
－1－ 

第７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 10 月 17 日（月）午後 2:00～4:30 

 

開催場所：宝塚市役所３階 大会議室 

 

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：０名 

 

公開の可否：公開 

 

議事及び結果の概要（以下のとおり） 

 

1.議事第１号 第６回宝塚市農業振興計画策定委員会について 

(1)第６回議事概要（案） 

委員長： 第６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」修正版 

委員長： 細かい話であるが、南部地域のキャッチフレーズは「市民とともに守り育てる「農」

と園芸」で、北部地域は「市民と育むふるさと「農」の交流舞台」であるが、“育む”と“育

てる”は使い分けているのか。多少、語感の違いがある。 

 

①南部地域の農業推進の具体方策について（P40～41） 

◆「方針①－花き・植木産業を振興する」について 

委員： 文言はよくまとめられている。「園芸に関する知識・技術の伝達」に「実地指導や講

習会の講師等の活動の場の創出」とあるが、あいあいパークで２年ほど、同様の取り組み

をしている。あいあいパークは市も踏まえた三セクであることから、山本地区など関係の

方だけに案内を出し、月１回（第３土曜日）、講師の方を招いた講習会や業者の方が自分の

経験を話してもらう会を行っている。案内が限られているので、13～15 名程度の小さな会

であるが、長く続いており実のあるものと言える。これを大きくしていくことは、先々は

考えられるが、記載は現在程度と思う。 

委員長： 現在進めているものの充実、拡大ということで、今の「活動の場の創出」を「拡充」

に改めるなど事務局で検討してもらいたい。 
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◆「方針②－既存農地を保全し有効活用する」について 

委員： 「生産緑地の保全」に関して伺いたい。宝塚市では農地の宅地化が進んでいるが、一

方で南部では必要となる植木の圃場スペースなどを三田等の近辺に求めて移っていると聞

く。他市に移らず、同じ場所で生産緑地を保全しながら維持できるよう、何とかしてほし

いという話は、今まで農家の方から出ていないのか。 

委員： 現実には、今は逆転現象が起こっている。まとまった土地で大量に作物を作ることが

できるので、三田や西谷などに行くのが一時流行し、たくさんの人が出稼ぎに行ったが、

作物が売れなくなると、三田など遠い所に行くのが時間的に不便になってしまい、向こう

に土地を買ったけれども、作らずに放置している状況が多くみられる。遠くの土地を管理、

運営しても収益が上がらないのであれば、自分のところの少ない土地を管理する方がよい

と考えるからである。土地は安くなって売れないし、近くの土地でさえ管理が大変なのに、

出稼ぎして管理するのは採算があわない。10 年くらい前から出作は少なくなった。労働力

の問題もあり、家族労働で余裕があれば続いているが、人を雇ってまでは無理である。 

委員： 生産緑地制度ができてから、時代がすごく変化した。その間に世代交代があり、生産

緑地のまま置いておけなくなって辞めるという選択をとられた方は多い。 

事務局： 生産緑地面積は P7にあるように 85ha で、市街化区域農地の２／３程度である。 

委員： これまで生産緑地はなかなか解除できなかったが、最近は時代に合わせて審査が緩く

なり、本人が耕作できなくなり相続が発生した際、生産緑地であってもすぐに買い取り請

求を出される場合が多い。 

委員長： 方針②は記載の仕方そのものは問題ないということでよいか。 

    （特に、加筆・修正の意見なし） 

◆「方針③－「農」を通した市民交流を推進する」について 

委員長： 方針③は記載の仕方そのものは問題ないということでよいか。 

    （特に、加筆・修正の意見なし） 

◆「方針④－意欲ある農業者への支援を行う」について 

委員： 南部地域では「意欲ある農業者」と記載しているのに、北部地域では「農業者への支

援」としているが、違いは何故か。実際、南部地域では、意欲がないと農業していられな

い。 

また、南部地域で農業をしている人は、ある意味プロであり、勉強会や研究会は必要

ないのではないか。 

委員： 南部地域で農業をやっていこうという人を応援してやろうという意味ではないか。 

 意識の高揚などのためにも、勉強会や研究会の機会はあった方が良いのではないか。何

もないと放ったらかしのように受け取られ、必要と思う。 

委員： 後継者や若い人がはじめようか、親の後を継ごうかと思った時に、勉強会などが必要

になる。 

委員： やる気のない後継者に継がすのは、大変である。経営規模も小さくなっており、子ど

もに継がさなくても一人でできる間だけできれば良いという感じになっているのが現実で

ある。後継者の育成という言葉は大切であるが、実際に何ができるかというと難しい。 
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委員： これまで農地、生産緑地をどうするかといった検討を農会単位でしたことはないが、

地元に色々ある園芸の団体等で土壌の講習会などをしていた。新しい機械や薬などについ

て説明を受けたり、農薬の取り扱いも変わってきたので、そういう情報を得る場所として

必要であり、講習会は決して無駄ではないと思う。 

委員： 北部地域と南部地域で言い方を変えるのは、他から見て問題ないか。 

事務局： 南部地域は、P44 の北部地域にある「各種勉強会・研究会の開催支援」の部分に一

致するということで、勉強したいという意味で、“意欲がある”という捉え方をしている。

北部地域は、新規就農者など色々なことを踏まえた全般的な支援を充実するということで

若干異なっている。これで良いかどうかという点はご審議いただきたい。 

委員長： 南部地域と北部地域で統一した方が良いとは思う。ただ、南部地域はみんな意欲が

ある人がしているという見方ができるが、北部地域の場合、“意欲がある”とすると、支援

の対象を限定しているようになりかねない気がする。 

委員： 私も南部地域で土地を借りたいと思い、奔走したが貸してもらえなかった。私達でも

無理なのに、新規就農者が農地を借りるのは絶対無理だと思う。 

年に 1 人程度新規就農者の農地の斡旋をお願いしているが、個人で依頼するか、最近

はＪＡが仲を取り持ってくれている。農業委員会などの機関を間にいれることによって、

貸していただける方も安心していただける。契約書などをきちっと取り交わし、相互に安

心感を得ている。 

委員長： 確認事項として、国などの事業メニューとして対象にならないのか。南部地域でも

活用できるメニューがあれば、活用できる可能性があるものは記載する方がよいのではな

いか。記載するかどうかについて、事務局で検討してほしい。 

委員： 規制が多く、活用しようと思っても当てはまらない。土地が散らばっていて一定のま

とまりがなく、面積要件が足りないなどのことがある。 

委員： これまでも補助をもらっていないし、該当しないと思う。植木業者は固まっているが、

やはり面積が少ない。トマトも、西宮市などの農地とまとめることによって、やっと補助

がとれたように、難しいと考える。 

委員： 兵庫県では、今年度から都市農業について、ハウス設置に対して補助を行っている。

今年は 15件あった。 

事務局： 国の６次産業化の認定制度などは南部地域でも対象となる。 

 

②北部地域の農業推進の具体方策について（P42～44） 

◆「方針①－特色ある地域農業の振興を図る」について 

委員： 「畜産の振興」のところにある「西谷の森公園と連携した体験の場の整備」は、どう

いう意味か。 

事務局： 多様な主体が取り組む具体方策は、『こういうことができれば良いだろうな』とい

うことを記載しており、戦略プロジェクトは具体的に取り組んでいくものを記載している。 

“点”でなく“面”的に観光を連携してはどうかという話であり、ここに載せるかどうか

も審議していただきたいが、畜産と観光的な要素の連携ができないかと考え、ここに示し
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ている。 

委員： 乳搾りなどは牧場がさせてくれないと思う。口蹄疫以来、畜舎から牛を出すのも無理

で、入るのにも消毒が必要な状態になったのに、連れてきてというのは難しいのではない

か。西谷の森公園の農地は、牛を使って耕していく昭和 38年代の農業を目指すということ

でスタートしたようであるが、実際はできていない。牧場は横にあり、公園に来た人が見

るというイメージではないか。 

事務局： 公園の近くに牧場があり、子ども達に見せるなど、連携していければと考えた。 

委員長： 周辺の施設と連携しながら取り組んでいくのは大事なことであるが、例示の仕方に

ついて検討してほしい。 

委員： 畜産農家は廃水を川に流していると聞いたことがあるが、しっかり対応できているの

か。牛糞堆肥などではなく、中の環境をしっかりしてもらえるよう支援してもらいたい。

西谷は川が大事であり、そういうものが流れると困る。 

事務局： 環境部局の方で、水系の関係の調査はしている。糞尿処理施設は整備しないといけ

ないことになっているので、乾燥させ堆肥化したり、焼いて適切に処理している。 

委員： 以前、農地をお借りしていた時、水が汚くてすごく困ったことがあり、このことにつ

いてみんな何も言わないのかと不思議に思った。 

委員長： 水路が汚染されているということ以前に、「畜産農家の糞尿処理施設の整備に対する

支援」といった文言を、この「畜産の振興」に盛り込む必要があるかどうか事務局で検討

してほしい。 

委員： 「畜産加工品の製造とブランド化」は、具体的にどんなものがあるのか。 

事務局： アイスクリームのほか、キャラメルなどが研究されている。サービスエリアができ

ることもあり、そちらで商品化して売りたいと考えている。ヨーグルトやプリンなどは商

品化されている。 

委員： 県の認証食品などにしてもらえれば、消費者として安心して買えるのではないか。 

◆「方針②－農地の保全・活用・拡充を図る」について 

委員長： 方針②は記載の仕方そのものは問題ないということでよいか。 

    （特に、加筆・修正の意見なし） 

◆「方針③－「農」を通した南北交流を活性化する」について 

委員長： 方針③は記載の仕方そのものは問題ないということでよいか。 

    （特に、加筆・修正の意見なし） 

◆「方針④－農業の観光化を推進する」について 

委員： 「周遊交通機関の充実」はどのように考えていかれる予定か。 

事務局： 南部地域と北部地域を結ぶ交通ルートはほとんどなく、本数も少ないので、それに

対して市としてどういうサポート、支援ができるかと考えている。以前から、他部局で検

討されているが、なかなか前に進んでいない。どんな形で市が支援できるかを考えると、

北部地域の西谷の観光スポットなどの魅力のＰＲが不可欠であり、市役所のなかでも連携

をとって進めていかなければならない。この委員会でも意見が出ていたが、西谷について

市民がよく知らないのは問題であるというところからはじまっている。 
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委員： 西谷夢市場まで阪急田園バスでは日本で一番高いバス代であると思うし、行って野菜

を買っても、その後またスーパーで肉や魚を買わなくてはならない。 

本日、環境部局の方で、エネルギー問題について話をしたが、できるだけ公共交通機

関を使うようにと言っても、西谷までは今のところ車で行かないと仕方ない。このため、

バスを考えて欲しい。高齢化社会になってくると、自分で運転もできない、自動車にも乗

れない、どこへ行くにもバスが必要となってくる。伊丹市には市営バスがあり、頻繁に出

ているが、宝塚市の阪急バスと阪神バスは、いずれも範囲が狭く、本数も少なく、西谷の

方に行くのはほとんどない。交通の足が無いと西谷まで行けない市民が増えるので、そこ

のところを考えていただきたい。この問題は環境、農政、色々なことが一緒になって考え

なくてはならない問題であると話した。市全体で考えていかなくてはならない。西谷の活

性化と言っても、行くことができなければ、どれだけ考えても駄目である。 

委員： 今、月に１回ないし２ヶ月に１回程度、交通機関の検討会をしている。阪急田園バス

自体が、補助金をもらいながら運行している状況で、どこまで続けられるか考えながらや

っているようである。西谷としては、バスを残してもらい、活性化しようということで、

少人数のマイクロバスを地区を限って走らせるような計画などの検討をしている。西谷の

活性化だけでなく、全体で考えている。 

委員長： この計画では、これくらいのことしか書けない。「周遊交通機関の充実」なのか、“充

実”以前に“創出”が必要かもしれないが、振興計画上は南北交流を含めてそういうもの

が必要であるという、問題提議のような形である。 

事務局： 以前から公共交通について検討している。田園バスの赤字分を市で見るので、お客

さんが乗ってくれればもっと便数を増やせるのだが。西谷にバスで行くのは、時間がかか

り不便ということで、自家用車になり、そうするとバスに乗る人が減り、お客さんも少な

くなり、赤字が増える。それを市が毎年補てんしている。便数を増やすとまた赤字が増え

ることもあり、苦労しているのが現状である。 

委員： お年寄りが JR 武田尾駅に行っても、一人であれば手すりを持ってどうにか上がれる

が、荷物があると上がれないと聞く。ＪＲ武田尾駅も階段だけでなく、エレベーターやエ

スカレータの設置を考えて欲しい。 

委員： せめて一日 1,2 回だけでも西谷の方に行く安いバスがあればと思う。 

委員長： 具体的方策がどこまで意味を持つか、ということはあるが、“充実”と書くのが問題

であれば、“整備・検討”くらいにして、あとは事務局でご検討していただきたい。 

◆「方針⑤－農業者への支援を充実する」について 

委員長： ここに「意欲ある」を入れるかは事務局で検討していただくようにお願いしたい。 

◆「方針⑥－新たな開発インパクトを活用する」について 

委員長： 方針⑥は記載の仕方そのものは問題ないということでよいか。 

    （特に、加筆・修正の意見なし） 

委員長： 今日の時点では、南部地域、北部地域、それぞれの方針について、いくつか文言修

正をいただいたが、このような内容で整理を進めて行くということでご了解をいただいた

とさせていただく。今日で最後というわけではないので、また、ご意見をいただければと
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思う。 

 

③戦略的プロジェクトについて（P45～55） 

◆「農の支援プロジェクト」について 

委員： 「②農業ボランティアサポーター制度の制定」のなかで、目標数値 20 人／年とあり、

達成目標（H33）累計 200 人とあるが、これはすべて新規なのか。累計 200 人いればよいの

か、毎年 20 人いればよいのか。 

事務局： 表の見方であるが、24 年から 28 年度の 5 か年間で取り組んでいく計画として、具

体的な取り組み項目を左側に掲げ、右側に年間の目標を示している。現在、行っている農

業ボランティアサポーター制度では、新規 13 人の方に登録いただいているが、2年目の初

年度は今のメンバーも含めて 20 名以上を目標にしている。今後どうしていくかは、現在は

ＪＡさんに委託しているが、関係機関と連携しながら、中身について考えていきたい。 

事務局： この 20人は、同じ人でもいいし、違ってもいいということである。 

委員： ５年後も 20 人でも良いということか。H33 年度の累計 200 人という書き方であれば、

毎年 20 人増やし、結果的に 100 人近くになっていかないと、200 人まで広がっていかない

のではないかという思いと、反対に毎年 20人増やして、100 人になるだけのシステムにな

っていけるのかという思いの両方がある。 

事務局： ご議論の上、どの辺りが目標としてふさわしいか考えて欲しい。 

委員： ＪＡの方でも、阪神営農総合センターでボランティアを斡旋させていただいているが、

これは今年からはじまる市の事業で、ＪＡもお手伝いをしている。まだお手伝いの状況で、

これからメインでやっていく場合、20 人を相手にするのと、100 人を相手にするのとでは、

こちらの人手も変わってくる。事業自体は大きくやっていく必要があると思うが、その辺

りを確認したい。 

事務局： 現在のサポーターの意向や、また農業者の希望がどれくらいあるかも課題である。

評判は良く、要望が増える可能性もあるので、そうなるとサポーターも増やさなければな

らないと考える。そこも含めて検討していきたい。 

200 人は単純に 20人×10年としただけで、延べ人数の考えである。 

農家の方も手伝っていただきたい時期や期間、仕事内容が異なり、サポーターの方も事

情によって手伝える日が違うので、それを結びつける役を市で行っており、それぞれ喜ん

でいただいている。難しい作業はプロでないとできないが、サポーターも市民農園をして

いるなど、農業に関してある程度心得のある方も入られているので歓迎されているようで

ある。収穫の手伝いや、黒豆の植え付け、土揚げ、草取りなども手伝っていただいている。 

委員： 機械が基本的に使えないので、そういう作業をしていただいている。農家の受け入れ

態勢にもよるが、毎日ということであれば、交代で毎日入っていた時もある。あまり暑い

と倒れられると困るということで、農家側がセーブした面もある。 

委員： 3、40 人が登録してくれていて、行けるときに行ってもらえるのが良いと思う。 

◆「「食と農」の推進プロジェクト」について 

委員： 学校給食の献立表の資料を見て感じたことであるが、７月に旬である、ナス、キュウ
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リ、トマト、豆類といったものがあまり使われていない。いんげんまめも乾燥となってい

る。また、この時期にほうれん草はあり得ない。地産地消を謳うのであれば、そういった

ことも考えるべきである。ナスも色々な料理の仕方があり、週に２回同じものが入っても

良いと思う。西谷のものを学校給食に入れてほしいと言う以前に、もう少し献立を考えな

ければいけないのではないか。 

事務局： 学校給食の担当者に、どの時期に、何が、どれくらい必要かの数字を聞いている。

例えば、玉ねぎだと１回の給食で、全校で 800kg 必要ということであり、それを西谷で賄

うのは難しく、全校というよりも、どこか学校を決めて賄うとか、そういう相談ができれ

ばと思う。 

委員： 西谷の小学校や中学校は、西谷の野菜を使っておられると聞いている。 

委員： 西谷の学校は日程をずらして賄っている。量的な分を賄える状況にないことはないが、

給食が自校式であり、各学校にその日の朝に持って行かなくてはならず、前日納品が無理

と言う点がクリアになればと思う。 

事務局： 学校給食への地元産物の活用については、市長も意向が強いので、私たちも努力し

たいと考えている。 

委員： 意向が強い割には献立が十分に考えられていないと感じる。その辺の足元を、市長に

も見てほしい。意向だけが強くても言っていることとしていることが違っていれば意味が

無い。「宝塚の農業」と言われるのであれば、このことを伝えていただきたい。 

事務局： できるところからやっていくしかないかと考えている。 

委員： できるところからやろうとして、もう 10 年である。今までは他の業者が入っていた

が、やっとＪＡが入れるようになり、そのことはすごく頑張ったと思うが、それから少し

も進んでいない。 

 また、野菜の相場を知ってほしい。学校給食でどれだけ高い値段で買っているか。

そんなに高い野菜を買わなければならないのかと思う。 

◆「花き・植木のまち宝塚推進プロジェクト」について 

委員： 今年の植木まつり（10 月 7～10 日）は全日天気が良かったが、想像していたよりは人

も少なく、売り上げもばらつきがあった（14 業者が出店）。４月と 10 月の２回開催してい

る。検討委員会を開いて検討はしているが、なかなか良い案は出てこない状況にある。 

できるだけイベントで集客をと考え、品評会を１週間、あいあいパークのキャラクター

「あいちゃん」によるセレモニーも行い、結構にぎやかなイベントになった。 

同じことを繰り返しているので、これから、植木以外のどういうものと連携するかなど

も含め、どんなことをすればよいか模索中である。 

◆「「農」のブランド化プロジェクト」について 

委員： これは具体的な数値目標はないのか。 

事務局： 「宝塚のブランド認定事業」は、今から取り組みを進めようというものである。宝

塚のブランドと言われるものは、農産物、お土産、スイーツのほか工業製品なども含まれ、

そのうちの部門の一つとして農産品、農産加工品を作ろうと思っている。今までも商品と

してあって、消費者から支持されているものをはじめ、これから開発して新しいものを作
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ったというものも審査対象として、新たな「宝塚ブランド」という形で、市がバックアッ

プして、ＰＲさせていただくというものである。何点くらい集めるとか、賞の基準やどん

な形で出すのかについては、まだ検討中である。 

今は走りながら仕組みを作って、年度内に第一号を認定したいと思っている。来年に向

けて定着させていきたい。モノや観光など、色々な要素を入れていきたい。 

◆「サービスエリア活用プロジェクト」について 

委員： サービスエリアができたら、どれだけの人数が来て（集客数）、どんなものが対応し

得るかを、資料として提示してほしい。それに対して、私たちもどんなものを作っていく

か品物を考えられる。そういう試算はされているのではないか。 

事務局： 交通量から試算したこのサービスエリアに停まる台数は、通過が想定される５万台

の約 1 割、５千台と試算され、その場合、どれくらいの物が売れるかという研究をしてい

る。 

委員： 私達は、1 万人集まるイベントなどでは、自分のところのものを買っていただけるの

は 3％程度と見込み、どれくらい品物を持って行くか考える。少し試算が甘く、続けてい

かなくてはならず、厳しい目で試算していくべきである。 

また、農商工が連携しないと絶対いけないと思う。 

委員： サービスエリアはマージンを２～４割取られると聞いている。10～15％でやっている

ところは、市が間に入り農家に委託しており、市の介入は必要と考える。 

 

④全体を通して 

委員： この計画は 10 年先を見通した計画と考えた場合、グローバル化に伴う大規模営農の

問題にまったく触れないのは問題ではないか。 

また、６次産業化については、簡単に触れていただいてはいるが、６次産業化に伴う新

たな担い手について、放ったらかしで良いのか。この計画自体が「市民とともに」と掲げ

ており、市民に関心を持ってもらえるよう、もっと努力しなくてはならない。具体的にど

う努力するかが、残念ながら見えない。全関係者で市民参加型のＮＰＯ法人を立ち上げ、

市がリーダーシップを持ち、市民と共に農業振興を図る、そういう意味でも核になるもの

がいると私は思うが、その辺りを振興計画としてまったく触れなくてよいのか。 

それから、10年先は化学も進歩すると考えるが、例えばバイオ、野菜工場といった視点、

観点について、全然触れないのか。 

この３点について皆様の意見を伺いたい。 

委員長： 全体として、これは平成 33年度を目標とした 10年計画であるが、前期 5年が終わ

った時点で見直しを入れる予定である。 

事務局： とくに戦略的プロジェクトに関して、「多様な主体が取り組む具体方策」であった

ものが移行していく事業もあるかと思う。 

委員： 10 年後について、現実に何かできるかという点での表記の仕方とすると、こういう形

になると思うが、可能かどうかはわからないが、10 年後に向けて夢を語るといったところ

の文言があっても良いと思う。 
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また、資料の中にある、「宝塚市の農業振興の考え方」で「戦略的農業で地産地消と雇

用を推進します」とあるが、今までの議論のなかで、「雇用を推進します」という強い議

論は感じられなかった。農業振興にあたって将来的に雇用を生まなければならないという

発想はあると思うが、議論はどこにあったのか。ここでは「農業の活性化」までに留めて

おいた方が無難なのではないか。将来像も、“守る”“育む”といった緩い表記を用いてい

るのに「雇用を推進します」は違和感がある。「雇用」という言葉を使うのであれば、所

得や税金の問題の議論があってしかるべきである。失業の問題がクローズアップされるな

か、「雇用」という表現を使うのはどうかと思う。「雇用」という言葉を使うのであれば、

６次産業や野菜工場など、直接的に生産性を向上させる表記をするべきと考える。 

事務局： 事務局としては、これは皆様の議論のたたき台となるものと位置付けている。 

「雇用を推進する」という部分は、確かに弱く、皆さんが宝塚市の農業で雇用が発生す

ると思われる部分があれば出していただきたい。 

また、「大規模営農」について、市では集落営農を推進しているが、北部地域において

も実現しておらず、玉瀬の方の圃場整備は絶対しないといけないと考えているが、なかな

か進んでいない状況である。10年後、大規模にして効率化を進め、どんどん農業をやって

いく、農産品をたくさん作って収益を上げて後継者も増やしていくというのは、確かに夢

として描けないこともないが、現実を見ると難しく、無難なたたき台になってしまってい

る。 

委員： 大規模営農とすると、認定農業者が規模を拡大するか、集落営農か、企業に入っても

らうかくらいだと思われる。認定農業者の方が規模を拡大するときの核になってもらえれ

ばと思う。認定農業者は南部地域の方が多い。 

委員： 認定農業者は自己申告であり、実際のところどうかわからない。 

ＮＰＯ法人が野菜工場をされている。当初、どういう品物が良いか、うちにも相談に来

られたが、菜っ葉類が多く、イチゴやトマトなどは太陽光がないと、難しい。水と少しの

光だけで育つのは葉物しかない。 

委員： 東京では、10 坪くらいの野菜工場をつくり、そこでできたものを食べることができる

レストランが、女性に人気があり、はやっていると聞いている。 

委員： おそらく太陽光の部分をどこかで取り入れているか、太陽光に勝るものを持って来な

いとだめである。美味しいよりも珍しいから来ている部分もあると思う。葉物は昔からし

ているので、企業さえ入ればできると思うが、必ずしも定着してきたわけではない。 

委員長： 市の農業振興計画として、野菜工場を誘致するとか、いくつ作るかなどは書けない。

農業振興計画にどう入れていくかが問題である。 

どこの場所で、どういうふうに触れるかを具体的に提案していただきたい。事務局とし

てもそれを踏まえて検討していくことになる。 

委員： 「農」のブランド化関連や、「7.計画推進にあたって」で、将来を見据えたなかで、

そういうことも検討していかないといけないという程度は触れることが考えられる。 

委員長： 野菜工場を作るようなことを、市の施策として進めることはできない。 

また、グローバル化に対応して大規模化というのは、どのくらいを想定するかというこ



－10－ 

とがある。宝塚市で、15～20ha の農地を作るというのは、あまりにも非現実的だし、受け

入れられない。宝塚市に応じた記載の仕方しかできない。 

先ほどの「雇用」の話は違和感がある。市の農業の基本的な考え方が「地産地消と雇用

の推進」というのは違うと思う。雇用の推進よりももっと大事なことがあるのではないか。

あまりにも唐突である。 

 そういうことも考えながら、中身を少し練っていただきたい。 

事務局： 「雇用の推進」は、総合計画で謳われている文言であり、この農業進行計画のなか

では、「雇用の推進」は入れ込んでいない。 

 

⑤農業の将来像（P17）について（「キャッチフレーズ」について） 

委員： 資料の提案③の「健全で、持続可能な「農」を目指して」を「安全で～」としてはど

うか。 

委員： 育む、育てるは聞き飽きているので、資料の提案⑨の「宝塚の未来を耕す農業振興」

は結構、新鮮なのではないか。 

委員： 資料の提案⑨は漢字が多いからか、固いイメージがある。 

今の P17 の「市民とともに「守り・育む宝塚の“農”」」が良いのではないか。 

事務局： 植木産業などは、衰退しているがやはり守っていかなくてはならない宝塚の大事な

産業であるという意識があり、そういう意味の「守り」と、「育む」は北部地域の農業が担

い手がいないということで、なんとか育てて活性化していかなくてはならないという気持

ちがある。それをただ農業者だけがするのではなく、消費者である市民も一緒にやってい

こうという気持ちも少し込めている。 

委員長： 大きな異論がなければ、事務局の方で知恵を絞られた「市民とともに「守り・育む

宝塚の“農”」」で、今日の時点では同意を得たということにさせていただきたい。 

 

委員長： とくに皆様からご意見が無ければ今日の審議は、これで終了する。修正内容や提案

があれば、事務局の方に、電話、ＦＡＸ、メールで、10 月 28 日（金）までに提出をお願

いしたい。提案があれば、事務局の方で、農業振興計画のなかに反映できるものは反映す

るように、検討していただきたい。 

事務局： 次回は、今日いただいたご意見をもとに修正版を作成し、最終計画案をいったん完

成させたい。１月にパブリックコメントを行い、市民等からのご意見を伺い、３月初旬に

パブリックコメントの意見内容とそれに対する考え方についてご意見をいただいて、計画

の策定を完了し、当委員会から答申と言う形でこの計画を市長の方に提言したい。 

委員長： 内容に関する実質的な議論は、次回が最後ということになる。 

事務局： 次回は具体的には 12 月 12 日（月）の午前 10 時からでお願いしたい。 

 

以上 


