を行ってございます。

28 年度の苗木の植付け本数は 1,219 本でございまして、平成 29 年度につきましては、13,000

本分の予算を確保してございまして、こちらも交付予定としてございます。以上でございま

す。 

●委員 

29 年は凄い本数が伸びていますけど、現実的にやる方々が手を挙げて、年度内に作付けす

ることで進んでいると考えて良いのですか。 

●事務局 

はい、お見込みの通りでございまして、13,000 本すべて希望をいただいているものでござ

います。 

●委員 

いままで 26 から 28 年度で約 3,000 本ですから、その４倍ということで、それが結果的に

３年４年経てば収穫できるようになってくる、５年のスパンを考えるとかなりの面積が栽培

されていると、前途洋々な状態になると考えて良いと。 

●委員 

 ちょっと聞きにくいことなのですが、１㎏単価がいくらなのかなということと、10 アール

あたりの収入 30 万円に対して経費を抜いたらいくら残るのかということを計算して、前途

ある未来になりたいなと思うのですけど、要は農家さんはあまり人件費を考えないでやって

いることが多くて、人件費を入れると全然足りないということが多くて、今後、１㎏あたり

値段が上がるものなのか、澤内さんと八戸ワイナリーさんとで買う値段が同じなのか、ワイ

ンの値段も同じく出すものなのか、それともお手頃価格なものを出すものなのか、わかる範

囲でお願いいたします。 
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●事務局 

まず、農業経営者の収入という観点で言うと、今のところ５年目のワイン専用品種の 10

アール当たり収量の基準収量は 600 ㎏に置いていますけども、目標としては 800 ㎏を目指し

てこれから講習会等を開催していく予定でございまして、ワイン専用品種以外のものについ

ては、800 ㎏以上ということで目標を立ててございます。今年はすべてのぶどうで１㎏あた

り 250 円でワイナリーに販売したのですけども、だいたい市場価格と同程度で売っていかざ

るを得ないのかなと、250 円×10 アールの収量ということになると思います。ワイン専用品

種については、今後ぶどうの質が上がっていけば値段の交渉に繋がっていくのかなと私共で

考えておりまして、全国的な価格の動向等を踏まえて、糖度が何度超えたらいくらになると

いう契約になっていくものと考えてございます。 

あとワインの値段ということですが、今年は、スパークリングワインがボトルあたり 3,024

円なのですけども、次から出てくる値段については、私共では把握してございません。以上

でございます。 

●委員 

 ということは、ワイン用ぶどうは上がる可能性があると、専用品種以外はだいたいこの値

段ということですね。 

 ワイン用をこれから植える人は、ワイン用ぶどうを植えることになるということですか。 

●事務局 

 そこは農業経営者の経営判断になる、ワイン用ぶどうを作ってみると根岸さんもよく御存

知であると思いますけど、作るのは難しいのですよね、専用品種以外はどちらかというと病

気にもかかり辛いし、売りやすいという傾向にあると思いますので、収量をたくさん取るの

か、技術的に極めて糖度を上げて稼いでいくのかということは経営判断になるのかなと思い

ます。 

●委員 

 できれば、農家さんが面白いと思わないとこれは絶対続かなくなるので、絶対これは成功

させてほしいなというのと、根岸さんらが儲かるようになってくれないと、誰もやらなくな

るという今までもそうなので、これは絶対生産者が面白いと思わなければダメだなとひしひ

しと感じております。以上です。 

●事務局 

 ありがとうございます。 

●副会長 

 わかる範囲で結構ですけども、今回澤内醸造さんで 1,000 本、次に八戸ワイナリーさんが

５月に販売するということですが、その販売本数がわかれば教えていただきたいとの、植付

けが増えてきているのですけども、平成 30 年に見込まれるぶどうの生産量とそれに見合っ

たワインの本数はどのくらいなのかというのを教えていただけますでしょうか。 

●事務局 

 ５月に出てくる八戸ワイナリーさんの分のワインの数量ですけども、約 2,000 本と伺って

ございます。あと、ぶどうの生産量ですが、剪定等で収量が変わってくるのですけども、29
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年度が 2.7 トンでしたので、今年はこれの 1.5 倍くらいは想定しても良いのかなと、まだ天

候等もありますし、今年の冬が寒かったので凍害等も心配されますが、順調にいけば 1.5 倍

くらいは取れるのではないかと考えてございます。以上でございます。 

●副会長 

 ワインの本数も倍まではいかないですか。 

●事務局 

 ぶどうの量が 1.5 倍だと、ワインの本数も 1.5 倍くらいにしかならないです。今年度もそ

うですが、八戸産のワインということであれば、倍くらいになるのは難しいと思います。 

 考え方としては、植えて３年目の樹でだいたい樹の持つ本来のポテンシャルの半分、４年

目で７割５分、５年目で 10 割ということで考えてございまして、それ以降になると収量が

増えるか、落とすかは生産者の判断によるところとなってきます。 

●委員 

 29 年度までの状況はわかりましたけども、30 年度について、どれくらい植えてみたいと

いう要望の声が届いているのかを知りたいと思います。 

●事務局 

 30 年度だけで 25,000 本分のご希望をいただいております。 

●委員 

 29 年度が 13,000 本、30 年度は 25,000 本、予算の点はこれから工面されるかどうかでし

ょうが、声としてはそれくらいあると。 

●委員 

 八戸をワインぶどうの産地としてイメージを描いているとすれば、だいたい何ヘクタール

くらい、ここまではいきたいという目標はお持ちなのですか。 

●事務局 

 いろいろな人から市としての目標面積はいくらなのかと聞かれるのですけど、これはワイ

ナリーの生産規模に合わせることになるので、ワイナリーが２社で良いと市としても思って

はおりませんので、増えるだけ良いと思いますので、その生産規模に合わせた面積が必要と

考えてございます。以上でございます。 

●委員 

 生産規模に合わせた面積ということは、２社のワイナリーさんは、これだけのワインを作

りますよという申請になっているのですか。 

●事務局 

 澤内醸造さんの生産規模というのは、ワイナリーが開設されておりますので正確なものは

出ていますけど、八戸ワイナリーさんの方がまだ検討中でございます。 

●委員 

 現実的に、安達さんという優秀な実際に経験した方が八戸においでいただいておりますの

で、生産者としてはすごく助かっているし、聞きたいことに対して的確に答えてくれる、若

い方々もあの人が先導として上手く入っていければプロジェクトもうまく進んで行くのだろ

うなと感じている、広くなって人数が増えてくると組織が出来てきて、それが上手く回って



 8 / 8 

いくようなことになっていくと思いますので、安達さんの存在は心強いです。皆さんがそう

いう風に言っておりました。機会がある度に話す場を設けていただければ安達さんに相談し

て、彼と一緒に進んでいきたいという雰囲気になっていますので大事にしていただければと

思います。 

●事務局 

 ありがとうございます。 

●会長 

 よろしいでしょうか。本件へのご質問はこれで終了とさせていただきますが、その他に何

かございましたらば、どうぞ。 

●委員 

 ある方から、ワインは南郷で売らないのかという話が来たのですけども、地元で取れたも

のを地元で売らないのかなという声もあったのですがどうなのでしょうか。 

●事務局 

 その件について、私からもワイナリーの方にお願いしておりまして、道の駅とか他のとこ

ろでもご希望があれば置いていただきたいなと考えております。以上でございます。 

●会長 

 他には何かございませんでしょうか。 

質問が無いようですので、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申し

上げます。どうもありがとうございました。 

 

 

 


