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第３回 宝塚市農業振興計画策定委員会 議事概要（要旨） 

 

開催日時：平成 22年 12 月 13 日（月）14:00～16:00 

 

開催場所：宝塚市役所３階 特別会議室 

 

出席委員：委員９名（欠席者１名） 

     小野委員、大上委員、阪上委員、中西委員、西田委員 

     村上委員、吉田委員、小杉委員、田川委員 

 

傍聴者数：３名 

 

公開の可否：公開 

 

議題及び結果の概要(以下のとおり) 

 

１．議事第１号 第２回宝塚市農業振興計画策定委員会について 

(1)第２回議事概要（案） 

委員長：  第２回宝塚市農業振興計画策定委員会の議事概要(案)について、とくに意見が無

いようであるので、（案）を削除し、この内容をＨＰで公開することとする。 

(2)委員からの質問事項と回答 

事務局： 「消費者と農業者の交流学習会」の成果は、現在策定段階であり、詳しい情報につ

いては、来年１月２３日の発表会の結果を受けて次回に説明する。 

委員：   自分の意見について真摯に検討していただいていると思う。しかし、市の面積の

２／３が農業に絡む宝塚市として、農業を振興しようとすると、今までの延長線上

的な考えでは抜本的改革につながらないと思う。行政が真剣に農業振興に取り組む

という姿勢を市民に知らせるとともに、デモ効果も含め組織問題まで発展させるこ

とが検討に値すると思う。すぐには無理と思うが、農政課をサポートし、市長が農

業の重要性を認識するうえでも、市長直轄の横断的な組織をご検討いただければと

考える。国が TPP の参加を表明し、農業が国際競争にさらされている中で、市が農

業を振興していこうというのは、ある意味良いタイミングであると思う。 

NPO 法人については、農政課が「市民サポートチーム」という形で取り組んでい

こうと言われているので、これをNPO法人化につなげていくという意図を加味して、

計画に盛り込んでいただきたい。 

また、地産地消の関係から、学校給食制度と農業の絡みも具体的な文言や、循環

型農業として畜産との連携についても、計画に触れていただければと思う。 

事務局：  この農業振興計画は、委員の皆様の意見を聞いて作り上げていくことが主旨なの

で、小杉委員からいただいた意見は、皆様の同意が得られれば盛り込んでいきたい
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と思う。参考までであるが、市長も以前から農業の分野に力を入れると言っており、

現在、都市産業活力部の下に産業国際文化室、その下に課が４つあるが、農政と商

工、消費生活の分野を一つの室として、都市産業活力部を２室化する案がある。小

杉委員の言われるところまでには至らないが、半歩でも一歩でも進んで充実してい

くことになる。 

 委員長： 委員の皆様のご意見をできる限り振興計画に盛り込んでいきたいと思うので、忌

憚のないご意見を聞かせていただきたい。 

 委員：  「市民サポートチーム」を立ち上げるとしても、NPO を行政主体でやっていくと

いうのは、少し違和感がある。取り組むには今が良いタイミングであると思うが、

立ち上げのための目標期日設定が必要である。名称「NPO 楽農宝塚」は、少し検討

する必要がある。また、西谷地域でも NPO が２つあり、これらとの兼ね合い、調整

が必要である。NPO を行政側からの市民に持ちかけても難しく、市民側から起こっ

てくることが大切である。 

      農業委員会に関係してツイッターをしているが、美作市の農業委員会の方が熱心

であるほか、自分の子供の将来も含めて農業に関わりたいがどうすればよいかわか

らないと言われている方もおられた。知り合いの農家の方に話を聞くと、手伝って

いただきたいことはたくさんあると言われていたので、そういう意見を集めていく

作業はできないか。2、30 代で農業に興味のある人は多く、関わりたいけれど情報

がないようで、市民の声を聞いて情報を発信していくことが望まれる。また、実際

に NPO を立ち上げるのであれば、市民の側から立ち上げる方が、市民が関わりやす

い状況になると思う。 

 委員長： 西谷地域に既存の NPO があるようであれば、乱立させるより連携をとっていく方

が良い。また、NPO を市が主導的に立ち上げるのはどうかという面もあり、市民の

自発的な参加、積極的な意向を活かせるようにしていただきたい。 

NPO 名称の「楽農」は、兵庫県農林水産ビジョンで使用されており、市民側から

見て、生活の中に農業を楽しみにながら取り入れていくという主旨で取り入れられ

たのだと思う。 

 

２．議案２号 「宝塚市農業振興計画」について 

(1)消費者意向調査意の結果報告 

(2)農業者意向調査意（北部地域）の結果報告 

 委員：  農業者 50人に配布し 37 人から回答を得たとあるが、現在の農業者人口に対して

データ数が少ないのではないか。 

 事務局： 意向調査は農会長を通じて１集落５名に配布している。 

 委員：  １集落５件ずつに頼んでいるので、「問 2 所有している農地」は、全部回答して

いれば５件となる。西谷では持っている農地と住んでいる場所が大体イコールにな

り、多くの人からデータをとっても平均すれば同じと思う。 

自由記述のところを見ればわかるように、自分の土地で人に農業をさせる考えは
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あまりないという感じである。たいていは、自分の家族だけで農業をがんばり、や

りたくてもできなくなったら自分の代で辞めるという考えが多い。そのため、ビジ

ョンをつくるだけでなく、農業を続けるための目に見えるような支援を強化してい

ただくような施策をお願いしたい。 

 委員長： 農業者意向調査の「問 14 市民による農業支援についてのお考え」で、無回答を

除くと半分程度の方は「必要がない」としているが、残りの方は、様々な農業支援

の内容を掲げている。こういう方のニーズに合わせた多様なサポートのあり方が必

要なのではないか。 

 委員：  田植えや稲刈りを手伝って欲しいという項目があったが、実際の農作業は全て機

械農業であり、手伝ってもらうことがない。機械がなければ農業ができない状況に

陥っている。できれば機械を安く購入できるようにしてほしいと聞いている。 

委員長： 消費者意向調査の「問 3 作物・食品を購入した理由は何ですか」で、「市内のも

のを購入したいから」は思ったより低いが、「問 4 農産物を購入する際どのような

点を重視しますか」では、「産地」や「地元の農産物であること」を重視する方が

かなりの割合を占めており、かつ「問 5食品を購入する際に産地を確認しています

か」で、「（産地の確認を）いつもしている」方が７割もみられることから、産地に

対するこだわりを持ちながらも、実際に地元のものを購入する割合が低いというこ

とで、宝塚市の農産物が市のブランドとしてどこまで認知されているかの問題があ

ると思う。意向と実際の購入行動の間にギャップがあり、それを埋めるための取り

組みが必要である。あわせて、「問 13宝塚市の農業に何を期待しますか」では「地

元農産物や園芸植物を宝塚ブランドとして育てる」が５割、「地元農産物を販売す

る場所や施設を整備し、市民に供給する」が 36％で、地元農産物のブランド化など

のニーズがあるが、どのようにそれに対応するかという問題はある。一方、農業者

側も「問 7今後の農業経営の方向についてどのようにお考えですか」で「農産物の

ブランド化や特産品づくりを目指したい」が多く、そういう意味で、市民の現状と

ニーズとの調整がとれているのではないかという感想を持った。 

  

(3) 北部地域の農業振興計画について 

 委員：  他の農会長の話を聞いてきたが、やはり、担い手育成は急務であるという声を聞

く。この 10 年、自分たちの代は西谷地域の農業を続けられるが、子供達の代にな

るとわからない、ただし、他の人に貸してまでしようと言う人はいないのが現状で

ある。このため、法人化は難しいと思う。農業だけをする NPO の話は出ているが、

進んでいない。 

実際に農業をしている人たちは「農業は儲からない、農業で生活できない」と言

っている。７割が米づくりの農業であるが、米作りでは生活できない、また野菜作

りや酪農の方は、自分の時間が無く、旅行にも行けないのが現状である。 

 委員：  現状として、素案に北部地域の問題点が挙げられているが、十分に供給ができな

い状況が一番のネックである。 



－4－ 

平成 13 年から西谷で農業をはじめ、開始当時数百万円の売上げが、H15,16 には

数千万円まで上がった。今は停滞気味で量販店も買い取りでなくインショップ化に

なるなど、ちょうど過渡期と言え、これをどうクリアしていくかであると考える。 

      農業をしたい気持ちはわかるが、西谷で受け入れるのは本当に難しい。農家側と

しても勝手にされるのは困るので、皆様と同じラインに立てるまで、何年か自分の

所でお預かりしなければ、手伝ってもらうこともできない状態である。「やる気が

あってもできない」ことにどう対処するかが課題になると思う。 

また、人の農地、市民の財産である土地でなく、県や市が抱えている土地を利用

することからはじめて欲しい。 

      ＪＡ兵庫六甲にお願いしたいこととして、機械を買って貸していく事業を進めて

ほしい。農家によって収入を得ているのだから、もっと農家に還元してほしい。あ

わせて、フットワーク軽く、機械を修理してくれる人を一緒に付けて欲しい。 

 委員：  ＪＡ兵庫六甲としては、12 月から新品だけでなく中古農機具を扱う予定である。

また、４月からではないが、来年度からレンタル事業の展開も検討している。 

 委員：  意向調査結果を見ると、50 歳代が５割、第２種兼業農家の方が７割、「農地は今

のままでよい」が７割、「後継者がいる」が７割であり、他の地域と違う西谷地域

の特徴といえる。しかし、「今のまま」の西谷の農業を続けるのであれば、生産者

に比べて消費者が圧倒的に多い宝塚市では、市の作物が口に入らない状態が続いて

しまう。できれば生産をもっと増やしていただけると街の方でも口に入ると思うが、

そうすると人が足りないことが問題となるので、集落営農など政策振興が求められ

る。「地産地消」というと西谷に頼らざるを得ないと言うところが過分にあるので

生産にぜひ力を入れていただきたい。 

 委員長： 絶対的な供給量が少なく、市民の地元作物へのニーズが高い中で、どう応えてい

くか、そのための具体的な方策を計画に盛り込んでいきたい。 

委員：  消費者意向調査の「問 7 農業や農作業を体験したいとお考えですか」で、「機会

があれば積極的に農業に取り組みたい」「家庭菜園・市民農園など趣味的に農業に

取り組みたい」「いも掘り・いちご狩りなど体験農業に参加したい」をあわせると、

約 74％の方が農作業を体験したい意識を持っていることがわかることから、これを

受け止め、市が本腰を入れて農業振興に取り組み、また具体化するために農業 NPO

法人をできるだけ早く立ち上げ、その法人が市民と農業をつなぐ接着剤の役割を果

たすことが重要である。そういう消費者の気持ちを吸い上げる機関があれば市民の

農業への振興の気持ちがより一層高まると思う。この NPO で、市民に株主として一

口 500 円程度出資してもらい、そうすることで朝市の割引、県有地の活用などのイ

ンセンティブを得ることや、NPO がレジャー農業や体験農業をサポートすることが

考えられる。また、宝塚という名前は全国ブランドであるが、農業に関連してＢ級

グルメも確立していない現状であり、例えばこれを確立するために、NPO が市民を

リードしていくことが期待される。 

宝塚市では、農業の６次産業化を進めるべきである。販売は一定の成果を上げて
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いるが、生産面は成り行きまかせでとどまっていることから、軸足を生産に移す必

要がある。今までの延長線上でなく、市民のパワーを出資という形で結集していく

求心的な NPO のようなものを立ち上げ、生産について新規軸を打ち出すことが、市

民の農業振興につながると思う。 

 委員長： 消費者の意向を見ると、多様な形での農業への関わりを求めており、市民の農業

への関わり方の多様性を実際の農業サポートにどう活かしていくかが問題である。 

 委員：  10 年後を考える場合、「農業特区」を構想に入れることは不可能なのか。「農業特

区」をした場合のメリット、デメリット、なぜ特区ができないかの資料があれば議

論が進むと思う。特区化することでどのように環境設定が変わるかがわかれば、NPO

立ち上げの可能性や、高齢化や担い手不足、遊休地などの問題点への対応も考えら

れることから、シミュレーションして検討していくことはできないか。 

 委員：  計画に示されている現状や課題、問題点はまさにそのとおりである。これまで西

谷地区から市街地の量販店への出荷を進めてきたが、来年から大きな取引先である

量販店が全てインショップ化される。西谷の野菜を知ってもらい、生産を増やすに

は販路が必要であるが、西谷から下まで降りていくことが個々の農家でできないこ

とが大きな問題となっており、ＪＡも含めて改善していく必要がある。また記載さ

れているように、西谷に来てもらうため、レジャー農業や体験農業の展開もあるが、

具体的にどうしていくかが重要である。その辺の問題点をクリアしていかないと 10

年後も同じである。ＪＡももちろん考えていかなくてはならない。 

 委員：  消費者と農業者の交流会に参加すると、西谷の方は、農業は自分たち一代で良く

子供達も継ぐ意思がないと言われる。西谷は素晴らしい地域であり、10 の集落それ

ぞれに良いところがあると思うし、農業を辞めてしまうことは、せっかく先祖から

伝わった農地なので残念であると思う。 

時間がかかるかもわからないが、行政側からどうこうするだけでなく、西谷の生

産者の方の意見を聞いて、進め方やどこまでならできるかなどを話し合って検討す

ることが大切であると思う。 

また、色々な場所で西谷の農産物、加工品を販売しているが、別々でなく、西谷

夢市場のなかに「農業レストラン」のようなものをつくり、一緒にしてはどうか。

部落の良いところを持ち寄って、外部から人を招いてしていくことも大事である。 

県や市の土地であればよいが、個人の土地を行政が作る法人格が活用するのはで

きないのではないか。 

 委員長： 京都府亀岡市かどこかで「日替わりシェフのレストラン」というのがあり、そう

いうことも参考にできるのではないか。 

委員：  私は南部地域 18 農会の中にいるが、調整区域、市街化区域の生産緑地に指定さ

れている場合は別として、宅地並み課税の問題もあり、農業を続けるのは苦しい状

況が続いている。今後 10 年先がどうなるか不安である。最近は転用してマンショ

ンや駐車場にする人も多いが、駅からの距離など立地条件によってできない。長尾

地区では、たくさんの農地をお持ちの方は、後継者の居る方、一生懸命に農業に取
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り組んでいるが、生産だけでなく、造園や植えた後の苅込も行っている状況にある。

先祖から預かった土地であり、不景気だから、マンションが建ち日当たりが悪くな

ったからと言う理由で手放さず、長く農業を続けたいと思うが、現状では、後継者

の問題など難しい面もある。植木も売れず経営が困難な状況であるが、それでも農

業をしようという方はおり、現在も農地は減っているものの農会のメンバーは減っ

ていない。 

     30 年先がどうなっているかわからないが、この緑あるまち宝塚を守っていきたい。 

事務局： 「農業特区」については、事務局でも勉強している最中であり、もう少し勉強し

て方向性も含めて提案できればと思っている。 

     市民サポートチームもゆくゆくは NPO 法人という話があったが、NPO 法人では農

業生産できないので、そういった点も含めて勉強し、関係機関と調整していきたい。 

 委員長： 素案の構成の中で「宝塚レジャー農業の振興」が一番上になるのは違和感がある。

西谷地区としてレジャー農業が最初の課題となるのはいかがなものか。南部地域と

同様、地域における農業の振興を一番に考え、「特色ある農業の振興」などが最初

となって然るべきであり、ご検討いただきたい。 

      この後、お気づきになられた事項があれば、事務局の方にメール、ＦＡＸで 12

月 24 日（金）までにご連絡いただきたい。 

      次回の委員会は２月３日（木）の 14 時からを予定し、開催にあたって事務局か

ら案内する。 

 事務局： 12 月のはじめに市議会があり、農業振興は関心が高く、多く質問があった。 

まず、TPP に関連して、「政府が TPP への参加を表明することになると本市の農業

にも色々な影響があり、宝塚市の農業振興をどう考えるのか」という質問があった。

販売農家が少ないとはいえ農作物が低価格で提供されると、本市で生産されている

皆様に大きな影響があると感じており、反対するだけでなく市として農業振興をど

うするか真剣に考えなくてはならないと思うので、ぜひともこの委員会でも議論し

ていただきたい。 

また、有害鳥獣対策についてもご質問があり、大変な被害が出ており、市でも県

の補助をいただき対策にかかっているが、この場でもご審議いただきたい。 

さらに、このプランにも書かれているように新名神高速道路の開通に伴い、宝塚

にできるサービスエリアにつながるスマートインターの整備を要望しているが、ス

マートインターでは市の農産物を含めた物産の販売や、本市、西谷のＰＲができる

と期待している。そこで、新名神の開通に向けて何ができるか、農業振興の観点か

らこの委員会でもご議論いただきたい。 

 委員長： 今の事務局の意見に対して、アイデアがあれば、次の会議までに宿題として考え

ておいていただきたい。本日はありがとうございました。 


