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第４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 23年 2月 3 日（木）15:00～17:00 

 

開催場所：宝塚市役所３階 ３－３会議室 

 

出席委員：委員９名（欠席者１名） 

     小野委員、大上委員、中西委員、西田委員、野里委員、 

     村上委員、吉田委員、小杉委員、田川委員 

 

傍聴者数：２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３回宝塚市農業振興計画策定委員会について 

(1)第３回議事概要（案） 

委員長：  第３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．議事第２号 「宝塚市農業振興計画」について 

(1)農業者意向調査（南部地域）の結果報告 

(2)「消費者と農業者の交流学習会」の発表内容 

(3)「たからづか食育推進計画(案)」について 

 委員：  南部地域意向調査結果に関連して、南部地域全体面積と、農業振興地域、生産緑

地、生産緑地以外の宅地並み課税地の面積は、どの程度か教えてほしい。 

     宝塚市は、北部は農業を積極的に進めていくエリア、南部は市街化を積極的に進

めていくエリアに分かれている。しかし近年は、宅地を増やしていくような状況で

ないことから、農地を農地のまま守り、食料生産していこうという話にだんだんな

っている。宝塚市は、農地と言っても２つの顔を持つことを理解しておけばわかり

やすいと思う。 

事務局： 南部地域の農地面積は 111.8ha、生産緑地は全部で 354 箇所 83.0ha である。 

 委員長： 南部地域の意向調査は北部地域の結果といくつかの点でかなり違っており、これ

をどう振興計画に活かしていくかが問題である。「問 13市民による農業支援につい

ての考え」で、南部地域は「とくに必要はない」や「草取りなどの補助的な作業を

手伝って欲しい」が多く、北部地域と異なるが、背景に何があるのか。 

 事務局： 南部地域は宅地化が著しく進行している状況にあるほか、小規模な農家が多いこ
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とが大きな原因と考えられる。 

 

 (4)「宝塚市農業振興計画策定委員会」の設置期間の延長について 

   委員長： 事務局からの提案のとおり、スケジュールを１年延ばし、より充実した議論をこ

の委員会でしていきたいと思う。ＴＰＰをはじめ、不確定要因が存在しており、そ

れらを見据えて、来年の３月まで引き続きご協力していただきたいと、私からもお

願いしたい。 

 

(5)農業サポート事業概要（案）について 

委員：  国の予算があるので、とりあえず行政主導でやるという感じに見える。 

委員：  もともとは高齢化に伴い、農作業ができず休耕田などが増え、これを放っておく

のはもったいない、有効に使って食料生産しようということで、サポーターに生産

してもらい、市民が農産物を食べられるようにしたいという発想からきている。 

委員：  この事業は、北部地域を対象としているが、意向調査の「問 10 現在の労働力に

ついて」で、北部地域の 78.9％が「家族労働で十分対応できている」で、「家族と

雇用労働で対応している」は南部で 21.6％と多く、北部よりも南部の方が、要望

が多いのではないか。北部限定ではなく、南部でも困っている人がいれば対象にす

ればよいのではないか。 

事務局： 意向調査の「問 13市民による農業支援について」で、「熱心な市民なら農作業を

手伝って欲しい」という要望が、北部地域で多く見られたため、一つのきっかけと

して、行政から試験的に立ち上げてみようということになった。 

委員：  農業支援者コーディネーターは、どういう方にしてもらうという案はあるのか。 

事務局： 詳細についてはこれからということで、農会の皆様や、農業サポートのようなこ

とをしたいといった市民の方の意見を聞きながら検討していきたい。 

委員：  ＪＡをリタイアして営農支援をされている方や、県の農業改良普及員のＯＢの方

などがよいのではないか。実際に農業をされている方は、自分の田畑が忙しくて無

理だと思う。 

委員：  「サポーターは基本的に無報酬であるが、収穫品の一部を受け取れる」とあるが、

どの程度の報酬になるか。何日どれだけ手伝ったらどれくらいの報酬を渡すなどの

目安を設けてもらえば、支援してもらう方も楽である。 

 

(6)農業振興の全体像について 

委員：  南部地域の意向調査の中で「直売所が欲しい」という意見があったが、現在は存

在していないのか。 

委員：  南部でも自分のところは、朝市のほか、オアシスなどの量販店においてインショ

ップ方式で販売している。西谷夢市場のような施設は南部には無いが、それを抱え

る生産量が無いと思う。南部の人でも、夢市場に出しているほか、インショップや

ＪＡ兵庫六甲全体として伊丹市のスマイル阪神に出している人もいる。 
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委員：  西谷では、冬場は何も作られておらず、今後、スマートインターができるとなる

と、作れば作るほど売れるのではないか。 

委員：  南部で作った野菜の一部は、伊丹市で売る形になっているが、西谷夢市場や宝塚

市内の量販店で売っている方もおられる。生産量が少ない方が個人で出す場合はス

マイル阪神を利用し、ある程度の量があれば量販店に出してもらうことが多い。 

委員：  生産者の数に比べて、消費者が圧倒的に多いので、生産者のたくさん居る神戸市

の北区や西区のものを生産ルートにのせないとまかなえない、市内の作物は欲しい

けれど手に入らないというのが実態である。 

委員：  「地産地消」の概念として、そのルートはどうなっているのか疑問である。 

委員長： 「消」は人口が多いため宝塚市内でまかなえず、市内県内その他の農作物を充て

ることとなるが、「産」の方は恐らく宝塚市内で生産された野菜のかなりの部分は

宝塚市内で販売されていると考えられるのではないか。 

委員：  10 年前と比べると、私たちが作ったトマト、イチゴなどが宝塚市から出ることは

ほとんどない。売り方や場所が違うだけで、ほとんど宝塚のものは宝塚で消費され

ている。 

委員：  宝塚市の作物がほとんど市内で消費されていることをアピールできないか。そう

でなければ消費者はわからない。 

委員：  インショップの店舗やスーパーでは、そういうことをアピールして売っている。 

委員長： 売り場ではどこで誰が作った農産物かをＰＲしているが、確かにトータルでみる

と、宝塚市でつくられたもののほとんどを市民が食べている、ということはアピー

ルできていない状況にある。 

委員：  市民が地産地消でどのくらい貢献しているかがわかるものがないので、市内のも

のを食べることができていないという話になるのではないか。 

事務局： これまで、農業について市の広報に載せたりすることが無かったので、そういう

面はＰＲできていなかった。「地産地消」と叫ばれていながら、実際は消費できて

いることが言えていないのは確かである。農業振興は知っていただくことも大切で

あり、農振計画について審議していただいている現在、イベントの案内ばかりでな

く、そういう情報も市広報に載せていく意識を持ちたい。 

委員：  ＪＡで出されている冊子に宝塚市の特集もあり、ＪＡと協同し、情報を提供して

もらえば良いのではないか。 

委員：  市内の生産物が足りないということをアピールしなければならないと思う。足り

ないからサポーターが居るという流れが見えず、個々の事業を紹介されても、それ

がどんな役割を果たすのかわからない。「地産地消」として、作物を作って市民の

胃袋に入るまでの流れが見えない。 

委員長： 人口構成からすると南部の方が人が圧倒的に多く、本来は市民に近い南部地域に

直売の施設があれば、合理的・効果的であるが、現在は代替となる施設、販路が整

備されてきたことや、新たに施設を整備した場合、宝塚産の農産物が埋まるか疑問

であるということがある。しかし、農振計画では、現状を前提にしてできないとい
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う消極的な発想でなく、将来的に生産を拡大していくことを前提に考え、そのため

に何が必要かという発想が必要である。 

委員：  生産物を駅前などの人が集まるところで売るというルートができれば、「地産地

消」がわかりやすいのではないか。長期的な話でよいが、そういった「地産地消」

をイメージできるストーリーがあれば、市民にとってわかりやすい。 

委員長： ストーリーをどうつくるかが、振興計画の課題であり、全体として宝塚市の農業

振興をどういう物語でつくっていくかをこれから検討する必要がある。 

委員：  西谷夢市場やスマイル阪神のようなものを特別に作るのではなく、現在シャッタ

ー通りになっている商店街などを利用することで地域の活気も生まれてくるので

はないか。３月の中頃に伊丹市にイオンができる話もあり、宝塚市の商店が小さく

なっていくと思う。それを防ぐためにも、西谷のものを、地域の人が話し合いなが

ら買い物できるシステムを考えても良いのではないか。ただ農業だけを考えるだけ

でなく、農業と商業を連携させる発想があってもよいと思う。 

委員長： これは必要な視点である。農業振興計画は農業の視点だけで考えてしまいがちで

あるが、市の計画として、まちづくりと農業計画を結びつけることもある。空き店

舗を活用するためのシャッターを開けるまでは市がしなければならないが、その後

は農家で個人やグループで進めていける可能性があるのではないか。 

事務局： 空き店舗活用の補助金もあり、そういうことも活用できればよいと思う。 

委員：  高齢化のなか、西谷から農作物を運ぶのに時間がかかる、大変であるということ

から、そういうサポーターも求められていると思う。作物を作るだけでなく、本当

に足りないところをサポートすることを見直した方がよい。 

前回事務局から農業特区について勉強する話があったが、どうなっているのか。 

事務局： 農業特区は、前提として法的にできないことをする考え方なので、西谷で何が必

要で、それを実現するために何が問題かを解決する中で、特区が必要かを考えてい

きたい。市の農業をどう振興していくか、もう少しここで、具体的な議論をするな

かで、並行して勉強して進め方を検討したい。 

委員長： 特区は例外的規制緩和である。しようと思うことに対して規制があってできない

場合に例外的に緩和するのが、特区ができてきた仕組みである。西谷で特区がした

いのであれば、何がしたいというだけでなく、法的な規制があってしたいことがで

きないという事実が存在し、だからその規制を例外的に緩和したいという話が必要

である。 

委員：  新規の就農を西谷でしたいという人に対応できていない状況があるのではないの

か。 

委員：  新規就農支援センターという相談窓口があり、実際に相談に来られている。しか

しながら、その意欲、３年作物ができなくても食べていけるだけの資金のほか、地

域とのつながりなど色々な条件がある。10 人来ても実際に残るのは一人くらいであ

る。 

委員：  年に１人くらいは新規就農している。反対にそういう条件がなければ、そんな簡
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単に受け入れられない。やはり「できる」ということが最大の条件であり、あまり

緩くするのも考え物である。 

委員：  ３年くらい修行して、売れるものを作れるようにならなければならない。一本立

ちできるようになったときには土地を探してあげるようにしている。 

委員長： 担い手の確保という意味では、農振計画でも、記載内容をもう少し充実させる必

要があるかも知れないが、P37 の「新規就農者の支援」という項目で記述している

し、現実的にも相談ルートや支援方法もあり、やる気があれば来て欲しいというの

が基本的なスタンスである。 

委員：  阪神地域は希望者が多いが、必ず中西ハウスセンターに来てもらい、対応して確

実に育てているので、その点は大丈夫である。ただ、住むところがないので整備し

て欲しいという話はあり、そういう環境整備もお願いしたい。 

先ほどの販売の話であるが、これまでも朝市の会やＪＡの販売所などを立ち上げ

てきた経緯があり、そういったところにサポーターを入れて考え方の広がりを持っ

ていくと良いのではないか。私たちも平成 13 年からあいあいパークで 10 年近く、

地道に毎週販売を行っており、そのサポーターからはじめて、作る方のサポートを

していけばよいと思う。既存のものにサポートしていくのが早いと思う。特区の話

も、急に飛行機で橋を渡っていくようなことはできないので、地道に進めていくべ

きである。ＮＰＯ法人も大事であるが難しいと思う。 

委員：  農業振興という市の政策を考える場合、一番大切なのはＴＰＰであると思う。Ｔ

ＰＰが実施されるのは既定の事実であり、それを前提として宝塚市の農業をどう考

えていくか、検討していかなくてはならない。 

また、農業者意向調査結果の「問 7 今後の農業経営の方向について」で、「手間

のかからない農業を展開したい」「自分の家族分のみの農業を進めたい」「現状のま

までよい」が多く、これが宝塚市の農業の現実である。ＴＰＰをベースに農業振興

を考えていく場合は、コスト競争力すなわち大規模農園が求められると思うが、「大

量生産により農業の大規模経営化を進めたい」や「地域や農家仲間と一緒になった

農業経営を進めたい」「農産物のブランド化や特産品づくりを目指したい」という

人もおり、こういう人を農業振興にどう取り組んでいくか、具体的な考えを行政と

して打ち出すため、当委員会で協議しなければならないと思う。 

委員長： １年間委員会を延長することの大きな要因は、ＴＰＰへの対応である。現在は

政府も方針を出しておらず、今の状態で、市の段階でＴＰＰについて検討できるこ

とはない。政府は６月の時点でＴＰＰに参加する場合の国内対策を出すと言ってお

り、市としてはそれを踏まえた形で、農業振興計画を具体的に検討していくことに

なる。来年度の第６回の委員会（７月開催予定）で、「ＴＰＰ参加にかかる農業対策

の基本方針について」が検討課題となっている。その当たりの状況を踏まえながら

この委員会で検討していきたい。 

委員：  ＴＰＰが実施された場合、零細的な農家にかなり衝撃があると思うので、そのと

きのセーフティネットを考えておくべきではないか。客観的な立場の我々こそが考
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えられることではないか。 

 委員長： ＴＰＰの影響を検証しなくてはならないと思うが、恐らく家庭菜園的な農家には

影響がなく、大規模な農家に大きな影響があると思う。 

 委員：  これまでの小規模農家に対する支援が、2,3 年でほぼ無くなると思われるので、

その際の市内の農家の方をどう応援していけばよいかを考えることが大切である。

農業振興計画の素案についてもそういった観点から見ると直さなくてはいけない

ところがあり、早急に議論していく必要がある。 

 委員長： 農業振興計画の素案は前々回、前回、今回の議論を踏まえて、事務局で再検討し

ていただき、次回の委員会で提示していただき、それを踏まえて議論したい。 

 委員：  ＮＰＯ法人や農業特区について、これまで発言してきた要因も、もとはといえば、

ＴＰＰが日本の農家として時の流れとして逆らえ無いという経緯があり、大規模農

家の農業に持っていくには何があるかと考えたところ、ＮＰＯ法人を立ち上げ、こ

れに市民が参加していくことを提案してきた。 

 委員：  農家として一番お願いしたいことは、「買うなら市内のものを買うように」と言

って欲しい。どうすれば市内のものを消費者が買ってくれるのかを聞きたい。ＴＰ

Ｐの話は当然で、大きな枠ではそういうことは考えられ始めている。それよりも地

元の野菜を買うという市民の考えを変えて欲しい。安いものを買うのではなく、こ

ちらが一生懸命をつくったものを買ってほしい。 

 委員：  需要者のニーズに対して物が少なすぎるという現実がある。 

 委員：  買ってくれれば、もっと作る状況になると思う。現在、私たちも作っても足りな

いから作っていこうと考えているわけで、それを草の根的に広げていくしかない。

だから朝市の会など委員会を立ち上げているところに支援して欲しい。そういう具

体的なところにお願いするしかないと思う。 

 委員：  「農業サポート事業」には大賛成で、理屈は色々あるが、まずこういうことをや

っていって、市民の関心興味を宝塚の農業に向けて、それが農業の地産地消に繋が

っていくと思う。宝塚で農業をしているなんて知らないという市民は多いと思う。 

 委員：  やはり、農業は続けていかないと意味がなく、続けていける形が大切である。や

れることとしては毎日こつこつと目の前のことをするしかないが、途中で放棄しな

いように、どういう形なら続けていけるかをわかりやすい形で出せればと思う。 

 委員長： 本日はこれくらいにして、言い足りない点があれば、事務局の方にメールやＦＡ

Ｘで２月 28 日までに、ご意見や提案をご連絡いただきたい。事務局の方は本日や

これまでの議論を踏まえて、振興計画を再検討する作業を進めていただきたい。 

 事務局： 次回、第５回は４月 26 日（火）の午前 10:00 からを提案し、個々に調整させて

いただく。 

事務局： 今年一年本当にありがとうございました。現在、西谷の方でも、農会の方や地元

の自治会連合会の方などが集まって、西谷の活性化に向けた協議をしています。そ

の中で農業振興をどうしていくかについて話し合いをされており、この委員会での

話を、また地元の会合の中でもしていきたいと考えています。来年度もお世話にな



－7－ 

りますが、よろしくお願いいたします。 


