
   

令和元年度 第３回宝塚市農業振興計画策定委員会 議事概要 

 

日時 令和２年（2020 年）２ 月６ 日(木) 10：00～12：00 

場所 宝塚市立中央公民館 201・202 学習室 

参加者 

三宅委員長、辰巳委員、福田委員、尾﨑委員、鳴海委員、日野尾委員、 

三原委員、枝川委員、松前委員 

※欠席者：小坂委員（委員長職務代理者）、岡橋委員、阪上委員 

会議内容 

１ 開 会 

２ 議事 

（１）第２回宝塚市農業振興計画策定委員会議事概要について（資料１） 

（２）宝塚市農業振興計画に向けて取組む施策について（資料２・資料３） 

３ その他 

(１) 次回開催日程について 

(２) その他 

４ 閉 会 

配布資料 

・資料１ 第２回宝塚市農業振興計画策定委員会議事概要 

・資料２ 宝塚市農業振興計画に向けて取組む施策について 

・資料３ 農業に関連する本市諸施策一覧 

・別紙  小坂委員意見 

・参考１ 第１次 宝塚市農業振興計画 抜粋 

・参考２ 農業振興計画（具体方策 評価シート） 

・参考３ 農業振興計画（戦略プロジェクト 評価シート） 
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議題及び結果の概要 

１ 開会 

・市挨拶（宝塚市役所、産業文化部長） 

・会議の成立：成立 

・会議の公開の可否：公開 

・傍聴者数：２名 

 

２ 議事 

 （１）第２回宝塚市農業振興計画策定委員会議事概要について 

委員長： 議題（１）第２回委員会の議事について、事務局のほうからご説明をお願いします。 

事務局： （資料１の説明） 

委員長： 第２回の委員会の議事について、加筆、修正、もしくは質問事項があれば挙手をお

願いしますが、いかがでございましょうか。 

 それでは、この件につきましては、特に加筆や修正事項等がありませんので、これ

で了解されたものとします。 

 この議事概要に関しましては、市のホームページで公開予定となっていますので、

よろしくお願いします。 

事務局： 公開する場合は委員の名前は抜いて公開ということになっています。 

委員長： 名前は削除されるということです。 

それでは、前回の議事については、これで終わりになります。 

 

（２）宝塚市農業振興計画に向けて取組む施策について 

委員長： 議題（２）の宝塚市農業振興に向けて取組む施策についてということで、事務局の

ほうからご説明をお願いいたします。 

事務局： （資料２Ｐ１～３の説明） 

委員長： 資料２の１ページから３ページまでで、総合的な考え方、将来像、施策の体系、施

策１に関しまして農業の持続的な発展という案が出てきています。各委員におかれま

しては、それぞれ得意なところがあると思いますので、特にそういう方でお気づきに

なった点は集中的に見ていただければと思います。それ以外にご自由に議論していた

だけたらと思っています。この３ページ分の中でお気づきの点がございましたら、ご

自由に発言をいただければと思いますので、よろしくお願します。 

委員： まず施策展開の方針（１）のところですが、１つ目の丸で新規就農者の確保、後継

者となる農家の育成、集落営農ということで、要は農業をやっている方を確保してい

くということが書いてあるのですが、まず３つ目の丸、ここにも新規就農者確保に向

けて施策を充実しますということで、同じことが書いてあります。これは１つに集約

をされるべきなのかと思います。 

それから（２）のところですが、地域の特性を生かしたというところで２つ目の丸

ですけど、宝塚ブランド商品の開発云々という説明がありますが、次のページに全く
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同じ文章が出てくるのです。これは生産したものを、どうやって売っていこうかとい

うことで、生産の推進の項目には当たらないのではないかと考えます。ということで、

次のページの（７）でまとめられたほうがよいと思います。 

この（２）ですけど、確かに地域の特性といったら、こういうものになりますけれ

ども、やはり一番面積的にもたくさん栽培されるのは水稲だと思うので、その観点が

抜けているのではないかと考えます。だから水稲のことも追加の必要があるのではな

いかと思います。 

それから（３）のところですが、農地や農業用施設というのは、今、維持管理が本当

に防災の観点、ため池等の設置や管理ということも言っていたり、逆にそういうとこ

ろに水をためて、田んぼとかため池に水をためて、それでもって農地というか防災、

減災につなげていくというような動きもありますので、そういった視点がここには必

要だと思いました。 

委員長： 特に（２）の水稲に関する記述がないというのは、確かにごもっともなことですが、

例えば水稲を専門にされている農業者の方はいますか。何か、ここにコメントすべき

重要な事項とかありますか。 

委員： 水稲をするに当たって、やはりパイプラインのこととか、区画の大規模化とか、そ

ういうことが大事にはなってきます。あとイノシシとか、そういう鳥獣被害も水稲に

関しては大事なことだと思います。 

委員長： 具体的な中身としてはパイプラインとか獣害あたりは、（３）や（４）でカバーでき

てる分では、これはいいですか。 

委員： そうですね。 

委員長： ここの部分について、水稲に関連して、何か頭出しは必要ですか。 

委員： あとは、お米を作ったときの、どれぐらいの値段で売れるかとか、そういうあたり

は水稲する場合は気になってきますけど。 

委員長： 小坂委員のご意見を少し確認すると、（１）の中で人口減少が加速化しており、４割

になる２種兼業農家、高齢者、非農家を含めた地域農業を支えるための担い手によっ

て地域を維持する必要があるが、これらを含めて多様な担い手の確保という考え方は

どうでしょうかというご意見です。 

 それから、（３）番の適正な維持管理について、ため池の保全や田んぼ、ダムの取組

みは近年増加する集中豪雨に対する防災、減災対策はどうでしょうかというご意見で

す。これも含めまして、この施策１のところでご意見をいただきたいと思っています。 

委員： 販路の確保ということが非常に重大になってくると思いますが、これは施策３の

（12）に該当すると考えていいのですか。 

事務局： 販路自体そのものについては、施策３の（12）とは少し違います。方向性が異なり

ますので、確かに持続的な発展という観点から見れば、販路を確保していくという着

眼のいうのは一つ、大事になると考えます。 

委員： （１）の次世代を担う農業者の確保について、私自身が新規就農者でもともと全く

違う業種の電気業界から農業を始めようと思ったのですけど、後から出てくる新しい
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農業にかかわるのですが、今回は普通の露地栽培とかやっていくのですけれども、新

規就農者がやるに当たってどういうことを手助けしてくれるかというのが、ほとんど

ないのです。相談に行っても、新規就農の認定を受けてください、認定を受けたら補

助金が出ますということですが、補助金が出るのは条件が厳しすぎるのです。実際、

農業だけで食べていけないで副業をしながらやると、その収入があるともらえない。

では、何のための認定で、認定をもらうと、そのとおりしないといけなくて、制限が

厳しくて、ほとんどできないのです。だからといって副業をやめると食べていけない。

私は、ほかの仕事があるので何とか食べてはいけますが、本当に農業だけでやろうと

考えると、食べていけないので、本当に生活できるように農業を手助けしてもらいた

い。そういう情報を出してほしいと思っています。 

委員長： やはり農業だけというのは難しいというわけですか。 

委員： 農協に卸すと、採算が合わないのです。私の場合は６次産業化ということで加工販

売まで考えて計画を立てたのですけど、そこまでしても少量だと損失が出て、実際作

れないのです。ある程度の規模まで広げないといけない。そうすると融資を受けない

といけない。融資を受けるには新規就農者だから実績がないと言われたり、実情でき

ないシステムなので、まずこういうシステムですというのを公開しておいてほしいで

す。 

委員長： きちっと分かるようにしてほしいと。 

委員： やって失敗していかないと分からない。始めて３年近く経つのですが、実質まだで

きてないというのが実際の新規就農です。 

委員長： 実際やられてる方がお困りであると。 

委員： 去年は、作ったのですが、作っても加工品を売れる状況のところがないので売れな

い。ほとんど配ったり、作ったものを安く卸したりだけで、損失だけでした。なので、

なかなか情報不足というのが大きいです。 

委員長： それをちゃんと提供いただけるような対応をしてほしいという意見です。 

委員： そうです。 

事務局： 新規就農された方にアドバイスしたいですし、宝塚であれば、これを作れば生計を

立てられます、何年後にはこうなりますという、そういう道筋をお示しできないと新

規就農者というのは増えていかないと思っているのですが、市のほうでは、そういう

ノウハウが不足しており、ついつい国の政策の紹介であったり、そういうところにと

どまっていることは重々認識しています。実際、営農いただくのに新規就農者にとっ

て必要なもの、支援については兵庫県から技術の指導をいただいたり、ＪＡにも支援

をいただいたりということで進めていきたいと思っています。 

委員： 今の話を補足しますと、県の各農業改良普及センターに新規就農支援センターの出

先のような形で組織があって、そこをお訪ねいただいて、支援策などを聞いていただ

くということができるのですけど。 

委員： 私がやろうとしているのは植物工場で、結構新しいものなのです。それで、最初に

認定いただいたときには、植物工場に関しては分からないから、書いたとおりにしま
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すということで、一切そんな情報はないらしくて、何も教えてもらえることはありま

せんでした。 

委員長： これからどんどん出てくると思います。多分、役場の機能としては、マッチング機

能というのを強化していただければ、ありがたいと思っていて、それは兵庫県もそう

ですけれども、全国で先進的に取り組んでいる事例を、うまく情報収拾されて、その

情報をピンポイントで、それからその人材と結びつけていただけるとありがたいなと。

先進地視察というのは相当効くというのは分かっていて、そういうところに、どうや

ったらたどり着けるのかという方法論が、なかなか難しいところだと思っているので、

行政がすることというのは、そういうマッチング、行政が知識を持ってなくてもいい

ので、そういう場を作って、きっかけを作るということが非常に大事だろうと今聞い

ていて感じました。 

委員： 農業を専門化して、特化していくというのは必要なことだと思うのですが、それは、

集積とか集約の中に入っているのでしょうか。 

事務局： 施策展開の１に書いてる集積、集約化は、土地の話です。品目について、委員から

宝塚市に特産がないと。ＪＡからも、大量に出荷できるような体制が必要だという意

見があったと思います。やはり外部に向かって宝塚市以外にも宝塚の特産は、これな

ので、これを売っていきたいというのには一定の生産量が必要だと思います。確かに、

その観点はそこにないかと。 

事務局： 営業の仕方は、農家それぞれあって、今、宝塚は少量多品目の方が非常に多いと思

います。リスクマネジメントを考えると、一つの品目に集中したときにダメージが大

きくなる、何か被害が出ると。確かに一つの品目に集中したら効率化とかも考えられ

ますし、その辺も一つの観点かと思います。今のここにあるのは、農地を一つの農家

であるとか、大規模農家に集約していくことが大きな考え方としては効率化の一つの

手段かと。少し大きめの考え方にはなっていますが、専門的なそういう指導というの

も、今後の次の具体施策のほうで、展開を少し入れたいとは思っています。 

委員長： そこは、なかなか難しいところです。今、集積、集約化は土地の話で、施策１で出て

きていますが、なかなか少量多品目の中で、専門特化で何を押し出すというのは難し

い状況であるということです。 

委員： 結構採算の合う農業であれば、食物に特化するというのが非常に短絡的にできる方

向だと思います。私が行っている中では、ニンジン農家でニンジンだけをやっている

方がいます。それで、きれいに生計を立てていますから。そういうことで、今、西谷ネ

ギがありますが、ネギだけを特化するとか、そういうので集約するほうがいいのかと

いう気がして、発言をしたのです。 

委員長： これは、なかなか市の施策として書けない部分というか、個人の好みで、これを集

中的にやっていくとかいうのは、個人の努力ということのほうになってしまうので、

なかなかこういうところには書きにくい部分だと思います。 

先ほど食物工場というのは、何を栽培されているのですか。 

委員： 食物工場はイチゴの予定です。あと、いろいろあるのですが、主にイチゴです。 
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委員： 北部ですけれども、今、まちづくり協議会というのが小学校区ごとにあるのですけ

ども、まちづくり協議会で、文化とか教育とか環境とか、分科会を３つ作ってやって

いるのですけれども、その中でいろんなことを出しているのですけども、今まで何年

かかかって作ったものが、できあがったのです。それを今度、市のほうへ提出すると

いうことになって、その説明会が先日あったのですけども、その中で、今、まちづく

り協議会が一番力を入れて取り組もうとしているのが、空いた土地、それから空き家、

そういったところを利用して新規就農者を募集できないかというようなことを、結構

力を入れて取り組んでいくようなことを言っています。 

それで、西谷の場合は、農地は別として、空き家があるのですけれども、それを新

規就農者が、こっちでやりたいと言ってこられたときに、その家を貸すといっても、

なかなか条件的というか、家の形というのでしょうか、田舎ですから、蔵とか納屋と

かいっぱい一つの敷地にあるわけです。そんなものも付けて全部借りてもらうという

のは、なかなか難しいというような意見も出ているのです。それを今のところ、どう

していいか。それでは、新しく何か家を建てて貸すといったら規制がかかっているわ

けです。そういったところで、なかなか難しいところがあるというような話が出てい

るのです。 

確かに施策１のところで、５つ上がっているのですけれども、これが全部実施され

れば、理想的だと思います。ものすごい良くなると思います。 

それで、（４）にしても、補助をいただいて電柵とか、メッシュの柵とかもいただけ

るのですけども、これも結構設置されて完成しています。まだできてないところもあ

るかもわからないですけども、これは結構進んでいるのではないかと思いますが。 

それと、防災に関する池も、玉瀬も今年、結構大きな池を２つ、この防災計画の中

でやってもらって、ものすごくきれいにしてもらって、使い勝手を良くしてもらった

のです。この辺は結構、進んできている、やってもらってるという気がしています。 

だけど、（１）が全部実施できるのであれば、ものすごい農家としては良くなってく

るのではないかと。でも、やはり問題があって難しいところがあると。 

委員長： 新規就農者を受けるというような文脈の中で、必要なのは住まいですか。 

委員： そうです。 

委員長： その住まいの件については、施策２（６）で移住促進みたいなところが少しリンク

はすると思っています。空き家は難しい問題ですけど、そういう空き家の内容という

のは、農業の中ではあまり具体的にはなかなか位置付けにくいような案件でしょうか。 

事務局： 施策を３本立てています。１つ目の農業の持続的な発展は農業そのものの施策とい

うことで若手職員が論議をしていました。裏面の施策２、地域資源を活用する農業の

展開、これは農業のみではできない、ほかの施策とともにやっていく施策という中で、

多様な人材が農村へ移住してもらえる。そのためには、なかなか外の方を受け入れに

くい傾向が私どもも感じるのですけれども、そういう気持ちの部分でありましたり、

ハード的な面でありましたり、両方の側面から促進していく必要があると思っていま

す。ですので、移住の件につきましては、農業の施策も加わった施策として導入して、
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ここで取り組もうとしています。 

委員長： ほかにございますでしょうか。今聞いていましたら、ほかの施策との関係性が非常

に強いので、一旦、先の施策も説明していただいた上で、総合的にいろんなところで

議論していったほうがいいと感じていますので、意見がないようでしたら、次の施策

の説明に移りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

それでは、施策２のほうから、またご説明をお願いします。 

事務局： （資料２Ｐ４～５の説明） 

委員長： 施策２と施策３の説明いただきました。どこからでも結構ですので、委員の皆様の

ほうからご意見を頂戴できればと思います。 

委員： 資料３に、これが全部というわけではないですけども、まちづくり協議会が、これ

からやっていこうとしているところです。まさに、この表のところだと思っています。

それで、作り上げたものが、もうすぐ市のほうへ提出されると思うのですけども、こ

の表の通りなので、まさにこれを今度、どうやっていこうかというのが悩みです。上

げるのはいくらでも、いいことを上げれるのですけども、まちづくり協議会として、

これをどうやって市とやりながら、どうやって実施していくのかということが課題に

なってくると思っています。 

委員長： そういう意味では、今のご提案に特段間違いというか異論はないということですか。 

委員： ないです。まさにこの通りなので、まちづくり協議会がまとめているのも、こうい

うようなことがだいぶ入っていると思います。 

委員： 新しい農業としては、前回、組合みたいなことでやるという話があったので、そう

いう組織化を進めていくというのが、どこにも項目にないのですが、農業の組織化と

いうようなテーマは、ここに取り上げるべきではないのでしょうか。 

委員長： それは営農組合みたいなものですか。 

委員： そうです。営農組合とか、会社組織とか。 

事務局： 組織的な運営につきましては、施策１の次世代を担う農業者の確保の中で、地域の

農地を地域みんなで守る集落営農化というのが一つ項目に上げているのと、小坂委員

から別紙でご意見をいただいている中で、施策展開の推進（８）農地の新たな活用で、

全国で企業参入が拡大しています。県内でも約 200 企業ございまして、農地維持が困

難な地域向けに検討されてはどうでしょうかというご意見をいただいています。集落

営農に加えて一般の民間企業の参入も視野に入れて検討したいと考えています。 

委員： 施策展開の方針（９）の２つ目の丸のところで、ソーラーシェアリング発電という

のが出てきてて、これは営農型発電装置のことだと思うのですが、県内のほかの地域

で、あまりこれをお勧めしている市町はないのです。ソーラーシェアリングをしてい

るところの下でどんなものを作っていて、農業としての効率は普通の農地とどのくら

い違うのかというのを、教えてほしい。 

事務局： 西谷地区では８基ソーラーシェアリングが展開されてまして、私どもは、そこでや

っている方の話を聞いた限りでは、水稲もありますし、枝豆、黒豆とか、特に西谷地

区で行われているものは普通に作っているということでした。上部にソーラーパネル
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を大体３分の１ぐらい、それでいくと日光が少ないのではないかというようなことも

あるのですが、植物は全部なくて、それは逆に葉物が軟らかくなったりとかいうよう

な効果も出てたり、特に生産量が、今の農地転用にしているので、周りと比べて８割

以上の農作物の収穫ができなければならないということになって、それができなけれ

ば、なかなか続けていくというのは難しいと思うのですけど、そういった収穫量的に

も特に見劣りすることはないと聞いています。 

あとは、日陰ができるので、夏場とか、農作業をしたりするときには、そういった

ところが役に立つと。今、エネルギーというところでの関心も高まってますので、付

加価値のあるエネルギーを生産しながら作った農作物というようなことで展開する

と、そんなことも考えていると聞いています。 

事務局： 市では農地転用の条件として、確か８割というような条件がありますので、この点

については毎年報告を営農者から受けて８割以上であることを確認しています。 

委員： あとは作業効率のことです。機械を入れるのに、水稲もされているということだっ

たのですけど、機械が下に入っていくのに、例えば支柱が邪魔になって効率が悪いと

か、そういったことはないのでしょうか。 

事務局： 以前テレビで取材があったようで、そのビデオとかも見せてもらったのですけども、

少し慣れがいるかもわかりませんが、特に大きな問題もなく普通にできてるみたいで

す。 

委員： ということは、機械も普通に入る、入れようと思ったら入れられるということです

か。 

事務局： 入れてやっていると聞いています。 

委員： その続きに書いてあるバイオマス発電ですけれども、これは多分、家畜糞尿を発酵

させてというようなものだと思うのですけど、以前に他府県の事例を見に行ったこと

があって、要はコストの割に合わないと。メタンガスの発生装置だったのですけど、

コストの割にエネルギー源としては合わない。そのエネルギーを作るために電気を使

って、そんな状況で、施設のコストとランニングコストの両方がかかって、なかなか

できないという事例を見てきたことがあって、これは本当に実現するのかと思ったの

が一つです。家畜糞尿を効率的に使おうと思ったら、今、一般的にやられている方法

というのは堆肥化して農地に還元するという方向だと思うのですけども、そちらの方

法ではなくて、宝塚市はこのバイオマスの方向を目指されるのかと疑問に思いました。 

事務局： 宝塚市で、今それをやっていくのかというところは、正直言いますと可能性調査な

ので、そういったＮＰＯ団体が、昨年度、個人の西谷でやったりとかということもあ

りまして、可能性として、牛の数も乳牛で 500 というところとか、規模的には可能性

があるかもしれないということで、ただいま調査真っ盛りで、大体終盤に入って来て

いるところです。今のところ、例えばＦＩＴ価格というものでやったときに収益上、

回るのか、あるいは、そういった売電をしないで地域内に電力を供給する場合は、た

くさんの国の補助金を得ることができるというようなこともあったりもしまして、す

ごく儲かるようなものではないと思います。正直言うと厳しい。15 年でとんとんまで



   

8 

持っていけるのかどうか、そういった事業スキームが幾つかあるのですけども、それ

を見極めて、かつ現在堆肥化で使われているのをバイオマスで発酵しますと、糞尿が

消化液というような、液体の肥料になったりもしますので、それを本当に農家が使っ

てもらえるのかというようなところも正直はっきりと、まだ分かったことではありま

せんし、こういった調査結果を示して、地域農家の皆さんがどんなふうに、あるいは

酪農家自身がずっとやる気を見せていくとか、そのような状況を見て、動いていくと

いうことであれば、その研究に私どもも加わって推していくというような考え方でい

ます。 

委員： ソーラーシェアリングというところで、私も農地の上でやるというので相談をさせ

ていただいたのですけれども、正直、促進してるとは思いませんでした。一般的な概

要を少し教えていただいただけで、特に促進という感じには受け取れませんでした。 

あと、単価がどんどん下がってきてます。今やって本当に採算は合いますか。この

バイオマスも一緒ですけれども、補助金ありきで進めていって、今後、例えば 15 年で

終わるのであればいいですけど、もっと長い間を考えると採算というのは本当に考え

ているのかというのがあります。それはソーラーでも 20 年あるのですけれども、もっ

と耐久性でいえば 40 年、50 年もつ、そこまで考えてるのかとか、そういうのを、少し

安易な考えで、新しいからやってみようかというふうに思えてしまいます。 

事務局： 確かに、ソーラーシェアリングは農地転用という手続きを取らねばなりません。本

来、農地であるところを違うものにするということですので、それは農業委員会の立

場からは勧めにくい状況は確かにあります。そういう手続きがあるのと、近年は固定

買取価格、ＦＩＴと言うのですが、それが下がってきてコスト割れが確実な状況にな

っているということで、現状は少し厳しいかもわからないと考えております。 

事務局： ソーラーシェアリングは確かにＦＩＴ価格が下がっているので、なかなか今やって

いる人も、この段階で単純に進めていくのは難しいというようなことも聞いています。

あとは、国も価格というのもソーラーの導入の価格を見てだと思うのですけど、その

あたり、下がっているところと考えてどうかということだと思います。 

そういった新しい動きとしたらＦＩＴに頼らないで自家消費として使ってやってい

く場合もあろうかと思いますが、なかなか作ったところの近くに、そういった施設が

あってとかいうところと結びつくかというのは、課題もあるのかと思っています。 

バイオマスのほうは、なかなか採算を合わせるのは難しいところだとは思っていま

すので、うまくいった場合にも悪くなるというような見込みの幅も含めて、調査を今

やっている次第です。 

委員長： 委員のご指摘は非常に的確だと思いますので、それを検討するというような文言で

すので、恐らくその先にいろんな選択肢、やめるということも含めてあろうかと思い

ますが、ただ、それでも続けていかないことには、新しいものにはなかなか着手でき

ないという部分もあります。 

委員： 私も少し前からいろいろと聞かれたりして、このバイオ発電のほうで、明日説明会

がありますが、これをやることによって副産物というか、液体の肥料、それから固形
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の肥料、そういったものが出てくるということも聞いていまして、実際のものも見せ

てもらったりしているのですけども、コストの問題があって、それが一つの施設に対

して、どのぐらい出てくるものなのかということです。それもありますし、たくさん

出てくるのであれば、それを肥料に、コストも安くて使わせてもらったら農家はだい

ぶ助かるのではないかと。草が生えにくいとか、そういった方向で聞いています。 

委員長： それらも含めて検討されるということですか。 

委員： そうです。 

委員： 宝塚市の農家でお米を主体にやって、それで生計を立てられているというのは、ど

のぐらいあるのでしょうか。 

事務局： 作付面積は、北部で７割、南部は植木が７割ですけど、ほとんど水稲という形です

が、水稲専門で、それを生業にできるかというと少し厳しい思います。 

委員： そうすると、今後、宝塚の農業は水稲でやっていくのではなくて、野菜とかそうい

うものに、変えていくという時期が来ているのではないかと。そうすると、どんなこ

とが起こるかというと、やはり集約農業をしようと思ったら、全天候型でハウスを増

やしていくとか、そういう方向に進んでいかなければならないのではないかと思うの

ですけども、ここには書かれてないので、そういう方向ではないのでしょうか。 

事務局： 水稲といいますのは、農地利用型といいまして、多くの面積が必要な作物とされて

います。一方で、野菜といいますのは、ごく狭小な面積でもでき、また収益は高いで

すけれども、手間はそれだけかかる、毎日手入れをしてやらないといけない。今の宝

塚市の現状を見ますと、やはり兼業の方が多い。そういう中でも、また食料の需要の

面からも一定の米の生産は継続的に必要かと思いますし、農業で生計を立てていかれ

る方を、近年見ていますと、やはり施設野菜を中心にやられている方が多いと認識し

ていますので、そういう農業で生業を立てられる方を育てていきたいという思いもあ

りますので、施設野菜は増やしていきたい。それに応じた事業は、今年から始めてい

ます。水稲は、やはり一定面積は必要ですし、これは守っていく必要もあると思いま

す。野菜も増やしてはいきたいと、今は考えていますけれども、そんなに実は面積が

いらないものですから。 

委員： 水稲では生活ができないから、どうしても半分はサラリーマンという生活をするか

ら、結局、農地が荒れて、要するに農地を守らんがために水稲をしなければならない

という悪循環に入っているのです。そこを脱却しない限り、特に宝塚市の場合、近郊

農業ですから、大都会に野菜類を拡販できる場所にあるわけです。だから、そちらに

力を入れていく方向の施策が、ここに書かれてないのが、少し残念だと思うのですけ

れども。 

事務局： そもそも農業振興計画は行政計画で、これは市役所だけでの計画ではなく、これに

書くということは農家全て、企業も含めて、こういう考え方でいきましょうというこ

とで書きます。そうすると当然、そういう方針で水稲から転換していくということを、

例えばここに掲げたら、農家の人はそのことをやっていってもらわなければならない

というのが、この計画の意味なのです。なので、もしそういうことでやっていかなけ
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ればならないとすると、例えば、地域のまちづくり計画、地域主導でそういうふうに

していこうやという機運が上がって、一定の合意が形成される土壌がなかなかないと、

この行政計画とは一体何かというか、何か書いても書くだけみたいな感じになること

が多いので、貴重なご指摘だと思うのですけども、もう少し皆さんが、そうやって、

農家の方も含めて思っていただけるように合意形成をすることを、まず先行しないと、

書くだけに終わってしまう感じがします。この計画に限ったことではないのですけど。 

委員： 水稲に関して、宝塚市全体の農地の６割、７割を水稲が占めているわけでもありま

すので、これからも水稲に関しては農業振興計画を立てるに当たって、多分大事なこ

とになってくると思いますので、例えば（６）に水稲のことを入れてしまうとか、そ

ういう大事なことだと思いますので、それを考えていけたらと思います。 

委員長： 水稲が非常に重要な位置付けで、当面あり続ける。それを下ろしてしまったら混乱

を招く可能性もあるので、少しずつ機運を高めていって転換する部分というのを見極

めながら、ある時期には、そういう旗を上げるみたいなところは、今後必要になるか

もしれません。今回は、恐らくこの状況で認めていかざるを得ないのではないかとい

う気がしています。 

委員： （７）の６次産業化ということで、私ももともと６次産業化ということで始めてい

るのですけど、例えば私みたいな小さい農家が６次産業化で全部の施設を揃えるとい

うのは結構大変なのです、設備を整えるというのは。なので、いろんなところの農家

が、例えば 10 件集まって１個の設備を導入したり、地域によっては市とか町がつくっ

て、みんなで共同利用したりとかしているのがあるので、そういうのを、少し考えて

もらえたらというのが一つです。 

もう一つは、異業種交流というところで、いろんな意見を言って、一緒にやろうか

とかいう、そういう交流の場がない。いろんな立場の人が入っていって、そんな回数

が多くては難しいかもしれませんけど、年に何回とかでも、そういう場を設けていた

だいて、みんなでいろんな話をして、あとはそれぞれ気の合った人との話ということ

で進めていくような場を設けていただくということはできませんか。 

委員： その点に関して、兵庫県で農イノベーションというので、異業種の交流会を定期的

にやっています。 

委員： それは広すぎるのです。市内ぐらいでないと、広すぎてなかなか調整しにくい。そ

の話も聞きに行ったことはあります。だけど、やはり広すぎるのです。一緒にやろう

といっても遠すぎてできない。やはり同じ市内とか隣接の市内ぐらいでないと、なか

なか一緒にはできないと思ってます。 

委員長： 必要はあるという認識なので、それをきちっとしたエリアで、対応可能な形に、具

体的に動くような形にしていただきたいということです。いろんな業種が集まって、

知恵を出し合って交流をするというのは農業だけに限ったことではないので、ほかの

業種を見ても、いろいろやられてて、新しい価値を生み出してるというのはあると思

うので、それは非常に重要なご指摘だと、改めて思いました。マッチングとか機会を

創出みたいなところが非常に重要だということと共通していると思いますので、そう
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いう交流の場所をサポートすることが可能であるということであれば、少し匂わされ

てもいいのではないかという気はします。 

事務局： 市内には商工業者を支援する商工会議所があります。商工会議所の中では異業種交

流というのが盛んに行われていますが、そこには農業者はあまり入っていないという

現実があります。昨年度、今、地域創生アドバイザーをされている方ですけど、西谷

でオリーブの栽培を始められました。その方はオリーブの加工まで、搾油までを考え

て、一緒に取り組む方を探したいということで商工会議所のほうへも、出向かれまし

て、商工会議所で活発に活動されている方と自主的なグループを作られて勉強会をさ

れたりということを、今されています。そういう今までない動きとしまして、農業者

と商工業者が交わり交流する場というのが、そういう形で見せていただいたところも

ありますので、一つ検討に値するとは思いました。 

事務局： 補足ですけども、資料３の健康推進課の農業体験ツアーですけど、農政課と合同で

やっていた体験ツアーがありまして、今年度で中止になって終わってしまったのです

けども、今後は健康推進課と検討したいということで、施策としては一旦終了という

形になっています。 

委員長： 何か追加でご意見やご質問等はありますか。 

委員： 案があるというわけではないですが、施策展開の方針（８）農地の新たな活用につ

いて、確かに市民農園とか農福連携というのは、もちろんいいんですけれども、もっ

と何かあるのではないかと思います。参考までにご紹介するのですが、来年度の阪神

北県民局でアグリライフシェアリングという施策をやろうとしています。それは何か

というと、例えば農業に対して地域外の方からいろんなニーズがある。例えば市民農

園を提供してほしいとか、それから単に農家のお手伝いに行きたいとか、自分が週末

だけ農業をしに行くような家が欲しいとか、そういういろんなニーズが都市住民から

あると思うのですけど、そういうものを一つに集約してプラットホーム的なものを作

って、それをスマホとか、そういうものを使って情報を取りに行けるところを作るよ

うなシステム作りについての研究を始めようと。そういう事業が来年からやろうとい

う提案をしていまして、そういうことなのだろうと、農地の新たな活用というのは、

そういうニーズを満たしていくものを作っていくものなのだろうと思います。 

委員長： なかなか施策をきれいに切り分けるのは難しいのは、どこでもあるのですけど、街

の人が専門的に農業をやりたいという非常に強い意欲の人と、軽く農業に触れたいと

いう人と、農村で少しレクレーショナルに過ごしたいみたいな、いろんなニーズとい

うものがあるので、その中の発言だと思っております。今、国では関係人口みたいな

言い方をしていますけれども、交流人口は単に来て楽しんで帰ってしまうというので

はなくて、少し地域の中に深くかかわりを持っていただく、それもレベルがいろいろ

あるというのが最近よくわかってきて、どっぷりと浸かりたいと思ってる人と、軽く

浸かりたいと思ってる人と、そういうものをいろんなニーズを取り込めるような施策

で散りばめていくというのが大事だと思いますので、例えば（６）とか（８）とか、少

し強めのやつと弱めのやつみたいになっていて、（８）は市民農園とか軽く自分でレク
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レーショナルに汗を流すみたいな、そういうあたりが、うまく全体で、強いものから

弱いものまで散らばってるといいのではないかと思いますので、もし何か抜けと、記

述不足というのがありましたら、ご指摘いただければありがたいです。 

委員： （６）の移住促進について、これは個人に期待するということで、市として具体的

に何か案があるのですか。というのは、北部地域は新しく住宅が建てられないし、制

約があるので。 

事務局： 暮らし全体がしやすくなる総合的なものでないとだめだということで、今、特に北

部の人口が減っていっていますが、これを何とかしなければならない。例えば都市計

画法という、土地利用を厳しく規制しているのを規制緩和して、新住民が入ってきや

すくしたり、あるいは、これまでお店とか農家レストランとか、法令でなかなかでき

にくかったのを作りやすくしたりというような規制緩和をやっています。あと、観光

のそれぞれの分野、あるいは交通も入って、バスをもう少し便利にしたりとか、そう

いうことをしながら、新しく住んでみようかというふうにしていくようなことは、や

ってます。だから特効薬というのはないのですけども、総合的にやるということです。 

委員長： そういう施策の中で農業方面から見て、どういう動きができるかと見ていただける

といいのではないかと感じています。 

委員： 具体的に移住促進に対して、どんな手を打たれる予定なのですか。 

事務局： 一つは農業に興味を持っていただいた方に、私どもの立場からすると宝塚に住んで

いただくような施策を取っていきたいと思っています。今、若手の就農者とか、若手

の方々が集まって青年会議を作られて、みんなで団結されてやっています。そこで新

たにメンバーになる方、なかなか新規就農者への道標は確かに示しにくいとは思って

いますが、そこに一番近いというか期待しますのは、若手就農者に近い方々が仲間に

入っていただいて、宝塚に就農しようと、ここでやってここで住みたいという、そう

いう流れを農業のほうからは取りあえず思っているということです。 

委員長： なかなか、そんな画期的なことは示しにくい部分はありますけど、これは旗を掲げ

るということなので、こういう思いで農業の方面からサポートしていきます、移住促

進をしますという考え方として受け止めていただければありがたいと思っています。 

委員： 皆さんにご議論いただきたいと思うことが一つあって、それは施策展開の方針（７）

について、農家自らが加工等を行う６次産業化より農商工連携や異業種交流で、農の

方は農をやる、それを加工してもらう協力者を募る、そういう形のほうがいいのでは

ないかという提案です。ここで施策方針が６次産業化の取組の推進と書いてしまうと、

そこにそういうものが入ってきにくくなると思うので、この施策展開の方針を６次産

業化の取組の推進というのでなく、それも含めての農商工連携異業種交流まで幅広に

捉えたものにされたほうがいいのではないか。例えば６次産業化、農商工連携異業種

交流の取組の推進というふうに全部書いてしまうとか、そういうふうにしたほうがい

いのではないかと。 

委員長： いいご指摘です。それで結構かと思います。最初、国でも農商工連携というキーワ

ードで進めてきていて、ある時期から６次産業化というのが、それをカバーリングし
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ながら、そっちのキーワードのほうが前面に出てきてしまって消えつつあるのですけ

ど、地域によってはそこまで行かない、組織によっては、そんなの、かなり大きくや

らないと、なかなか６次産業なんて難しいと言われていますので、これはいいご指摘

だと感じています。 

事務局： 事務局から皆様にご意見をお伺いしたい点が２つありまして、一つは都市農業につ

いてです。この農業振興計画は、都市農業振興計画も兼ねるとなっています。それに

ふさわしい施策が書けたかと思いますと、少し心もとないところがあります。先般行

いましたアンケートでもたくさんご意見をいただきましたのは、これはやむを得ない

ところはありますけれども、主に税の負担、それに加えて、農地の周囲からの苦情が

多いとか、ごみを捨てられるとか、水の確保が難しいとか、都市農地で、市は都市農

地の多面性ばかり言うけれども、実際に営農されている方々は大変な思いをされてい

る。そのお声もお聞きして、それに対応する施策をもう少し入れたかったのですけど、

ここでとどまっているというのが正直なところです。 

もう一つは、農業施設の圃場整備による区画の大規模化とパイプライン化というと

ころですが、担当課としましては非常に思い切って書いたつもりです。といいますの

は、やはりそれなりの負担が出てきますので、本当に今、皆さんが希望されるのか、

その方法でいいのか、目指すべきなのかというところをご意見いただけたらと思って

います。 

委員長： 事務局から少し焦点化して議論いただきたい案件が２つ、都市農業について、それ

から農業施設について、区画の関連も含めて何か意見はありますか。 

委員： 北部地域における台帳化した後の圃場整備ですけど、圃場整備が西谷で行われたの

は、大体 40年ぐらい前だと思います。水路とかパイプラインもかなり老朽化してきて

まして、改修の時期も近づいているかと思います。圃場整備が行われていない地域も、

まだ北部にはありますので、新たに圃場整備する場所にはパイプラインを入れたり、

そういうことは必要だと思います。 

委員長： なかなか圃場整備に関しましては、土地改良に近いところで、昭和 40年代ぐらいか

ら始まって、かなり古くなってて時代に合わなくなってきていて、僕ら研究者は令和

の大規模な圃場整備をもう一度やり直さなければならないのではないかという意見も

言ったりしています。国の補助の動きも少し連動しているので、なかなか難しいとこ

ろですけども、やはり時代に応じたような形に変えていくという部分は必要だと思っ

ていて、必要なところは必要で、さらにやられていないところに圃場整備をするとい

うことも大事だというご指摘です。 

区画の規模の拡大とか、老朽化の改善みたいなものに関して何かご意見等あります

か。 

委員： 農業用施設の関係で、昭和 60年代ぐらいにライスセンターということで、地域では

集落営農が建てられていて、それも 30 年ぐらい経過してきてますので、その方針も含

めて、ＪＡでも事業施設ということで、ライスセンターの施設を宝塚の地域の部分を

まかなえるような敷設計画というのを、今出ていますので、その辺は広域で設備する
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ということで、宝塚の方も利用できるようにということに計画していますので、その

部分は、また行政と連携してやっていきたいと思います。 

委員長： そういう状況で非常にいい方向でご検討いただいているということです。 

 都市農業の件も含めて何かコメントございますでしょうか。 

委員： 都市農地イコール南部という考え方でいるのですけども、例えば南部地域でも、良

元、宝塚、長尾の３地区に分かれており、良元の中でも農地をされている方、当然農

会も宝塚市内で機能してるのが 26農会ありますので、それは西谷の北部も含めてです

けど、私は家が長尾のものですから、長尾地区に関しても７農会があって、そのうち

１農会は機能していないという現状で、ここに関して、我々と違うなと思うのは、一

つ取れば鳥獣被害です。これは北部に関しては、南部も含めてですけども、被害が大

きいということですけど、私は農会に出させていただいたときに、南部地区に関して、

人的被害を一度もアンケートを取っていただけない。例えば、分譲住宅の中にポツン

と農地があるわけです。そこの子どもが、また犬の散歩、飼い主が畑で犬を放し飼い

にする。そうすると、仮に植木の苗を植えていても、その上を犬が走っている、それ

から水稲を作るときでも苗田んぼの中で泥遊びを子どもがいる、それかまた野菜作っ

て、家庭菜園レベルですけども、大根、白菜を作ると１本か２本か抜かれていかれる。

そういうことを農政課にもいつも訴えるのですけど、鳥獣被害の調査というのはある

のですけど、人的被害の調査が全く取られていない。農地をする場合に、殺虫剤一つ

まくにしても近隣にいつ幾日殺虫剤をまきますからというビラをまかなければ殺虫剤

はまけない。その日が雨だったらどうなるのかという、そういう環境の下で南部地区

では皆やっているのです。 

少し消極的というか反対意見になるかもわかりませんけども、南部地区の生産緑地

の見直しが 2024 年に始まります。そうなると、後継者がいない状態で農業を続けてい

くのか。そうなったら生産緑地を見直して、借家でも建てて、その家賃収入で食べて

いこうかという方向にならざるを得ないと思います。あまり人のことは言えないので、

私のことを言いますけども、２、３年前、親父が亡くなって相続をして、そのときの

土地の価格が坪 60 万ぐらいの価格であったにもかかわらず、近年、やはり坪 80 万と

か 100 万とかに売買価格がなってきている。そこへ賃貸業者がおいしい話を持ってき

ます。そうすると、生産するよりも一反、300 坪のところに借家を建てると、ローンを

返済しながらでも月にこれだけの収入がありますと。極端な言い方をすると、遊んで

ても食べられますよ、生活できますよという提案がしきりに来てます。 

私も解決策というのは分からないですけども、南部地区において一反の農家という

と、耕作的にものすごい大きい農家だと思います。大体、もう一畝、二畝の農家が大

多数だと思うのですけども、その辺の都市農家を絶やさないというか、発展はしない

と思いますけど、現状維持の農家を維持していくということが、南部に関しては必要

ではないかと思います。 

委員長： なかなか難しい問題なので、貴重なご意見として賜ればと思います。要するに、ま

ちの人たちに対する農業の理解みたいなものも、かなり必要だというご趣旨ですし、
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そういうあたりも含めて、どういう活動をしていくのか。 

委員： 都市農業に関して、この都市農地の役割というものの中に、農業生産の場としてだ

けではなくて、例えば緑が住宅地の中に農地がある、そういった景観的な要素ですと

か、あとはもしも地震で建物が倒壊したときの避難できるような場所になるというよ

うな観点とか、そういう多面的な機能が都市のうちにはあるので、そういった観点を

施策展開の中にも入れていくべきではないかと思います。 

委員長： 都市農地の多面的機能を評価していくというご意見でした。それでも、宅地化して

悠々自適の生活をしていくというところには、なかなか対抗しづらい。難しい問題と

いうことには変わりはないですが、そういう要素も重要だというご指摘です。 

事務局： 今日の議論もそうでしたけど、やはり農業の話をしようと思ったら、農業以外の話

にどうしてもなっていってしまいます。生活はどうするのかとか、ほかの産業をどう

するのかというようなことに、どうしてもなります。なので、どの行政機関もそうで

すけど、これまでの計画は割と農業は農業だけみたいな、計画も割と縦割り的な感じ

になっていて。 

今回作ろうとするのは、まだまだ書き足らないですけれども、農業と連携が必要な

部分は、なるだけ表現していかないと、農業自体がなかなか難しいというふうに、皆

さんの意見を聞いても、そういう共通するご意見だったと思うので、今のところ農福

連携とか、そんな表現しかできていませんけれども、まだまだ連携の必要があります。

そこは計画の中に少なくとも、そういう認識を書いて、他の行政機関、部署と一緒に

やっていきやすい方向にしていきたいというのを新たに思いました。 

委員長： 非常にたくさんの貴重なご意見いただきまして、なかなか事務局では処理が難しい

部分も、できるところはあろうかと思いますけど、難しい部分もありますので、でき

るだけ生かせるものは生かしていただきたいと委員長としては思っています。 

それでは、非常に重要なご指摘をいただいたところで、これで一旦、進行を事務局

にお返ししたいと思います。 

 

３ その他 

事務局： 次第３、その他、次回の開催についてですが、今年度は本日第３回をもちまして終

了となりまして、令和２年度につきましては計５回を予定しています。第１回目は令

和２年度の４月開催ということでご案内申し上げたいと思います。 

 また、本日発言しきれなかったご意見等は、意見シートということで頂戴したいと

思っています。できましたら２月 29 日金曜日までにご意見をいただきたいと思ってお

ります。 

 それでは、令和元年度第３回農業振興計画策定委員会を閉会します。 

 

４ 閉会 


