第 71 回青森県農政審議会

議事録

令和３年７月 30 日(金)13:30～
アップルパレス青森３階｢ねぶたの間｣
発言者

内

容

１ 開会、会議成立報告
司会

それではご案内の 時刻となりましたので 、ただ今から第 71 回青森県農政
審議会を開催いたします。
まず、 本日の審議会に おける委員の出席状況 についてお知らせいた しま
す。
委員総数 19 名のうち、17 名の出席をいただいております。
本審議会は青森県附属 機関に関する条例によ り 、半数 以上の出席で 成立
するとされております ので、本会議が成立し て いることを御報告い たしま
す。
それでは開会にあたりまして三村知事 より御挨拶申し上げます。

２ 挨拶
三村知事

本日はお忙しい中、大変暑い中ではございますが、第 71 回青森県農政審
議会に御出席を賜りまして誠にありがとうございます。
そして皆様方におかれ ましては、日頃から本 県農政の推進はもとよ り、
県政全般にわたって格 別の 御理解・御協力を いただいております。 心から
感謝を申し上げます。
また、 この度は委員へ の就任を快くお引き受 けいただき、厚く御礼 申し
上げる次第であります。
さて昨年度は青天の霹 靂がデビュー以来 ６年 連続で食味ランキング 特Ａ
の評価を取得した ほか 、新たなブランド産品 として期待されます、 おうと
う「ジュノハート 」が 全国デビューを果たし ますとともに、令和元 年産の
りんごの輸出量が ３年 連続で ３万トンを上回 るなど、生産者や関係 機関と
一体で進めてきました 取組の成果が、着実に 現れてきていると感じ ており
ます。
一方、 本県農業を取り 巻く現状を見ま すと、 人口減少、超高齢社会 の 進
展に伴い、農業経営体数が平成 27 年度と比較いたしまして約 ２割減少し、
また農業従事者の約５割が 65 歳以上となっておりますことに加え、今般の
コロナ禍によります米 価の下落、農家民泊者 数の減少、消費者の 消 費行動
の変容など社会経済情 勢の変化により生じる 様々な課題に的確に対 応して
いくことが求められているところであります。
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また、新型コロナウイ ルス感染症の影響が長 期化する中で、 本県経 済を
早期に回復させるため には、本県の強みであ ります農林水産業がけ ん 引役
となって、経済を回す 仕組みを再起動させて いくことが極めて重要 である
と私としては認識するところであります。
このため、令和５年度を目標年といたします第４期「攻めの農林水産業」
におきましては、本県農林水産業の持続的成長と共生社会の実現に向けて、
収益力強化を図る産業 政策と、共助 ・共存の 農山漁村づくりにつな がる地
域政策の両面から積極 的に施策を展開してい るところでありますが 、今年
度は特に冷凍食品分野への参入促進など、新しい生活様式を踏まえた生産・
流通・販売体制の整備に重点を置いて取り組むことといたしております。
本日はこうした昨今の 情勢を踏まえた今後の 「攻めの農林水産業 」 の取
組の方向性につきまして、御審議いただくことといたしております。
委員の皆様にはそれぞ れの専門的な立場や経 験から忌憚のない 御意 見を
賜りますようお願いを申し上げ 、開会の挨拶といたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
３ 出席者紹介、会長の選任 等
司会

今回は委員の改選が ありましたので、会議 の前に委員の皆様を紹 介させ
ていただきます。
なお、皆様の任期は ７月 21 日から２年間となりますので、よろしくお願
いいたします。時間の 都合上、新任の委員に ついて出席者名簿の順 に紹介
させていただきます。 恐れいりますが、 御紹 介の際にはその場で御 起立く
ださるようお願いします。
青森県町村会会長の船橋委員です。
青森県土地改良事業団体連合会、専務理事の油川委員です。
青森中央短期大学、准教授の森山委員です。
青森県ＶｉＣ・ウーマンの会、会長の大平委員です。
公益社団法人青森県栄養士会、理事の齊藤委員です。
農家民宿・カフェ音水小屋、代表の佐藤委員です。
以上、委員の皆様よろしくお願いします。な お、青森県農業経営士会、副
会長の山内委員と、青年農業士の川村委員は欠席となっています。
次に県側の出席者を紹介します。
農林水産部長の赤平でございます。
農林水産部次長の石澤でございます。
農林水産部次長、農商工連携推進監の近藤でございます。
以下、関係課長が出席しております。
知事は次の公務が ございますので、ここで退席させていただきます。
次に本審議会の会長の 選任を行います。会長 は県条例第 ４条第１項 で委
員の互選により選任す ることとなっておりま す。 皆様から 御意見を 頂戴し
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たいと思います。 御意見はございませんか。
竹ヶ原委員

推薦ですけれども、弘前大学の佐々木長市先生を会長に推薦いたします。

司会

ただいま、佐々木委員 を推薦という御 発言が ありました。他にござ いま
せんでしょうか。
ないようですので、会 長は弘前大学の佐々木 委員にお願いしたいと 思い
ます。皆様よろしいでしょうか。
それでは、佐々木委員には会長席に移動をお願いします。
ただいま選任されました佐々木会長より 御挨拶お願いします。

佐々木会長

弘前大学の佐々木と 申します。本日は、攻 めの農林水産業の益々 の発展
に向けて、皆さんから 貴重な意見をいただい て、青森県の農業 に発 展する
ような会議にしたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

司会

ありがとうございました。次に会長職務代理者を選任します。
会長職務代理者は、県 条例第 ４条第５項によ り 、会長が予め指定す る委員
となっておりますので、佐々木会長により御 指名いただきたいと思います。
佐々木会長お願いします。

佐々木会長

それでは、会長職務 代理者は青森中央短期 大学の森山准教授にお 願いし
たいと思います。よろしくお願いします。

司会

佐々木会長から御 指名がありましたが、森山委員よろしいでしょうか。
森山委員、よろしくお願いします。
それでは、議事に移りたいと思います。
まず今回の審議会の進め方ですが、本日は １時間 40 分という限られた時
間となりますので、事 務局から案件の報告事 項と審議事項を続けて 説明さ
せていただき、その 後 に委員の皆様から御意 見を頂戴するという手 順で進
めさせていただきます。
それから本日は、弘前市の「もりやま園株式会社」が製造販売している、
甘くなる前の未成熟 り んご果汁を使った炭酸 飲料「テキカカアップ ルソー
ダ」を提供させていた だきます。御 試飲いた だきながら説明をお聞 きいた
だければと思います。
では議事の進行につき ましては、条例により 会長が議長として行う こと
になっておりますので、佐々木会長よろしくお願いいたします。

４ 報告事項及び審議事項
佐々木会長

それでは、早速議事に移らせていただきたいと思います。
案件の報告事項及び審 議事項について、続け て事務局の方から説明 をお
願いします。

農林水産政

農林水産政策課の成田と申します。よろしくお願いいたします。

策課

それでは私からまず報 告事項としまして、資 料 １と２について御 説 明い
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農林水産政
策課

たします。お手元に御用意いただければと思います。
資料１ につきまして は、昨年の農政審議会 で委員の皆様からいた だいた
御意見とその対応につ いて整理したものでご ざいます。これに関し まして
は今回時間の関係もあ りまして、説明を割愛 させていただきますの で、後
ほどお目通しいただければと思います。
続きまして、資料 ２を ご覧ください。資料２ は、新型コロナウイル ス感
染症による本県農業へ の主な影響と対応状況 についてでございます 。この
あとの審議では委員の 皆様にコロナの影響も 踏まえた本県農業の今 後の方
向性について 御提言い ただくこととしており ますので、まず現在の 本県農
業への影響について御説明させていただきます。
１ページをご覧くだ さい。 １ページは、コ ロナの本県農業の影響 につい
て整理しております。
影響が大きいものと しましては、外食需要 が減少したことで、県 産米の
影響が大きくなってき ておりまして、「 まっ しぐら」「 つがる ロマ ン」の売
れ行きが鈍い状況となっております。
また、青森シャモロ ックの出荷量が減少し ている ほか に、入国制 限によ
りまして、農作業に就 く実習生の確保が困難 になっていたり、農家 民宿で
の宿泊予約のキャンセ ルが発生している状況 となっています。また 日本酒
や土産品 などについて も、出荷量や売り上げ が減少している状況が 続いて
おります。
下の囲みにあります が、りんごや野菜など その他のものについて は、現
在大きな影響は見られていない状況でございます。
続いて ２ページをご 覧ください。 ２ページ からはコロナ禍でのこ れまで
の対応についてでございます。
米については、県産 米の需要創出に向けた 取組の ほか に、飼料用 米など
非主食用米や戦略作物 への作付 けを誘導して きました。現在も厳し い状況
にありますので、 県産 米フェアなどの需要創 出に向けた取組につい ては継
続していくこととしております。
３ページをご覧くださ い。畜産物では消費の 減少が見られました牛 肉や
地鶏について、学校給食に提供する などの取組を進めていきました。
また、花では活用して いただくためのＰＲに 取組んでいるところで ござ
いまして、現在消費の方は回復 してございます。
４ページ目をご覧ください。その他の県産品についてでございます。
各種キャンペーンを実 施する など、需要回復 に向けた取組を展開し てき
ております。 ただ先ほ どもありましたけれど も、 日本酒や土産品 な どにつ
いては現在も影響が見られるため、引き続き対策を実施して参ります。
５ページをご覧くださ い。労働力不足の対応 としましては、①にあ りま
すけれども、県内企業等の労働力の活用に向けまして、
「農業労働力ワンス
トップ窓口」を設置す る など、労働力確保対 策を実施しているとこ ろでご
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ざいます。農泊では、 早期に需要回復を図る ために、県民向けの宿 泊割引
助成などを実施しているところでございます。
続いて ６ページをご覧 ください。 ６ページと ７ページには参考とし て、
国及び県におけるコロ ナ関連の予算措置の状 況 をお示ししておりま す。 ６
ページが国、 ７ページ が県の予算となってお りますので、後ほどご 覧いた
だければと思います。
資料２ の説明は以上となります。
続きまして、資料 ３をご覧いただければと思います。
本日の審議事項につい て御 説明いたします。 テーマを「コロナ禍な どに
より急変する社会情勢 に対応した『攻めの農 林水産業』の取組方向 につい
て」としています。
本県が進める「攻めの 農林水産業」推進基本 方針は、現在令和 ５年 度を
目標年としまして、第 ４期目のちょうど中間 年を迎えております。 来年度
から、次の方針策定に向けて検討を進めていくこととしております。
本日委員の皆様には、 コロナですとか 、人口 減少ですとか 、急変す る社
会情勢を踏まえまして 、今後の本県農業の方 向性について 、御提言 ・御意
見をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。
１ページをご覧ください。令和元年度にスタートしました第 ４期目の「攻
めの農林水産業」推進 基本方針の概要をお示 ししております。第 ４ 期目の
攻め方針 は、本県農林 水産業持続的成長と共 生社会の実現、これに 向けま
して５本の柱で施策を展開しております。
５本の柱としましては「販売力強化」、「生産性向上」、それか ら「環境・
生産基盤保全」、それから「農山漁村振興」、そして「人財 育成」、この５つ
となっております。
２ページをご覧いただ ければと思います。 ２ ページからは、本県の 農業
を取り巻く現在の情勢 について、アンダーラ インを引いた 部分を中 心にご
説明していきたいと考えております。
まず１ つ目の「人口減少・超高齢化社会の到来」につきましては、急速に
進行しておりまして、2020 年農林業センサスでは、本県の農業従事者数の
約５割が 65 歳以上となっているという状況でございます。
それから ２つ目の「経 済のグローバル化の進 展」では、日米貿易協 定で
すとか、日英ＥＰＡが 発効するなどの動きが ありますので、状況を 注視し
ながら本県農業の競争力を高めていく必要があります。
続いて ３ページをご覧 いただければと思いま す。世界の食関連市場 につ
きましては、今後も拡 大していく見込みであ りまして、コロナ禍で の農林
水産物・食品の輸出額は年々増加している状況にございます。
次に「消費構造やニー ズの変化」につ きまし ては、共働き世帯など の増
加で加工品や中食での 消費が増加傾向にあり ましたが、今回のこの コロナ
を機に消費者の行動が 変容しておりまして、 その中でも冷凍食品な どの市
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場が拡大してきております。
４ページ、ご覧くださ い。 ５つ目の「高度情 報化と技術革新の進展 」で
は、
「新しい生活様式」への対応としまして、農 業分野におきましても、ス
マート農業など ICT 等を活用した先進技術の実装の動き、これが加速して
きております。
次の「農山漁村への新 しい ひとの流れ」につ きましては、コロナ化 で田
園回帰の気 運が高まっ ている一方で 、外国人 観光客 等の動きが停滞 してお
りまして、観光面では大きな影響が出てきております。
続いて ５ページです。７つ目は、「様々な危機事象の発生」については、
例えば昨年全国で高病原性鳥インフルエンザや豚熱が発生しておりまし
て、本県でもその発生 リスクが高まっている 状況でございます。豚 熱につ
きましては、本日から 本県に おいてもワクチ ン接種が始まったとこ ろでご
ざいます。
そして「ＳＤＧｓの理 念を踏まえた施策の展 開」が世界的に広がっ てい
る状況です。
６ページをお開きくだ さい。 ６ページには、 農業に関する国の主な 動き
を示しております。国では、新たな「食料・農業・農村基本計画」が昨年 ３
月に閣議決定されまし て、それを実行してい くために「みどりの食 料シス
テム戦略」の策定です とか、新しい農村政策 などについての検討が 今進め
られているところでございます。
このようにコロナの拡 大を はじめとしまして 、本県農業を取り巻く 情勢
というのは、非常に大きく変化しているという状況でございます。
続きまして ７ページ、 ご覧いただければと思 います。 ７ページから は、
こういった情勢の中で 本県農業におけるこれ までの成果、それから 県の今
年度の取組、そして来 年度重点化する予定の 取組を 、先ほどの攻め 方針の
柱ごとに整理してございます。
まず柱の１つ目、
「販売力強化」についてでございます。これまでの主な
成果ですが、大手量販 店との通常取引額や輸 出額は令和 ５年度の目 標に向
かって順調に伸びてきております。
県の今年度の主な取組 と しましては、ＥＣ市 場など成長分野への参 入で
すとか、新しい生活様式に対応した消費宣伝を実践しています ほかに、
「ジ
ュノハート」などブラ ンド価値の高い産品の 育成、水稲新品種「青 系 196
号」のデビューに向け た対策、それから国内 外の商社等との信頼関 係を生
かしたアジア市場での 販路拡大、そして産地 で冷凍する商品の開発 など、
こういった取組を進めているところでございます。
下の赤枠部分には、 来 年度重点化する取組の 方向性をお示ししてお りま
す。販売力強化 では、 来年度は冷凍食品やＥ Ｃ市場での販路開拓な ど新た
なビジネスチャンスの 創出 ですとか、品目を けん引する県産品ブラ ンドの
強化、輸出拡大に向け た総合的な施策の展開 などの取組を重点化し ていく
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考えでございます。
８ページ、ご覧いただ ければと思います。 ２ つ目の柱、生産力向上 のう
ちの水田農業、野菜、土づくりについてでございます。
目標として掲げている 水稲直播栽培の面積、 これは残念ながら伸び ては
いませんが 、これに代 わる技術としまして、 密苗移植 な どで現場で の作業
の省力化が図られてい るところでございます 。また、ながいものＡ 品、Ｂ
品率は順調に伸びています。
今年度の取組としましては、
「青天の霹靂」や「まっしぐら」などの収益
性向上に向けた ICT 等の先端技術の活用促進、また、ながいも、にんにく
の優良種苗供給体制の強化などに取り組んでおります。
来年度の方向性としましては、ICT 等の活用による「あおもり米」の生産
技術革新ですとか、冷 凍野菜の原料供給を念 頭に置いた生産体制の 構築な
どを重点化して取り組んでいくこととしております。
続いて ９ページでございます。
「生産力向上」のうち、果樹、畜産、労働
力についてでございま す。りんごのわい化面 積、生乳生産量は順調 に伸び
てきており ます。今年 度の取組といたしまし ては、りんごでは高密 植わい
化栽培などの導入促進 や、生産技術と園地の 継承に向けた仕組みづ くりに
ついて、また畜産では 防疫対策の 充実・強化 を進めている ほかに、 農業未
経験者向けの研修等による労働力確保・定着などに取り組んでおります。
来年度の方向性としま しては、りんご作業の 省力化、軽労化に向け た取
組の推進や、労働力確保・定着に向けた「臨時雇い」から「常雇い」、常雇
用への転換。酪農経営においては ICT を活用した省力化などを推進してい
くこととしております。
続いて 10 ページ、ご覧いただけれ ばと思います。 ３つ目の柱、「環境・
生産基盤保全」についてでございます。主な成果としましては、 30 アール
以上のほ場整備率などが順調に伸びてきております。
今年度の取組内容です 。生産コストの低減を 図る農地の大区画化で あっ
たり、農業水利施設の 維持管理や農村環境保 全のための地域活動の 支援な
どを進めております。
来年度はスマート農業 に対応した基盤整備で すとか、農業水利施設 の長
寿命化、防災・減災対策の推進、また「田んぼダム」や「ため池」などの洪
水被害を軽減するような取組も拡大、重点化する予定でございます。
11 ページ、ご覧いただければと思います。４つ目の柱でございます。
「農
山漁村振興」について です。これまで地域経 営体数が順調に伸びて きてお
ります。ただ、農家民 泊の宿泊者数は、コロ ナが拡大する前までは 順調に
伸びておりましたが、 令和 ２年度はそのコロ ナの影響を受けまして 、大き
く落ち込んでいる状況となっております。
今年度は、地域経営体 のレベルアップに向け た支援、それから地方 回帰
の気運の高まりに対応 した、本県農業・農村 の魅力の発信、それか ら教育
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旅行の本格再開に向け た受け入れ態勢のＰＲ の展開などに取り組ん でいる
ところでございます。
来年度は、地域経営体 と地域が共通認識を持 ち一体的に活動する集 落の
拡大、それから農泊需 要の早期回復に向けた 感染防止対策と誘客促 進の両
立などに取り組んでいく予定でございます。
最後 12 ページ、ご覧いただければと思います。「人 財育成」についてで
ございます。これまで の主な成果ですが、新 規就農者数は順調に伸 びてき
ておりますし、担い手 の農地利用率について も徐々に伸びてきてい る状況
となっております。
今年度の取組としまし ては、新規就農者の掘 り起こしと発展段階に 応じ
た支援などによる定着 推進、第三者承継を県 内に広めるための仕 組 みづく
り、それから担い手へ の農地の集積・集約の 促進などを進めている ところ
でございます。
来年度に向けましては 、県外の人 財確保に向 けたオンライン方式の 活用
や、非農家出身者の定 着支援の強化、また樹 園地等の円滑な集積・ 継承に
向けたマッチング活動 の強化、さらには農山 漁村づくりをけん引す る女性
人財の育成などを重点化していく考えでございます。
資料についての説明は 以上になりますが、県 ではこうした取組を進 めて
おります。委員の皆様 には、それぞれの立場 から今後の本県農業の 方向性
について、御提言・御意見をいただければと考えております。
よろしくお願いいたします。
佐々木会長

どうもありがとうご ざいました。ただいま 事務局から資料に基づ き説明
がありました。
まずは、コロナ禍などの急変する社会情勢に対応して、
「攻めの農林水産
業」の取組を推進していくという内容でございました。
今年度は、令和 ５年 度を目標年とする第 ４ 期「攻めの農林水産業 」基本
方針の折り返しの年で あり、来年度は次期 「 攻めの農林水産業 」基 本方針
の検討を始める重要な 年となっております。 このため委員の皆様に は、幅
広い視点で今後の 「攻 めの農林水産業 」に必 要な取組などについて 議論し
ていただくことが重要 だと思います。
皆様には、県が取り組 んでいくべき今後の方 向性を中心に、それぞ れの
置かれている状況や立場から 御発言をいただきたいと思います。
なお、 本日は委員の皆 様全員に発言をいただ きたいので、その点に 配慮
していただくようお願いしたいと思います。
できれば ３分以内ぐら いで、 後で意見を伺い たいと思いますので、 どな
たかどうでしょうか。
先ほどの資料 ３の戦略 １～５の順番に従って 関係していると思われ る皆
様に、私から指名させていただくという形で、意見を伺いたいと思います。
それに対して委員の方 々でお互いに意見があ れば、活発に発言をし て意見
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を交換していきたいと思っております。
販売力強化について 、 生協連の鎌田委員に 先ほど冷凍食品の話も ありま
したけれども、生協に おいて流通販売方法色 々工夫されていると思 います
が、いかがでしょうか。
鎌田委員

はい。県生協連の鎌田と申します。
このコロナ禍 で、消 費者の購買の動向が変 わって いるということ は、 確
かだと思います。
去年から、店舗での売上げ・共同購入での売上げは 110％、高い 時は 140％
と増えていまして、 う ちの中で食べるという ことが、はっきりと数 字に出
ていると思います。
ペースは鈍ると思い ますけれども、 そうし た動向がこれからも続 く、 そ
の傾向は残ると考えて います。ですので、よ り消費者のニーズに対 応した
形で、手間暇かけずに おいしく食べられる、 そういったものを提供 してい
くことが必要になると受け止めています。
そういう意味では、 冷凍食品の製造に力を 入れたいということは 本当に
大事なことで、事業の拡大にもつながっていくという風に思っていました。
私たちの関連でセン トラルキッチンを作っ て、配食弁当をやって い ます
が、病院施設関係の食事も含めて、一日 6,000 食作っています。
そうしますと、生の魚 や肉では手間がかかり すぎ るので、おのずと 冷凍
食品を多く使うという 風になっていま す。そ の関係で県内産の冷凍 加工さ
れているものが提供さ れると、県産 、国産と いう謳い文句を崩さず に需要
を広げていけると思っ て いまして、そこはや っぱり民間 だけではい かない
ところなので、ぜひ行政の支援が必要だという風に思っています。
それから、 コロナで 影響を受けたものが様 々あるということでし た。生
協でもなんとか協力出 来たらという風に思っ ていましたが、そうい う情報
が届かない、届いていないということが確認されました。
県内のいろんな流通関 係のところできちんと 協力し合って、県内の 産業
を支えていくというと ころで、もう少し協力 範囲を広げられるよう な取組
になっていけばいいのではないか と思っています。以上です。

佐々木会長

どうもありがとうございました。地産地消 はこうやって進むといいかな、
と聞いていて思いました。
続いて、ＡＮＥＫＫ Ｏ代表の村上委員に、 コロナ禍で産直への関 心が高
まっていると思われますが、販売力強化に向けて 御意見をお願いします。

村上委員

はい。ＡＮＥＫＫＯの村上です。
確かに、昨年と今年 、 コロナ禍で県外のお 客様は激減して います 。食べ
なくちゃいけないので 、地元の人とか県内の 近場の人は 、嬉しいこ とに来
ていただいて、お野菜とか求めていただいて います。
ただ、 お土産とか、そ れから贈答用とかそう いうものは、激減して いる
かなと思います。
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そうは言っても 農家 さんは 生産するので、 お野菜や 果物とか持っ て きま
す。ただ生産 に対して 需要が伴わないので 、 今朝も、すごくいいト マトな
んですけれども、 値段を下げられたりしてい ました。
今朝も 「冷凍しておけ ば何かに活用できる 」 と思ったん ですけれど も、
そういう 技術もあると 、生で出せない分を冷 凍して、 その冷凍を欲 しい方
もいらっしゃるので、 おいしい時期に冷凍 す るというのはすごくい いこと
だなと考えていました。
あと、コロナ禍でも お 店にお客さんは来てほ しいし、売ってあげた いと
いうのはあるので、 来 るお客さんには 、気を 付けながら 色々対応し て 差し
上げたいと思っています。
佐々木委員

ありがとうございま した。実際に経営され ているので、地域の状 況がよ
くわかって伝わってくるんじゃないかと思っていました。
続いて、 栄養士会の 齊藤委員、栄養士とし て健康とか食育の視点 で感じ
ていることがあれば教えていただければと思います。

齊藤委員

私は仕事で色んな高齢者の方の栄養相談を行ったりしてい ます。
一人暮らしの男性が特 にそうですが、女性も 一人だと野菜を 摂らな いと
か、大義になってきて 、食べ方が栄養的に少 し低下してきているん です 。
トマトは とっても食べ やすいとか、簡単に食 べられるものを勧めた り して
います。 トマトを作っ ている方は 甘酢にした り、ピューレ、 裏ごし して冷
凍にというようなこと もあ ります。高齢者が 、手軽に食べられる 半 調理品
のようなものがあればいいと思ったり します。以上です。

佐々木会長

高齢者の野菜不足、先 ほどの冷凍食品とも関 わって 、 上手く長期保 存し
て利用できるものがますます重要だ ということになるかと思います。
ブルーベリー は冷凍さ れると長く保存できて ると聞いておりますの で、
青森県でどんな可能性があるか皆様から意見を伺えればと思っておりま
す。
それでは栄養関係につ いては、森山委員から 食育あるいは地産地消 など
の推進について、若者 とか学生に対してどの ように取り組んでいけ ばよい
かお考えを伺えればと思います。

森山委員

青森中央短期大学の森山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
私の方が 栄養士を養成 する学科でありますの で、青森県民の皆さん に野
菜をどうしたらあ と 100ｇ摂取してもらえる か を課題にして、 自分 の授業
の中で、 自由に考えて 、食環境づくりという 視点で 意見 を出しても らうよ
うにしました。その中では冷凍野菜という意見も多かったです。
学生になると親元を離 れて一人暮らしする学 生も多いので、 買って も使
いきれない 、余らせて しま うことがあります 。 その点、 冷凍野菜だ と自分
の食べたい時に好きなように調理できる。しかも同じ野菜ばかりじゃなく 、
ミックスされたもの が あると使いやすいんじ ゃないかというような ことと
かがあります 。
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あと、 青森県は一次産 業が非常に盛んな県で すけれども、生産者の 年齢
が高くなってい ます。 一度にたくさんできて しまう と、それを流通 に乗せ
ることが難しいという ことも課題としてあります。学生 の案としては、今 、
宅配が流行ってい ます が、農家さんと直接契 約して、そういったも のが届
くものだとか、お野菜 ボックスのように 、傷 んで市場に出せないよ うなも
のでも販売できるよう な形にして、価格を下 げて定期的に届くよう な取組
をしたらいいんじゃないかとか、そういう案が出てきております 。
また、 地域の高齢者が 増えている中で、買い 物難民の方も多くなっ てい
るわけです 。そうする と、一番困るのは生鮮 食品、野菜のものだと 思うん
です。そういったもの が定期的に届くと、買 い物に行けない環境に ある方
でも、きちんとしたも のを購入できるという システムにも繋がって いくと
非常に良いのではないかなと思います。
また、 冷凍野菜の活用 として、野菜によって は冷凍すると食感が柔 らか
くなるものもあると思 います。例えば高齢者 の方で食べるのが難し い方、
そういった方 が食べや すい冷凍野菜 の開発に つなげてい くと、需要 もある
のではないかなと学生 を交えて話をしております。
現状として、青森県が 色んな食 材がある県だ ということを知っても らう
とともに、青森県の野菜をどう活用していくかを授業などで触れることで、
学生に考える機会だと か、自分の事として実 践してもらうようなも のに繋
げていければなと思っ ていますので、こうい ったことをまた持ち帰 りまし
て、学生に周知していきたいなと思います。以上です。
佐々木会長

どうもありがとうございました。
一人暮らしをしている 学生さんの健康状態 が 、親御さんはとても気 にな
ると思うので、野菜の配達、ＥＣ市場、そういう需要があるんじゃないか 、
コロナ禍であれば特に重要性が増してくるんじゃないかと思っておりま
す。
「生産力向上」について、青年農業士会の工藤委員から、ICT の活用、ス
マート農業・先端技術 の導入 、どのように取 組を進めていくべきか につい
て考えをお願いしたいと思います。

工藤委員

青森県青年農業士会の会長を務めております、つがる市の工藤康記です。
先に、 本日仕事の関 係で 、ちょうどヘリコ プターの防除の最中で して、
少し遅れてしまいました。申し訳ございませんでした。
ICT についてですが、技術革新のスピードが非常に速い。最近私たちの身
の回りでも ドローンが 普及してきたんですけ れども、 最初に農業用 ドロー
ンが出たのが７年ぐらい前になるんです。
７年前 と比べて、今のドローンの性能は、もう測りきれないんです 。GPS
対応とか、自分で考えて動くまでになりました。
それに合わせて、GPS の中継基地も自治体で設置するように なり、ICT が
使いやすい環境になっ てきているのは 、非常 に嬉しい の ですが、技 術革新
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のスピードが早く、自治体で基盤整備事業として行った GPS の基地が５ 年
後に使えなくなる という可能性もあるんです 。
常に技術革新されてい るもの が、オンタイム で更新され ると、私た ちも
新しい技術を取り入れ ることが非常に簡単に なっていきます。 そう すれば
生産能力も上がります し、省力化も進んでい くと思います。そこは 力を入
れていただきたいと思うところ です。
あと、 無人トラクター を入れたりする場合 で すと、ほ場の大きさが 鍵に
なってきます。中泊町 で行われています十三 湖ファームさんの試験 事業 。
あれは田んぼ一枚が ６ 反歩とか、大きいとこ ろだと １町歩 でやって い るん
です。３ 反歩の田んぼ であれば、無人にして も 活動範囲が狭められ て 特に
意味がないとい うのが 現場レベルでの話にな っています 。それに合 わせた
基盤整備をしっかり行っていただきたいなと思います。
ソフトの面よりもハー ドの面を 行政にはフォ ローしていただきたい なと
考えております。以上です。
佐々木会長

どうもありがとうございました。
続いて 、吉田委員から 、冷凍や加工、機能性 など本県の野菜には様 々な
可能性があると思いま すが、野菜の生産振興 で県にどのようなこと を期待
しているか。または自由な意見で構いませんのでいかがでしょうか。

吉田委員

野菜自体に機能性が 備わっているものが青 森県産品には多いと思 ってい
るので、冷凍などで 採 りやすく するのはもち ろんなんですけど、今 、私は
有機野菜の方に転向しておりまして、有機質の肥料や堆肥など使って、元々
にんにくが持つ機能性 を 最大限に出せるよう に、土づく り、農作物 の 出来
につながるところを重点的に強化しているところです。
ここに関して 、何か県 からのお力をいただけ ればと思っています 。 有機
栽培など肩書きがつい てしま うと、スタート する方はどうしてもと っかか
りにくいイメージを持つと思 います。
実際にやってみて４年経つんですけど、化成肥料を使うより有機質肥料、
ボカシを使う方が味も 良くなるし、やり方次 第で質・量とも上がる 栽培方
法だと私は実感してい るところ です。土だと か、こういったところ からの
底上げで、県産品とし ての魅力が付くと、プ ラス、加工だとか販売 戦略だ
とか、そういったところで飛躍的に伸びるのではないかと思っております。
以上です。

佐々木会長

どうもありがとうございました。
「みどりの食料システム戦略」では、 2050 年までに有機栽培の取組面積
を 100 万 ha にすると国の方針がでていました 。実際に取り組むと虫がきた
り結構大変だと思うんですけど、 県の方で何かありますか。
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食の安全・安

貴重な御意見ありがとうございます。

心推進課

食の安全・安心推進 課の荒関と申します。 県でも日本一健康な土 づくり
を基本とした環境にや さしい農業を推進して おりまして、来年度か ら の次
期推進プランを専門家の意見を聞きながら 現在作業しております。
吉田委員の御意見も 参考にしながら、今後 、国の「みどりの食料 システ
ム戦略」も踏まえながら計画づくりを進めていきたいと思います。

佐々木会長

どうもありがとうございました。
続いて 、りんご協会 の藤田委員に、りんご 産地を維持するため、 労働力
の確保や園地の継承について意見をいただければと思います。

藤田委員

りんご園地の継承については、 各地域にある協会の 270 近い支会の支会
長さんにお願いして、 自分たちの地域 で後継 者がいなくて伐採され る可能
性がある園地をピック アップして、やれる 人 に手を挙げてほしいと いうこ
とをしているんですけ ど、良い園地 は地域で 狙っている人がいて、 直ぐに
作り手が出てきます。 傾斜があるとか、排水 が悪いとか、そういう 条件の
悪い園地はだいたい伐られる運命にあ ります。
あと、りんごの平均耕作面積は 10 年前と比べると 増えている。そのよう
な中で、労働力がない ので、これ以上増やせないのが現状かと思います。
県外の人に 来てほしい なと思うし、あるいは 、県内の新規の人でも 、そ
の園地の機械・装備と かいろんな分野で応援 することはやっていき たいと
思います。
その中で考えたのは 、農地中間管理機構、 各市町村にある農業委 員会、
農協、りんご支会、そ この地域の人達が集ま って、自分たちの地域 をどう
するかという話 し合い です。その地域を県で 選ぶのか、または各市 町村に
選ぶのを 任せて、モデ ル地区をやった方がよ り具体 的に進むと思い ます。
一気に広げるより、重 点的に手を入れて、 地 域の未来像を 地域の人 達が 話
し合うほうがより進んでいくと思います。
もう一つ、 今年、全 国的に凍霜害でいろん な作目が被害を受けて いると
思います。 りんごにつ いて言うと、霜の被害 を受けるところは限ら れてい
るのですが、雹はどこ に降るのか分からない ので、これは国レベル の話に
なっていくと思うので すが、防雹、上に張る 網のような、それも張 りっぱ
なしではなくて、危な い時に直ぐに 張れるよ うなもの。 すでにヨー ロッパ
ではやっているそうで す。日本でも群馬県な ど雹が降りやすいとこ ろでは
やっているようなので 、そこを是非とも県段 階で研究して、そして 、国レ
ベルの事業の創出、県 でも創出すると、今年 みたいに凍霜害で大変 という
事態が防げると思いますので、よろしくお願いします。

りんご果樹
課

りんご果樹課の三上 で す。今、藤田委員から 近年災害が多い、 防雹 の御
意見がございました。現在、基盤整備･生産力強化ということで、国の事業
の果樹経営支援対策 を 使って生産効率の高い 園地 づくりとか進めて いるの
ですが、そこの中で防風網と 防霜ファンの設置については対応でき ます。
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防雹につきましては対 象になっていないので 現場の意見をお聞きし て、
また他県の意見を聞い て 、重要性が高いよう でしたら国に対して要 望に努
めたいと考えています。
佐々木会長

どうもありがとうございました。
このテキカカリンゴの ような形で有効利用が 可能かも しれませんが 、県
でも検討していただければと思います。
続いて、 小山田委員に 、畜産でも様々な課題 があると思いますけど も、
どのような取組が必要かお考えを教えてもらえればと思います。

小山田委員

はい、青森県畜産協会 でございます。今日は そういった立場でお話 しさ
せていただきます。ま ず、昨年のコロナ禍に よりまして業界では大 きな影
響を受けました。外食 産業の需要減により牛 肉の消費量が３割位減 ってい
る。それに伴って子牛価格も安くなったということがありました。
今はだいぶ 回復してい ますが、これからの農 業を担う上でもしっか りと
経営体に頑張ってもら わないといけない。当 協会といたしましても 、 もち
ろん国のお金も入っているのですが、昨年、総額 20 億円ほど経営支援とい
う形でお渡ししたところでございます。
そういう中で、やはり業界としては、まずもって安全･安心して食べてい
ただける、そういう畜 産物を生産しなければ ならないという想いで 取り組
んでおります が、残念ながら全国的に病気が発生しております。
豚熱という伝染病は治 療もできませんし見つ けたら処分しかないで す。
全国 17 県で約 24 万頭の豚に発生 している。これを何とか防がなきゃなら
ない。そういう想いで 、イノシシなど野生の 動物が農場に侵入しな い様に
各生産者の方が防護柵を作っているのです。
去年は国の事業を活用した方､そうでない方合わせて 70 農場程を防護い
たしました。しかし、 それだけでは安心でき ないということで、今 日から
青森県でも豚熱の予防ワクチン接種を始めているところです。
見方によってコロナ禍 というのは 、農業にと って大きなチャンスで はな
いか、先程の冷凍食品でもそうでございます。ICT を活用した労働力不足に
対応した働き方等々か らすれば、今が農業の 力を発揮できる状況な のでは
ないかと思います。
しかしながら、海外か ら食料を輸入すればい つでも安く入手できる 、食
べることができる、そ ういった傾向がありま す。昔から、食料自給 率向上
ということは国も叫ん でいたのですが、なか なか上がらない。そこ で今一
度農業の価値を国民の 皆さんに知っていただ く。そのためにも国産 の物を
食べよう・地元の物を食べよう、
「なぜならば」という一つの物語、そうい
うことを大々的に PR していくチャンスではないかと思います。
言うは易く実行 は大変 だと思いますが、そう いう農業の重要性・農 業の
価値の再認識というの ですか、消費者の皆さ んと考えて、そういう ことで
あれば地元産・県内産 ・国産という流れにな っていければいいなと 期待し
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ているわけであります。
国で「みどりの食料シ ステム戦略」を今年の ５月頃出したと思うの です
が、これと青森県の「攻めの農林水産業」の考え方・方針 は一致していると
思います。 今後、具体 的にどのような政策で やっていくのか、 提示 してい
ただきたいなという想いでございます。
確かに若い農業者が生 まれてきてはいるので すが、相対的に見れば 、残
念ながら農業者の人口 が減っている。どうす れば、新しい農業者が 入って
くるのか、土地がない のかお金がないのか 。 色んなことを今でもや ってい
るのです。しかしなが ら、まだ足りないとこ ろがあるのではないの か とい
う想いです。
私は十和田市のことも やっているのですが、 日々そういう思いで、 一人
でも多く後継者をつくっていきたいということで支援しているわけです
が、なかなか思うよう には伸びていかない。 今までもやられている とは思
うのですが、具体的に 何が足りないのか何を す ればいい のか、そう いった
事を、ぜひ県と一緒に考えていきたいと思います。よろ しくお願いします。
佐々木会長

はい、どうもありがとうございました。
皆さん農業に対する想 いがあると思いますの で、今日の審議委員会 で良
い提案をしていただければと思います。
次に環境・生産基盤保 全について、土地改良 事業団体連合会の油川 委員
から先程の大 区画とか 汎用化の話がありまし たので、意見を伺えれ ばと思
います。よろ しくお願いします。

油川委員

それでは、取組内容に基づいてお話しさせていただきます。
10 ページにあります環境･生産基盤保全の取組 は「山・川・海をつなぐ水
循環システム」という 大きなもの ですので、 今のコロナ禍で特別こ の取組
に大きな影響を与える ような事はないと思っ ています。着実に地道 に取組
をやっていけばいいと思っていました。
色々な状況をお聞きし ますと、米価が下がり そうだという問題があ ると
いうことで、お聞かせいただきたいことが２点あります。
スマート 農業の取組。 十三 湖地区で実証事業 をやるということで、 その
内容をお聞きかせ願いたいということ。
また、一番下の方に「田んぼダム 」というものもあります。これは、防災
のための取組なのです が、最近 、緊急の課題 になっているのが、 国 土強靱
化の取組。今年は空梅雨です。本県では台風も雨を降らせてくれなかった。
雨という恐怖 を我々身 近に感じないままずっ と過ごしてきてい ます 。去年
であれば秋田・岩手辺りでは大洪水。２年前は福島では 200 年に１回の大
雨が降ってい ることを 考えますと、やはり水 稲 を中心とした防災対 策の一
環として、
「田んぼダム」が非常に大事になってくるだろうと考えます 。こ
れについての取組･状況と 、今後の方向性について 具体的にお聞かせ願いた
いということでございます。
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農業生産の安定には基 盤の充実が、コロナ禍 においても重要だとい う こ
とは間違いないと思い ますので、先程も言っ たスマート農業 、田ん ぼダム
について県から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
農村整備課

はい。農村整備課の増岡と申します。
「田んぼダム 」に関し てです 。近年の大雨に よ り、全国的な動きと いた
しまして、それぞれの 地域で国、 県、市町村 の関係者が一丸となっ て流域
全体で洪水を 軽減して いこうといった、流域 治水プ ロジェクトが各 地域で
行われております。
その中で「 田んぼダム 」の取組が位置付けら れています。一方、実 際に
「田んぼダム 」を導入 するためには、水田に 水が貯まるように排水 口の整
備が必要となってきま すし、きちんと管理す る体制が必要になりま す。地
域の農業者の 皆さんの協力等も必要不可欠となっております。
県としては、新規にほ 場整備を行う地域を中 心に取組を進めようと して
いるところでありまし て、各地域の農業者の 皆様と連携しながら、 御協力
をいただきながら今後進めていきたいと考えております。以上です。

佐々木会長

十三湖でやっている事業についての情報はありますか。

農村整備課

工藤委員からも整備に ついての話がありまし た。スマート農業、基 盤と
いう観点から言います と、大区画化が不可欠 だと思っております。 予算が
絡む話になりますので 各地域の要望を踏まえ て、 引き続き、 計画的 にほ場
整備を進めていきたいと考えております。
また、基盤という意味では、GPS で位置情報を把握することが必要となっ
ておりまして、GNSS 基地局を設置しております。今、中泊に １基設置済み
で、本年度は中泊町 に ２基つがる市に４基、 計６基を整備すること で進め
ております。五所川原 市からも要望が出てお りますので、引き続き 、調整
しながら基地局の設置を進めていきたいと考えております。以上です。

佐々木会長

どうもありがとうございました。

農林水産政

続けて、私から中泊町 のスマート農業の実証 について補足させてい ただ

策課

きます。
この事業 は、国の実証 プロジェクト事業を活 用 して、水田の大区画 ほ場
における 大規模一貫作 業体系の実証というこ とで、中泊町 の十三湖 の土地
改良区を中心に、例え ば県の産技センター・ メーカ ーも入ったコー ンソ ー
シアムを組んで実証に取り組んでおります。
令和元年と２年の取組 になっておりまして 、 自動走行トラクター、 それ
から自動直進 田植機、 水管理、ドローンによ る農薬散布 、一連の流 れで労
力の軽減などを実証したところでございます。
特に効果があったとこ ろとして、 水管理の労 力が９割 方削減された 、あ
るいはドローンによる労力削減が大きかったというデータが出ておりま
す。
これらにつきましては 、国の事業の目的の一 つでもあるのですが、 現場
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での情報提供、近隣の 方々、農家の方々を集 めて、こういった技術 を広く
情報提供し て、スマー ト農業の普及を進めて いるというところでご ざいま
す。以上でございます。
佐々木会長

どうもありがとうございました。
地球温暖化に伴って、 災害なり作物などの変 化が生じてきていると 思い
ます。こういう問題については幅広い議論が必要ではないかと思います。
次に４番目の農山漁村振興に移りたいと思います。
町村会長の船橋委員に 農業生産 や集落、地域 を維持していくために 町村
会長の立場から御意見をお伺いしたいと思います。

船橋委員

私の町は人口が約１ 万におります。県 内の 標準的な町村だと思っ ており
ます。ところが、平成 28 年から令和２年度まで生まれる赤ん坊 は、平均で
46 人。一クラスなのです。生産年齢人口が増えないと消費も増えない。 も
のすごく深刻だと思います。
町自体が平均で、過去 14 年で毎年約 241 人位が亡くなられています。私
が町長になって 10 年、10 年経ってどうなったかと言いますと、人口が１万
3,000 人いたのですが、今は１万人。3,000 人減った。非常に厳しい状況で
す。
特に若い方が いない。 例えば、お祭りをやっ ても人が集まらない。 ホタ
テの祭典も中止となりました。平内町として何を PR したらいいのかという
思いがあります。
外から人を連れてくれ ばという話もあります 。確かにそういうこと もあ
りますが 、日本全体で 人口 が増えないと、そ れも難しいと私は考え ており
ます。
我が町はホタテの養殖の町で す。今年は単価が高くて、100 億円を超える
のではという話も あり ます。ただコロナ禍の 状態でなかなか需要が 伸びな
いという現実もござい ます。 稼ぐ人は多く稼 ぎます が、 稼いで体を 壊しま
す。それだけ の犠牲を払って 所得を増やしているという事でございます。
ホタテ漁師の跡継ぎは どうなのかというと、 ほとんどいない。作業 自体
がきついですから、よそから来てやろうとはなかなか ならいない。
町 と 漁 協 と お 金 を 出 し 合 っ て 後 継 者 を 作 る た め の 塾 み た い な ､例 え ば ２
年３年くらいかけて、 基金みたいなのを作っ て、後継者を育ててい こうと
いう話を私の頭の中で思っております。
そうでもしないと、このホタテの養殖 事業が続いていかないと思います。
実際やっている方が若い方で 60 代、あとは 70、80 代。この方々は後 10 年
経つと続けられ ません 。そういう状況ですの で、１日も早く継承の ための
事業を起こしていきたいと思っております。以上であります。

佐々木会長

どうもありがとうございました。
皆さん、竹ヶ原委員からは農村でのプレーヤーやサポーターとか不足し
ていると、船橋委員か らもありましたけれど 、地域をつくるための 人なり
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若者が必要だと思いま すので、どういった視 点が必要かということ を、塾
の提案などがありましたが考えたことをお願いします。
竹ヶ原委員

小山田委員からお話が あったように、この頃 、 学生や 主婦、小中学 生と
話をしていて 農業が遠くなっているなと つくづく感じます。
野菜や 果物など商品か ら料理 する色んなメニ ュー には 興味があるの です
が、その 前の段階で、どういった所で 、どう育って、どう収穫するのという
ことがスコンと抜けているような感じを受けています。
国で半農半Ｘ の話をし ていますけども、半農 半Ｘ、農のある暮らし と私
は呼んで いるのですが 、それをやりたい と思 う若者が来ても、なか なか地
域で受け入れる土壌が できていないことがま だまだ見受けられると 思って
います。
そういった部分で「昔はこうだったよ」だけではなくて、
「どうやって新
しいものを受け入れる か 」という地ならしが 必要ではないかと、つ くづく
感じています。自分の できることで支援して いきたい 。 このように 思って
おります。以上です。

佐々木会長

どうもありがとうございました。
次は、 農家民宿・カフ ェ音水小屋の佐藤委員 から 、農泊 これは需要 の回
復が必要だと思います が、県にどのようなこ とを期待しているかと いうこ
とを伺えればなと思います。

佐藤委員

はい。農家民宿・カフェ音水小屋の佐藤美穂子です。私は、大阪で生まれ
育ちました。 夫は埼玉 で生まれ育って、 それ で５年前青森県に家族 で移住
してきました。今は夫 の祖父母の空き家にな っている家に家族５人 で暮ら
しております。
私はずっと東京で仕事をしていたのですが、すごく疲れてしまって､その
時にたまたま先輩方が 農のある暮らしをされ ている方が多くて、そ れに私
も参加させてもらっているうちに「ああ、この暮らしは違うな」と思って、
まさに先程竹ヶ原先生 がおっしゃっていた農 のある暮らしがしたい なと思
って、こっちに来ました。
次世代 に残してい きた いもの 、100 年後に残 していきたいもの って 何だ
ろうとずっと 考えてい て、こっちに来たとき に「これが次に残して いきた
いことなんだ 」と自分の中でやっと納得できて暮らしております。
今、自分で取り組んで いるの は、民宿で未就 学児の子を無料にして いる
ことです。その子たちが「また来たいな」と思ってくれたら、すごく嬉しく
て、カフェ、民宿とも 小さなお子さんとか家 族が来やすいような取 組をし
ています。夫は小さい頃におじいちゃん･おばあちゃんの所で体験させても
らったことが楽しくて 、いつか移住したいな という気持ちがあった みたい
です。農のある暮らし を身近に感じられるよ うな場所に自分はして いきた
い、情報発信していきたいなと思っています。
あと、やはり、地域ごとに課題があると思います。私の住む五戸町でも､
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どんどん人口が減って いて 、この５年で農村 を守る人が減っていっ ている
なと感じてい ます。最近 60 代の方が自分の小さい頃とは全然違うという話
をしていました。この 50 年 60 年で青森はそんなに環境が変わ ってしまっ
たのだと思うと、50 年後、60 年後にはどうなっているのかと 不安になって
しまいます。だから、 地域ごとの課題をみん なで解決 できる ような 仕組み
がほしいです。
私は、 築 200 年の「ふるさとの家」という古民家をみんなで守っていこ
う と 思 っ て イ ベ ン ト を し た り ､コ ロ ナ 前 は 関 東 の 息 子 の 保 育 園 が 同 じ だ っ
た子どもたちを呼んで 合宿したりしていまし た。これからも色々な 取組を
していきたいと思うの ですが、やはり田舎暮 らしはきれい事だけじ ゃない
ので、農に関わる のは 、大変なこともいっぱ いあります。夢ばかり 伝えな
いで、刈払 いがあると か部落も大変だとか、 そんなことも乗り越え ながら
暮らしているというこ とも、ちゃんと伝えて いかないといけない と 最近思
い始めています。以上です。またどうぞよろ しくお願いします。
佐々木会長

どうもありがとうございました。
貴重な体験談を聞けて良かったと思います。
次に、また旅くらぶ 代表の高木委員に 、農 業と観光の分野の連携 につい
て、どのように進めていくべきかお考えを伺えればと思います。

高木委員

はい。旅行会社をやっています高木です。
なかなか人と接触しに くい状況なので、受入 側の農家さんも家族が 心配
するので受け入れできないという方もいます。
今までグリーン ・ツー リズム協議会を作って 活動してきて 、徐々に でき
ることも増えて、弘前 大学の留学生や県外の 大学生など受け入れを 毎年続
けてきました。
ここ２年間 は途絶えて しまったのですが、弘 前大学国際連携部のハ ンナ
先生を構造政策課の事 業で繋いでいただいて 交流が始まり、私たち も外国
人の受け入れに必要な 準備を聞きながら、一 緒に交流を楽しみなが らやっ
てきまし た。それが今 はできなくなっていま す。 先生から外国から の留学
生たちが入国できない と 連絡がありました。 その学生のために 、青 森の暮
らし・文化や歴史、そ ういったものを自らカ メラを回し、地元の方 に話を
聞いて学生たちに教材として作っています。
きれいなパンフレット ・きれいな動画など日 本各地たくさんあると 思い
ます。そこか ら選ばれ るためにはどうしたら いいのかと思った時に 、ゆか
りのある方の力を借りて、自分たちの言葉で自分たちの地域を PR したり、
「今こんな課題がある 」、「自分たちはこうな りたい」というような メッセ
ージを添えて、今この 状況 でもリモートで繋 いで海外や県外の人た ちと交
流はできるのかなと思っています。

佐々木会長

どうもありがとうございました。
リモートで仕事をで きる時代になってきて いますし、海外の様子 もイン
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ターネットで身近にわ かるようになって いま す。 コロナの後にはそ ういっ
た社会変革がどんどん 進むのではないか 、我 々も会議はほとんどイ ンター
ネットで行っているの で、これから地方と都 会の差が少し縮まるの ではな
いかと思っています。
次に上明戸委員に、幅 広い分野で活躍されて おりますので、人財 育 成に
関わらず広い視点で御意見を伺いたいと思います。
上明戸委員

はい。ここのところ、 インターネットやオン ラインを活用した場面 に携
わる事が多く、新技術を活用した PR といったものに大変興味深いものを感
じます。アバターを使って消費者とのコミュニケーションとか YouTube で
動画配信などをして PR・販売強化しているということもコロナ禍らしい 展
開の仕方だなと感じています。
ところで、私は野菜ソ ムリエの会ですが、こ れまで野菜ソムリエの 会で
は野菜レシピの提供や 試食などをイベントで やっていましたが、コ ロナ禍
ではイベントがなく何 もでき ませんでした。 今年は、少人数ではあ ります
が、りんご勉強会を県 のりんご果樹課から委 託を受けて展開してい く予定
としています。少人数だけれども、だからこ そより濃い学び･体験をさせて、
子どもたちにしっかり とりんごの事 を分かっ て もらいたいと考えて おりま
す。
YouTube の件ですが、ジュノハートの時も YouTube 配信していました。新
しいものを取り入れる のはいい のですが、作 った物を見てもらうと いうの
が大変で、テレビ番組 も 見てもらうのが大変 なのですよね。それを どうし
ていくのかが大きな課題だと感じております。
そして、来年、山形で新しいさくらんぼが出てくるそうで、生産者・生産
量も多いそうなので、 ジュノハートの希少性 、話題をかっさらって いくの
ではないかと心 配があ るので、何とかここも 対策してほしいと思い ます。
記憶に残 るアピールを 続けるにはどうしたら いいのかなということ を一緒
に考えていただきたいものです。
もう一つですが、女性の活躍推進という ことで Vic･ウーマンの会長もお
みえですが、ViC･ウーマンの プレ ViC・ウーマンというのを設けたらいかが
でしょうか。
もっと若い世代の女 性 の向上のための機会が あってもいいのではな いか
と思います。 ビックウ ーンの皆さんはとても 力強くて頼もしいので すが、
若いお嫁さんだとか娘 さん世代がなかなか学 びの場に行けない。既 にリー
ダーの方々は ViC・ウーマンですが、そこにいくための 20 代・30 代・40 代
半 ば の 若 い 世 代 あ る い は 農 業 法 人 に お 勤 め の 方 ､農 家 の 後 継 者 に な る で あ
ろう、お嫁さん 、娘さ んだとか、あと移住者 の方とか応援隊の方と か対象
を幅広くして、これか らリーダーになっても らえたらいいなという プレ世
代の勉強の場、ViC・ウーマンプレサミット のようなもの があればどうか な
と提案したい です。加工･調理だけではなく、スマート農業、マーケティン
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グ、農業経営といった 勉強の場、経営者とし ての勉強会を若い世代 に提供
できたらどうでしょうかという提案です。つたない意見ですが、以上です。
佐々木会長

どうもありがとうございました。
それでは、ViC・ウーマンの大平委員に、女性の活躍が一層重要だという
ことを考えていま すが 、取組や今提案された ことについて意見を伺 えれば
と思います。よろ しくお願いします。

大平委員

ViC･ウーマンとは大き い女性ではなく、ヴィ レッジ、コンダクター 、オ
ブ、ウーマンの略です 。若い世代については 、畑美人という組織が ありま
す。そちらは若い世代 の方が入っている組織 です。国でも若い女性 の団体
を作っているので、ViC・ウーマン に入ってくだいと言うと畑美人に入って
いるということが実際多いです。
ViC･ウーマンになって いる人は農家レストラ ン、黒ニンニクのネッ ト 販
売、ピンクのリンゴジ ュースなど、賞をいた だいて活躍している方 もいま
す。
人材育成では、家族内 協定を国や県で進めて い ます。 お嫁さんに産 直を
任せてみたら面白くて 、経済力も上がって、 私もそのうちの一人で す 。産
直に物を出すと、これが自分の日銭になる。
「今日は３千円」から「１日１
万円」になる。１日１万円だとすると１ヵ月 30 万円になります。それを実
際に見せると喜んでやります。
実際、私もトマトやニ ンニクをやっています が、今の時期すごく採 れ ま
す。先程冷凍野菜の話 がありましたが、冷凍 だと瞬間冷凍でないと 売れな
い。乾燥野菜にすると結構売れます。ただし、手が足りません。
県なり地区で大きな 瞬 間冷凍する施設を 持っ ているのであればでき るの
ですが、そうなると保存する場所がない。
乾燥するのであれば自 分の家で涼しい場所で 保管できるということ もあ
って、自分では乾燥野菜にしています。今は無理ですが秋はやっています。
友達に勧めてみるとバ ーニャカウダーが若い 人に流行っていて、ニ ンニ
クのスライスしたのと か 、ニンニクチップも 出来るし、トマト をド ライト
マトにするとニンニク と一緒にイタリアンセ ットみたいな感じでパ スタに
使える。そういったセ ットを県でも進めてい けばいいのかな と思い ます 。
乾燥するのは意外と簡 単なので、若い人たち にもやってもらえばい いのか
なと思いました。

佐々木会長

どうもありがとうございました。
最後に、山本委員か ら人口減少する中 で土 地利用をどのように進 めてい
くべきか、 農地中間管 理機構などについて色 々話しがありましたが 、お考
えをお伺いしたいと思います。

山本委員

今、農業現場 では、 いわゆる団塊の世代の 方々が次々とリタイア してい
ます。
後継者のいない団塊の世代の方 から、「後２年くらいで農業を辞めたい 、
- 21 -

自分の農地を引き受け てくれる方を今から探 しておいてくれ」と 私 も農業
委員なのでよく相談を 受けます。私はその話 を聞くと市の農林課に 行って
人・農地プランでマッ チングを試み ます。地 域の人はどこの農地が 条件の
いい悪いが分かってい ますので、条件のいい 農地はすぐ引き 受け手 が見つ
かります。条件の悪い農地が残っていくのです。
コロナ禍において都市 部から地方に移住する 方、だいぶ増えている こと
は事実の様です 。ただ 、地方ならどこでもい い のではないのです。 東京の
人口が２～３万人減った。その方々はどこへ行ったのか。東京近郊の長野･
山梨そういうところに 行って農業がやりたい ということをよく聞き ます。
この雪深い青森県で農業がやりたいということは、なかなか聞きません。
では、いかにして青森 県に人を連れてくるか 。これは思い切った対 策が
ある程度必要だと思いす。空き家･農地もいっぱいあります。
期限を付けてもいいですから、無償で３年なら３年 、やってみませんか。
そういった思い切った政策をとって人を連れてきてほしいと思います。
青森県 は農業産出額が 東北で １位です。その 立場を守るためにも、 青森
県を豊かな県にするた めにも 、私は人だと思 うのです。思い切った 政策を
していただきたいというのが、私のお願いであります。
佐々木会長

どうもありがとうございました。
本日の議事は終了し たいと思います。委員 の 皆様には円滑な議事 進行に
御協力いただき、あり がとうございました。 県 は審議会の意見を今 後の政
策の参考にしていただければと思います。
それでは、司会を事務局にお返ししたいと思います。

澤居課長代理

佐々木会長ありがとうございました。
それでは閉会に当たり まして、農林水産部長 の赤平から挨拶を申し 上げ
ます。

赤平部長

貴重な御意見が多数あったと思っています。
会議の中で国の「みど りの食料システム戦略 」の話がございました 。 先
日の火曜日に 農林水産 省 の審議官からオンラ インで全都道府県 の部 長に説
明がございました。こ れから各市町村の方に も国主催 で 説明会をす るとい
う流れになっております。
こちらの戦略は、アジ アのモンスーンの稲作 中心の国でも農薬を減 らし
ながら持続可能な農業をしていくことを国として打ち出して、ヨーロッパ・
EU ですとか、SDGs など、環境問題に正面から、これから EU やアメリカと
色んな交渉があります ので、日本としても対 抗していく狙いも一つ ござい
ます。
あと、国でもう一つ 、 新しい農村政策の方向 について 中間取りまと めが
発表されています。 地 域経営の事業で大変お 世話になっている 弘前 大学の
平井先生もそのメンバ ーになって中間報告 を まとめられています。 もう一
つ重要な戦略として農業ＤＸ構想も作られています。
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世界の 趨勢は変わらな いと思いますので、 県 としては、 これに合わ せて
いくことになりますが、水、土、人、これを基盤に出口を重要視した「攻め
の農林水産業 」を平成 １６年から地道に積み 重ねて 、今の状態があ るわけ
です。
小山田委員から「何が 足りないのか。お金 が 足りないの か、人が足 りな
いのか。何が問題なの か」と 御意見がありま した。 山本委員からは 人を連
れて来て ほしいとのこ とで した。私も長くこ の仕事をしてきて、少 し行き
詰まり感を感じて いる のは 、若い方が農業に 参入する 時 、農地の問 題、機
械の問題、非常に参入の障壁が高い 。農地法の問題 もあります。
少し長くなりますが、昨日、私、佐井村に行ってきまし た。私が思ってい
たイメージと全然違 う 状況に ありました。養 殖に向けた取組 や賑わ いのあ
る漁村づくりと、平成 24 年頃に全戸に光ファイバーを設置して、お年寄り
も安心して暮らしてい ける村づくりを目指し ているということで し た。農
村の情報化 、基盤づく り を行政でしっかりと 計画的に進めていきた いと考
えています 。モデルと いう話しがありました が、モデルを作ってい る余裕
はもうないのではない かと思っています 。モ デルとして 初めにやっ てもら
うところ 、次にやって もらうところ 、ある程 度の構想 を持って 進め ていき
たいと考えております。
また、今日、色々な意見を頂戴したと思います。今日の審議会は 、議事録
を公表することになります。公表 前の各委員に発言内容を御確認する際に、
今日、お答え 出来なか った部分も お届けしま すので、それ を一読い ただき
まして、できればそれ も後日回答として ホー ムページに掲載したい と考え
ています。
また、 現在、来年の重 点事業の立案について 一生懸命頑張っている とこ
ろです。場合によっては委員の所に出向くこともあろうかと思いますので、
その際はよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。
澤居課長代理

以上をもちまして第 71 回青森県農政審議会を閉会いたします。
本日は、誠にありがとうございました。

- 23 -

