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平成 30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 30年７月 30日（月）13:30～14:10 

場 所   八戸市庁本館３階第一委員会室 

出 席 委 員   犾守 弥千代委員、下沢 育男委員、曽我 安博委員、丹羽 浩正委員、

根岸 文隆委員 

八 戸 市   小林市長、出河農林水産部長、上村農林水産部次長兼農政課長、石丸所長、

中山生産振興 GL、苫米地主事、金濵技師、大坂 

 

●司会 

御案内申し上げました時間より少し早いのですが、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。 

平成 30 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。 

最初に犾守 弥千代様、その場で御起立願います。 

●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

30 年７月 30 日から、平成 32 年７月 29 日までとします。平成 30 年７月 30 日、八戸市長 小

林眞、よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に下沢育男様 

●市長 

委嘱状、下沢育男様、以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

●司会 

次に曽我安博様 

●市長 

委嘱状、曽我安博様、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 

●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 

●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。 
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●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。 

●市長 

それでは、御挨拶を申し上げます。まずもって本日は大変お忙しい中、御出席を賜りまし

て、誠にありがとうございます。このたびは、八戸市南郷新規作物研究会議の委員をお願い

したところ、御快諾を賜り厚く御礼申し上げます。また、委員の皆様には平素より当市の農

業施策の推進に御理解と御協力を賜り、心から感謝を申し上げます。 

さて、南郷地区において、国内需要の減少により、地域の農業経営を支えておりました葉

たばこの生産が減少し、地域経済に影響を与えていることから、新たな作物について研究し、

南郷地区の農業の活性化を図るため、平成 26 年度にこの八戸市南郷新規作物研究会議を創

設いたしました。 

皆様のおかげを持ちまして、これまでに新規作物として、ワイン用ぶどうと薬用作物を選

定し、現在、栽培に関する調査等を進めているところでございます。当研究会議は、創設か

ら５年目を迎え、更なる新規作物の研究等を進めるとともに、ワイン産業等の振興に向けた

今後の取組について、引き続き皆様の御意見をいただきながら、進めていきたいと考えてお

ります。 

本日は委員委嘱後の最初の会議でございますので、会長、副会長の御選任をお願い申し上

げますとともに、南郷地区の新規作物の研究につきまして、忌憚のない御意見をお聞かせい

ただきたいと存じます。 

結びに委員の皆様には、多年にわたり培われました豊富な知識と経験を生かされ、当市の

農業の振興はもとより、広く市勢の発展につきましても、お力添えを賜りますようお願い申

し上げ、挨拶といたします。どうぞ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 30 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。 

最初の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、小林市長が、会長が選任されるまでの間、議長をつとめます。 

●市長 

それでは、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、規則第４条第２項の規定により、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。 
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●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。 

●委員  

なし 

●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。 

これにご異議はございませんか。 

●委員 

 なし 

●市長 

 ご異議なしと認め、選任の方法は指名推薦といたします。どなたかご推薦をお願いいたし

ます。 

●委員 

引き続き、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。 

●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、他に

御意見はございますか。 

●委員 

 なし 

●市長 

 御意見がないようですので、これより会長及び副会長の選任について、委員の皆様にお諮

りいたします。 

 丹羽委員を会長に、松田委員を副会長に選任することに御異議はございませんか。 

●委員 

 なし 

●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 

また、会長を務めさせていただきます。昨日、出張の帰りにたまたま南郷を通ることがご

ざいまして、車で走っていましたら、ぶどう畑が見えまして、そのぶどうに比べると私はい

まだに成長していないなと、このような私が務めさせていただいて申し訳ないと思っており

ますが、微力ながら一生懸命務めますので、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。 

小林市長は公務のため、ここで退席させていただきます。 

丹羽会長につきましては、会長席に御移動願います。 
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●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」を御覧ください。 

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

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 

ご説明いたします。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、
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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、会長から承認を受けた後に、

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、会長が御欠席の時は、副会長にお願いしたいと考えております。 

●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

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 

特にご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、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、１回目は本日でございます。２回目以降はまだ日程は確定

しておりませんが、平成 30 年８月から９月まで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 30 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、来月、８月７日、８日に、山形県高畠町ほかに視察に行

きたいと考えてございます、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 27 日、これは八戸ワインフェス 2018 に合わせて開催したものでございまして、講師

として、東京にあるイタリアンレストラン「ヴィーノ・デッラ・パーチェ」 ソムリエの内藤

和雄さん、新潟県新潟市にあるカーブドッチワイナリーの醸造家 掛川史人さん、山梨県甲

府市にあるシャトー酒折ワイナリーの醸造家 井島正義さんをお招きして、フェスの当日に

講師１名につき一つのセミナーで計３回開催してございます。 

その下から次のページまで記載しているのは、今年度新たに実施するもので「八戸ワイン

カレッジ」の予定となってございます。これは、八戸ワインの魅力の発信とともに、八戸の

食とのマリアージュを研究し、ブランド化を推進することを目的に開催するもので、ワイン
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に関心のある市民を対象に、今年度は４回開催し、各回とも定員を 20 名としております。 

第１回目は、９月８日（土）に八戸ポータルミュージアムのシアター１で 18 時 30 分から

開催し、講師には、本日欠席の当研究会議の委員の松田浩二さんが「ワインの基礎知識」と

いうテーマで講義をしていただくこととしております。 

次のページをご覧ください。 

第２回目は、９月 24 日（月）、この日は秋分の日の振替休日で祝日ですが、八戸パークホ

テルで 17 時から開催することとしておりまして、講師は、八戸パークホテルの食堂宴会部

次長でソムリエでもあります高森亘さんで、テーマは「テイスティング」としており、ここ

では、実際にワインをテイスティングして八戸の食とのマリアージュを勉強する回となって

おります。 

第３回目と第４回目は、10 月 27 日（土）に開催することとしておりまして、まず９時か

ら南郷地区ワイン用ぶどう園にて、講師が当市地域おこし協力隊員の安達貴隊員で、ぶどう

の生産について勉強していただくものとなってございまして、第４回は、同じ日の 11 時か

ら昨年オープンしたワイナリー「澤内醸造」にて、ワインの生産というテーマで、澤内醸造

のオーナー兼醸造家の澤内昭宏さんが講師で、それぞれ、ぶどうの生産現場とワインの生産

現場の中でワインになるまでを通して勉強できる一日となってございます。 

続きまして、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１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、安達隊員が行ってござ

います。場所は 6 月 13 日の回は、悪天候で南郷事務所に変更になりましたが、次回以降は

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６月 13 日、「ワイン用

ぶどう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８月を予定し

てございまして、案でございますが「収穫適期及び収穫に向けた管理について」、３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（案）」を予定してござい

ます。 

以上で「今年度のスケジュールについて」の説明を終わります。 

●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 

 ワインに関するセミナーについて説明があったのですけども、10 月 27 日のワインカレッ

ジの時間等は決まってあればお知らせいただきたいと思います。 

●事務局 

 お答えいたします。10 月 27 日の予定ですけども、９時から南郷地区のワイン用ぶどう園

でぶどうの摘み取り体験をしていただきながら、ぶどうの管理について学んでいただいて、

11 時から澤内醸造で、ぶどうをお持ちいただいてワインの醸造体験というのを予定してござ

います。澤内醸造では軽食を食べながらワインを飲んで、オーナーの澤内さんの方からワイ

ンについてお話を聞くということにしております。以上でございます。 
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●委員 

 これは一般の方を対象としているのですか。 

●事務局 

 これから、広報はちのへの９月号とデーリー東北さんの８月の紙面の中でお知らせさせて

いただいて、ここで 20 名の募集をして、こちらのイベントに参加していただくというもの

でございます。以上でございます。 

●委員 

 ソムリエは、八戸市内ですと何名くらいいるのか、もしわかりましたら教えていただきた

い。 

●事務局 

 把握してございません。 

●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

から開花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、園主か

ら確認したり、現場を調査したものを記録してございます。 

平成 26 年度定植分について、品種ごとに差がありますが、マスカットベリーA について

は、発芽日は４月 29 日～５月４日、展葉日は５月７日～５月 13 日、開花日は６月 24 日～

６月 25 日、 

続きましてケルナーについては、発芽日は５月 10 日～５月 18 日、展葉日は５月 18 日～

５月 27 日、開花日は６月 22 日～７月１日、 

続きましてキャンベルアーリーについては、発芽日は４月 21 日～５月 10 日、展葉日は４

月 30 日～５月 16 日、開花日は５月 29 日～６月 20 日、 

続きましてピノノワールについては、１箇所だけですが、発芽日は５月５日、展葉日は５

月 11 日、開花日は６月 28 日、 

続きましてシャルドネについては、発芽日は５月 14 日～５月 18 日、展葉日は５月 18 日

～５月 25 日、開花日は６月 21 日～６月 28 日、 

続きましてナイアガラについては、発芽日は４月 21 日～５月３日、展葉日は４月 30 日～

５月８日、開花日は６月８日～６月 20 日、 

続きましてポートランドについては、発芽日は４月 29 日～５月３日、展葉日は５月８日

～５月 13 日、開花日は６月 22 までに開花、 
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続きましてメルローについては、１箇所だけですが、発芽日は５月 12 日、展葉日は５月

18 日、開花日は６月 30 日、 

続きましてリースリングについては、こちらも１箇所だけですが、発芽日は５月 20 日、

展葉日は５月 26 日、開花日は７月２日、 

最後にデラウェアについては、圃場が１箇所で、発芽日は５月４日、展葉日は５月 13 日、

開花日は６月 26 日という結果になっております。 

なお、（―）は、栄養成長を優先して栽培しているもの、（×）は枯死したものとなってお

ります。 

次のページをご覧ください。 

平成 27 年度定植分については、全部で 12 品種で、いずれの品種も１箇所の圃場で栽培さ

れており、品種ごとに差がありますが、シャルドネは、発芽日が５月 16 日、展葉日は５月

20 日、開花日は６月 27 日、 

メルローについては、発芽日は５月 12 日、展葉日は５月 15 日、開花日は７月１日、 

ブラッククイーンについては、発芽日は４月 24 日、展葉日は５月９日、開花日は６月 25

日、 

 ヤマソービニヨンについては、発芽日は４月 29 日、展葉日は５月７日、開花日は６月 22

日、 

 ネッビオーロについては、発芽日は５月７日、展葉日は５月 15 日、 

 トレッビアーノについては、発芽日は５月７日、展葉日は５月 15 日、 

 バルベーラについては、発芽日は５月７日、展葉日は５月 10 日、開花日は６月 25 日、 

 リースリングについては、発芽日は５月 17 日、展葉日は５月 26 日、 

 ツバイゲルトレーべについては、発芽日は５月 17 日、展葉日は５月 26 日、 

 ピノノワールについては、発芽日は５月 17 日、展葉日は５月 26 日でございます。 

以上で、ワイン用ぶどう品種の生育状況についての説明を終わります。 

●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、

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 

 ぶどうのことはわからないのですが、枯死があった中野や大森、やはり地形や土とかが問

題でしょうか。 

●事務局 

 現在、その辺は調査中でございまして、地区なのか、土なのか、管理なのか、品種なのか

というのを今後見極めていきたいなと、八戸に合った品種を見つけていきたいと考えており

ます。以上でございます。 

●会長 

他にございますか。 

続きまして、市内ワイナリーの概要につきまして、事務局から説明をお願いします。 
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●事務局 

資料３の市内ワイナリーの概要について御覧いただきたいと存じます。 

これまで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、ワイナリー名は澤内醸

造」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、ワイナリーの概要ですが、まず、株式会社サンワー

ズ「澤内醸造」ですが、ワイナリーの場所が八戸市柏崎二丁目 10－４、類家一丁目交差点か

どに昨年秋に市内初のワイナリーとして完成、昨年秋に収穫したぶどうを使って醸造を開始、

八戸ワインの販売開始は、皆様も御承知のとおり今年１月 26 日から開始されております。 

表は、主に八戸市産のぶどう、さらにはりんごを使ってワインやシードルを製造し販売し

ているものを一覧にしております。 

上から２つは、今年の１月 26 日に販売された、八戸産のぶどうだけを使って八戸で醸造

したいわゆる「八戸ワイン」で、ナイアガラの単一品種でつくった白のスパークリングワイ

ンと、シャルドネ・キャンベルアーリー・マスカットベリーA・デラウェアの混醸のロゼの

スパークリング、いずれもワインボトル１本 3,024 円、合わせて約 1,000 本弱を販売してお

り、新聞報道でもありましたが、売れ行きが好調であったということであります。 

下の２つは、今年５月８日に販売された、八戸市産のりんごと南部町のりんごをつかった

シードルで、ワインボトル１本 1,900 円、秋までに約 4,000 本生産予定、その下は八戸市産

のいちごを入れたミックスシードルを１本 2,500 円で販売、約 1,500 本の生産予定としてご

ざいます。 

次のページをご覧ください。 

はちのへワイナリー株式会社の概要となります。 

現在、はちのへワイナリー株式会社のワイナリーというのはまだございませんで、今年度

中にワイナリーを整備することにしており、国の地方創生推進交付金を活用し、市として

5,000 万円をワイナリー整備に対して補助することで進めてございます。整備場所は、南郷

の中野にある「中野農工団地 第１工区」としてございまして、ワイン用ぶどうの生産地で

ある南郷地域に整備される初めてのワイナリーとなります。 

今年の５月 17 日には、はちのへワイナリーとしてワインを販売しておりまして、醸造は

岩手県紫波町にあるワイナリー「紫波フルーツパーク」に委託してワインを生産、表は南郷

産のぶどうを使って醸造されたワインで、ロゼのスパークリング、ワインボトル１本 1,620

円、850 本の生産となっており、こちらも販売後間もなく完売したということです。 

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、事務局から説明がありました、市内ワイナリーの概要につきまして、御意見、

御質問等ございましたら、お願いいたします。 

●委員 

ありません。 
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●会長 

 それでは、その他には何かございませんでしょうか。 

 一緒に配付されているワイン検定については何か御説明ありますか。 

●事務局 

 会議が終わってから御説明しようとしていたものですが、折角なので、一般社団法人日本

ソムリエ協会のワイン検定というものが八戸市で９月 29 日（土）に開催されます。講師が

この委員会の副会長であります松田浩二さんがこの日本ソムリエ協会のワイン検定認定講師

の資格をお持ちでございまして、29 日は講習を受けた後テストになります。検定の申込みが

８月１日から９月３日でございまして、委員の皆様にも是非検定を受けていただきたいと思

います。ワインに関する教養を深めて、議論の質も上がっていくのかなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

●会長 

 他に何かございますでしょうか。 

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。 

それでは、事務局にお返しします。 

●司会 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の研究会議は終了いたします。 

 委員の皆様には、今後とも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。 

 


