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平成 30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 31年３月 26日（火）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、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、石丸所長、中山生産

振興 GL、金濵技師、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 

しばらくご無沙汰しておりました。30 年度の締めくくりの会ということなので、よろしく

お願いしたいと思います。八戸ワインをさらに多くの方に飲んでいただけるような方向に持

っていければと思っております。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まして、議事を進行してまいります。 

議事次第の３番、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。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１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 30 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
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でございます。①定植品種の収量等についてですが、平成 30 年産ワイン用ぶどう生産状況

の表を載せております。 

上からピノノワールからポートランドまで９品種の収穫によりワイナリーへ出荷され、収

量の多いものでは、キャンベルアーリーの 1,413 キログラム、マスカットベリーA の 1,137

キロ、ナイアガラの 693 キロ、メルローの 456 キロと続き、トータルでは 4,742.5 キロの収

穫量となっております。単収は、10 アールあたりの収量を記載しており、多いものからポー

トランド、マスカットベリーA、キャンベルアーリー、ナイアガラという順になっておりま

す。表の右端には糖度を記載しており、デラウェア、メルロー、マスカットベリーA が 19

度を超えるものとなっております。 

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６月から今年２月までで計４回開催してございまして、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、６月 13 日にワイン用ぶどうの栽培管理についてと

いうことで、開花期から結果期の防除、新梢管理についての指導という内容でございます。

次の２ページをお開き願います。第２回目は、8 月 29 日に収穫適期、収穫期の管理について、

第３回目は 11 月 20 日に来シーズンに向けた管理についてとして、礼肥、剪定、根切、仕立

て･品種の変更、病害虫防除についてという内容でございます。最後、第４回目は、２月 25

日に春から夏にかけての作業についてと題しまして、休眠打破、剪定、病害虫防除について

という内容で実施してございます。 

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３ページを御覧願います。 

それと並行して、ワインの需要の拡大を図るための取組も行っております。 

①八戸ワインフェス 2018 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、３

人の講師においでいだいておりまして、一人目は、ヴィーノ・デッラ・パーチェのソムリエ

の内藤和雄さん、セミナーの内容といたしましては、「イタリアンワインの今、2018 のトレ

ンド」というテーマで、世界の醸造技術が上がってきており、ミネラルを感じるようになっ

た、イタリアでは、酸が際立つようにワインを造る傾向になってきており、これまで以上に

ワインが味わい深くなっているなど、イタリアワインの特徴等を講義していただきました。 

二人目は、次のページまで続きますが、カーブドッチワイナリーの醸造家の掛川史人さん

で、セミナーの内容といたしましては、「ワイン産地とは何か？～新潟ワインコーストとアル

バリーニョ～」というテーマでして、カーブドッチワイナリー周辺をナパバレーのような観

光できるワイン産地にすることを目指していること、ワイン産地にするためには、適正品種

を見つけなければ上手くいかない、新潟ではアルバリーニョという品種を見つけることがで

き、欧州品種で作るワインよりも品質が良いワインを造れるようになっているとのことで、

適正品種を見つけることの重要性をお話していただきました。 

三人目は、次のページまで続きますが、シャトー酒折ワイナリーの醸造家の井島正義さん

で、セミナーの内容といたしましては、「シャトー酒折が考える日本でのワイン造り」という

テーマでして、ワイン造りを初めた当初の失敗を経験に試行錯誤したこと、ぶどう栽培は海

外の事例を参考にすることは間違いであったことに気付き、日本の気候に合わせて日本独自
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の栽培方法をすることが良いぶどうを作るために重要であるという内容になってございます。 

続きまして、②「八戸ワインカレッジ」でございます。これは、八戸ワインの魅力を発信

するとともに、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ため、今年度初

めて開催したもので、全４回にわたり開催しております。 

まず、第１回目は、9 月 8 日に「ワインの基礎知識」というテーマで、本日御出席の松田

浩二委員が講師を務め、原産地ごとのワインの特徴や赤白の代表的なワイン品種を解説して

いただき、ワインを選ぶポイントや食材との合わせ方までワインの基礎を御講義いただきま

した。 

次の６ページをお開き願います。第２回目は、9 月 24 日に「テイスティング」というテー

マで、八戸パークホテルのソムリエの髙森亘さんが講師を務め、６種類のワインを実際にテ

イスティングし、テイスティングのポイント等を解説していただきました。 

８ページを御覧ください。第３回目は、10 月 27 日に「ぶどうの生産」をテーマに、実際

に南郷のワイン用ぶどう園地にて、当市の地域おこし協力隊の安達隊員が解説しながら、ぶ

どうの収穫体験をしていただきました。 

その下、第４回目は、第３回目が終了後、会場を柏崎の澤内醸造に移し、「ワインの生産」

をテーマに、澤内昭宏さんが講師を務め、実際のワインの生産現場を皆さんに見てもらいな

がら、ワイン造りの講義をし、八戸ワインが出来るまでの映像を見ながら、ワイナリーに併

設するブロンズグリルのハンバーガーとワインをいただくという内容となっております。 

10 ページを御覧ください。10 月 19 日に開催した「第 1 回八戸ワイン産業振興セミナー」

で、マスターソムリエの髙野豊さんを講師とするセミナーでございます。内容は、「特産品ヒ

ットの構図とアウトの構図」というテーマに基づきまして、全国でワイナリーが立ち上がっ

ているなか、おかしな方向に行ってしまった長野県のワイナリーの事例の紹介、逆にヒット

してうまく行っているワインの紹介をしていただき、八戸は後発なので悪い事例を真似しな

いようにできることが有利、国内最大級の港を持っているので恵まれている、気候的に酸が

強く出るため、スパークリングにすると良い味わいのワインができるのではないかというア

ドバイスもありました。11 ページをお開きいただきたいと存じます。 

今月３月５日にも八戸パークホテルで「第２回八戸ワイン産業振興セミナー」を開催いた

しました。講師に第１回に引き続き、高野豊さんをお招きして、「店頭試飲販売でみえてきた

ワインの消費の地域性」と題したセミナーで、髙野さん自らが店頭試飲販売に立った経験か

ら、ワインの消費に関する各地域での現象を紹介していただきました。そのなかでは、中国

では、日本でしか造っていないナイアガラの甘いワインが好まれ、飛ぶように売れたという

事例があり、日本でナイアガラのワインをまとめて中国に売り込めば、ワインの市場を取れ

るかもしれないというお話をいただきました。次のページを御覧ください。 

続きまして、④「八戸ワインフォーラム」でございます。これは、八戸ワインと八戸の食

やチーズとのマリアージュについて研究し、その魅力を発信するとともに、八戸ワインのブ

ランド化を推進するため、今年度初めて開催したもので、全２回にわたり開催しております。 

１回目が今月 14 日にリストランテ澤内で開催いたしました、八戸ワインフォーラム「八

戸ワインと八戸の食とのマリアージュ」で、澤内醸造の澤内昭宏さん、鮨・日本料理ぼてじ
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ゅうの店長の田中太将さん、ピロチュンのオーナーシェフの早川めぐみさんを講師に、各講

師が考えた八戸ワインに合う料理を提供していただきました。また、冒頭では、澤内さんか

ら「八戸ワインセカンドヴィンテージ」の御説明もしていただきました。 

次のページを御覧ください。２回目は今月 16 日にはっち２階にあるチーズデイで開催い

たしました、八戸ワインフォーラム「八戸ワインとチーズとのマリアージュ」で、講師にチ

ーズデイの店主の早狩昌幸さんが講師を務め、チーズとワインを合わせるポイントを解説し

ていただき、７種類の本場の熟成チーズを試食しながらチーズの解説も詳しくしていただき

ました。次の 14 ページを御覧ください。 

２株式会社サンワーズ（澤内醸造）の現状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して、平成 28 年に市が八戸ワイン生産事業者として認定し

ております。 

これまでのサンワーズの取組としては、平成 29 年度に、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ワイナリーを整備し、ワイナリー完成後の 11 月 21 日に酒類製造免許を

取得しワイン醸造を開始、昨年 1 月 26 日に八戸ワイン誕生となった八戸ワインファースト

ヴィンテージが発売されております。 

今年度に入っては、八戸ワインセカンドヴィンテージとして、白とロゼのスパークリング

ワイン計 1,300 本を今年 1 月 26 日に発売しており、価格は 750ｍｌワインボトル１本あた

り昨年と同じ価格の税込 3,024 円で、澤内醸造をはじめ、販売先は、市内スーパーマーケッ

トや酒販店等となっております。次の 15 ページをお願いいたします。 

続きまして、３八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、澤内醸造と

同じく、平成 28 年に市が八戸ワイン生産事業者に認定しております。 

 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、ワイナリー自体まだないため、

平成 29 年産のぶどうを岩手県紫波町の株式会社紫波フルーツパークに醸造を委託し、平成

30 年５月 17 日に南郷産ぶどうを使ったスパークリングワイン「ロゼペティアン 2017」を販

売、さらには、昨年 10 月 19 日には南郷産マスカットベリーA を使ったワイン「マスカット

ベリーA2017」も販売してございます。 

 八戸ワイナリー株式会社では、現在、市の平成 30 年度八戸市ワイナリー創出支援事業を

活用し、南郷地区の中野農工団地にワイナリーを整備しているところであり、来月には竣工

予定と伺っております。 

続きまして、４平成 31 年度の取組についてでございます。来年度も引き続き実施するも

のとして、（１）ぶどう栽培に関する調査研究、（２）ワイン需要の拡大を図るための取組の

うち、①の八戸ワインフェス 2019、②の八戸ワインカレッジ、次のページに移りまして、（３）

のワイン用ぶどうの苗木の購入に対する補助金、（４）のワイン用ぶどうの雨よけに必要なビ

ニール等の購入に対する補助金を来年度も実施することとしております。今年度と違うとこ
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ろとしては、（２）の③の市制施行 90 周年記念八戸ワインフォーラムになりまして、このフ

ォーラムについては、ワイン産業創出までの軌跡を振り返るとともに、新たな市の産業であ

るワイン産業のこれからの振興方策等について検討するために開催するもので、①の八戸ワ

インフェス 2019 と同日に開催することとしております。 

 以上、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・御質問等がございましたらお願いいたしま

す。 

●委員 

 ぶどうの収量なのですが、29 年度に比べたら増量になっているのか、去年は病気になった

のもあって、去年に比べたら同じくらいなのでしょうか。 

●事務局 

 お答えいたします。平成 29 年産の収穫量ですけども全体で 2,753 ㎏、今年度が 4742.5 ㎏

となっておりまして、あらかじめ私共で想定していた３年目の収量が約３ｔ、４年目で 4.5

ｔという推移に近い流れで来ているのかなと感じております。それぞれの品種については、

病気に弱かったりというものもございますので、中には量として減っているものもございま

す。以上でございます。 

●委員 

 計画通り順調に収量は伸びていっているという理解でよろしいでしょうか。 

●事務局 

 はい、量については計画通り推移していると理解しています。以上でございます。 

●委員 

 31 年度のぶどうの苗木の補助金で、要望が 15,000 本分とありますが、これが植栽されれ

ば当初より相当な数の苗木を植えてきたということになると思いますが、あと５年したらど

れくらいの量のぶどうが取れると考えておりますか。 

●事務局 

 あくまでも机上の計算になりますけども、澤内醸造の計画しているワインの製造本数とい

うのが 8,000 本、八戸ワイナリーが 60,000 本、計 68,000 本となっておりまして、それに対

するワイン用ぶどうの必要な面積は、あくまでも計算でしかないですが、11.3 ㏊あれば量的

に足りることになっておりまして、平成 30 年度末までに 12.5 ㏊ほどのワイン用ぶどうの面

積がありますので、あと５年全て成木になってしまうと、今のところこの面積で量は足りる

という計算にはなります。ただし、ワイナリーが求める品種、生産者が求める品種があって、

品種の更新なども想定されますので、まだ植え続けないとそれぞれが理想とする形にはなら

ないのかなと考えてございます。以上でございます。 

●委員 

 ワインを製造するワイナリーの能力に対するぶどうの作付面積が５年後には目標通り達成

するということでよろしいですか。 
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●事務局 

 補足で八戸ワイナリーの現状の製造能力が 60,000 本ですけれども、将来的には 100,000

本まで拡張したいという意向がございますので、それを踏まえるとまだ足りないことにはな

りますけども、今の 60,000 本の能力では足りる計算になります。以上でございます。 

●委員 

 わかりました。そこまで行く中で、今まで試験的な栽培ということで 19 品種を栽培して

きて、これから品種を絞っていく必要があると思うのですが、私どもの研究会で話し合って

絞るのか、ワイナリーからの要望があって絞るのかどちらになるのでしょうか。 

●事務局 

 あくまでもワイナリーが商業ベースで事業を行っておりますので、ワイナリー側の意向と

生産者側で作りやすいもの、収益性が高いものも見えてきておりますので、その話し合いの

中で双方が一番良いものになるかと想定しております。ただ、八戸ワイナリーの方では、混

植混醸と言いまして、いろいろなぶどうを混ぜていきたいという意向が今のところあるよう

ですので、何かの品種が淘汰されるというのは今のところ考えられないのかなと、あと、澤

内醸造で言うとナイアガラとか評判良かったりしますし、ピノノワールとかを使った赤の品

種のワインを出したいという意向もございますので、澤内醸造の方は、品種の絞り込みをし

ていくことは否定できないかなと考えております。以上でございます。 

●副会長 

 今後の方針としては、醸造は粛々とするとしましても、どちらの方向に向かっているのか、

昨年はどちらかというと市民向けにアピールしてワインに親しんでもらうということをした

のですけども、八戸市としてどうこれを扱っていくか、何を言いたいかというと、「VISIT

はちのへ」が立ち上がっていますので、外側にアピールしていく方向に出るのか、あくまで

も八戸の内々だけで広げていくのか、何か将来的な展望があるのでしょうか。 

●事務局 

 はい、ワイナリー側の考えもあるのですけども、まずは量が少ないうちは八戸内で飲んで

いただいて、観光資源として位置付けて、それに合わせる食事の方も皆さんにお楽しみいた

だきたいというのがあるのですけども、将来的に 68,000 本と増えてきますと、市場は世界

にということになるのかなと考えてございます。実際にワイナリー側の意向としてもそうで

ございます。以上でございます。 

 補足で言いますと、世界を見据えた市場で言うと、その部分は品種を決めていかざるを得

ないのかなという認識でございます。 

●副会長 

 今の植えている品種の中で言うと、現状どの品種に適合性があると考えておりますか。 

●事務局 

 正直わからないです。はっきりしているのは、量が取れる品種はわかってきている、だけ

どそれをワインにしたときに売れる品種かどうかはまだちょっとわからないです。ヨーロッ

パやアメリカをターゲットにするのではあればそれに向けた品種は決まっているのですけど

も、アジアがターゲットだと違う品種もという話もあって、どこをターゲットにするかで品
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種もワイナリー側である程度決めていくのですけども、それに合わせて生産者側の収益性と

いうのを考えていかないと生産者も増えないので、その合流点を探っていく作業を今後も続

けなければならないのかなと考えております。以上でございます。 

●副会長 

 収穫量でいえば、マスカットベリーA、キャンベルアーリーが圧倒的に多いですけども。 

●事務局 

 何を作るかというのは生産者側が経営的に見てどうかということに尽きるのかなと思って

おりまして、いくらワイナリー側で求めてもお金にならないと、品種を切り替える可能性も

否定できないと考えております。以上でございます。 

 追加ですが、生産者の方々と会議をすると厳しい意見もあります。どうしても作っていて

収量が少ない品種、病気に弱い品種があるわけで、それが世界的に有名なワインになる品種

であったりすることもあるので、今後は収益性の観点で探っていかなければならない課題だ

と考えております。以上でございます。 

●副会長 

 ワイナリーでは、収穫した品種によって価格が違うのでしょうか。 

●事務局 

 価格については、今年度に生産者の皆さんとワイナリーとでぶどう買取表を作っておりま

して、欧州系の品種とアメリカの品種とで値段が違っていて、糖度１度ごとに値段を変えて

ございます。いわゆる品種と糖度買いということになっていて、さらには出荷した際の健全

化率、粒の中に病気が混じると係数 0 点何パーセントを掛けたりすることで計算しておりま

す。 

●副会長 

 糖度が高いと美味しいというわけではないのですよね、酸味がなくなってもそうですし、

難しいですよね。 

●事務局 

 そうですね、ただ、どちらかというとぶどう自体に酸味が残る傾向にあるので、八戸につ

いては酸を気にすることはないのかなと思います。 

●副会長 

 糖度が上がっても酸味は別に気にすることはないと。 

●事務局 

 八戸の場合は酸が残りますね。 

●副会長 

 今年の澤内醸造さんのワインは完売ですか。 

●事務局 

 はい、完売です。数日で無くなったと伺っております。 

●会長 

 新しくワイナリーをやりたいという話はないですか。 
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●事務局 

 ございます。相談ベースでは頻度は多くないですけどもいらっしゃいます。 

●副会長 

 三八地域では新規就農はないですか。山形などではぶどうで新規就農が多いと聞いたので。 

●事務局 

 新規就農は多いです。ただ、ぶどうで新規就農すると最低ぶどうが取れるまで３年かかり、

その間は無収入になるのでそこが厳しいですね。ぶどうの木があるところに新規就農は楽だ

と思うのですが、八戸の場合は木があるところに新規就農は難しいです。ただ、南郷は八戸

の中でも新規就農が一番多い地区になっていて、多くの方はねぎ、ミニトマトなど収益性の

高い作目を選んで就農してございます。 

 参考までに割合で言いますと、南郷とその他八戸市では、50 対 50 です。 

●委員 

 新規就農はなかなか難しいと思います。若い人達にできれば 500 万円の収入を得たいとい

う形でいえば、ぶどうだと２ha くらい、しかも取れるまで５年かかるとなれば、なかなか若

い人達は手が届かないかもしれないです。 

●会長 

 これまで視察させていただいたところでも、新規就農でぶどうをやっている人は、他に何

か作物を栽培している人だったのですかね。 

●事務局 

 聞いていた内容ですと、一番多かったのは、植えてから３年くらいは他の農家に手伝いに

行きながらお金をもらって研修させてもらいながら過ごしていて、自分のぶどうができたら

独立という形が多かったと思います。八戸の場合はそこも難しいのかなと思います。 

●委員 

 ２ha だと人数は何人でできるものですか。 

●事務局 

 ワイン用ぶどうであると夫婦二人が限度かなと思います。 

●委員 

 ２人で 500 万円だと考えてしまいますね。果たしてぶどうだけでやっていけるのかなと思

います。 

 あと、昔から畑の境目とかに植えているぶどうがあって、親戚にあげていたりしているの

ですが、そういうぶどうを集めると結構あるのかなと思いますけども、そういうのは売れる

のでしょうか。 

●事務局 

 ナイアガラとキャンベルアーリーであればいくらあっても足りない状況ですので是非ワイ

ナリーに売っていただきたいと思います。農業経営振興センターまでお声掛けいただければ

ワイナリー側にお繋ぎしたいと思います。 

●会長 

 例えば、うちの学生とかが行ってお手伝いとかできるものですかね。 
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●委員 

 そういうのはありがたい話で、若いときからそういう労働をしないと、りんご１個の価値

もわからないと思うので、良い経験になるかと思います。 

●会長 

 ワイン用ぶどうとなると学生も喜んでやるかもしれないし、それがワインになったら卒業

するときには良い記念になるかなと思いました。 

●委員 

 農家は労働力が足りてないので、そういうお話はありがたいです。 

●事務局 

 今年度、ヴァンラーレ八戸の選手の方や八戸工業大学の学生さんがいらして、大分農家さ

んが助かったと伺ってございます。ただ、今年度はよく作業する日が雨の日になることが多

かったので、ある程度余裕を持った期間でやらないと難しいというのはあります。 

●会長 

 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

続きまして、議事次第の４番、農作物の収益性について、事務局から説明をお願いします。 

●事務局 

はい、資料２の１枚ものを御覧ください。ここでは、農作物の収益性ということで、平成

27 年 9 月に青森県農林水産部で作成した県内の主要作物の技術・経営指標から９つの作目を

抜粋した表でございます。 

 作目ごとに粗収益、経営費、所得、労働時間の項目でそれぞれ 10 アールあたりの金額と

時間を記載してございます。 

 所得の欄ですが、ハウス栽培のものでは、300 万円を超えているミニトマトが高く、露地

栽培のものでは、にんにくが 60万円で一番高く、次にピーマンの 55万円と続いております。 

 今回は、南郷地区で栽培されている作目のあくまでも目安となる数字を御紹介いたしまし

たが、今後も収益性のある品目がある場合には情報提供をしていきたいと考えておりますの

で、御参考にしていただければと思います。以上で、農作物の収益性についての説明を終わ

ります。 

●会長 

ただいま、事務局からの説明について、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 

 農作物関係ではございませんが、ワインについてですが、地域の状況といえば大袈裟にな

るのですが、私の友人や南郷の団体でもワインをと言う方が南郷地区で多くなってきていま

す。ビール党の人もワインをと言うし、南郷の団体の宴会でも必ずワインを出してください

というところが多くなってきています。南郷のワインはすぐ無くなってしまうので、近隣の

ワインで賄っている状況でございます。そういう意味では、ワインのＰＲが効いているのか

なと思っております。 
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●会長 

ありがとうございます。他に何かございますでしょうか。無ければ、事務局にお返ししま

す。 

●司会 

 以上をもちまして、今年度の南郷新規作物研究会議を終了いたします。 委員の皆様には、

来年度も御協力を賜ることになりますが、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。 

 


