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第８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 12 月 12 日（月）午前 10:00～12:00 

 

開催場所：宝塚市役所３階 ３－３会議室 

 

出席委員：委員 9名 

     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、小杉委員、田川委員 

 

傍聴者数：１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７回宝塚市農業振興計画策定委員会について 

(1)第７回議事概要（案） 

委員長：第７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(案)」 

【前回委員会における論点整理および本編内容について】 

委員長： 今回の委員会での意見を受けて、年明けにこの計画案を公表し、パブリックコメン

トにかける手順になっている。案の段階を検討するのは、今日が最後であり、修正個所に

ついてご意見等いただきたい。 

委員： 論点整理 P6 の「サービスエリア活用プロジェクト」に関連して、ETC 搭載車専用の出

口が設けられるのかどうか、情報が知りたい。 

事務局： 現在、西日本高速道路会社で、高槻から神戸までの区間、新名神高速道路を整備中

であり、そのなかでのサービスエリア整備は既に決定している。これは上下線一体で、か

なり大きな規模が予定されており、平成 28年の供用開始が予定されている。 

インターチェンジについては、簡易型の ETC を使って入退場ができる形のスマートイン

ターチェンジという形で、市と国で設置に向けて、協議をしているところである。 

委員： これまでいろいろな意見を申し上げてきたが、今回計画案を見せていただき、ここま

でまとめていただくのは本当に大変だと思われ、ありがたいと思う。ただ、ここまででき

ているのだから、これを上手に活用しないと、「絵に描いた餅」になると思われ、生産者が

一つになってどうすればよいかを考えていただければと思う。 
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また、学校給食について、宝塚市内の全ての小学校で、西谷で生産された野菜を使う給

食は可能か伺いたい。 

事務局： 学校給食については生産量や価格等の問題があり、全小学校では難しい。いくつか

のモデル校からはじめて、順次広げていくように考えている。 

委員： 価格と言われたが、地産地消の農産物は安く買えないと思う。給食のことだけでなく、

生産者が喜んで作ってくれるような仕組みを考えていただきたい。 

事務局： 米は、宝塚産ということで南部も含めて、学校給食への供給を試みたが、全ての学

校でというのは難しいところがある。 

委員： 西谷では米を個人で売っている方が多く、ＪＡへの出荷量は多くないが、ＪＡの協力

があれば、１か月だけなど期限を限ればできるのではないか。 

委員： 縁故米や個人で売る方が多く、ＪＡの出荷の絶対量が少ないというのが状況である。 

事務局： 現在の取り組みも、ＪＡが間に入って調整していただき、やっとスタートが切れた

という状況である。 

委員： 米の自給率は全国平均で 40％と言うが、宝塚市ではどれくらいか。 

委員長： 米と畜産の多いところは自給率が高くなる。兵庫県は自給率 16％くらい、大阪は 2％

と聞いており、宝塚市はそれよりは低いと思う。 

生産額ベースでいうと、もう少し高くなると思われる。 

委員： この周辺で平均すると 10％を切ると思う。人口が多く、消費される方が多いことも自

給率を下げる理由となっている。 

委員： 兵庫県には、多くの量をつくる産地が無いため、自給率が低くなる。 

委員： 学校給食のモデル実施校として、西谷の小・中学校は対象になっていないのか。 

 また、「米は宝塚市産（南部地域）」と南部地域に限定されているのはなぜか。 

事務局： 西谷の小・中学校はこれまでも何度か供給させてもらっており、今回は南部の学校

で供給するという新たにスタートを切ったことから、これらをモデル校としている。 

 学校給食では、ある程度の量を確保して、無洗米の形で学校に持って行く必要があり、

西谷産の米も無洗米に加工すれば使用することが可能である。 

委員： 西谷産の米は西谷地区の中で売れてしまうと聞く。米の価格が低下しており、自家売

りの価格とＪＡ販売の価格があまりにも違い、生産者が消費者に直接売ってしまうので、

市場に出てこないのだと思う。 

委員： 論点整理についての意見はとくにない。 

振興計画の P1の「はじめに」の、3段目 3行目の「また、兵庫県においても・・・」の

箇所について、県で文章内容を検討したいのであずからせてほしい。県のビジョンを策定

している委員会の動向を見ながら考えたい。 

事務局： 関連して、P5「(3)兵庫県の農業施策」に、現在は 2015 のビジョンが掲載されてい

るため、村上委員と協議のうえ、あわせて修正させていただき、パブリックコメントの案

としたいので、ご了承いただきたい。 

委員長： 兵庫県の施策については、村上委員とすりあわせていただき、修正をお願いする。 

委員： 計画の中身についてとくに意見はないが、ただ P52 で『宝塚ブランド「モノ・コト・
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バ 宝塚」』とあるが、前回までに出てきていたのか。今年の 1月からはじまっていたのか

と思い、ネットで検索したが、1 つもヒットせず、そんな状況の話を載せてどうするのか

と思っていた。宝塚がベッドタウン化しているというのはよく言われることであるが、今

情報を集める場合は、ネットを駆使することになり、この計画が出れば大抵ネットで調べ

ると思うが、まったく出てこないのはどういうことかと疑問であった。 

 P52 にも「③多様なツールを用いた宝塚発の魅力情報の発信」とあるが、実際に情報収

集する場合、ネットの中でヒットさせるという取り組みも入れていかなければ、結局、誰

も何もわからない状況になる。振興計画の中だけで掲げても周知にはならないので、その

辺りを注意した表記の仕方や方策を考えていただければと思う。 

事務局： 『宝塚ブランド「モノ・コト・バ 宝塚」』は、実際は来年 1 月からのことである

が、ここに入れるかについて、議論していただきたいと思う。これまでまったく議論はし

ていなかったが、今、市で「宝塚ブランド認定事業」を進めているところで、有識者の入

った懇話会を設置している。「モノ・コト・バ」の 3部門に分け、自薦、他薦で、来年の 1

月から募集をはじめ、年度内に宝塚市ブランド認定という形に持っていこうと考えている。

「モノ」は、土産物や工場でつくる産品、飲食店のメニューなどで、その中に農産加工品、

農産物も含まれると考えている。「コト」は人々の活動で、文化的活動やお祭り、伝統行事

などの市民の活動で、これも宝塚のブランドの一つとして打ち出していけると思っている。

「バ」は、宝塚は観光都市であり、風景や景観的にも優れた場所があるので、観光施設、

建物、街並みなど、広い部分での「場」に注目して募集したい。そして認定後は、市の内

外に向けてＰＲや普及啓発をしていこうという事業である。そのなかには、植木や園芸産

品、西谷の農産物、またそれを加工したものも含めて推薦していただきたいと考えている。 

今回具体的な名称まで記載したが、「宝塚ブランド認定」とだけの方がよいか、ご意見

いただきたい。 

事務局： 今月中にはマスコミに向けて記者発表し、1 月 1 日号の広報紙、年内のホームペー

ジの立ち上げを、募集の前にと考えている。 

委員長： 当初からこの計画に宝塚ブランドについて示されており、実際に動き出すのであれ

ば具体的な名称を入れてもかまわないと思う。ただ後ろの用語説明に付け加える必要があ

る。 

委員： とくに新たな問題の指摘や提案はないが、ここまでよくまとめていただいたと、大変

ご苦労があったと思った。 

キャッチフレーズの「市民とともに守り・育む」は、市民の立場、とくに宝塚の農業に

ついて予備知識が少なく、関心が低い一般市民の立場では「なぜ、農業について市民が入

るのか」という素朴な疑問があったが、今回の「宝塚市の農業の将来像」で、明確に示し

ていただけたと思う。これを読む人は、宝塚市の農業について大変よく理解していただけ

ると感じている。 

 市の豊かな環境、景観を含めた暮らしを農業が支えているという点をきっちり示してい

るところも良かったと思う。なるほど、農業は食べることだけではなく、環境、景観を支

えることまで繋がっており、そこに市民も参加していかなくてはいけないという、当たり
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前といえば当たり前のことを、適切にしかも明快にご指摘いただく案を作っていただいた

と思う。市民の立場では「市民とともに守り・育む」という言葉に違和感があったが、今

回の訂正でそこがはっきりし、命を守る安全に関連しているのが宝塚の農業なのだという

ことが、市民にもよく理解できた。このように全体の農業振興のイメージが消化不良であ

った市民にとって、意味のある将来像の訂正をしていただいたと感謝している。 

委員長： P17 の「農」の言葉の説明した枠を今回削除しているが、どういう理由か。 

事務局： 削除した部分は、今回の修正内容である上の文章に書かれていると捉えた。内容と

しては「農」というのは、従来の農業だけでなく、環境や景観など暮らしを支えてきた農

であるという説明で、あえて下で記載する必要はないと考え削除した。 

しかし、よりわかりやすいことが重要であると思うので、例えばここではなく用語説明

に記載すると言う方法もある。 

委員： 上の文章で十分その意味が集約されており、体裁としても、下にまた四角枠を付ける

のは違和感がある。 

委員長： 確かにこの説明はすこし理屈っぽいと思う。 

委員： 委員の皆さんの意見を聞き、農業振興計画という名前のもとにこういう形でまとめて

いただいており、これをどうこういう箇所は見当たらない。 

委員： これで十分と思う。ただ、先ほど西田委員がおっしゃられたように「絵に描いた餅」

にならないようにと思う。 

 また、ハウスを建てる費用が宝塚市から削減されると聞いた。ハウスを建てるのに大

体100万円かかるなかで、50万は市の補助という形の施策であったが、今年から削減され、

1 件限りとのことで、またその話が「個人のものに市がお金を出すのはどうか」という市

長の話であったということで不満を感じた。せっかく農業者の認定をして、国の施策も戸

別補償の形に進んでいるのにもかかわらず、農業者個人への補助はしないという言葉が流

れて来るのはいかがなものか。新規就農者は補助があると助かるが、去年も一人農業者を

独立させ、今年も候補生が出ているが、ハウスを建てる補助が受けられない。そういうと

ころでも、市長は言っていることとしていることが違うと思う。お金が無いのはよくわか

るが、あからさまにされると現場としては戸惑う。 

 また、放射性セシウムに汚染された稲わらを肉牛に与えていた問題から波及した学校

給食での牛肉の扱いはどうなったのか、伺いたい。 

事務局： 夏休み前に保育所と学校の給食に肉は使わないとしたが、兵庫県産の牛肉について

県知事が安全宣言を出されたため、2 学期が始まる前の 8 月末に、兵庫県産牛肉から使用

を開始していこうということになった。今後、兵庫県産から西日本へ、安全が確認された

段階で広げていこうと考えている。兵庫県産だけでは、量の確保が難しく、月に 1 回程度

になるということだが、順次広げていく方向である。 

委員： 「牛肉は使わない」と新聞を使って大きく発表され、私たち農家にとって大きなダメ

ージであったのに、解除したという話は伝わっていない。そういった部分も、きっちりフ

ェアにしてほしい。 

委員： 学校給食に牛肉を使わないとしたのは宝塚市だけであったと聞いている。 
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委員： 兵庫県の女性農業士会長として不本意であった。抗議しても、市長から「私たちは子

どもを守りました」と言われ、意見を取り入れてもらえなかった。しかし、私は、「子ども」

ではなく「業者」を守ったのだと思っている。「業者」が地産地消を頭に置いて仕入れてい

ればそんなことにならない。地産地消であれば、なぜ最初から兵庫県産を使わないのかと

いう話である。「地産地消」と謳っているのに、「地産地消」でない業者を使っている、そ

れが宝塚市である。一生懸命計画をまとめても、この 2 点についても、少しも計画のとお

りになっておらず、それが市長の意見でひっくり返されることに私は腹が立つ。市長が計

画を作成してほしいと言って、委員に委嘱して、市長がひっくり返すのはどういうことか

と思う。私は、本当はこの委員を辞めたかったが、辞めるとこの言葉が言えないので続け

た。しかし農業者として、現場にいる人間として、本当に腹立たしい。どういう考えでこ

の計画を作っているのか聞きたい。私が話してもシャットアウトされるのであれば、こう

いう場でちゃんと言ってほしい。本当に現場のことを考えられているのかと思う。現場は

必死である。せっかくこういう場をいただいたので、市長に抗議したい。 

委員長： 事務局の方で機会をつくって市長に伝えていただきたい。 

事務局： 牛肉の使用については、夏休み前の給食が無くなる前に使わないことを発表したが、

夏休みの間に検討して、10 月からは使用している。 

 ハウス補助の件は、3 年程前の予算協議の際、補助金は風当たりがきつく、ハウスは結

局自分の資産になるということから、行財政改革の方で削減の要綱ができ、それに対応す

る形で、90 万円が 45 万円となった。 

委員： 個人の資産であっても、ハウスを建てるのは宝塚の資産になると思う。 

 西宮市などは、これまでハウスの補助が無かったのに、補助がおりるようになり、違う

方向の市もある。 

事務局： 県のハウス補助もあり、これとの二本立てで対応できればと考えている。今の 45

万円は堅持していくということで努力しており、担当課としては、できれば拡充したいと

いう思いを持っている。 

委員長： 「絵に描いた餅」という話もあったが、せっかく計画を作るので、形だけにしない

で、魂を入れるよう、行政に努めていただく必要がある。 

委員： 行政だけでなく、市民も努力していかなくてはならない。どれだけ行政で良い案を出

しても、市民がついていかなくては何にもならない。市民全部が一つになって、宝塚市の

農政、農業を考えていかなくてはならないと思う。 

事務局： 現在、平成 24 年度予算の要求時期で、色々な講座や講習を進めていかなくてはな

らないということで予算要求しており、ある程度認めていただけそうである。 

委員： この計画案について、色々意見を言わせてもらい、変更していただきありがたく思う。 

西谷をＰＲしていくために、フォトコンテストなどをしていただいたが、これは盛況で

あったし、この計画案の 1 ページ目にもコンテストの写真を載せていただくなど、西谷を

ＰＲしていただいている。これが西谷の活性化につながればと思っている。どんどんＰＲ

していただき、なんでも売れるような形にしていただければうれしく思う。農業者として

も婦人会とタイアップして加工品を考えるなど進めているほか、まちづくり協議会でも
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色々な動きでがんばっている。西谷をＰＲしていただき、行政とともに進めればうれしい

と思い、よろしくお願い申し上げる。 

 

【用語説明について】 

事務局： 参考資料の P6 で「西谷西谷ふれあい夢プラザ」は訂正する。また、先ほどの「宝

塚ブランド「モノ・コト・バ」」について、説明を追加したい。 

委員： 説明文はどこから持ってきているのか。一度、県の担当に見せて、確認させたい。 

西田委員や田川委員が見て、わからない文言を挙げてもらえたら良いと思う。 

委員長： 西田委員や小杉委員が知り合いに見ていただいて、そういう方に挙げていただけれ

ばと思う。 

事務局： 追加すべき用語があれば、今週金曜日までにメールもしくはＦＡＸで事務局の方に

お送りいただきたい。 

委員： 「農商工連携」の説明内容もわかりにくい。 

 

【全体について】 

委員長： 本日出された内容を受けて、どのように訂正するかは委員長である私に一任してい

ただくということで、ご同意いただければと思う。 

    パブリックコメントにかける案は、事務局と私で精査し、パブリックコメントにかける

前に委員の皆さんにお渡ししたい。 

 

(2)その他－「パブリックコメントの募集」について 

委員： 寄せられたパブリックコメントについて、私たちは見ることができるのか。 

事務局： 今後の進め方として、パブリックコメントで出された意見を事務局で整理し、その

意見にどう対応するか、次回委員会で協議させていただく。 

委員： パブリックコメントの意見は公表されないということであるが、公表してもらいたい

という意見もある。 

委員長： パブリックコメントをする以上、多くの方から意見があればありがたいが、同時に、

多くの市民が「宝塚市の農業振興」について知らないと思われるので、市が行おうとして

いることを、多くの市民の方に知っていただける機会としても、パブリックコメントを使

ってもらいたい。できるだけ色々な形で広報に努めていただきたいと思う。 

委員： ＰＲの仕方によるが、こういうパブリックコメントは案外、意見が少ない。本当は、

このようなやり方でみなさんの意見を聞きたいと思う。 

委員長： やるからには、活用できるような形でしたいと思う。 

委員： パブリックコメントをしているということを、市長に公の会議の場などで言っていた

だくというのも有効と考える。 

 

 

 



－7－ 

その他 

委員： 「農業ボランティアサポート制度」でサポートされている農家の方が「保険に入って

いるか」と心配していた。農業は結構危ないが、保険はどうなっているのか。 

事務局： 保険は市の方で入っている。 

委員長： 「農業ボランティアサポート制度」という名称は、ボランティアをサポートする事

業のようであり、言葉の使い方を再考してもらいたい。 

事務局： 今年度からスタートした事業の名称は「農業サポート事業」であり、検討したい。 

事務局： 最後に、次回は、来年 2月下旬から 3月初旬を予定している。パブリックコメント

の整理に時間を要することから、具体的な日程については、年明けに改めて事務局から日

程調整をさせていただく。 

 

以上 


