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第５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 4月 26 日（火）10:00～12:15 

 

開催場所：宝塚市役所３階 ３－３会議室 

 

出席委員：委員 10名 

     小野委員、大上委員、阪上委員、中西委員、西田委員、 

金岡委員、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 開会 

(１)委員委嘱 

 市長から委員全員に対して委嘱状を交付した。 

 野里委員の退任に伴い、金岡委員が新たに就任した。 

(２)市長あいさつ 

 

２ 議事(概要) 

 

１．議事第１号 第４回宝塚市農業振興計画策定委員会について 

(1)第４回議事概要（案） 

委員長： 第４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．議案２号 「宝塚市農業振興計画」について 

(1)「宝塚市農業振興計画（全体構成の素案）」修正版 

(2)その他（「ファームマイレージ２」及び「事例紹介」について） 

委員： 西谷地域で農業をしているが、昨年から「西谷を元気にする会」として色々勉強に

取り組んでいる。サービスエリアが整備されることもあり、これに向けて、市の産業

振興室が主体となり、北部だけでなく南部の方にも協力をいただき、どうすれば西谷
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を元気にできるかということで検討している。農作物が売れると言われても、実際は

農業者が高齢化し、売る場所をつくってもらっても農作物をつくる人が居ないという

のが現状ではないか。農会連合会として、どうすれば農家を守っていけるかを検討し

た場合、やはり集落営農ではないかと考え、市農政課にご協力いただき、集落営農の

勉強会をしている。サービスエリアができると、西谷地域も大きく変わるであろうと

思っており、それに向けてあと５年あると言うのではなく、もうそこまでしかないと

して、宝塚全体で考える必要があると思う。 

北部地域は面積が広いが、住んでいるのはばらばらで高齢化は本当に進行している。

市街化調整区域というのもネックになっており、外して欲しいという方もいるかもし

れず、その辺も課題であると考えている。 

委員：  南部地区は 28の農会である。長尾地区は植木と花きが主たる産業であるが、最近

は、生産物が何年も残り、結果的に処分する必要があるが、野焼きでは煙等の問題が

あり燃やせないことから、現在はリサイクルセンターでチップ化している。また、植

木の後に、自分たちの分だけではあるが、夏野菜を育てており、最近ではそちらが主

体となってしまっていることも多分にある。 

南部地区の一番の問題は、耕作放棄地であり、植木が売れないということで、何年

か放っておき、突然開発され家やマンションが建つのが事実であり、それを農会が止

めることは不可能である。また、生産意欲のある農家がいるが、残っている農地の周

辺環境は悪化しており、とくに水路や貯水池でのヒシ等の大量発生による悪臭には苦

慮している。近隣の農会と協力して撤収しているが、費用がかかる。 

今回のような震災があり、東北で何も作れず、水を運ぶにも何時間もかかる状況を

みると、この宝塚の立地を考えた場合、西谷も含めて、ものすごく環境が良いので、

なんとか良い方向に進めばと思う。 

委員：   水路の問題について、西谷での整備はどうなされているのか。 

       販売する物が足りない状況でも、個人の土地を借りてつくるというのは非常に難し

く、先ほどサービスエリアの話があったが、急がなければならないという今の課題に

対し、P32 で「公有地の適切な利活用の検討」とあるように、農作物を売るためには、

公的な土地を活用し、作物をつくることからはじめなければならないと思う。はじめ

ることによって水などの問題が出てくる。４年くらいかかるものであり、明日からで

もはじめていけるようにすべきである。公の土地の利用というのが一番手早いのでは

ないか。農免道路沿いにも公有地があったと思われ、ああいうところできれいな花を

植えて、皆様が楽しめるような使い方をすればよいと思う。 

事務局： 玉瀬地域のほ場は、県と西谷地域の連合自治会との具体的な協議の結果、県は個

人でなく団体であれば、一定の条件はあるが、貸してもよいという話も聞いている。  

地元の連合自治会からは、ヒマワリを植えてはどうかという提案もあるが、まだ具体

的な協議はできていない状況にある。 

委員：   １年間委員をさせてもらい、また昨年は、消費者協会で消費者と農業者の交流学

習会もさせていただいた。学習会では３つのテーマに分かれて勉強会を実施したが、
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そこで若い人から、西谷の集落の一つで農業ができなくなった高齢者の農地もあわせ

て米作りをしているという話を聞き、たいへん嬉しかった。そういったことや、農業

がしたくても場所がない人もいるという話を聞き、本当に西谷で農業をしていきたい

のであれば、「農業塾」のようなものをつくり、米作り、野菜作り、花作りとグルー

プに分かれて、若い人がリーダーとなって人を養成して、農業の活性化を図っていく

ことが原点になるのではないか。行政が先頭になり、若い人もリーダーとなって一緒

に育っていく農業のあり方が大切である。野菜作りや花作りより、やはり米作りが大

切でないかと思う。そういうことも検討し、西谷の皆様と我々、そして行政の方が一

緒になってやっていくべきではないかと考える。 

また、私たち消費者協会でも、地産地消ということで、「フードマイレージ」とし

て、世界地図と日本地図を使って子供達と親とで、どこから作物が来たのかを調べる

勉強会もしている。そういうことも根底におくことも大切である。 

委員：  今から何かしようと思った時、新名神の話は西谷にとって魅力であり、何かできれ

ばと思う。 

もともと南部地区は都市化を進める地区で、市街化区域と市街化調整区域を分け

た時からそういう方針と思う。宅地並課税を受けていながら農地を維持するというの

は無理で、減るのが当たり前と考える。これを今さら抜本的に見直すというのは現実

的でないと思う。しかし、この５月にも奈良の小学生が、課外授業として、林業や農

業を体験したいと山本の造園組合に勉強に来ることになっており、最近、こうした話

が増えている。 

農業に対する関心を早くから持てるように、近くにある小学校ではクラス単位で受

け入れをしているが、今回の件は、市を通じて問い合わせがあり、受け入れることに

なった。また新聞等でも農業への関心が高いように記事に載るが、それが大きく発展

しないのは、儲からないためと考える。 

西谷の高齢化の話であるが、植木祭りなどで西谷の品物を売ってもらっていたが、

今年はじめて、売るものが足りないということを聞いた。先ほど地産地消の話があっ

たが、地元のものが地元で売れるのは当然である。これまで売る場所の開拓をしてき

たのに、一方で作る人、作る量が減って、物が足りなくなっているというのは驚きで

ある。 

今、目玉になるのはサービスエリアの話であり、どうすればいいかはわからないが、

これにうまく乗れれば、すこし変化することになると思う。 

委員長： 問題はどういう計画が考えられるかである。 

委員：   先ほどのため池の話であるが、市内にはため池が 605 ほどある。地元から要望が

あって、農地があれば、県で整備を行う。部分改修も可能であり、市の農政課に言っ

ていただければ、規模に応じて、県または市で対応を検討する。 

西谷を中心として農業振興地域の多い北部地域では、ほ場整備をしているが、将来

市街地にしていく予定の南部では、どこまで支援するのか、いつも問題になる。しか

し、市街化区域にあっても、生産緑地は、生産を続ける条件があり、そういうところ
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には支援していかなくてはならないと考えている。 

北部地域についてであるが、冬場は寒いことから、遊んでいる農地がたくさんあり、

冬場も作れるハウス栽培などの助成制度も活用して、できるだけ作って欲しいと思う。

作る人がいない、どこに持っていくかという問題もあると思うが、作れば売れると思

われ、できれば北部地域では通年でつくってほしい。北部では生産量、品数を増やし、

南部では今あるものを維持して欲しい。できる限り支援したいと思う。 

委員：   大きな問題は、高齢化による後継者不足である。これはどこの地区でもあると思

うが、解消できていないのが現状である。振興計画にも、例えば「市民参加型サポー

トの構築」というのがあるが、本当にそれで補えるのかと思う。どうすればよいのか

は考えられないが、全国的な問題と言える。 

西谷地区では生産量を増やさなくてはならないと先ほどから言われているが、高齢

化の問題も関連し、作っても持って行けない状況があり、これについてもサポート制

度で考えることが求められると思う。これまで、農協では、販路を拡大するのでどん

どん作って下さいとして、農協全体の販売量は前年対比で上がっているので量的には

増えているが、それを市場に持って行けないという課題が北部地区にはある。 

また、北部地区に人を呼ぼうと、夢市場などを整備しているが、夢市場の販売量も

今年度は昨年度を下回り、ピークを過ぎた感がある。他の対策を踏まえてもっと増や

していく必要がある。販路を増やし、いろんな販路ができたことで、一定の場に行か

なくなってしまったという現状を改善していく必要がある。 

ＴＰＰは、例外品目を認めず関税をゼロにしようという話であるが、農作物につい

ては輸入品が増えることから、兵庫県で約 53％、700 億円くらい減少するのではない

かと言われている。震災の影響があったが、今でも６月頃を目処に方針が出されると

言われている。兵庫県という大きなエリアでは影響があるし、宝塚地区に関しても、

試算はできていないが、やはり影響はあると言われている。ＴＰＰの影響で、農業を

辞めてしまう、耕作放棄地が増えていくというのは懸念されることであり、どういう

形で取り組むかも含めて見守っていく必要がある。 

委員：    あいあいパークや園芸流通センター、西谷夢市場の管理者を教えていただきたい。 

事務局： あいあいパークと西谷夢市場は指定管理者制度を導入しており、それぞれ宝塚ガ

ーデンクリエイティブ株式会社、ＪＡ兵庫六甲農業協同組合で管理している。なお、

園芸流通センターは市の施設ではない。 

委員：   素案に対する意見であるが、P4 の国の農業政策で「農業・農村の６次産業化の推

進」とあるが、全体構成を考える場合、外すべきでないと考える。農業の６次産業化

のベースになるのは、「市民が主役の一人」ということであり、今後の宝塚の農業を

考えていく場合、単なる消費者から農に参加するというマインドを市民が持てるよう

どう導くかがポイントである。「市民が主役」と「農業の６次産業化」のなかで具体

的に考えられるのはコミュニティビジネス化である。作り、運び、加工して、売る、

という流れにおいて６次産業化ができるのでないか。農業のコミュニティビジネス化

として、共働き世帯が主体となるライフスタイルの変化の中、デリカテッセンチェー
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ンを考えられないか。それを単なる商業ベースでなく、コミュニティビジネスとして、

主役の一人である市民をインボルブしていくかがポイントになる。また短期的でなく

中長期的な話であるが、バイオマスを活用した野菜工場という話もコミュニティビジ

ネスにつなげて折り込むべきである。こうした一連の流れとしてとらまえる視点を素

案の中に盛り込むべきである。 

      ２つ目として、素案にも「市民とともに育む」と掲げられ、これは大変良いことで

あるが、主役の一人となるべき市民が宝塚の農業をほとんど知らない状況にある。私

のコミュニティでのまちづくり協議会において、西谷地域で例えばダリアの出荷が全

国１，２位であることや、酪農をしていることについて知っている人は、40 数名の

うち３人程しかおらず、宝塚で農業をしているということを知らない人も数人みられ

た。残念ながら宝塚の農の認知度はその程度であるということを、市民の立場から声

を大にして言いたい。 

では、どう対応するかということであるが、市の広報に、農に関する折り込みチラ

シを毎月入れてはどうか。それは文章でなく、視覚やキャッチフレーズで訴えるよう

なもので、市民のマインドにじわじわと農業を浸透させていく地道な努力が必要であ

る。そうでなければ、「市民とともに育む」という言葉は空回りになる。チラシをつ

くるにも費用がかかることから、あいあいパークや夢市場、また市の広報などがスポ

ンサーとなることが考えられる。市民へのアピールに向けて、せめてこういったささ

やかな努力をしていくことを盛り込むべきである。これまでもＦＭ放送やケーブルテ

レビなどでＰＲしていると思うが、ＪＡも含め、市民へのＰＲが大変大事であるとい

うことを言いたい。 

３つ目としては、宝塚市の農業の将来イメージをベースとして、市の農文化のスト

ーリーをどう作っていくかが必要である。P36 にある具体的プロジェクトに加えてい

ただきたいこととしては、中長期的なプロジェクトであると思うが、県などが持つ公

有地の活用である。例えば、公有地を活用した滞在型市民観光農園の新設がある。そ

こを、牛の堆肥を活用した循環型有機農法を実行していく場とし、あわせて観光牧場

的なものとして考えられないか。また地産地消のサンプルを示す農村レストランや、

農サロンとしてのコミュニティ喫茶店、もちろんシャワー室も備えたものを考えてい

くことができないか。イチゴなどの温室も設けて観光農園化すれば、直接口に入る物

を市民自身の手で作ることができる。 

また、市民に栗、イチジクなどの果樹の１本株主になっていただき、農に参加して

いただく。そういう場として公有地の活用を中長期的な具体的プロジェクトの一つと

して掲げていただきたい。 

また、既に取り組まれているかもしれないが、三大植木産地として、全国的な広域

販売を真剣に検討していくべきであり、そういうことも盛り込んでいただければと思

う。これはＩＴの活用と、大手通販業者をどう活用していくかが大切である。既にさ

れていれば結構であるが、そういうこともストーリーに折り込みたい。 

さらに、「宝塚のブランドの構築」というのが出ているが、宝塚産の原料を使用し



－6－ 

たケーキコンテストや試食大会など、楽しい集いとして市民を呼び込むことにつなげ

てはどうか。 

最後に、プロジェクトとしてぜひ追加していただきたいことは、学童に対する食育

キャンペーンである。子供の頃から農文化に親しんでもらうことが、10 年、20 年後

の宝塚の農業を支える根幹になると思われ、市の教育委員会や行政とで協力して考え

るべきではないか。例えば農の課外授業を特に小学校で進めてもらうことや、地産地

消として給食に宝塚食材を使うようにしてもらう。また、農業体験ということで、校

庭内の花壇をよりきれいにするアイデアを考える。空き地を活かした公園づくりなど

実習の一つとして取り入れることなどを教育委員会にお願いできないか。また、体験

という意味では牧場見学を兼ねた牛の乳搾りの実施など、ほかにもあると思うが、そ

ういう子供の頃からの食育キャンペーンを、行政と教育委員会でぜひ考えていただき

たい。 

これらを、計画に何らかの形で織り込んでいただきたい。 

委員：   農業の将来像として「市民とともに育む『楽しく華やかな宝塚の“農”』」とある

が、今までのご意見の中で「楽しく華やかな宝塚の“農”」がまったく出てこないの

が残念である。 

以前、婚活の話をしたが、異業種交流会のＮＰＯを立ち上げ、４月に認定いただい

た。婚活のアンケートで農業体験をしたいという意見が、10 人中で男女４人ずつ程

度みられ、農業関連の婚活イベントを企画している。作付けから収穫までと考えた場

合、どの土地を借りて、その間の世話を誰がするのかという具体的な問題があり、そ

ういう相談をどこですればいいのか。若い人が農業に関心を持っている傾向を肌で感

じており、そちらに目に向けるために仕組んでいくことが大切である。 

食育キャンペーンに関してであるが、ハウス食品の方から、「食育で野菜を食べよ

うといった取組みをする場合は、ハウス食品は物品提供など全面的に協力させていた

だく」という話をいただいている。企業と仲良くすることは重要であり、食育キャン

ペーンは食品関係の企業と仲良くしようキャンペーンにつなげていくことが重要で

はないか。 

また、以前、ツイッターで宝塚牛乳のことをつぶやいたところ、ツイートが増え、

取材も入り、生産が追いつかない状況になってしまった。口に入れる、食するという

ことは重要であり、例えば西谷夢市場の前にパラソルやウッドチェアなどを置いて試

食してもらうといった、すぐできることからはじめることが重要である。そこに行け

ば食べられるというのは、クチコミで広まり、うまくいけばクチコミの効果はすごく

大きいと思う。 

新規就農者については、法律や制度などがあり、簡単でないことは承知しているが、

市は自由に利用できる農地を持っていないのか。いろいろ事情はあると思うが、そう

いったことをクリアしなければ前に進まない。先ほど西谷で冬もハウスで生産してほ

しいという話が出ていたが、誰がするかということが問題になる一方で、興味関心が

ある若い人も多くおられるので、連携できないかと思う。ハウスを建てても作る人が
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いなければ生産できないし、生産を向上させるためのラインを誰がつくるのかという

素朴な疑問はある。理想と現実は違うのはわかっているが、「楽しく華やかな宝塚の

“農”」に無理にでもつなげていこうと思うと、ピックアップしてでもＰＲしていく

ことが重要なのではないか。 

婚活の一環として、農村ツアーも実現していく予定であるが、実現には農地を借り

なければならないが、マチからムラに言いに行くときの接続部分を明らかにしていた

だければ話が少しでも前に進むのではないか。 

事務局： 市の公有地としては下佐曽利があり、組合型の市民農園として開設しているが、

それ以外は把握していない。県の公有地は、担当部局が県の北部開発の部署が土地の

管理を行っているので、そちらの理解を得ることができなければなかなか使用できな

いと思う。 

委員：   食育に関しては、教育委員会に申請していただき、各学校で時間をもらうことが

できれば、個人農家で対応できる。市側から教育委員会につないでいただけるのであ

れば可能である。農家側が発信しても、市がつないでいただけなければできない。農

作業をしたいのであれば、農家に直接言っていただければ、対応する。 

委員：    滞在型市民農園についてであるが、宝塚では近すぎてニーズが無いのではないか。

篠山や丹波などは遠いので、泊まって農業したいという話があるが、宝塚市民が西谷

で泊まってということはないのではないか。土地があれば、滞在型施設も可能である。 

事務局： 玉瀬の公用地の正確なほ場面積については、次回調べて提示したい。 

委員：   以前、農会でも公共用地の使用の話が出たが、財産区の水利組合があり、水利の

関係が難しかった。そこの調整をきっちりしないといけない。 

委員長： これは農業振興計画であり、どこまで各論を記載するかという問題がある。基本

的な考え方と各年で取り組むことは、分けて整理する必要がある。 

本日、具体的なことを含めてかなり意見が出されたが、例えば集落営農や６次産業

化の話など、いくつかの基本的な視点が、この修正版に含まれていないと感じた。 

出された意見について、振興計画として盛り込む点、その場合具体的な施策の展

開として取り組むべき点、あるいは既に施策として取り組んでいることもあると思わ

れ、それ整理をしていただき、そのうえでどう対応するか、次回委員会で示して欲し

い。 

また、担い手の問題についての書き込みが弱いと感じる。難しい問題であるが、例

えば集落営農の面積などのベーシックなデータを含めた現状を踏まえて、また全国的

には中高年者の就農者数が増えていることを背景に、担い手を幅広く捉えながら、ど

ういった現状で、どういう確保が必要であるかを考え、整理していただきたい。 

さらに、「市民と共に育む『楽しく華やかな宝塚の“農”』」とあるが、主語は農業

者である。「楽しく華やかな宝塚の“農”」だけを取り上げると施策が浮いてしまうが、

主体である農業者がどう捉えるかが必要である。 

そこで次回以降にお願いしたいのは、農業関係者の委員の方からも、農業サイドと

して農業をどう考えていきたいかという具体的な提案を聞かせていただきたい。 
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本日の審議はこれで終了させていただく。 

これまでと同様に、ご提案、ご質問、ご意見があれば事務局の方にメールなり、Ｆ

ＡＸで５月 16日までにお寄せいただきたい。 

事務局： 次回の委員会の開始時期であるが、６月にＴＰＰの話が進む可能性もあり、７月

29 日（金）午後２時から５時まででお願いしたい。 

 


