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第２回日本のへそ西脇農業ビジョン検討委員会 会議録要旨 

 

■日 時：平成25年７月25日（木）14:00～17:00 

■場 所：西脇市生涯学習まちづくりセンター ３階 マナビータホール 

■出席者：                                （敬称略、順不同） 

所属 役職 氏名 備考 出欠 

（株）兵庫大地の会 取締役常務 藤原 久和 生産（土地利用型）  

北はりま農産物直売所出荷者協議会 会長 藤原 晃 生産（園芸）  

黒田庄和牛同志会（婦人部） 代表 上田 久子 生産（畜産） 欠席 

みのり農業協同組合 
営農部営農推進企画課 

課長 高郷 敬典 流通加工（ＪＡ）  

西脇多可料飲組合 理事長 松田 幸絋 流通加工（飲食業）  

企業組合 黒っこマザーズ 代表 西村萬里子 流通加工（食品加工業）  

西脇市消費者協会 会長 内橋 昌子 消費生活（消費者協会）  

西脇市いずみ会 会長 片岡 正子 消費生活（食育関係）  

兵庫楽農生活センター センター長 泉谷 裕司 消費生活  

兵庫大学（経済情報学部） 教授 池本 廣希 学識経験者  

神戸大学大学院農学研究科 特命助教 山下 陽子 学識経験者  

（株）神戸新聞社 北播総局 局長 吉岡 猛逸 情報  

西脇市農業委員会 会長職務代理 小西池 明 行政（農業委員会）  

兵庫県北播磨県民局 
加東農林振興事務所農政振興課 

課長 香川 裕一 行政（兵庫県）  

公募委員  岸本 卓也   

公募委員  藤原 一志   

公募委員  藤原 徳久  欠席 

・みのり農業協同組合西脇営農経済センター・みのり農業協同組合黒田庄営農経済センター 

・事務局：西脇市建設経済部農林振興課、（株）地域計画建築研究所（アルパック） 

 

■議事次第 

１．開会 

２．前回会議における議論のポイント 

３．ヒアリング調査の結果について 

４．アンケート調査の結果について 

５．ＪＡみのり営農振興ビジョン 

 ６．意見交換 

 ７．その他 

 ８．閉会 

 

■内容 

１．開会 

開会にあたり、建設経済部長より挨拶を行った。 

 

２．前回会議における議論のポイント 

資料１ 
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 前回会議における議論のポイントについて事務局より説明を行った。 

 

３．ヒアリング調査の結果について 

 ヒアリング調査の結果について事務局より説明を行った。 

 

４．アンケート調査の結果について 

 アンケート調査の結果について事務局より説明を行った。 

 

５．ＪＡみのり営農振興ビジョン 

 ＪＡみのり営農振興ビジョンについて事務局より説明を行った。 

 

６．意見交換 

意見交換にあたり、ビジョンの５本柱、将来像（10年後の姿）について事務局より説明を行っ

た。 

 

○委員 

子どもに受け継ぎたいと思ってもらえるように、儲かる農業、生業と考えて取り組む必要があ

る。加西市のある営農組合では、「地権者も自分の田んぼを守る」という考えから、草刈と水管理

は地権者が行うという取り決めを行い、地権者には10ａあたり５万５千円の配当が営農組合から

貰える。どうすれば利益が出るかを地域で考えることが大事である。 

山下惣一氏が、「農業生産は成長産業として見るのではなく、去年と同じ生産量を生産できたと

いうことが重要」とテレビで発言されていた。「安定を取ることで成長が期待できる」という産業

である。行政が、ＪＡが…ではなく、儲かるシステムにどう入り込むかを地域全体で考え、そこ

に行政の支援が入るようにすべきである。 

また、西脇の農業は、「生産者と消費者が混在して生活している」という特徴があり、「○○さ

んの農産物だから買う」という関係性が作りやすい。市内の直売所に出荷している農家が、自分

たちの農産物をどうＰＲするかが重要であり、そうなれば農産物が市民に評価され、いい農産物

は適正価格での取引が進む。また、「丹波黒は丹波で採れた黒豆ではなく品種のことである」など、

食に関する情報を市内の消費者に正しく理解して貰うことも大事である。 

担い手については、農業高校に進学した生徒の就農率は３％と聞いたことがある。すぐに就農

ではなく、まずは楽農センターに就職するケースも少なくないので、そういった受け皿づくりが

大事である。集落営農が新規就農を受け入れ、住む場所、機械などを提供し、教え込むような仕

組みが作れないか。離農しないために過保護に守るのではなく、育てる仕組みが必要である。 

加工米や山田錦は、兵庫県産、西脇市産を打ち出すとともに、補助金や助成金なども活用しな

がら経営を安定させていくべきである。 

 

○事務局 

儲かる農業はどうつくっていけばよいか。 

 

●子供に受け継ぐためには儲かる農業が必要である。そのためには地域全体でどうすれば
利益が出るかを考える必要である。 
●生産者と消費者が混在しているという特徴を活かし、直売所などを通してもっと情報発
信した方がよい。 
●新規就農は受け皿づくりが重要である。育てる仕組みが必要である。 
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○委員 

高品質ということだけでなく、農薬などの資材購入や栽培方法を十分管理するとともに、食味

調査をしっかり行う。農家や農協が自信を持って売り出すことにより、高価格での取引に繋がる。 

また、加工用米は、色んな食品製造業がいい加工米を探しており、「兵庫県内産の加工米を買い

たい」というメーカーもある。このような製造業者とタイアップし、高級ブランドだけでなく、

地域ブランドとして売り出していく。すごく儲かるかは分からないが、経営の基盤としては安定

する状態につながっていく。 

 

○委員 

 「地産外消」は造語か。 

 

○事務局 

他でも使わっているところはある。外で売ることによって収入を得て、西脇の農業を循環させ

るという意図である。 

 

○委員 

意図はわかるが、例えば「牛糞の堆肥を地域で消費することにより、地域で得た栄養分を地域

に還元し、循環する」という地産地消、循環の仕組みが大事である。地産地消はクローズの関係

性とも言われるが栄養循環である。地産外消で出っぱなしではなく、地域と地域が提携し、外部

からも呼び込むといった循環としての仕組みづくりが大事である。 

儲かる農業を考えるにあたって、足元である市内から考えるべきである。西脇の歴史、日本の

へそという特色をどう出すか。へそは命の源であり、そのような特色も生かすべきである。 

先ほどの農業の成長について、成長するとなると規模を拡大する必要があるが限界がある。生

きがいというそれぞれの価値観の中に、儲かる農業を位置づけて考えてはどうか。 

 

○事務局 

地産外消は一方的な印象を与えてしまう。農業の１つの役割として地産外消を位置づけたい。 

 

○委員 

 堆肥の状況はどういう状況か。 

 

○事務局 

 堆肥が一番必要な時期である６月に一時期足らなくなった。8,500tの糞尿が入り、3,600tの堆

肥が出ていく計画であったが、現況としては６割ぐらいの量である。籾殻が現状としては入って

いないため、農協と相談しているところである。 

 

○委員 

 儲かる農業については、機械や肥料に掛かる費用が高い。そのため、営農組合の拡大という視

点が重要である。日曜日だけ活動するような営農組合では活性化に結びつかない。充実した活動

●儲かる農業を実践するには、高級ブランドだけではなく地域ブランドも必要。 

●地産外消で出っぱなしではなく外部から呼び込むという仕組みも大事である。 
●へそは命の源であり、日本のへそという特色を活かしてはどうか。 

●機械や肥料など経費が高いので、営農組合の取り組みが重要である。 
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を行う営農組合の育成が必要である。 

 米の裏作として栽培されている麦は、収穫後どう利用されているのか。 

 

○事務局 

農協を通じ食品製造業で薄力粉として商品化されている。お菓子やクッキーの材料に使われて

いると聞いている。 

 

○委員 

 先ほどの丹波黒の話もそうだが、西脇の農業に関する情報が市民に入ってこない。西脇市で採

れたものが西脇市で買える仕組みができればいいと思うが、金ゴマも高価格であり手に入りにく

い。 

 

○委員 

 市内直売所の農産物が、本当に安心・安全な商品なのか不安が残っている。ファーマーズブラ

ンドにより安心・安全の見える化できたが、きれいな農産物を販売するために農薬を多く使うと

いったことも聞いたことがある。 

また、金ゴマを使って料理教室をしたいが、高価格であり手を出しにくい。美味しいことはわ

かっているが、多くの市民が購入するのをためらっている。 

 

○事務局 

 生産者の数を増やすことも大変であるが、栽培面積を増やすことも大変であり、生産の負荷が

下がる仕組みづくりが必要である。 

 

○委員 

 食べているものが本当に安心・安全か分からず不安であり、ＴＰＰに参加すれば農産物の安心・

安全は確立できなくなる。食の安全性が危ぶまれる中で、西脇市は大丈夫だというように進める

べきである。 

 

○委員 

 特産物の生産、循環型農業、地産地消、安心・安全、信頼などのキーワードを基本に進めるこ

とが大事だと思う。これに加えて「消費者である一般市民の期待」という視点を追加すべきであ

る。推進するにあたって、消費者とともに進めるというスタンスが重要である。危機意識をあお

るのではなく、消費者に十分理解していただく必要がある。 

新規参入については、地域の受け入れ体制が必要であるが、価値観が多様化しており集落で共

通の認識を持つことが難しくなっている。新規就農者を受け入れて行く側の体制作りが重要であ

る。 

 

○委員 

 「消費者の命は生産者が守る、生産者の命は消費者が守る」というリーフレットをある地域で

●市内産農産物がどこで買えるかなどの情報が不足している。 

●市内産農産物が本当に安心・安全なのか不安。 
●ファーマーズブランドにより安心・安全の見える化ができた。 
●金ゴマを使って料理教室をしたいが高すぎる。 

●ＴＰＰに参加すれば農産物の安心・安全は確立できなくなる。 
●西脇市産農産物は安全だというふうに進めるべきである。 

●消費者とともに進めるというスタンスが重要。 
●新規参入については、地域の受け入れ体制が必要であるが、価値観が多様化しており集
落で共通の認識を持つことが難しい。 

●生産者の顔が見えるという関係の中で進めて行きたい。 
●金ゴマ研究会と加工所が連携し６次産業化を図るなどの取組が進めば面白い。 
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見たことがあるが、そういった考え方で進めなければならない。旬菜館、ふれすこともに直売所

という名前ではあるが委託販売である。「安心・安全という食品を販売する」というスタンスで取

り組んでいるが、消費者との生産者の顔が見えるという関係の中で進めて行きたい。 

 金ゴマについて、現在の仕組みでは６次産業化が難しい。生産が難しいことも分かるが、金ゴ

マ研究会と加工所が連携し、６次産業化を図るなどの取組が進めば面白い。 

 

○委員 

 野生動物の防護対策について、個別集落による整備だけでなく、集落どうしが連携する仕組み

をつくらないと効果が出にくい。 

 

○事務局 

 工事費の関係もあるが、そのような視点で取り組みたい。 

 

○委員 

稲美町では、高齢者が栽培した農産物で調理した給食を、高齢者と子どもが一緒に食べるとい

う取り組みも行われている。こういった取組は、農業政策という視点だけでなく、高齢者が土作

りをすることでヘルスケアにつながり、生き生きと暮らし、世代間が交流するという社会政策で

もある。幅広く捉えて、三世代交流などといった視点も考慮してはどうか。 

 

○委員 

 夏休みを利用して親子料理教室を開催していたが、参加者が少なく止めてしまった。子どもが

習い事で忙しい、親が働いている、夏は食中毒の危険性があるなどが主な理由である。西脇小学

校で３月に開催している程度である。 

また、生産から調理まで関わるような取組は授業時間が確保できず、部分的な体験が多くなっ

ている。 

 

○委員 

 栄養士、教育委員会を巻き込まなければいけない。 

 

○委員 

 先生は忙しいため連携が難しく、また、長い時間を確保することが難しい。高齢者の一人暮ら

しの人も多く、民生委員や福祉とも連携を図り、食育活動を深めていってはどうか。 

 

○委員 

 私たちのグループでは、味噌づくりを毎年行っている。子どもたちが作った黒豆と、地域で採

れたものを材料にして行っている。生産者にも助けていただき進めている取組であり、これから

も連携したい。 

また、次の世代につなげる取組として食育推進、儲かる加工を、今すぐにでも取り組まなけれ

ばならない。そのためには、ボランティア精神ではなく、働く場としての条件整備、経営整備が

●野生動物の防護対策は、個別集落ではなく集落どうしが連携する仕組みをつくらないと
効果が出にくい。 

●稲美町の学校給食を高齢者と子どもが一緒に食べるという取り組みから、三世代交流な
どといった視点も考慮してはどうか。 

●参加者の減により夏休み親子料理教室が開催できなくなった。 
●生産から調理まで関わるような取組は授業時間が確保できず、部分的な体験だけである。 

●栄養士、教育委員会を巻き込まなければいけない。 

●先生は忙しいため連携が難しく、民生委員や福祉と連携を図り食育活動を深めていって
はどうか。 

●次の世代につなげるため、ボランティア精神ではなく、働く場としての条件整備、経営
整備が必要である。 
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必要であり、次世代の担い手とともに進めたい。 

 

○委員 

 学校給食については管理栄養士としても耳が痛い。最近では、共同の調理場でつくるケースが

ほとんどであり給食費も限られているため、管理栄養士は、地場産のものを使いたくても、ロッ

トが大きいもの、安いものを要求してしまう。 

 農・食に関わる人だけでなく、市民全体が手をつなぐ時である。求心力を持って取り組み、そ

の求心力が発信力になる。ビジョンは万遍無く記載することに加え、みんなで取り組むためのキ

ャッチフレーズや目標を持ち、推進する役割や体制を築くべきである。 

 西脇の農業の魅力は、色々な達人がいることであり、西脇の風土にあったもの、先人の知恵な

どを子どもに伝えるべきである。 

食育については、子どもの味覚は３歳児までに形成され、大人になっても変わらない。ファー

ストフードを美味しいと思ってしまう前に、子どもの頃から「西脇市のものをもっと食べたい」

と思ってもらう必要がある。 

 また、気になったこととしては、生産されたもの、加工されたものを運ぶ手段は、各個人が担

っていると思う。立地条件にもよるが、都市に運ぶとなれば人手が必要である。都市と運ぶネッ

トワークがあれば、効率よくものが流れるのではないか。 

 

○事務局 

 流通に関する連携の必要性は今後さらに高まる。ビジョン全体としては、西脇市民が西脇を好

きになることを目標としたい。 

 

○委員 

 消費者を巻き込むことについて、兵庫県の青年農業士会が「食べるをはじめる」というキャッ

チフレーズで情報発信を行っている。ネットを利用し、食育や離乳食に関する情報を誰でも交換

できるサイトである。「食を支えるのは農家であり、農家を支えているのは消費者である」がコン

セプトであり、共存共栄ができる仕組みを考えることが大事である。そこに飲食店や加工グルー

プがＰＲを兼ねて、野菜の食べ方やレシピを紹介すれば取組が広がる。 

 また、小学生向けにアイガモ農法の農業体験をしているが、稲がどのように育つかまでは理解

できてないと思う。収穫体験など、部分的な関わりでは大人でも理解できない。市民農園のよう

に毎日関わることによって、プロセスと結果が結びつく。このようなシステムを作り、地域活性

化という視点で飲食店などと連携し、全体として盛り上げていくことが大事である。 

 

○委員 

 兵庫楽農生活センターのレストランは1,500円のバイキングであり、特に女性に喜ばれている。

提供する野菜の生産地の紹介等を行っており、研修施設としての役割も担っている。運営上は厳

しい面もあるが、農を学ぶという理念を実現する１つの手段として取り組んでいる。 

 

○事務局 

●キャッチフレーズや目標を持ち、推進する役割や体制を築くべき。 
●西脇の風土にあったもの、先人の知恵などを子どもに伝えるべきである。 
●都市と運ぶネットワークがあれば、効率よくものが流れるのではないか。 

●農家と消費者が共存共栄できる仕組みを考えることが大事である。 
●地域活性化という視点で飲食店などと連携し、全体で盛り上げていくことが大事である。 
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 楽農生活センターへの視察をこの委員会で実施したい。日程等はまた連絡するので、是非ご参

加いただきたい。 

 

○委員 

 地元の農産物のよさを市民に上手くＰＲする方法として、市民からネーミングを募集しても面

白い。応募は多くないかもしれないが、学校を通じて呼びかければ、子どもや市民にも愛着を持

って貰いやすい。また、名前を付けることで市民の記憶にも残る。 

また、アンケート調査結果で整備して欲しい施設として直売施設があがっており「女性の元気

さ」が言えるのではないか。特産品の開発も広くは起業であり、それをサポートするような体制

づくりが大事である。 

 

○委員 

 私たちの地域の直売所で特産品開発をしようという議論になったが、保健所からの許可が下り

なかった。個人の家で加工するにも限界があり、加工品が作れない状況である。 

 

○委員 

 法律のハードルはかなり高く、地域で探すしかないという現状であると思う。 

 

○事務局 

 加工所によっては使っていない時間もあるので、連携・協力する方法なども検討したい。 

 

○委員 

 季節の農産物を仕入れて加工し、ものによっては冷凍保存するなど、年間を通して提供できる

ように工夫している。農産物の大きさによって料理法を変えるなど、様々な使い方がある。規格

外農産物の調理法は、飲食店側からも提案できるので連携を図れればと思う。 

 また、黒田官兵衛の郷弁当を秋の商品化に向けて開発中である。現在パッケージを検討してお

り、ハンカチとしても使える播州織で包みたいと考えている。 

 

○委員 

 私たちのグループでも黒田官兵衛の巻き寿司（家紋に見立てた三つ巴）や弁当を開発している

ので、ＰＲしていただきたい。 

 

○委員 

 生産過程では、大根、人参でも間引き作業を行う。飲食店がどの時期にどういうものが必要か

などの情報交換ができればよく、また価格についても交渉できれば、取引が進むように思う。 

 農村環境の整備については、田んぼの生産に関する管理と、草刈のような維持するための管理

を分けて考える必要がある。生産に掛ける時間は機械化により昔より減っているが、草刈りなど

の維持管理に掛ける時間はそれ程減っていない。これらを今後どう管理するかがポイントである。 

鳥獣害対策についても同様であり、防護柵を設置するだけでなく、維持・管理をするシステム

●市民からネーミングを募集しても面白い。学校を通じれば、子どもや市民にも愛着を持
って貰いやすい。 
●「女性の元気さ」を活用。 

●規格外農産物の調理法は、飲食店側からも提案できるので連携を図れればと思う。 

●生産に掛ける時間は機械化により昔より減っているが、草刈りなどの維持管理に掛ける
時間はそれ程減っていない。 
●防護柵を設置するだけでなく、維持・管理をするシステムが重要である。 
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をどう考えるかが重要であり、そういった中で作業委託、都市部の市民との交流を考えるべきで

ある。 

 

○事務局 

 ４万３千人の市民のうち農家は1,500戸程度であり、市民の多くが非農家である。都市という遠

いイメージではなく、近いところにいる市民の理解、協力が得られる仕組みについて検討したい。 

 

○委員 

 かなり貴重な意見が出されたように、それだけ皆さんの思いがある。10年間のビジョンを考え

る上で、このように自由な意見交換ができる場を大事にしたい。農業や食料に関する危機意識を

持ち、また先人の知恵を大事にし、ビジョンを検討していければと思う。 

 

７．その他 

 次回委員会の開催日は、10月15～18日で調整を行う。 

 

８．閉会 

 

以上 


