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第６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 7月 29 日（金）午後 2:00～4:30 

 

開催場所：宝塚市役所３階 ３－３会議室 

 

出席委員：委員 6名 

     小野委員、大上委員、西田委員、村上委員、吉田委員、小杉委員 

 

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５回宝塚市農業振興計画策定委員会について 

(1)第５回議事概要（案） 

委員長：第５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)「宝塚市農業振興計画（全体構成の素案）」修正版 

委員： 去年度被害があり、西谷では米の等級が落ちている。西谷の米は、気象や害虫の影響

で、一等米が少ないことが問題である。近年、ウンカなどは減っているが、カメムシ防除

など今までなかった対策が求められている。確かに有害鳥獣の問題もたくさんあるが、有

害昆虫などこれまでにないものが出てきている。低農薬で作りたいと思っているが、雑草

によって効く薬、効かない薬が異なり、農業者も弱っている。勉強していかなくてはなら

ないと考えているが、後継者がおらず人手が足りないことが問題である。米を売るにも、

消費者と生産者の価値感覚があまりにもかけ離れており、そのことが農業から離れ、後継

者が不足する原因と考える。農業で食べていけるのであればみんな農業で食べていくと思

う。稲作だけであれば、20 町でやっと夫婦が生活できるという感覚であるが、境野地域全

部の農地規模が 20町であり、それを自分たちだけでというのは大変である。大型機械の購

入も必要であり、費用が高くつくので、どうしても若い人はしてくれない。 

「農業者の支援の充実」とあるが、補助金だけでなく、虫の対策なども考えていただけ

れば農業者みんなも喜ぶと思う。有害鳥獣は、イノシシやアライグマのための電気柵や檻

の設置は補助対象（半額）をいただいているが、虫の対策については宝塚市にはない（猪

名川町では集落で取り組む場合の補助対策がある）。最近、集落をあげてヘリコプターで

のカメムシの除去をした。高齢になると個人的にするのは難しく、費用をかけてでも取り
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組もうということでしており、市としても取り組んでいただければうれしく思う。 

委員： 兵庫県の助成の有無は把握していないが、ヘリ防除は県下で多くやられている。 

計画がすべて文章表現になっているのが気になる。文章だとどこまでできたのかわから

ず都合がいいが、一般的にビジョンは数値目標を置き、達成度がどの程度かをみる。この

計画に数値目標を入れるべきかはわからないが、進行管理する時には入れる方がわかりや

すいのではないか。 

委員長： 「6（2）戦略プロジェクト」ではスケジュールは入っているが、数値はいれていな

い。数値目標を入れやすい内容と入れにくい内容がある。 

事務局： 「戦略的プロジェクト」に掲げたものすべてに予算がつくかという問題もある。総

合計画でも数値目標を入れており、そういう意味では入れても良いと思うが、難しいとこ

ろもあると思う。 

委員長： ハード事業であれば、予算との関係で、数値目標を入れた方が予算を取りやすいと

いう側面もあるが、ソフト面の事業では数値目標を出しにくいことも多く、少し事務局で

考えてほしい。 

委員： 私の補足提案で、とくに大事だと思っているのは「農業・農村の６次産業化への対応」

である。「６次産業化」については、今回の修正案にかなり強く唱っていただき、提案させ

ていただいてよかったと思っている。ただ、生産、物流、加工、販売を不可分の一連の流

れとして全体的に捉え直していくという表現を修正案に入れていただいているが、具体的

にどうしていくか具体策に触れないままで良いのか、ご意見を伺いたいという点が残って

いる。 

もう一つ、東北の震災、中でも原発での放射能汚染問題で、農家の方が大変苦しい立場

に立たされ、今後もますます苦労を強く受けられると考えるが、これに関連して被災され

離農を余儀なくされた方を宝塚の北部農家へ入植という形で受け入れることはできない

か。そのことは、P35 の北部地域の方針で「⑤農業者への支援を充実する」に関連した労

働力不足に対してもっとも手っ取り早いものとしてつながるのではないか。北部地域には

休耕地はたくさんあるようで、市有地や県有地といった公有地の有効活用を含め、離農農

家を受け入れることが支援の充実と関連して考え得る余地があるのかを伺いたい。もし余

地があるのであれば、プロのみなさんはどんなふうにお考えになっているかお尋ねしたい。 

委員： 玉瀬の県有地については、西谷の活性化に関連してなにかできないかと連合自治会で

声があがったこともあるが、農地でということになると、必ず水の問題があり、地域との

コミュニケーションの問題が出て来る。切畑地域で貸農園的にされているが、週に 1、2

回しか来ず、掃除などもされない人が多いので荒れた状態になっている。農業は畑、田ん

ぼを毎日管理しなくてはならないが、草が生えると町の人は来なくなってしまう。頑張れ

る方がおられればしてくれるかもしれないが、現状はそういう人が多い。地元にとっても

貸農園をすると楽になるが、もうちょっと利用者に頑張ってほしいと思う部分が個人的に

はある。 

委員： 東日本の震災で、兵庫県に 1000 人弱来られているが、農業でという方はおられない。

北海道で引き続き作物を作ろうという方が多いようであるが、永久ではなく、いずれは帰
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りたいというふるさと意識があると思われる。一過性なのか長期なのかわからないことも

あり、この宝塚の計画に盛り込んでいくというのは少し無理があると思う。 

委員： 別件で県の方と座談的に話をする機会があり、今のような趣旨を伺ったところ、県と

して考えてはいるが、個別地域から具体的提案などが挙がっていないので、具体的に手が

着いていない、とのことであった。徳島県と静岡県では既に数十家族受け入れている実績

があるが、今後も県に定住する意向を持つ 30～50 代の家族という条件で実施しているそ

うである。 

また、宝塚市の玉瀬の県有地について、市民から具体的な提案があれば検討していただ

けるか聞いたところ、大歓迎であると言われた。座談なのでどこまでかはわからないが、

具体的提案をぶつければ、県は受け入れる余地があると言われていた。 

さらに、先ほど、水の問題について言われていたが、宝塚市はため池も多く、農業的に

は水に恵まれているのではないか。 

委員： 水は恵まれているというか普通である。西谷は高台で、大きな川もないのでため池に

水を貯めて田畑に充てている。今は昔のようにどんどんお米を作っていいという状況では

ないので、水については余裕があるかもしれない。 

委員長： この委員会で、具体的に取り組むべきこういう案があるという意見が出て、委員会

としてのコンセンサスとなり、そのうえで市が事業化できるという見込みがあれば盛り込

んでいけばよいと思う。しかし、あまりに現実離れした案を入れると、問題であり、現実

性を踏まえながら、ということになる。 

県有地の話は、P37 の「公有地の適切な利活用」のところや、P45 の具体方策と言われ

るところで書かれているが、一般的な書き方でとどまっている。具体的に何らかの利活用

の方法が、西谷地区の方を中心に出てくるようであれば検討に値する課題であろうと思う。

ただ、何度もその話が出てくる中、イメージがわかないのは、どこにあってどういう土地

か、私が把握できていないためということもある。 

事務局： 玉瀬の県有地は 1.5ha で、現在、西谷の連合自治会の方で管理の方をしていただい

ており、土地を活用してヒマワリ畑などにしたい等の案はお持ちであるが、P45 でも「周

辺住民との協議の推進」という項目があるように、玉瀬地区の方のご理解なしには対処で

きないという問題がある。またあの土地は、兵庫県で北部開発の用地として買収している

ので、目的外で使用するとなると手続等が必要となり、その辺りも含めて県と協議して進

めていくべきと考えている。 

また、東北地方の方の入植の話であるが、遊休農地（耕作放棄地）は、①山林化して農

地として復元するのは難しい農地と、②いくらか手をかければ農地として復活できる農地

の二つに分かれており、②においては、まとまった土地がなく、東北の方が生計を立てら

れるだけの面積の確保が難しいと思われる。 

委員長： P18 に「耕作放棄地の面積」が示されているが、市全体で 7ha、水田だけで 3ha し

かなく、東北農家 1 戸分に満たないくらいの面積と考える。それが点在している状況であ

り、そういう利活用でなく、どう使うかの方策は考えていかなくてはならないと思う。計

画にどう盛り込むか考えなければならないが、公有未利用地の話は今日のところは、素案
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の中に書き込まれているような内容でよいか。もちろん、積極的なご意見があれば盛り込

んでいきたい。 

委員： 県は目的があって所有しているという言い方である。宝塚市が利用するのであれば、

買い取ってくれるかということになる。どこも買おうとしないので、当面はこのままと思

う。新名神ができれば動き出すかもわからない。 

西谷の連合自治会で使いたいという話や、市の若手がプロジェクトで使いたいという話

を、県土整備部（土木部）の方に持って行ったことがあるが、県の農林で買ってくれるの

か、という話になった。なので、こういう表現しかできないと思う。 

委員： 農業者意向調査で南部と北部の違いはたくさんあったが、とくに北部西谷地区の活性

化事業の原点として何があるか、私なりに考えてみた。西谷地区にはたくさんの集落があ

り、たくさんのリーダーがおられ、その中にはしっかりした女性の方もたくさんおられる。

そういう方たちが寄って西谷の活性化にはどうすればよいか、一部でなく、全体をどうす

ればよいか話し合い、そこで決まった話を「西谷はこういう風にしたい」として行政に提

案し、それから行政の力や専門の方の指導を得ながら、全体を活性化していくことはでき

ないだろうか。一つの部分だけというのは全体の活性化にならないのではないかと思う。 

また、６次産業化というが、まず「宝塚のふるさと創生塾」のようなものをつくり、現

在、米つくり、野菜つくり、花つくりに熱心に取り組んでいる方にリーダーシップをとっ

て人を養成してもらい、それが安定してはじめて、生産・販売・加工という形にもってい

かないとダメなのではないか。ものには順序があると思う。 

さらに、新名神のスマートインターの件であるが、「宝塚エコのまち」を目標に、イン

ターの近くに「環境・教育エコハウス」のようなものを建設してはどうか。その建物は地

域の伝統素材を使い、断熱材はコルクや再生紙を使い、エネルギーはソーラー、また雨水

を利用する。そこに西谷の観光につながるきれいな山の写真や動植物の写真を展示し、多

種多様な団体がそこに集まって協力しながら、エコロジーの問題を勉強する。市外の人た

ちにも来てもらうことにより、西谷が発展していくのではないかと思う。みんなが西谷の

方に行って会合を開いたり、ＰＲさえすればよそから来た人もそこでいろいろできるので、

そういうことも考えれば面白いのではないか。 

委員長： 女性を中心に協議して、市に提案というのは良いと思う。 

委員： 兵庫県の西の田舎の方で農業をやっている人たちの話を聞くと、本当に苦労して農業

をしている。西谷の農家の方は町に近く勤めに行けるので農業は二の次となるが、向こう

の方の人は農業を中心にしているという差がものすごくあると思う。農業は本当に大切で、

生命の糧であり、そういうことからもう一度考えるべきである。４次産業、６次産業に行

くのであれば、料理も必要であり、女性も中に入れて考えていただければと思う。 

委員： 「西谷を元気にする会」また「サービスエリアの活性化委員会」ということで、委員

会を作っている。また西谷だけでも月に一度、市の部長や課長、室長に来ていただいて、

自治会、町会、農協、婦人会、老人会、商工会といった各種団体が入り、今後の西谷をど

う持っていくか協議しており、そのなかでサービスエリアの整備にあわせ西谷をどうすれ

ばよいか勉強しているところである。 
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サービスエリアはできることは確実であるが、スマートインターは確定しておらず、現

在、誘致活動をおこなっているところである。それもバスも降りないようなスマートイン

ターという話があり、そうであれば西谷としては作ってもらっても仕方ないと考えている。

道も工事用の道のみで、スマートインターによって西谷の道が広くなるということもない

と現状では聞いている。また、周辺の土地はすべて県有地であり、ものを建てるとしても

個人のものはなく、道一つ付けるにしても県のものである。サービスエリアについては、

視察に行き、宝塚としての運営の仕方をどうするか、観光協会の方なども入って動いてい

るところである。 

委員： 去年、ごはん塾をした時に、西谷の奥様方がおかずを作って持ってきてくれていたが、

商品だけが置いてあり、顔が見えなかった。顔を見せていただければ、どうすればよいか

など話し合うことができるのに、そういうことがまったくなく、残念だった。作り方を教

えてもらうなど、もう少し交流が必要であると思う。 

委員長： 農家をはじめとした、市民の方の主体的な活動をどう盛り上げていくのかという内

容が、この計画の中にどう盛り込まれているのか。アイデアを出していただけるような場

づくりはどうしていくのか。 

事務局： 去年の秋ごろから西谷地域で会合を持っているが、そこでは誰が集まってもよく、

だれもが意見を言える会になっている。課題が大きく、なかなか画期的な意見がすぐでて

こないが、みんなが集まって色々言える会にはなっている。 

事務局： この計画の中では、概念的には P41 にも書いてあるように「市民とともに歩む」と

いうことを考えているし、具体方策のなかでも「多様な主体が取り組む」ということは書

いている。しかし、そこから先、具体的にどういう方が関わって取り組んでいくのかとい

うところまでは、今の段階では書ききれていない。 

委員： やはり数値目標等、具体的でなくても、もう少し入り込んだ形の方針がいるのではな

いかと思う。「農業の観光化」を推進する話が書かれているが、サービスエリアのこともあ

り、なんとか西谷に人を呼び入れる形で、観光を通して農業振興も展開したいという考え

のなかでは、レジャー農業など具体的な話が弱いと感じられる。ＪＡで指定管理させてい

ただいている「夢市場」であるが、県外から野菜を求めて人が来ているが、野菜を買って

終わっているのが現状である。そこからレジャー農業などへの広がりは、改善していかな

くてはならない部分と思う。遊休農地があまり無いというなかでも、他地域でされている

コスモス畑のような時期的な観光を取り入れることができれば、より人が来るのではない

か。また食べ物という部分でもできる部分があると思う。 

また、農協から呼びかける部分と行政から呼びかける部分はだいぶ違う。農協でも取り

組んでいながら、できていないところが、ここにはたくさん書かれている。市が農業振興

計画を立てて進める中では、先ほどの共同防除の補助など、行政から働きかけることによ

り市民や農家が動いてくれる部分は割とあると思う、そういう部分はもう少し見えた方が

いいのではないかと思った。 

委員： 西谷地域で具体的に観光農園と言えるのは何か所くらいあるのか。 

委員： 規模が小さいもの、大きいもの様々であるが、「レジャー農業開発協会」に所属して
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いるのは 25,6 だと思う。協会は 40 年くらい前からしているようなので、西谷地域でレジ

ャー農業をするなら入るような習わしで来ている。それ以外でもしているところはあると

思う。 

「夢市場」でもレジャー農業をしている場所の地図は渡せるが、その時、お客さんを受

け入れられる状況にあるかはわからず、それぞれで対応してもらうことになる。 

委員： 情報をつないであげれば、マッチングできると思う。境野で作られている宝交早生と

いういちごは、傷みやすいので出荷に耐えられず、もぎ取りしかできないので、観光農園

として、しているかもしれない。 

委員長： 西谷の中で回遊できるような仕組みをつくることが大切である。 

委員： 昔はセンターがあって電話番の人がおられたようであるが、今は事務局的なものがな

い。 

事務局： 色々なレジャー農業があるが、各農家で個々に経営されている。利用希望者はレジ

ャー協会に連絡して、そこから個々の農家に連絡してもらうというシステムになっている。

しかし円滑につながるかどうかは問題があり、きちっとした組織にはなっていない。 

委員： そういうことをこの計画に含めていければうまく機能するのではないか。 

委員： 宝塚西谷の森公園で体験プロジェクトをして、自然の家で手打ちうどんをつくったり

するプランは、市から委託される形で実施している。（「観光資源活用事業」のモデル事業

として実施）。案外人気があるようである。 

委員長： 「夢市場」にパソコンを置いて、そこで検索できるようにしてもよいのではないか。 

 今日は人数も少なく、これについて固めてしまうということにはならないので、自

由にご意見を出していただければと思う。 

委員： この計画には、「市民とともに育む」「市民とともに守り育てる」というように「市民

とともに」という言葉が打ち出されており、このことは非常に良いと思うが、市民側から

みると、主役、主体である農業者がどうしようと思っているのか、どうしてほしいと考え

ているのかわからない。先ほど西谷の方と定例的に意見交換会をしているという話は非常

に良いことであるが、そこから西谷の具体的な要望が出てきているのか、あるとすれば何

を行政、市民に求めているのか、この委員会で聞かせていただければ、この計画案にもう

少し肉付けができるのではないか。この会議に臨む前に、コミュニティの中で農業振興策

について市民としてどう思うかと聞くと、作るところから食べ終わるまでの一連の流れを

全体的に捉え、その中でどうすればいいかをもっと詰めていくべきであるということであ

った。詰めていく中で、主体である農業者と一緒にやっていく市民はもっと宝塚市の農業

を知らなくてはならないと感じる。市民の立場からすると、６次産業化の中で、コミュニ

ティビジネス化について色々な案が出てくるが、それを西谷の人たちに問い合わせてもま

ったく回答がなく、そのためダメになってしまうという話がよくあると市民側から聞いて

いる。市民側（コミュニティサイド）から見たコミュニティビジネス化、６次産業化を実

現していく案は色々もっているが、現場の西谷の意向がつかめない。このあたりのジレン

マでしぼんでしまうケースが多いようである。キャッチフレーズの主語である農業者の考

え方を掴む努力をみんなでして、農協、行政、関係者全部を含めて意見を吸い上げ、なに
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がお手伝いできるのかということを煮詰めていけば、この振興計画が具体的で意味のある

ものになるのではないかという思いが強い。 

事務局： 「市民とともに」の「市民」は、農業者だけとは事務局では思っていない。市民の

中には消費者もいる。農業生産量を増やそう、加工品を考えよう、と西谷に向いて色々言

っているが、西谷もしんどい部分がある。農作業は本当に大変で、とくに無農薬や低農薬

ではそれだけ人手がかかる。作り上げた物に虫がついていたり、形が悪かったりした場合、

値段が高くても消費者は買ってくれるのか、ということもある。消費者が西谷の物なら形

が悪くても、どれだけ手間がかかっているか理解して買う、そういう支援がまず大事であ

る。西谷の方も買ってくれるのであればもっと作ろうということになるかもしれないし、

農家の負担や高齢化、担い手不足という困難さをよく理解しなくてはならない。植木産業

についても、宝塚市には歴史があるが、なかなか売れず、園芸産業も後継者が不足してい

ると聞いている。根本的なところで、宝塚をどうしていくのか、宝塚だけでいいのか、そ

ういうことを考えていかなくてはいけないと私たちは思っている。すぐに解決策は出てこ

ないが、宝塚市民は高くても買うくらいの気持ちを持ってほしいと思う。そのためには、

何をすれば良いのか考え、農政課の職員は一生懸命努力しているのが現状である。 

委員： 宝塚市の農業は、農家だけでなく市民にも少し支えてほしい、そういうイメージと思

う。買ってくれれば生産量も増えるし、西谷での生産量を増やしてもらいたいと思う。宝

塚市の消費者は 20万人以上おられるが、農家数は 600 戸くらいしかなく、圧倒的に生産量

が足りない。西谷は、冬場に農作物を作りにくいという条件なので、例えばハウスを活用

して、生産量、品目を増やすような農業振興をしていく必要があると考える。 

委員： 生協や阪急を毎日覗いて帰るが、西谷の野菜はほとんどない。オアシスには西谷の生

産者の写真を貼って野菜を売っているが、最初は本当に写真がいるかと思った。やはり、

生産量が少ないため、いつでもない、ということになる。 

委員： 農業は夫婦でされている方が多く、人を雇ってまでという方はほとんどいない。オア

シスなどに出そうと思っても持って行く足が無く、高齢になると持って行こうにも持って

行けないという事情もある。 

委員： ＪＡでも運んだりしているが、運ぶものが無いだけである。というのも結局、農家は

売れるところに持って行くためである。伊丹の「スマイル阪神」に持って行った方が売れ

るということで、最近はそちらに移行している状態である。 

「夢市場」を元気にしていくために、一日居られるような環境作りをしていかなくては

ならないと思う。西谷地域は、サラリーマン農家でもできることやお米がまだ作れる環境

にあるということから米の作付が多いが、それを野菜に変えていくのは、プラスαの部分

が無いと難しい。高齢化がどんどん進むが、野菜つくりは米よりも大変であり、それを若

い世代がやっていけるかどうかは疑問である。 

委員： 伊丹の消費者協会の人から聞いたことには、「スマイル阪神」も野菜だけでなく、そ

の日の生活ができるだけの肉や魚などを置いてもらわないとお客さんがどんどん減ってい

くので、お願いしていると言われていた。 

委員： 「スマイル阪神」のような大きな規模であればそれができるが、「夢市場」のような
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規模では、確保できる場所も無いし、肉や魚を入れた分、お客さんが来るかどうかは疑問

である。 

委員： 農業を助けるためにあるのがＪＡではないか。 

委員： 宝塚管内という話は別にして、西谷での成果物の生産高は上がっており、それだけ生

産量は増えていると言える。 

委員： 小林駅のところに、岡山県の農産物を販売する店舗があるが、できた当初は、なぜ他

県から宝塚市まで野菜を持って来なければならないのかと思っていたが、最近地元の方に

聞くと、みんなそこで買っており、その理由としては商品が新しいからということである。

朝、遠方から持ってきて、昼に売れ残った分を持ち帰り、また昼から新しいものを持って

きている。利潤があるので他県からも宝塚市に持ってきているのだから、ＪＡにお願いし

て、西谷から何往復かしてできるのではないか。 

委員： 現状そこまで生産量が無いと思う。 

委員： 西谷の農家で作るものは、この時期、なすび、キュウリ、トマト、玉ねぎと限られて

いる。ハウスをすれば色々な種類ができるが、そうすれば農家は一年中働かなくてはなら

ない。それを見ているので若い子に続かず、どうしてもサラリーマンでもできるお米つく

りになってしまう。 

委員長： 西谷の農家すべてがする必要はなく、本気でする人が 10 人いればかなりの部分で

きるのではないか。 

委員： もう一つ伺いたいが、西谷の牛の肉はどこに出されているのか。 

事務局： 肥育牛は 7/28 現在で 210 頭、乳牛が 553 頭である。三田の方に出していると聞い

ている。肥育牛は、所有者は別にいて育てる委託を受けておられると聞いている。 

委員： 個人で、店に持って行かれている方も多いと聞いている。 

委員長： 西谷の農業にとっての起爆剤のようなものが無いかと思う。もう少し農家が増えて

くれれば、販路が広がる可能性はある。 

委員： 西谷の特産品として、「なべちゃんねぎ」や黒大豆、枝豆などがある。 

販路はあるが、ある時期だけたくさん作るというのではなく計画的につくるというの

が、（ＪＡの役割であるが）できていないことと、冬場の野菜が少ないということがある。

このため「なべちゃんねぎ」は冬場に向けて、毎年量を増やしている。そういうこともあ

り、少しずつ販売高は上がっているが、量的に安定してどこかに供給するということには

まだなっていない。また、「スマイル阪神」は、よその地区であるが、量を持ってきても

よいと言われているが、阪急などは、こちらが持って行きたくてもそんなにいらないと言

われるので、「スマイル阪神」での販売に変えていっているところが多い。 

委員： 量販店では個人で持ち込み、朝持って行って、夕方４時に売れ残ったものを取りにい

かなくてはならない。毎日なので大変である。いらないと言っても、安売りはしないし、

捨ててもくれない。「夢市場」も搬入、搬出は個人であり、車を運転しないお年寄りは大変

で、どうしても自家消費分だけをつくるのが大半になってしまっている。あとはお米をつ

くるくらいである。自家消費の分はたくさん作っているが、販売まではのらないというこ

とである。 
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委員： 「スマイル阪神」には便があるので、結果的にそちらへ持って行くことが多くなる。 

「夢市場」でもある程度一定の規格のものをつくってもらわないといけないので、自

家消費分が余ったので売ろうと思っても難しい。安全安心といってもきれいなものを選び

たいという消費者サイドの受け取り方もあり、消費者の方が考えを変えていただかないと

改善できないと思う。 

委員： 形が悪い、虫一つ食っていても買ってくれない。値段の問題もある。大手は安く売ら

れており、西谷野菜と言っても 20円高くても買ってくれない。売れないから余計につくら

れないのかもしれない。 

委員長： そこが改善されなければと思う。消費者の方に考えてもらえればよいが。 

委員： 西谷では新規就農者は増えていないのか。 

委員： 増えているのは増えているが、ここ最近は、毎年一人あるかないかくらいである（新

規参入者）。個人の農家で修業して、独り立ちして西谷に入っていかれる方もおられるが、

農地はあっても家がないということもある。田んぼや畑は貸してくれるところがあるが、

家まではない状況もあると聞いている。 

個人農家で修業された方が息子さんも含めて、毎年入ってきている。去年入られた方も

直売所なりと契約してやっているが、割と苦労している。 

委員： 野菜は連作できないものもある。農地を３反は貸してほしいと簡単に言われるが、今

年は作りたいから貸してほしいけど来年はいらないと言われると困る。１年だけで返され

ることもあり、西谷でも農地の貸し借りはしんどいのかもしれない。連作すると障害がお

こる野菜はたくさんあるので、そういう形になることがある。今年、来年と耕作する場所

について事前に計画をたてて、うまく続けていけるようになってはじめて、家まで構えて

できるのではと思う。 

農地の貸し借りはしんどい場合が多いと思う。 

委員長： 西谷の活性化のためには少しパンチ力に欠けるところがある。目玉がほしいと思わ

れ、そういう知恵が出てくればよいと思う。 

事務局： 今回は不参加の委員が多くおられたが、欠席委員の意見も聞いておきたいと考え、

個別に事務局の方でまわってご意見をいただき、整理して次回委員会で、協議項目として

提示して、協議いただければと思う。 

今後のスケジュールについて資料に整理しているが、第７回委員会は 10 月の中旬ごろ

で、市と委員長で協議し、10 月 17 日（月）14時からでお願いしたいと考えている。第７

回委員会では、振興計画の修正版について、今日ご議論いただいた内容、それから欠席委

員の意見を踏まえて引き続き協議していただきたいと考えている。また、国で TPP に関す

る基本方針を６月に出すと伺っていたが、数か月先になるということで、10 月時点ではっ

きりしたものはないかもしれないが、その時点で判明している点について話させていただ

きたいと考えている。第８回は平成 23年 12 月の予定で、パブリックコメントに向けた最

終案を確定していただきたい。平成24年１月～２月にかけてパブリックコメントの実施、

また３月に第９回委員会でパブリックコメントの内容、それに対する意見を集約、整理し、

宝塚市農業振興計画を完成させたいと考えている。 
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委員長： あと３回ということであるが、基本的には次回はかなりの密度で議論をしていただ

き中身を可能な限り詰めたいと考えている。ご欠席の委員の方には個別にご意見を伺うと

いうことであるが、出席された皆様も言い足りないことなどがあれば、文書で事務局にお

寄せいただければと思う。8月 19日までくらいにお願いしたい。 

あわせてキャッチフレーズについてもご意見をお伺いしたい。 

事務局： 当初から「市民とともに育む「楽しく華やかな宝塚の農」」というキャッチフレーズ

を使っているが、市民にわかりやすい言葉、ふさわしい言葉であるべきというご意見もい

ただいていたように、もう少しわかりやすく方向性の見えるものとして 1～9の案を提示さ

せていただいた。この中から選ぶということではないが、現在の段階で、違う視点で提案

させてもらっている。 

委員長： 今日ここで決める必要はないが、ご意見があればお伺いしたい。従来の物について

も却下したわけではなく、案としては 10 個あるということである。もちろんここに無いも

のを提案していただいても構わない。 

委員： どこの計画かわからないこともあり、「宝塚」の二文字は必要と思う。 

委員： 提案⑦の「市民の食と健康を支える宝塚の「農」」といった簡単なフレーズに目がい

った。あまり難しいことを言うと何故こうなったのかと言われるので、ぱっとみてわかり

やすい方が良い。 

事務局： 南部地域の植木産業、花き産業もあり、その辺りも加味していただければと思う。 

委員： 提案③は固いのではないか。今の「楽しく華やかな宝塚の農」というキャッチフレー

ズは、10年先ならこれでいいかもしれないが、今は華やかとは少し思う。 

事務局： 西谷の北部には牡丹園やダリア園の花があり、また南部地域でも植木産業の花とい

うのがあるので、そういう面で華やかという意味でもある。 

委員長： 市全体でこういう時によく使う言葉、決まりはないのか。 

事務局： 商工会議所は「大好き宝塚」を提唱している、観光関係では「夢を探しに宝塚」と

言っている。総合計画は、「協働」をキーワードとし、「市民の力が輝く 共生のまち 宝

塚」をキャッチフレーズとしている。 

委員長： ひらめいたときにメモしていただき、事務局に連絡していただければと思う。 

次回は 10月 17 日（月）で、午後２時から５時でお願いしたい。日程についても、今日

欠席の方に早めにお伝えして、欠席者が多いようであれば日程変更も考えた方が良いので、

お願いしたい。 

 

 

以上 


