第７２回青森県農政審議会

議事録

令和４年８月１日(月)13:30～
ホテル青森４階｢錦鶏 の間｣
発言者

内

容

１ 開会、会議成立報告
司会

それでは 御案内の時刻 となりましたので、た だ今から第 ７２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。
本日は 委員総数２０名のうち、本人１７名の出席をいただいております。
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。
それでは開会に当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、第 ７２回青森県農政審議 会に御出席を賜り誠に あり
がとうございます。
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
般にわたり、 格別の御 理解 と御協力を賜り、 心から感謝申し上げ る 次第で
あります。
さて、平成１６年度から一貫して推進してきました「攻めの農林水産業」
は、来年度 ２０年とい う大きな節目を迎える ところであります。こ の間 、
県では、生産者や関係機関の皆様方と共に、きれいな水・健康な土・元気の
ある人、この水・土・人の三つの基盤づくりを着実に進めながら、消費者 起
点に立った、 安全・安 心で高品質な農林水産 物を持続的に生産し、 国内外
に積極的に売り込んで いくこと等によりまし て、県産品のブランド 価値の
向上や、私ども青森県 の強みであります高品 質、安定生産の体制強 化等、
農林水産業の競争力の強化に重点的に取り組んできたところでござ いま
す。
その結果 、本県の農業 産出額におきましては 、平成 ２７ 年から直近 の令
和２年までの ６年連続 で ３，０００億円を超 え、東北では １７年連 続でト
ップとなって いるほか 、販売農家一戸当たり の生産農業所得は平成 １６年
から令和２年の間で約 ２倍に伸びております。
また、 令和２年度の新 規就農者数は、昭和 ６ ３年度の調査開始以来 最多
の３０３ 人となりまし て、農業 を自らの職業 として選択する若い方 々が増
えるなど 、これまでの 取組の成果が着実に表 れてきているところで ありま
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す。
一方、本格的な人口減少社会を迎えまして、私ども、青森県にお いても、
農業経営体数が大きく 減少する中、担い手の 減少や労働力不足等の 課題が
顕在化して いるほか、 長引くコロナ禍に加え 、現下の国際情勢等を 背景と
した生産資材や燃油の 高騰等によりまして、 農業者の所得低下や生 産意欲
の減退が懸念 されているところでございます。
このため県では、生産 コストの低減による 経 営の継続 ・発展や輸入 代替
作物等の安定供給を図 るため、農業者等が行 います機械・施設の導 入等を
支援いたします農林水 産関連原油 ・原材料価 格高騰等対策事業を創 設した
ところでありまして、 国の対策と合わせまし て農業者等の取組を積 極的に
後押しして参ります。
さらに、こうした影響 等の長期化も視野に入 れまして、主要品目の 生産
を維持していく上でのリスクを分析いたしまして、それらを踏まえた上で、
農業者等の経営安定に 必要となる更なる対策 も検討していくことと いたし
ております。
本日は原油 ・原材料価 格高騰への対応を中心 に、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。
委員の皆様方におかれ ましては、それぞれの 専門的なお立場あるい は 御経
験から、忌憚のない 御 意見を賜りますようお 願い申し上げまして、 開会の
挨拶とさせていた だきます。どうぞよろしくお願いいたします。

３ 出席者紹介
司会

三村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。
議事に入ります前に、新任の委員 の皆様を 御紹介いたします 。
青森県農業協同組合中央会、代表理事会長、雪田委員です。
一般社団法人青森県農業会議、会長、福士委員です。
公益財団法人青森県りんご協会、会長、内山委員です。
以上、委員の皆様 どう ぞよろしくお願いしま す。なお 本日の御欠席 の委
員は、青森県町村会会 長 の船橋委員、青森県 栄養士会理事 の齊藤委 員、青
森中央短期大学准教授 の森山委員の 3 名でございます。
次に県側の出席者を紹介いたします。
農林水産部、赤平部長です。
農林水産部、蛯名次長 です。
農林水産部、 成田次長 ・農商工連携推進監が後ほど着席いたします 。
以下、関係課長が出席しております。
それから本日は藤崎町 のあせいし 農園が販売 しておりますハチミツ 入り
リンゴ果汁炭酸飲料「 りんご地サイダー」を 提供させていただいて おりま
す。御試飲いただきながら、説明をお聞きいただきたく存じます。
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４ 報告事項及び審議事項
司会

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、１時間 ３０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 続けて説明し、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。
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、佐々木会長どうぞよろしくお願いいたします。
それでは早速議事に入 りたいと思います。よ ろしく協力の程お願い いた

佐々木会長

します。
案件の報告事項及び審 議事項について、続け て事務局から説明をお 願い
します。

農林水産政

農林水産政策課 の栗林と申します。よろしくお願いいたします。

策課

私からまず資料１に基 づきまして、報告事項 として原油 ・原材料価 格高
騰による本県農業の影 響について御説明いた します。座って説明さ せてい
ただきます。
資料１ の１ページを 御覧ください。今般の 高騰の要因といたしま しては
主に３つあると考えております。
１点目の要因は 、ロシ アのウクライナ侵攻に よる影響でございます 。下
の円グラフを 御覧ください。一番左がロシア全体の輸出状況になりますが、
エネルギーや金属等が 大半となっております 。その右隣のグラフが 日本へ
の輸出状況でございま すが、こちらもエネル ギーや金属が主となっ ており
まして、物価高騰への直接的な影響は少なからずあるものと考えられます。
その右隣がウクライナ 全体の輸出状況です。 鉄と穀物が主となって おりま
す。右隣が対日輸出で ございますが、たばこ と鉄鉱石がメインのた め、直
接的な影響は少ないと 考えられますが、ウク ライナから中東やアフ リカ等
への穀物輸出が止まる ことで、世界的な穀物 価格高騰に つながる等 間接的
な影響が考えられます。
２ページを 御覧くださ い。２点目は円安の影 響でございます。下の グラ
フを御覧ください。為 替相場の推移になりま すが、アメリカと日本 の金利
差等によりまして、急 速に円安の状況となっ ております。この円安 が様々
な輸入品の価格高騰に拍車をかけております。
３ページを 御覧くださ い。３点目は物流コス トの上昇の影響でござ いま
す。ここではレギュラ ーガソリン価格と海上 運賃について御説明し ます。
下のグラフの緑の線が レギュラーガソリン価 格になりますが、過去 におい
て高かった時期と同等 の価格まで上昇して お ります。しかし政府の 補助金
効果が出ているため、ここまでで抑えられておりまして、実際はプラス
４０円ぐらいの価格になるのかと思います。
青の線が海上運賃にな りますが、これは穀物 輸入のメインルートで ござ
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いますアメリカのメキ シコ湾岸から日本への 運賃の推移でございま す。こ
こ１０年来では最も高 くなっておりまして、 これが輸入品の価格に 上乗せ
されることで、一層の値上がりに つながっております。
これまで説明しました ３つの要因が複合的に 影響し、価格高騰に つ なが
っているものと推測しております。
それでは次に、各項目 ごとに 本県への影響を 分析した結果について 御説
明いたします。４ペー ジを 御覧ください。各 項目とも調達の見通し と価格
の動向について分析しています。
まずは家畜の飼料につ いてでございます。飼 料全般といたしまして は、
友好国からの 輸入が多 いため 、調達困難にな る可能性は低いと考え ており
ます。価格につきまし ては、短期的には高止 まり、中長期的には動 向予測
は難しい状況となって います。下の表に個々 の原料別の状況を掲載 してお
ります。価格の上昇率 が高い順に並べてあり ますが、 飼料原料の 中 でもっ
とも使用 率の高いとう もろこし 、これが対前 年比 ５０％価格上昇し ていま
す。調達の見通しは先程のとおりで、当面は問題がないと考えております。
しかし 、調達が困難に なった時の対応を一番 右に書いてあり、その 場合
ですと、配合率を減ら したり、一部飼料用米 や国産 子実 とうもろこ し で置
き換えることは可能で すが、 とうもろこし自 体の家畜に対する使用 量が多
いため、 全てをカバー することはできないと 考えております。以下 、大豆
油かす及びこうりゃん が ４０％価格上昇して おります。調達に関し ては と
うもろこしと同様になっております。
５ページを 御覧くださ い。肥料になります。 肥料全般の調達見込み です
が、今年秋分は確保済 みで来年分も一部確保 されており、すぐに支 障を 来
す状況ではないと考え ております。価格につ きましては、 全ての肥 料が値
上がりしており、 １１ 月以降更に値上がりす る見込みとなっており ます。
個別原料の状 況は下の 表になりますが、窒素 肥料の原料となります 尿素は
約８割高騰、加里肥料 の原料となる硫酸加里 が約８割、塩化加里が ６割高
騰しているほか、軒並み高騰している状況でございます。
６ページを 御覧くださ い。農薬でございます 。調達に関しては全般 的に
十分な在庫が 確保され ている ほか、今後の調 達見込みも問題ない状 況とな
っております。価格に つきましては、多くが 前年から据え置きにな ってお
りまして、一部銘柄で 小幅な上昇が見える程 度でございます。ただ し今後
の価格については値上がりが見込まれています。
７ページを御覧ください。各種資材についてです。調達に関しましては、
国産品についてはおお むね順調ですが、輸入 品に関しては、一部調 達困難
な状況になっておりま す。価格に関しては、 ほぼ 全ての資材が値上 がりし
ており、今後も総じて 値上がりが続く見込み となっております。個 別の資
材につきましては 下の 表のとおりですが、ハ ウス用ビニール、パイ プハウ
ス、粗飼料用のラップ フィルム、支柱等の価 格上昇率が高くなって おりま
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す。
また、 在庫状況の欄を 見ますと、ラップフィ ルムが輸入品で一部調 達困
難になっている ほか、 農業機械全般が半導体 不足により納期が遅れ ている
状態でございます。さ らに 、反射資材が品薄 となっており、特に輸 入品は
納期が不安定となっております。
８ページを 御覧くださ い。最後に本県農業へ の影響のまとめでござ いま
す。これまでは材料ご とに影響を見てきまし たが、それらを総合し 経営ご
とに分析したものが下の表になり ます。表の上部に掲載しているものほど、
影響が大きいと分析し たものです。なお、経 営に関する分析は農産 物等へ
の価格転嫁は 考慮しておりませんので、 あらかじめ御了承願います。
まず最も影響が大きい と考えられるのが畜産 で、その中でも採卵鶏 、ブ
ロイラー及び養豚でご ざいます。その要因と いたしましては、 経営 費に占
める飼料費の割合が半 分を占め、高騰の影響 をダイレクトに受けて おりま
す。これら 畜種は比較 的経営規模が大きくな っていますが、今後状 況が悪
化すれば地域の経済、雇用に及ぼす影響が大きくなることが危惧されます。
次は肉用牛の肥育でご ざいます。こちらは所 得率が元々低いため、 飼料
費の影響を受けやすくなっております。
次が酪農でございます 。こちらは肥料価格の 高騰により、自給飼料 費の
経費が増えていることが主な要因となっております。
次に水稲ですが、こち らは耕種農業の中で最 も影響が大きいと考え てお
ります。これは経営コ ストに占める肥料の占 める割合が大きいこと が要因
となっております。
次に肉用牛の繁殖です 。畜産の中では影響は 小さい方ですが、肥育 農家
の経営が苦しくなれば、連動して子牛価格が下落する おそ れがございます。
次に露地野菜 です。こ ちらは品目により影響 に幅がございますが、 一般
的に所得率が低い品目ほど、肥料価格の影響を受けやすくなっております。
次が施設野菜です。こ ちらは経費に占める肥 料の割合は低くなって おり
ますが、支柱やビニール等の価格上昇の影響が懸念されるところです。
果樹につきましては、 経費に対する肥料の割 合が低く、比較的影響 は小
さくなっております。 また円安が追い風とな って、輸出競争力は高 まるも
のと考えております。
大豆につきましては、 元々肥料の 要求量が低 い作物ですので、影響 は小
さくなっておりますが 、国産品への需要拡大 が期 待されるところで ありま
す。
報告事項については以上でございます。
続きまして資料 ２に基 づきまして、審議事項 といたしまして、原油 ・原
材料価格高騰に対応した農業施策の取組方向について御説明します。
１ページを 御覧くださ い。国のセーフティネ ット、資金繰り等に係 る当
面の支援策です。
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上の方がセーフティネ ットになりますが、今 後詳細が判明する 肥料 も含
めて、３つの制度がございます。
１つ目は施設園芸における原油価格高騰に対する 補塡制度です。
２つ目は配合飼料の価 格安定制度で、配合飼 料の価格に応じて 補塡 金が
支払われるもので ございます。
３つ目は今後制度とし て設けられる予定の、 肥料価格の高騰対策で す。
こちらは肥料の 削減の 取組を前提に肥料コス トの上昇分の ７割が補 塡され
ると聞いております。
県といたしましては、 これら国のセーフティ ネットの活用促進を生 産者
に働きかけていきます。
下の部分は資金繰りや 経営改善に係る支援で ございます。県として は各
種制度資金の活用を促 す ほか、収入保険等の 加入促進、専門家によ る経営
支援等を行います。
２ページを御覧ください。こちらは先程知事からもお話がありましたが、
６月補正 で用意しまし た 農林水産関連原油・ 原材料価格高騰等対策 事業で
ございます。
こちらの事業は、目的 のところにありますよ うに、コロナ禍の長期 化や
原油・原材料価格の高 騰に対応し、経営の継 続発展及び輸入代替作 物等の
安定供給を図るため、 農林水産事業者等が導 入する機械、設備等に 要する
経費の２分の１を補助するものでございます。
以下２ページから ３ペ ージにかけて、農業分 野においては８つのタ イプ
を用意して、予算額は 農業分野以外を含めて 、７憶 ５，０００ 万円 を用意
いたしました。詳細は省略いたします。
４ページ 御覧ください 。ここからは、攻めの 農林水産業における５ 本柱
ごとに、これまでの主 な成果や取組状況と、 物価高騰等を踏まえた 今後の
取組方向を記載しております。
まず初めに、 １本目の 柱であります販売力強 化についてでございま す。
これまでの主な成果が 左の方に出ております が、コロナ禍にあって も大手
量販店の通常取引額を 維持している ほか、県 産農林水産品の輸出額 は伸び
ております。真ん中の 取組状況について、詳 細は省略しますが、環 境変化
に対応した消費宣伝活 動やＥＣ市場の開拓、 ブランド力の強化、食 育の推
進、冷凍食品分野の振興、こういったことに取り組んでまいりました。
下の部分ですが、今後 は 物価高騰を踏まえた 取組 方向 として、社会 経済
環境の変化に即した販 売活動の強化を掲げ、 具体的にはコロナ禍に よる消
費行動の変化を踏まえ 、引き続き県産品のブ ランド力の強化や産地 と連携
した冷凍食品産業の拡 大、ＤＸの活用による 効率的な販路開拓の推 進、Ｅ
Ｃでの取引拡大、競争 が激化する市場に対応 したあおもり米の販売 戦略の
確立を目指して参ります。
また、円安によって外国産に対する価格競争力が高まることから、その
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メリットを最大限に生かした輸出戦略を展開します。
５ページを御覧ください。生産力向上についてでございます。
主な成果としましては 、 ながいもの良品率が 向上している ほか、り んご
のわい化面積が拡大し ております。真ん中の 取組状況ですが、労働 力不足
対応、先端技術の活用 、優良種苗供給体制の 強化、りんごの高密植 わい化
栽培の導入、家畜伝染 病防疫対策強化、こう いったことに取り組ん でまい
りました。今後は下の 方にありますが、輸入 原 材料の使用削減と 県 産品の
生産体制強化としまし て、具体的には県内で 自給可能な飼料原料の 生産及
び利用拡大、化学肥料 の使用削減に向けた家 畜堆肥の活用や土壌診 断に基
づく適正施肥、こういったことを推進してまいります。
また、県産米の良食味、安定生産に向けてデジタル技術を活用した指導、
実需者ニーズに対応し た冷凍野菜産地の産地 づくり、 輸出りんごの 供 給体
制強化を行っていきます。
６ページを 御覧くださ い。環境生産基盤保全 についてでございます 。主
な成果としては ３０ア ール以上の 大規模ほ場 の整備率の増加、基幹 的農業
水利施設の長寿命化計画の策定率は目標年の前に１００％となっていま
す。真ん中の取組状況 でござい ますが、環境 公共の取組推進、担い 手への
農地集積、農業水利施 設の維持管理等のため の地域活動支援、ため 池など
の防災減災対策、水循 環に係る 子供たちへの 啓発等に取り組んでま いりま
した。
今後は下の方になりま すが、農業の労働生産 性を高めるための生産 基盤
への投資といたしまし て、国産品の需要拡大 が期待される大豆や高 収益野
菜等への転換を促進するための水田の汎用化を推進します。
また自動操舵トラクタ 等の利用に 欠かせない 無線基地局の整備、 水 田農
業の省力・低コスト化につながる農地の大区画化を推進いたします。
次に７ページを御覧ください。農山漁村振興についてでござ います。
成果といたしましては 、左側の地域経営体数 が大きく増加、 ６次産 業化
による商品化数が目標達成目前、こういった形になっております。
真ん中の取組状況でご ざいますが、地域経営 体のレベルアップ支援 、農
業農村の魅力発信、農 泊の受入体制のＰＲ、 農福連携の促進等に取 り組ん
でまいりました。今後 は地域経営の推進によ る地域の活性化と収益 力強化
といたしまして、具体 的には本県最大の課題 であります人口減少の 克服を
目指し、地域経営体を核とした農村ＲＭＯを推進いたします。
また農泊需要の回復に 向けまして、感染防止 対策の徹底を図りなが ら観
光キャンペーンとタイアップした誘客促進対策を展開いたします。
８ページを御覧ください。人財育成についてでございます。
これまでの成果といた しまして、新規就農者 数が目標を達成してい る ほ
か、担い手の農地利用 率は徐々にではありま すが高まっております 。真ん
中の取組状況ですが、 新規就農者対策、農業 のキャリア教育の強化 、第三
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者承継の推進、多様な 人材の育成、農山 漁村 女性の 活躍促進等に取 り組ん
でまいりました。
今後は、本県農業の将 来を見据えた人財の確 保・育成対策の強化と いた
しまして、具体的には 、経営基盤が脆弱で生 産コスト上昇の影響を 受けや
すい新規就農者の地域 定着に向けて重点的に 支援いたします。また 次代の
主役として活躍が期待 される若手農業者等の ビジネス展開に必要な スキル
アップ、こちらをサポ ートするとともに、農 山漁村づくりをけん引 する 女
性人財の育成、郷土料理や食文化等の伝承を進めていきます。
最後に９ページを 御覧 ください。原油・原材 料価格高騰に対応した 取組
の提案といたしまして 、２点お示ししたいと 思います。左側はりん ご ジュ
ース粕を始めとした食品副産物の飼料化 の推進でございます。
先程、 報告事項でも話 しましたが、飼料価格 が高騰していることを 踏ま
えて、県内で未利用な 割合の高 いりんごジュ ース粕を活用し、濃厚 飼料の
代替にしようというも のでございます。現状 と課題として 、輸送や 保存性
に課題がございますが 、全量活用できるよう になれば飼料自給率の 向上に
つながるものと考えております。
なお、 左下の写真のよ うに一部では、有効活 用されている事例がご ざい
ます。右側を 御覧くだ さい、 家畜堆肥のペレ ット化等による広域流 通の促
進でございます。畜産 業が盛 んな本県におき ましては、発生する糞 を堆肥
化し、ペレット化 する 取組でございます。特 に鶏糞は高騰している 化学肥
料の代替として、最も成分が近いことから期待されるところでございます。
現状、課題にあります ように、通常堆肥は散 布に特殊なマニュア ス プレッ
ダという機械を必要と するなど、扱いが難し いのですけれども、ペ レット
化のメリットといたし まして、下にあります とおり、通常農家が持 ってい
る機械で散布できるよ うになる ほか、広域流 通も容易になると考え ており
ます。
今お話しした ２点は、 例になりますけれども 、真ん中のところにあ りま
すように県内で自給可 能な地域資源を発掘し 、利用促進に向けた支 援を強
化するとともに、下に ありますように国が掲 げる「みどりの食料シ ステム
戦略」を見据えた、有 機質肥料の利用促進に もつながり、結果とし て飼料
や肥料の高騰に長期的な視点で対応できることになると考えております。
私からは以上でございます。
司会

失礼いたします。皆様 のお手元においしい「 りんご地サイダー」が お配
りされております。 是 非ここから先は開封さ れまして、味わいなが ら 御審
議いただきたいと思います。

佐々木会長

どうもありがとうございました。
それでは「地サイダー」をいただきながら、話を進めたいと思います。
ただいま事務局から資料に基づき説明がありました。
まずは原油・原材料価 格高騰による本県農業 への影響と、物価高騰 に対
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応した農業施策の取組を推進していくという方向の内容でございました。
今回の原油・原材料価 格の高騰というのは 、 生産コスト上昇が重い 負担
となる、あるいは農業 者の所得の低下、生産 意欲の減退、こういう ことに
懸念が及ぶということ になります。今後の農 業施策の取組がますま す重要
になると考えております。
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、ある いは立場から今日は 御 発言をいただければと 思って
おります。
なお本日は委員の皆様 全員に発言をいただき たいということで、時 間的
なことを多少配慮していただいてお願いしたいと思っております。
何か意見ないでしょうか。
特になければ、資料 ２ で説明いただいた５本 の柱に従って、関係の 専門
の方々から意見を伺う という形で、あとで全 体の討論を深めていく という
ふうにしたいと思います。
それでは、この販売力 強化という観点から生 産力向上という順番で 委員
の方々から、これに限 るわけではないので 、 今回の発言で 是非とい うこと
があれば、そういうこ とも発言してもらって 構わないという風に思 ってお
ります。
それでは販売力の強化 について、鎌田委員か ら物価高騰を受けて食 品価
格が値上がりして おり 、生協において流通販 売方法等色々工夫され ている
と思いますが、どういう風な状況であるか意見をお願いしたいと思います。
鎌田委員

はい。青森県生協連の鎌田と申します。よろしく お願い します。
本当にこの物価高で は、 消費者も本当に大 変な思いをしていると 思いま
す。全体としては購買 量、購買金額が、顧客 一人当たりの金額が昨 年より
も上昇はしているんで すけれども、それは、 値上げに伴う購入額が 増えて
いるということであって、品数が増えているということではないんですね。
ですので、今の状況が続くと、非常に厳しくなるという思いもしています。
ただ、一方の生協とし ては、メーカーからの 値上げ 申請 が来ていて 、先
日も理事会で、パン や 鶏肉から様々な分野の 値上げの申請があって 、利益
率を維持しながら値上 げ対応するのか、生協 では利益を削ってでも 消費者
に還元するのかしないのかといった議論がここ５～６年出てますけれど
も、そういった議論 は 普段はないんですけれ ども、切実さがそうい った形
の議論になっていると思っています。
そういう意味ではしっ かりと議論を積み重ね ていくことが逆に自分 たち
の役割を見据えていくことだなと思っています。
実は昨日 、市内のス ーパーでスイカを買お うと思って見ていたん です。
千葉産のもの、山形県 産のものはありました けど、青森県産が店頭 に全然
置かれてなかったんで す。買いませんでした 。県産のものを買いた いと思
ったけれども、店頭に 並ばない、非常に美味 しいスイカがあっても 高くて
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あまり売れないという こともあるのかもしれ ませんけれども、しか し 、こ
れだけ農協 が積極的に 展開して、農業県であ るということをもっと 広く進
めていきたいときに、 食べる側も売る側も含 めて県産のものがしっ かりと
手に入るし、またその 美味しいという評価も 広げていければと思う こ とか
ら、とても残念で、も う少し流通の分野でも しっかりとした位置 付 けをさ
れて、強化されたら よ いのではないかなと思 いましたので、参考ま でにお
話しさせていただきました。
以上です。
佐々木会長

どうもありがとうございました。
地産地消とは言ってお りますけれども、いろ いろと難しいところが ある
のかもしれませんね。
それでは、村上委員の 方からこの販売につい て、物価高騰による産 直へ
の影響があるのではな いかと思いますが、課 題等、どのような取組 が今後
必要なのか御意見をいただけければと思います。よろしくお願いします。

村上委員

はい。 お世話になっ てます。うちは直売所 で農家の方々がいろい ろと野
菜とか果物出していた だいている んですけれ ども、現時点で、価格 には影
響ないというか、皆さ ん農家の方っていうの はすぐ上げるというの は中々
できなくて、多分、心の中では上げたいと思ってると思います。
肥料とか資材とか上が ってるので。ただやっ ぱり去年までと同じ金 額で
今のところ出していま す。ただこれから、今 のところ野菜なんです けれど
も、これから徐々にメ ロンとか りんごも少し は出てきているので、 りんご
等とかになると、やはり少しは価格に影響が出てくるかと思います。
今一番来ているのが 嶽きみという とうもろ こし です。 昨日から販 売させ
ていただいているんで すけれども、やはり農 家さんの方から、肥料 とか資
材が上がってきている ということなので、う ちの店はそれを見据え て、昨
年より１本１０円今から上げさせていただいています。
ただそれが、ずっと続 くのかちょっと私たち も分からないんですけ れど
も、後は、農産物だけじゃなくて、レストランの方もやっているので、各メ
ーカーからやっぱり油 が上がったとか、原材 料が上がったという報 告を４
月から徐々に受けていて、
「また上がります。秋にもう １ 回上がります」と
いうお話はもう聞いて いるので、どこまで上 がるんだろうねという お話は
やっぱりしてます。た だ、私たちも今までの お客さんもあるので、 それを
全部、すぐにメニュー の中で上げるというこ とがなかなかできない ので、
もう少し様子見ようねという話はレストラン側としています。
やはり、上がった分 を農家の方もすぐにお 金にしていただければ いいん
ですけれども、その辺 はやはり、農家さんも つらい部分があるので 、直売
所に出す農家さんはそ の辺はちょっと寛大と いうか、もう少し 頑張 ろうか
なという話はしていま す。これ以上、いろい ろなものが上がらない ことを
祈ってます。
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以上です。
佐々木会長

ありがとうございまし た。皆さん 、困り始め てるんじゃないかと思 うの
で、是非、直売 所のと ころに期待が寄せられ ていると思うので頑張 って ほ
しいと思っております。
川村委員の方から、飲 食店とか大手量販店の 直売コーナー出荷など をさ
れていると思いますけ れども、価格とか販売 方法で苦労されている 、ある
いは提言等があればお願いしたいと思います。

川村委員

川村です。よろしくお願いします。
切り花は市場に出荷し 、そのほかの野菜や果 物はスーパーなどのイ ンシ
ョップに出荷している んですけれども、イン ショップに入っている お店の
方は資材が高騰しているので、１０円ぐらい上げました。
市場に出荷しているお花に関しては、農協さんから資材を買っています。
農協さんは、資材が上がった、肥料が上がった、ビニール代上がった、それ
でも必要だから私たち 買わないといけないで す。でも市場にお花を 出荷し
ました。上がりません。変わりません。なので、市場出荷している人たちの
方がもしかすれば出荷 すればするほど経費が どんどんかかってくる 状況に
なっているのではない か思います。農協さん ともそういうところを 、部会
として相談しながら、改善していかなきゃいけないのかなと思っています。
ただ、これ以上、上がらないように、私たち農家も、節約できるところは
したいんですけど、一 番節約できないところ が人件費だと思ってま す。人
を切ることによって、 確かに人件費は減って 経費は軽減 になるんで すけれ
ど、うちは地域雇用を しているので、そうい う部分で職がなくなる という
ことが一番青森県としてもよくないことなんじゃないかなと思ってます。
状況を見ながら、もっ と細かく自分のと ころ の分析をしてやってき たい
と思っています。

佐々木会長

ありがとうございまし た。農業は地域の経済 とか産業に大きな影響 を与
えますので、耐えられ る範囲耐えてもらうか 、今の、県の独自の戦 略のよ
うなものにまず組み込んでもらえればと思っております。
次は、生産関係のこと について、生産力向上 について多くの方が生 産に
関係しておりますので 、意見を伺っていきた いと思います。いま話 があり
ましたけれども、農協 さんの資材の話があり ましたので、雪田委員 の方か
ら肥料の価格高騰とか 、あるいはどのような 取組をしていくの か意 見をう
かがえればと思っております。よろしくお願いします。

雪田委員

はい。私の率直な思いとして聞いて いただければと思います。
皆さんも 御承知のとお り、国が７月２９日に ７８８億円の予備費か らの
捻出を決めたとありま したけれども、これま で、前回のような手続 は、あ
まりにも 煩雑というこ とで、それを簡素化し て予備費から年内中に 、でき
れば払いたいのだということを言っておりました。
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ただ、農家として、私 が考えるに 当たって、 確かに農業の再 生産を 続け
るためには補助対策が、急激な高騰に対しては必要だと思います。しかし、
来年、再来年と、先ほ ども報告事項１の中に ありましたけれども、 その資
材が将来的にどこまで も確保できるかという 保証はないということ を考え
れば、今、確かに現状 このような皆さんに対 する補助対策が 、来年 以降は
下がった分それ以上に してくれるのかという ことが 、また問いただ される
んだと思います。
ということはですね、 や はり補助金も必要で すが、価格転嫁できる よう
な食料のシステムが、 やはり日本には必要な んじゃないか と私は思 ってお
ります。これが、やは り将来 的に日本の食料 を考えるには、食料安 全保障
をもっと国が、率先して考えて行くべきだと私は思っております。
皆さんからも、そうい った意味で消費者に対 しての理解醸成を図っ てい
くことが、まずは肝要 だというふうに思って おりますので、その辺 をこう
いう会の中で議論を重ねていけたらと私も願っております。
以上です。
佐々木委員

はい、 ありがとうご ざいました。 現状をま ず皆で共有するという ことに
なるかと思います。
次に工藤委員の方に 、実際に物価高騰によ って生産コストが上昇 してい
るとそれに対応して省 力とか低コスト化の取 組というのが必要にな ってく
ると思います。
今後、ＩＣＴとかスマ ート農業等いろいろな 先進技術の導入につい てう
まくやって、対応して いく取組が必要ではな いかと思います。この 点につ
いて、意見をうかがえればと思っております。よろしくお願いします。

工藤委員

工藤です 。スマート農 業に関してなんですけ れども、実際現場の感 覚と
しては導入し始めたば かりというところが多 いので、コスト削減に つなが
っているかといったら、まだ つながっていません。
やはり、導入する機械 の金額が高いので、そ れがどれだけ、自分た ちの
労働力、労働時間に関 しては削減されてる感 じはします。ただそれ を、金
額ベースで考えた場合 、そこまで、収入に返 ってくるぐらい低減し ている
感じはしていません。
ここで 、スマート農 業を推進するのをちょ っと弱めるということ ではな
くて、もっと身近にな っていくことで、価格 も下がっていく。そう いうこ
とで、私たちのコスト 削減には つながってい くのではないかなと感 じてい
ます。
あとは、これは昨年 も言ったんですけれ ど も、や はり、１年経っ てもこ
れは重要だなと思うこ とは、スマート農業の 機種の革新のスピード がとに
かく早いんです。
私、２年前にドローン 買ったんです。ＤＪＩ のＭＪ１っていうの を 買っ
たんですが、３年経ったら生産中止で部品供給だけになってしまいました。
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そのことを、メーカー の方にちょっと聞いた ら、ＤＪＩ本社の感覚 として
は、携帯電話の機種更 新と同じスピードで考 えていると。なので、 例えば
減価償却 ７年だといっ たら、もう、単純に計 算して２モデルか３モ デルは
新しくなってしまうん です。それがずっと続 いていくと、多分、コ ストダ
ウンは中々難しいんじ ゃないかなと思うとこ ろもあるので、そうい うこと
にも対応してほしいな と思います。
例えば、機械を導入す るために補助をしてほ しいということよりも 、新
しいのが出たときに、 自動 更新ができるため のシステムが、ちゃん と各市
町村でできているよう な形、そのハード面と しての支援 をスマート 農業に
関してしっかりとやっていただきたいと思っています。
以上です。
佐々木会長

どうもありがとうございました。
新しいスマート農業に 対応した機械の値段が 高いようだとは よく聞 くと
ころではあるし、ＧＰ Ｓを利用するための基 地局の費用など、更新 が早い
というのは 、認識とし ては あったんですけれ ど、そういう意見も積 極的に
発信されると改善に結 び 付くと思いますので 、今日は良い機会だっ たと思
います。
続いて ですね、山内委 員の方におうかがいし たいと思 います。今も 話が
ありましたけれど、 生 産コストが 上昇してい くなかで ど のような取 組を積
極的に進めていくべきかということを提言いただければと思います。

山内委員

はい。山内でござい ます。生産コスト は、 工藤委員が言ったこと と同じ
ことになってしまうの かもしれませんが、ま ずは農地集約のことで 若干、
提言したいことがあります。
西北五地域には、西 北五ネットワークとい う米作り の ネットワー クがあ
りまして、約 ４５～６人います。総面積で言うと、３，８００町歩ぐらい、
一人当たり 面積で言う と７０ 町歩ぐらいの持 ち面積がありまして、 それら
の人たちが集まって、 何かしようということ で、県の事業で進めて いただ
いたんですけれども、 今は、我々が独自で動いております。
前回の委員会の中で、農地を目で見えるような形にしようじゃないかと。
どこに誰の 農地がある のかを目でしっかり確 認できるようなシステ ムを作
り上げようと。そうす れば、鰺ヶ沢町内にあ る 農地を、鰺ヶ沢の人 に任せ
よう、つがる市にある 人は、つがる市の人に 任せようという集積も どきみ
たいなことができます。
そういう システムを、 今、県民局の方にお願 いしてやっていただい てい
る最中です。これが、市町村単位で、又は県単位で活用できれば、いいこと
につながるのではないかと思います。
それと、一言申し上 げたいことがありまし て、国の事業、 又は県 の事業
もありますけれども、 今の原油・燃油高騰 又 は何かしらのアクシデ ントが
あった場合、私の考え ですけれども、ハリボ テでただ押さえてるだ け、テ
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ープでこう貼って押さえてるだけの感じがしてなりません。
そこを、しっかりした 土台作りから立て直し て、少しぐらいぶつか って
きても、壊れないよう な施策をしていただけ ればと感じております 。これ
は県の方にもお願いし たいと思います。しっ かりした土台を作って 、次の
代に渡していきたいと いう考えで農業をやっ ておりますので、そう いうと
ころも、皆さんのなかで感じていただければと思っております。
以上です。
佐々木会長

はい、 ありがとうご ざいました。 何か答え られそうなことがあれ ば 、お
願いします。

赤平部長

国や県の対策がハリボ テという表現でござい ましたけれども、物価 高騰
対策に対しては 、まず 飼料費ですとか資材費 ですとか肥料費、そう いう基
本的な資材のセーフテ ィネットについては、 国がきちんと食料安全 保障上
やるべきであるというふうな考えでございます。
したがって、県の仕事 は何か。まず委員がお っしゃるような土台、 我々
からみればプレーヤー のような方をどう支え て、それが、将来に つ ながる
ような形でどう支えて いくかという観点で、 本県では ６ 月補正で７ 億５千
万円で施設整備の２分の 1 を支援するという事業を独自にやって います。
考え方としては、我々 は、土台を強化して、 今集約の話もありまし たけ
れども、マッピングの 取組も進めております し、そうしたところで きちん
と継承をしていきたい 。次世代にしっかりつ なぐための単なる 補塡 ではな
い施策をしっかり考えていきたいと考えてございます。

佐々木会長

次の委員の方に移りたいと思います。
吉田委員の方に発言 を求めたいんですけれ ど、堆肥など使って土 作りに
力を入れていると言う ことだと思いますけれ ど、国のみどり戦略な ど で、
ますます 堆肥の利用を 促進するというような 形になってくるんじゃ ないか
と思いますけど、どのような取組をしたらいいかうかがえればと思 います。

吉田委員

今、私たちの会社で は、有機栽培に取り組 んでいて、豚糞とか鳥 のブロ
イラーから出てくる産 業廃棄物を使ったぼか し肥料を今使っている んです
けれど、やはりどうし ても肥料の値段が高く な った影響を受けて、 生産者
の皆さんもやっぱり心 配になっている人がす ごく多 いです。 どうい うこと
が起こるかというと、 有機の肥料 を使いたい という方が私の周りを 見てい
て、すごく多く感じられます。
その方たちが一番最初 に使うとなると、堆肥 の部分になると思うん です
が、その農家さんたちと話をしていてちょっと心配していることがあって、
堆肥ってピンからキリ まであって、安い堆肥 もあれば発酵すごくさ せて綺
麗になって出来上がっ ているものまで あり、 品質の差っていうのが すごく
あって、私たちも使う ときは、その堆肥場と かも確認させていただ いても
らったりだとか、ぼか し作るところを見させ てもらったりだとか、 どうし
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ても土の中に入れる前 の状態を確認してから でないと、農産物作る ときに
必ず大きな失敗が出てきてしまう と感じています。
今後、 肥料が高くなっ てくるので、堆肥を使 おう、ぼかし 肥料を自 分で
作ってみようとか、そ ういった方も、多分出 て来ると思う のですが 、堆肥
の熟成や 発酵のさせか た、ぼかし肥料の作成 の仕方の技術的なサポ ートが
ない状態でみんな自分 たちの感覚でやられて いるというのが現状か なと思
っています。
私が県にお願いしたい のは、 例えばペレット を作る機械だとか、 マ ニュ
アスプレッ ダに対して 助成いただくこともす ごく嬉しいことではあ るんで
すが、技術のところに 関しても、何かサポー トしていただけるとす ごく嬉
しいです。
どうしても、養豚やら れてる家 畜業の方に、 完熟したいい堆肥作っ てく
ださいというのも 、ま た別な業務になるんで すね。そうなるとここ には必
ず専門的な知識ってい うのが必ず必要になっ てくるので、養豚屋さ んにそ
こを求めてるのが今の状態です。
生産者が生の 中熟堆 肥を買ってきて発酵さ せるには、 タタキを打 ってな
いと作れないとか色々 なことが起こってくる ので、私が今考えてる のは 堆
肥を使う生産者と養豚 屋の中間で第三者 がち ゃんとしたものを作る ところ
があると地域全てがうまく回ると思って います。
例えば三戸だと豆腐 屋さんから出てくる残 さ や養豚屋さんからの 豚糞 な
ど、そういったものを うまく配合して質のい い肥料が 作れる という 流れが
できると地域で全て完 結でき ます。それこそ 山内さんがおっしゃっ てまし
たけれど基盤づくりにすごくなるのではないかと思って います。
今は色々な方の協力を 得てやってる最中なん ですが、ここ何年かで 必ず
そういう時代がやってくると思っています。
以上です。
佐々木会長

ありがとうございまし た。 技術的な面とか簡 単に上達することは難 しい
と思うし、農協あるい は県の産業技術センタ ーとかいろんなところ で 、ノ
ウハウをマニュアル化 するような方向で既に やってる かと 思います 。ちょ
っと意見をうかが いたいと思います。

栗林課長

農林水産政策課 の栗林 です。産業技術センタ ー では、 みどり戦略が 出た
ことを受けまして 、今 後やはり有機農業の方 も力を入れていかなけ ればい
けないという方向で取 組の方向性 を決めてお りますので、今お伺い した御
意見は伝えさせていただきますので、そこはよろしくお願いします。

佐々木会長

よろしくお願いしたいと思います。
内山委員に、先ほどか ら円安という話 があり ましたけれど、外国産 に対
する価格競争 が高まり ます。 りんごの輸出に ついて、内山委員に伺 いたい
んですけ れど、円安の 影響というの をどのよ うに 考えているかお願 いしま
す。
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内山委員

はい、 内山でございま す。輸出という部分で いけば、円安の場合は プラ
スに作用する部分ですので、非常に期待する部分は大きいです。
今、インドとかアジア 系もまた幅広く販売戦 略立てているようです けれ
ども、ただこの輸出 は 何かのきっかけでスト ップするというリスク も当然
あるわけで、そこの優 位性は優位性として国 内の、今、人口減少の 中での
販路拡大というよりも 新たな販路の掘り起こ しというものをこれか らやっ
ていかなければならないのかなと感じています。
とりあえず輸出の部分についてはその程度です。

佐々木会長

りんご 農家の後継者の 問題とか他にも色々と あるのかと思いますけ れど
も、今のところはまず 円安のところについて お伺いしております。 コロナ
の影響があるので、そ う簡単に行ったり来た りできないので、すぐ 、円安
の影響でいいほうに向 かうことはちょっと考 えにくいですけども、 できれ
ば、良い方向に向かうようにやってほしい と思っております。
県の方もそういう方向 で輸出関係の協力を進 めるということになる かと
思います。
次はですね、先ほどか ら配合飼料の価格とい うのがありま したけれ ど、
小山田委員の方にお伺 いしたいと思います 。 畜産への影響が大きい と思い
ますが、 具体的にどの ような 取組等されてる のか考えをうかがえれ ば と思
います。お願いします。

小山田委員

はい、 青森県畜産協会でございます。
今回、この 配合飼料の 原料 は、ほとんど輸入 に頼ってるのが現状で ござ
います。これは何も青 森県だけじゃなくて全 国そうなんですが、そ ういう
ことから今回は本当にまともに影響を受けてると思っております。
ちなみに、全畜種、例えば大動物 、中動物いろいろあるんですが、その畜
種平均で今年の５月、配合飼料価格が 1 トン当たり８万 ８千円ぐらいだっ
たんです。それがこの ７月に更に１万１千円 ほど上がったと いうこ とで、
間もなくもう 1 トン当たり１０万円になります。ちなみに去年も決して安
くはない価格だったん ですが 、それでも更に ３割ほど上がってると いうこ
とでございます。
しかし、先ほど の資料 にありましたが、国 が 配合飼料価格安定制度 とい
うセーフティネットを 作って 、今回もその基 金を増額しているよう でござ
いますが、この制度そ のものはあくまでも前 年の価格と比べて高く なった
分の７割を補塡するという制度です。
しかし、このよ うな状 況が仮に来年まで続い たら、 ほと んどでなく なる
んじゃないのか。そう したならば、果たして 今の生産者の人が続け てやっ
ていけるのだろうか大変心配でございます
もちろん、県も色々 と考えていらっしゃる と思いますが、やはり 、こう
いう制度は国でなけれ ばできないと思います ので、何とかそういっ た制度
の見直しとは申しませ んが、これからも、生 産者が再生産できるよ うなそ
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ういう仕組み を是非と も国の方に申し入れて いただきたいと思って おりま
す。
津軽の方でやってる米 を食べさせた鶏 は、こ れはほとんど とうもろ こし
の分を全て国内のお米 に変えているというこ とでございます。そう いう意
味でも、まだまだ、使えるものがあるのではないかと思っておりますので、
そういった意味で、例 えば近場 にある飼料を 活用できるような仕組 みの普
及が必要だと思っております。
以上です。
佐々木会長

はい。 ありがとうござ いました。飼料米の普 及はだいぶ進んできて ると
思いますが、技術や価格の面で検討してもらえればと思っております。
とうもろこし あるいは 大豆 が作れる農地の造 成 や改良が求められる と思
います。 油川委員に、 この生産コストが上昇 している中で、水田 農 業の省
力・低コスト化に つな がる農地の大区画化、 さらに 、汎用化という のが重
要だと思うんですけれども、意見をうかがえればと思っております。

油川委員

土地改良連合会の専務の油川でございます。
立場上は、土地改良連合会の専務ということで、県内の水田に水を供給し
ている主たる組織であ る土地改良区の色んな 事業の推進ですとか、 運営の
取組について色々アドバイスさせてもらっている立場でございます。
そういうことから言いますと、土地改良区 は、主に米を主体にして生産し
ている方々に対するケアというのが中心になるわけですけれども、昨年来、
米の値段が下落したこ とと水田として活用で きるような 農地であれ ばいい
んですが 、それ以外の ものについては 水田活 用の 交付金を減額する と国の
見直しが ありまして、 非常に農家の方々が 、 今年の米についてはま ず値段
がどうなるのかという ことと、牧草作ってる 方々が収入減るという ことで
非常に不安感を持っていたわけです。
将来、米の値段っていうのは、決して高くなるということはちょっと考え
にくいので、そういう 意味では生産コストを 下げるという取組は非 常に重
要だと思いますので、 先ほど工藤委員が言わ れたようなスマート農 業です
とか、山内委員が言わ れた仲間同士でいかに その優良農地を確保し ていく
かという取組が非常に重要だと思っています。
ですから、我々が担当していますスマート農業に資するような生産基盤
の整備は、中 長期的に 何としてもやっていか ないといけない課題だ と思っ
ていますので、その方 向性について、これか らも我々全力を尽くし てやっ
ていきたいと思ってます。
今、この物価上昇に関 連して土地改良区 は、 電気料金が上がってい るの
が非常に困って います 。御存じの通り場所に よっては、ポンプで用 水を く
み上げたり、場合によ っては排水を くみ上げ てあまり水が溜まらな いよう
にして、施設管理に電気料金がかかっているわけです。
県内の大きいところですと、月 1,000 万円ぐらい電気料金かけてまして、
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４月、５ 月は大体３割 ぐらい上がってるそう です 。６月になります と ４割
電気料金が上がってい るということで、非常 に持ち出しが高くつい て いま
す。
幸いにして、国の補助 事業で大きい施設に つ いては、補助する制度 があ
りまして、実質、土地 改良区の負担が場合に よっては １０ ％であっ たり、
ものによっては半分ぐ らい補助してくれる仕 組みがあるのですけれ ども、
ただそれにしても ４割 という数字ですから、 維持管理費にかかるウ エイト
が非常に高くなっているということです。
したがって、これに関 しては 、どんどん高く なってきますから、国 に対
して、電気料金 が上が っているという実態を 踏まえた 上 で、今年度 の満額
の確保を是非ともお願いしたいと 思います。
当初、 予定した額で終 わるのであれば、その 分だけ土地改良区で持 ち出
ししなければ いけませ んから、貯蓄のあると ころはそれでいいん で すが、
やはり一定の割合の予算を確保してほしい と思います。
あともう一つ、そういう国の補助対象にならない土地改良区というのは、
自前で電気料金の高騰 と戦っているわけです から、そういった意味 でそう
いう小さい土地改良区 を電気料金だとか、そ のほかの色々なものが 上がっ
てくるということを踏 まえて、補 てんするよ うな仕組み を考えてい ただき
たいと思っている のが今の状況でございます。
以上です。
佐々木会長

ありがとうございました。
原材料の値上げという 話で、電気代の話は出 なかったので すが、具 体的
には、この値上げ は我 々も結構大変だなと思 っているところなので 、きめ
細かい対応を県でできればと思います。

農村整備課長

農村整備課長の山本と申します。
今、油川委員から、電気料金高騰に対するお話をいただきました。
まず一つは、例えば頭首工ですとか、用排水 機場といった 農業水利施設、
これらについては施設 の省力化、省エネ化を 図る取組を支援すると いう制
度がございます。特に 、施設の更新のタイミ ングになろうかと思い ますけ
れども、 そういった際 に、施設の省力 化・省 エネ化を図りたいとい う 御要
望を踏まえながら、支援を行って参りたいと考えております。
また、国が造成した大 規模なダムですとか、 ポンプ場ですとか、公 共性
が極めて高い農業水利 施設については、県が 国から維持管理を受託 してい
るものがございます。 こういった施設につい て、現時点で維持管理 費につ
いては、昨年度と比較 して、電気料金が ３割 増しとなることが見込 まれて
いるところでございます。
電気料金高騰の今後の 状況 や国による支援の 検討状況 を注視しなが ら対
応を検討していきたいと考えて おります。以上でございます。

佐々木会長

よろしくお願いしたいと思います。
- 18 -

次に、農 山漁村振興と いうところで、竹ヶ原 委員に伺いたいんです けれ
ども、地域づくりを進 める 上で、どういった 視点が必要か意見をう かがえ
ればと思います。よろしくお願いします。
竹ヶ原委員

私は、生産性の向上の ための大規模 化とか集 約化とはちょっと違っ て い
て、どちらかというと 取り残されたといいま すか、土地持ち非農家 とか、
貸してる人とか、そう いった方々が多いとこ ろに今入ってるんです けれど
も、この人たちが暮ら していくためには実は 、福祉とか、交通とか いろん
なことが、地域づくり といわ れるものが非常 に大切になってきて い ます。
そこで、地域づくりするためには小さな経済ということで無人販売所とか、
集落の食堂とかの取組 を今やってる最中なん ですけども、地域と地 域の交
流が必要なんじゃない かなと思っています。 安心・安全という部分 で、そ
の地域のファンが増えていくのが必要かな と思っております。
その中 で、農村を実際 守ってるのはそういう 方々だと思っておりま すの
で、農村を守るために 、一緒に県の方とか市 の方と 中間支援的に入 ってい
るんですが、できれば 農林で入ったときには 農政関係の方のみが入 るんで
はなくて、先ほど申 し 上げましたように、福 祉も入るし、町内会と かの活
動も入るし、それから 安全とかそういった部 分も含めて、色々な部 分での
活動を支援していかないと農村というのは守れない と思っております。
是非とも市町村の方に 、そういう企画のほう でリーダーシップを取 って
いただいて、チームと して地域に入っていた だくというようなフレ ームは
できないかなと要望し たいです。それを県の 方で何とか形を作って いただ
けると農村が継続でき るんじゃないかなと思 っております。私の方 からは
以上です。

佐々木会長

地域づくりは、これか ら重要になるし、高齢 者 が増えるので、ます ます
それに対応したチーム 作りなりというのは重 要になってくるんじゃ ないか
と思います。

赤平部長

簡単に言えば行政の縦 割りの件だと思います 。県庁に例えれば、企 画 政
策部と農林水産部と健 康福祉部、あとサポー トする体制を市町村レ ベルで
しっかりしてもらいたいというお話だったと思います 。
我々が コントロールで きる部分 、できない部 分 をお互いを知るとこ ろか
ら始めて、ようやくですね、農福連携の会議を先日開くことができました。
こういったスピードを あげていく、この人口 減少のスピードも早い わけ
ですから、そうし たことを一生懸命やっていきたいと考えてございます。

佐々木会長

これからますます重要になる一つの項目じゃないかと思っております。
次に、佐藤委員の方に 、農泊需要の回復が必 要だと思っております けれ
ども、現在の農泊の状 況とどのような取組を 進めていくべきか御意 見を伺
いたいと思います。よろしく お願いします。

佐藤委員

五戸町で、農家民宿カフェ音水小屋やっております 佐藤美穂子です。
今、農泊に関しては県 の「泊まって！青森再 発見キャンペーン」の おか
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げで、主に青森県の方 々 を中心に、夏休みと いうこともあって週末 とかほ
とんど埋まっている状 態です。うちは 小さい 子供さんがいる家族が 、来や
すい場所にしたいなと 常々思っているので、 小さい子供 連れの方が 特に多
く来てもらっています。
私は今、先ほど竹ヶ原 委員さんがおっしゃっ ていたような、やっぱ り集
落をどうやったら守っ ていけるのかなといつ も考えていて、 ２０年 後考え
るときに、ほんとに人 がいなくなっていくん じゃないかとか、農村 の維持
にはやっぱり 草刈りと か、地域の行事がすご くあって、どんどんや る人が
高齢化になったり疲れ てきて いて、私たちの 方にも負担がどんどん 増して
きているので、どうし たら人 が増えるのかと か一緒にやってくれる 人いる
んだろうかといつも思っています。
今、宿泊キャンペーン で東北 ６県の方が対象 になってるんですけど 、私
が今度やりたいと思っ たのが、やっぱり農泊 という体験が一番大き いと思
っていて、今後、もし 青森新農業人フェアと かで、ちょっと農業や りたい
なという人向けに 、農 家民宿とタイアップし て 宿泊体験の助成とか 割引を
入れてもらって、無農 薬の野菜づくりが学べ ますとかそういった学 びの場
とういうものをもっと提供していきたいと思っています。
もうちょっと農業をや ると いうことと農村に 住むということのハー ドル
を下げるような取組を県の方で作ってもらえたらいいなと思っておりま
す。
以上です。
佐々木会長

はい、 ありがとうございました。
農泊で、貴重な農業 体験なんかは食育とか 色々な分野に広がりを 持つん
じゃないかと思うので、是非押し進めて ほしいなと思っております。
次に、高木委員の方 にお伺いしたいと思い ますけど、観光分野の 現在の
状況と農業と観光分野 の連携と、時々話題に は成りますけれど、ど のよう
に進めていったらいいかということについてお考えを伺いたいと思いま
す。

高木委員

はい。 青森市内で旅 行会社をやっており ま すまた旅くらぶの高木 と申し
ます。観光の分野で言 いますと、今旅行会社 大変でしょうという声 をよく
いただきますが、逆にコロナ禍になって、海外に行けないということから、
有名な観光地ではなく てちょっと知らない青 森県のちょっと行きに くい場
所、そういった需要が出ております。
県外の旅行会社から、 ３泊４泊ぐらいでちょ っと企画を頼まれたり です
とか、ちょっと海外に 行けないから日本国内 でちょっと知られてい ないと
ころに、ちょっと需要 が出ているのかなと思 っています。やっぱり 青森県
は、食が強 みなので、 そういうところからち ょっと選ばれているの かなと
思っています。
あと私は、西北地域 を中心とした「青森五 所川原グリーンツーリ ズム協
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議会」の事務局をさせ ていただいておりまし て、コロナ前はですね 、県外
の大学生とか、地元の 大学生とか のホームス テイの 受入 れや農業体 験の 受
入れをしてきました。 今、なかなかそういう 状況ではなくて、コロ ナが拡
大する直前に韓国から の訪日団 １００人弱が 、この西北エリアに入 りまし
てホームステイをした んです。今年から、依 頼先は日韓文化交流基 金とい
うところだったんです けれども、今年の ９月 ぐらいからまた、その 交流を
再開しようという動き があるそうです。ホー ムステイは、次年度以 降じゃ
ないかという連絡をいただきました。
２０２０年、コロナの拡大直前に来た学生たちが記憶に残っているのは、
ホームステイなんだそうです。それで、今オンラインをつないで、同窓会、
そしてこれから来る人 たちとそういうオンラ インを通じて、交流を してい
るんですけれども、ホ ームステイを 受入れし た人たちからのビデオ メッセ
ージが欲しいという依 頼が ７月にありました 。次年度以降、今また ちょっ
と状況が変わってきて いますけれども、そう いう明るいお話が あっ て、今
は難しいんですけれど も、これから先の交流 を見据えて、ちょっと 準備を
進めていきたいと思っております。
佐々木会長

どうもありがとうございました。地元の見直しにつながるということは、
大いに歓迎するべきこ とだと思いますし、私 も津軽三十三観音を巡 ってみ
まして、初めて分かり ましたけれど、地元の 良さを知るいいチャン スじゃ
ないかと思っております。
次に人材のことについ て、 上明戸委員に、幅 広い分野で活躍されて おる
と思いますので、人材育成に限らず意見をうかがえればと思っております。
よろしくお願いします。

上明戸委員

はい。 フリーアナウンサーで野菜ソムリエの会の上明戸と申します。
まず、この原 油・原材 料価格の高騰に加えて 、鳥インフルエンザの 発生で
御尽力された皆様には本当に頭が下がる思いです。鳥や、牛や、豚、畜産に
関わる担い手が絶えな いように、どうか今後 も手厚い支援をお願い したい
ところであります。
さて、コロナ禍と原 料価格高騰の 中にあっ ても、 災い を転じてと はよく
言ったもので 、これか ら良い方向に進む期待 が持てるものもあるの ではな
いかと思っています。 資料 ２の４ページ、５ ページ及び ９ページに 関わる
ことですが、食育の推 進、それから冷凍食品 産業の拡大、そして地 域資源
の広域循環、ここは期待が持てるのではないでしょうか。
例えば、私の仕事柄 、情報発信という面か ら言わせていただけれ ば、食
育の推進ですね。現在、リモートなどを活用されていますが、元々、学校単
位、遠足などで大人数 の 受入れが難しかった 産地、例えば大人数で は難し
いけれども、カメラだ ったら良いことでオン ラインでの産地見学と いうこ
とができるのではない か、また距離とか衛生 管理で 受入 れが難しか った現
場でもカメラならいい ということで、オンラ イン形 態を活用して 子 供たち
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の食育推進ができるのではないかと期待したいところです。
それから、冷凍食品 産業の拡大、これは昨 年の議題にも上がって おりま
したけれども、今大手 の冷凍食品も今日の新 聞に １９％も値上がり すると
いう記事が載っていま したので、ちょっと資 材の高騰もあるので難 しいか
もしれませんけれど、 県内でもこういう冷凍 食品産業に取り組んで いきた
いというのであればこれは好機と捉えてもいいのではないかと考えます。
それから、もう一つで すが、飼料の自給率向 上です。うまく循環型 農業
が実現できればいいな と期待したいところで す。例えば、農福連携 で休耕
地を活用した 、例えば 飼料用の とうもろこし の栽培であるとか、難 しいと
ころはたくさんあると 思うんですけれども、 目が届く循環型農業の 実現に
向けて、今こそ難しい 点、問題点の洗い出し や、課題解決などのス ピード
アップが図れるのではないかと考えております。
素人でとても拙い意見 なんですけれども、 災 い転じて、何か言い方 向に
向くような期待が できる点もあるかもしれないと思います。
以上です。
佐々木会長

はい、 どうもありがとうございました。
そういう方向で、前向 きに考えるということ が重要じゃないか と思 ってお
ります。
次にですね、 大平委員 の方に、女性の活躍を 促進するために、どの よう
な取組が必要か意見を伺いたいと思います。

大平委員

はい。大平です。女 性 起業には県のほうで すごく力を入れてくだ さるん
ですけれども、 １次産 業の農業の方の女性側 とすれば、もう少し力 を入れ
て欲しいと思います。
その訳は、機械買うに しても ３町歩以上とか ってあるんですけれど 、大
体、女の人が主体でや っているところは 、２ 町歩以下のところが意 外と多
かったり します。そう すると、なかなか機械 が買えなくて二の足踏 んでし
まうというところがあ ります。実際、うちで も旦那が勤めてますの で、私
主体で農業やって いて 、にんにく作ってるん ですけれども、にんに く １町
歩作るとなると、そうとうな経費もかかります。実際今年、油も高くて、に
んにくを 収穫して乾燥 するだけで現在、 ４０ ０リッター ２台に３回 入れて
ます。
人件費もまた年々上 がってますし、収穫し て乾燥するまでで今ま で ５０
万円くらいかかってま す。それに加えて、ま た肥料が上がるとかマ ルチと
かみんな高くなってい て、それがにんにくと かに転化されれ ば良い んです
けども、消費者とすれ ばあまり高いと買わな いとか、そういうのも ありま
すし、できれば女性農 業者に手厚 い補助とい うのがあれば嬉しいと 思いま
す。

佐々木会長

はい、 ありがとうございました。
何かありますか。今後検討してもらうということで お願いします。
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最後になりますけれ ど、福士委員の方に団 塊の世代が、リタイア してい
く中で、農地の利用と いうのをどういうふう に進めるか考えをお願 いした
いと思います。
福士委員

はい。 今農家の現場 では、超高齢化だと思 ってます。待ったなし だと思
ってまして、今までは 、リ タイアする人が相 談に来まして、畑 を売 りたい
ので買う人を紹介してくださいという流れでございました。
最近はコロナで、そう いう話は集会だとか、 お祭りみたいな時によ くそ
ういう話が出るのですが、コロナ禍の中では一切ございま せん。
それで、私ども委員会 としては、月に ５回ほ ど農地パトロールをし てお
ります。Ａさんは、 ３ 年ぐらいしかもう農家 ができないだろう 、Ａ さんの
土地を、誰が今度継ぐのか 、隣の人は果たして買ってくれるのか 。また、新
規就農者の方がいれば 、その人に持ってもら うのか、ただであげる のか な
ど、様々取組があります。それを、早急に各集落ごとに計画といいますか、
地図を作っていただい て、皆で話し合いなが らやっていけば、農地 は荒れ
なくてもすむだろうと私は考えております。
当然、 農家が辞めれば 空き家が出てきます。 空き家には、雑草が生 えて
きます。農家は、庭を持っていますので、松だとか、様々な木がだいぶ大き
くなります。墓も誰も管理しなくなれば、雑草が成長して来るんです。
集落っていうのは、非 常に難しい部分がござ いますので、せめて農 地だ
けはきち んと今まで通 りに、収穫が あがるよ うな農地として残した いと思
っております。

佐々木会長

はい、 ありがとうございました。
高齢化の中で、大きな 問題として 、耕作放棄 地の問題とか、空き家 の問題
とか、そういうことについては今すぐ何ともな らないかもしれないけれど、
地域を考えるという意 味では重要な内容なの で、関連するところで 提案し
てもらってやって もらえればと思っております。
長くなってしまいま したけれども、これで 皆さんの意見を聞いた ので、
今後もし後で気づいた ところは事務局の方に でもメールで何でも提 案して
貰えればと思っております。
委員の皆様 方には円滑 な議事進行に御協力い ただき、 誠にありがと うご
ざいまし た。県の方で 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。

司会

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

閉会に当たりまして、一言 御挨拶を申し上げます。
限られた時間の中で、 多くの意見を頂戴した と思っております。 ち ょう
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ど、今の時期というのはこれからの 9 月議会に向けた予算の補正の必要性
の検討、それから来年 度からスタートする重 点枠事業の検討、お盆 を挟ん
で、今、事務方は最中という段階でございます。
皆さんから発言いただ いたこと を、問題意識 として我々 は日頃から 議論
しており 、つい先ほど も畜産の飼料対策につ いて議論をしてきたと ころで
すけれども、全般を通してキーワードが何点かあったと思います。
資源循環をしていく方 向性として自分たちの 持っている鶏糞であっ たり
豚糞であったり、そう した地元の有機質資源 をきちんと還元してい くよう
な仕組みを作っていくということ、それから、
「見える化」これは色んなこ
とだと思います。農地の「見える化」もそうですし、空き家の問題もそうで
すし、あるいは現 に価 格上昇による経営者個 々の本当にどういうと ころで
苦しいのか、そういう ところがなかなか国の 統計データだけでは見 えてこ
ない、そうしたものを どう「見える化」して いくかということでご ざいま
す。
政策をもう一回捉え直 すべきではないかと、 山内さんの「土台」と いう
話につながると思いま すけれども、今個々に これまで我々がやって きた個
別の飼料の価格高騰対 策であったり、個別の ものがいっぱいあるの に全体
として人口減少のスピ ードにあったような対 策に本当に効いている んだろ
うか、もう一回生産者 を支える本当のセーフ ティネットが機能して い るの
かどうかを 、もう一度 、この情勢危機の中で 考え直す必要があるん だろう
と改めて感じました。
そうした 中で、こうし た危機、ピンチの時こ そチャンスもまたある ので
はないかとい う前向き な意見をいただきまし たので 、そうした皆様 からの
意見を、きちんと県の 施策に反映していくよ う頑張っていきたいと 思って
います。
今後とも、何かお気づ きの点がございました ら、遠慮なく話してい ただ
ければと思います。今日は本当 にありがとうございました。
司会

以上をもちまして第 72 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。
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