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　 また、 平成 25 年４月からは 「西脇ファーマーズブランド制度」 を立ち上げ、 地域

で生産された安全で新鮮な農産物を、 市民の皆様に安心して手にしていただける

仕組みづくりを進めております。

 　このような中、 西脇市農業の更なる発展を目指すため、 西脇市では初めての農業

振興計画である 「日本のへそ西脇農業ビジョン」 を策定いたしました。

 　西脇市には、 市内外に誇れる黒田庄和牛や日本のへそゴマ、 山田錦や丹波

黒大豆など、 特産品やブランド農産物がたくさんあります。

　 この計画を推進することにより、 新たな特産品開発や更なるブランド力の強化は

もとより、 ６次産業化、 農商工連携、 地産地消の推進、 新規就農支援など、 西脇

市農業の可能性を最大限に引き出してまいりたいと考えております。

 　本計画の推進に当たりましては、 生産者、 各農業関係者をはじめ、 商業者や

消費者団体等の各種関係機関が連携を図り、 市民の皆様の御理解と御協力を

いただきながら取り組んでまいります。

　 最後に、 本計画の策定に当たり、 検討委員会の皆様をはじめ、 貴重な御意

見や御提案を賜りました皆様に、 深く感謝とお礼を申し上げます。

  　　平成 26 年３月

　 　 　 　 　 　 　                                                 西脇市長 　片 　山  　象 　三

はじめに

　 西脇市では、 活力とにぎわいがあふれるまちづくり

を進める上で、 農業振興を地域活性化の一つの柱

として位置付け、 平成 21 年６月に土づくりセンター

「ゆめあぐり西脇」 を稼働させ、 「有機の里づくり」 から

はじまる自然にやさしい農業を推進してきました。

 　平成 23 年７月には、 北はりま農産物直売所

「北はりま旬菜館」 を整備し、 地場産農産物を販売

する地産地消の拠点施設として運営してきたところで

あります。
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◆「地域 ・ 組織で農家を育てる」 がキーワード

　これからの農業について、 藤原さんは 「集落内で田んぼを守る人は確実に減っており、 現農家の息子世代の

帰農もあまり期待できない。 農家の規模拡大と、 離農しない地域に根付いた新規就農者を増やすことが重要」

と話されます。 一方、 「条件面の問題などで農地集約が進まない。 初期投資の負担や支援が不十分などの問

題で新規就農者が育たない」 とも話されます。

　「初期投資不要、 給料制」 のように、 就職先として農業を選ぶ仕組みや、 地域や集落営農が新規就農者を守

る仕組みなど、 行政やJAなどによる強い農家を育てる取組に期待を寄せられています。

◆会全体で 650 ヘクタールを超える耕地面積！
　 経営基盤の強化を目指す農家グループ
　藤原さんは、 県内の若手大規模農家で組織する 「株式会社　兵庫大地の会」

に所属されています。 （株） 兵庫大地の会は、 「農業の将来をしっかり見据え、 意

見の言える農家になろう」 という思いで活動をされ、 減農薬や特別栽培をはじめ、

資材 ・ 機械の共同購入による低コスト化、 種苗会社と連携した新品種の栽培実験

などをされています。

　「会員のネットワークが深まり、 自身の生産にも参考になる」 と話される藤原さん。

県内の若手農家を引っ張る農家としても活躍されています。

藤原さんのお米

　農薬や化学肥料、 殺菌剤 ・ 殺虫剤を一切使用しない藤原さ

んのお米。 地元畜産農家の堆肥と、 魚粉をベースにした有機

肥料を使って栽培されています。

県内の農家と力を合わせ、

目指すは 「自立できる強い農家」

株式会社　兵庫大地の会取締役常務

【藤原久和さん】
◆お米と一緒に思いも届けたい

　約 20 年間のサラリーマン生活から専業農家へと転職されたのは平成 17

年。 ご実家の後継ぎに加えて、周辺の耕作放棄地から生産の依頼が多くなっ

たことがきっかけです。 現在の耕地面積は 12 ヘクタール （作業委託を含む

と 18 ヘクタール） であり、 主食用のお米だけでなく、 家畜のエサになる飼

料米、 お菓子やお酒の材料となる加工用米、 さらには、 自家栽培のもち米

を使ったお餅の製造販売も行われています。

　環境にも体にもやさしく、 美味しいお米づくりをモットーに取り組む藤原さん。

「どういう思いで生産したか」 という手紙と一緒に道の駅で販売したところ、 個

別に注文が入るようになったそうです。 その後も口コミで広がり、 市内だけで

はなく神戸や大阪からも注文が入るなど、 多くの顧客を抱えています。

　また、 藤原さんの加工用米は、 県内の大手の酒造会社、 菓子メーカー

から 「生産した分だけ買い取りたい」 と言われるほどニーズは高く、 お酒や

お煎餅などの製品となり販売されています。

西脇でがんばる、 かっこいい農家さんたち
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◆少しずつ面積を増やし大規模農家へ

　現在４ヘクタールの田畑を耕作する東野さん。 水稲、 黒大豆を

メインに、 じゃがいもなどを生産されています。

　東野さんは、 もともと自営業を営むかたわら、 親の田んぼの手伝いを

されていましたが、 高齢化等が進む周辺の農家から耕作のお願いが増

え耕地面積が拡大。 徐々に農業にシフトし、 ４年前から本格的に農業

を開始されました。

　「農薬と化学肥料をできる限り使わないようにしている」 と話される

東野さんのお米は、 口コミで評判が広がり大人気。 大阪の小売店からも買い取りの依頼があるなど、

作った分だけ売れる状況です。

◆じゃがいも栽培に挑戦、 こだわりのコロッケとして販売
　東野さんは、 市内外の精肉店と提携し、 コロッケに使用するじゃがいもの

栽培に取り組まれており、 こだわりのコロッケとして販売されています。

　じゃがいもは、 収穫後の運搬の重労働に加えて、 選別や乾燥させる場所、

冷暗所や冷蔵庫などの貯蔵場所の確保が必要であり、 市内でも販売用に挑

戦する農家は少ない状況です。 「東野さんのじゃがいもは全量買い取りたい」

という精肉店からの要望に応えるため、 試行錯誤を重ねながら取り組まれて

います。

東野さんのじゃがいもを使ったコロッケ

　東野さんが栽培するじゃがいもは、 黒田庄和牛生産者の方が

経営する市内の精肉店でコロッケとして販売されています。 使

用する原材料のほとんどが市内で生産されている、 正に “メイド

イン西脇” の商品。 農商工連携、 地産地消のモデルケースと

言える取組です。

名物コロッケのじゃがいもを栽培！

規模拡大を目指す認定農業者

◆周辺農地の作業も受託！地域を支える専業農家

　東野さんは、 周辺地域の高齢化や担い手不足が進む中で、 「収穫作業をお願いしたい」 など、 部分的

な作業受託にも応じられています。 このような依頼は右肩あがり。 「作業受託は機械を効率よく動かすこと

ができるため、 今後も増やしたい」 と、 積極的に展開される予定です。

　「いいものを目に届く範囲で生産したい」 と話される東野さん。 繁忙期は息子さんや近所の方にも手伝っ

てもらいますが、 通常は 1 人で生産されています。 今後も、 品質の向上とともに、 規模の拡大を目指し、

西脇市農業を盛り上げます。
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認定農業者

【東野哲也さん】

ひがしの　てつや



◆試行錯誤のいちご栽培

篠田いちご園

　実家の農業を継ぐため 54 歳 （平成 14 年） で早期退職し、

帰郷した篠田さん。 農業経験は全くありませんでしたが、 たまた

ま新聞で見つけたいちごの高設栽培の記事を見て、 腰 ・ ひざ

への負担の少なさと、 収益性の高さから夫婦で挑戦しようと就

農されました。

　しかし、 現実は甘くなく、 育苗中の株が半数近く病気でしおれ、

炎天下の中その対処に追われるなど、 試練の連続。 「まわりの

生産者の温かいサポート、 農業改良普及センターの細かな指

導もあり立ち直ることができた」 と篠田さんは振り返ります。 試行

錯誤を繰り返しながら栽培技術を習得していきました。

◆大人気のいちご狩り！攻めの農業を展開！！

　篠田いちご園は、 直売所への出荷の他に、 ハウス脇での直売、 加工品販売、

いちご狩りシーズンには観光農園としてオープンするなど、 ますます拡がりを見せ

ています。

　特に、 いちご狩りは、 観光情報雑誌等に掲載されたことがきっかけで問い合わ

せが殺到。 神戸、 大阪方面からの来訪者も多く、 観光スポットとしても人気を

集めています。

　「農業で稼げるモデルがなければ、 農業にチャレンジする人は出てこない」 と話

される篠田さん。 台風などの自然災害、 重油価格の影響などリスクが大きいハ

ウス栽培へのセーフティネットの充実、 新規就農者が安心して農業ができるため

の支援の充実に期待を寄せられています。

スイーツファクトリー支援事業

　市が平成 26 年度から実施する新たな事業のひとつ

として、就農支援、定住促進などを目的とした 「スイー

ツファクトリー支援事業」 という取組があります。 市が

設置するいちご栽培用のビニールハウスに研修生を受

け入れ、 高度な栽培技術と経営能力の養成を図りな

がら定住を促すというものです。 いちごの特産化や観

光 ・ 交流人口の拡大、 定住促進による地域活性化

を目指します。

夫 婦 二 人 三 脚 で い ち ご の

高 設 栽 培 に チ ャ レ ン ジ ！
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【篠田重一さん】
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◆積極的なＰＲで 「西脇ブランド」 を確立

日本のへそゴマ研究会 ・ 会長

　平成 17 年の定年退職を機に農業を開始された徳岡さん。

これまで、 農作業は子どもの頃に手伝った程度であったそうです。

　「休耕田を使って何か栽培できないか」 と黒ゴマを作り始めたの

がゴマ栽培のきっかけ。 市職員や買い取り商社等との積極的な

情報交換会やゴマ栽培の勉強会などを開催し、 平成 20 年、

市内農家による金ゴマの研究会 「日本のへそゴマ研究会」 を設

立されました。 平成 24 年度現在、 研究会は会員数 62 名の組

織となっています （栽培面積は約７ヘクタール）。

　また、 このような取組を積極的にメディアへ働きかけたことで、

新聞 ・ テレビ等で取り上げられ、 金ゴマは 「西脇ブランド」 として

認知されています。 最近では海外輸出の話もあるそうです。

◆「西脇と言えば金ゴマ、金ゴマと言えば西脇」 を目指す

　金ゴマ栽培は、 病気が少なく他の作物に比べ栽培しやすいことが特徴。

一方で、 収穫期には、 背丈が１ｍ以上となり、 台風や豪雨で倒れてしまうリスク

もあります。 平成 23 年には収穫直前に大型台風が畑を襲い、 大きな被害を受

けました。

　また、 選別作業が大変で、 選別機に何回も掛けることで異物が除去され、 高

値での取引につながります。 排水対策や乾燥場所の確保も必要であり、 作業負

担を考えると、 農家１人で栽培するのには 20 アール程度が限界であるといわれ

ます。

　水稲より収益性が高い金ゴマ栽培は、 生産者の負担がどれだけ減らせられる

かがポイント。 集落営農での栽培や作業委託なども視野に入れ、 生産量の増加

を目指されています。

　「金ゴマを西脇の特産品として発展させ、 子どもの心に “ふるさとの金ゴマ” を

根付かせたい」 と話される徳岡さん。 “ふるさと” である西脇を愛する日本のへ

そゴマ研究会の挑戦は続きます。

西脇産の金ゴマ

　白ゴマや黒ゴマと比べても高品質で風味の豊かさが特

徴の金ゴマは 「ゴマの王様」。 99％が海外からの輸入

であり、 西脇産の金ゴマは日本国内でも希少性が高い。

どんな料理にも合い、 食卓を明るく彩ります。

日 本 の へ そ か ら 全 国 へ ！

「 金 ゴ マ 」 づ く り へ の 挑 戦
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【徳岡義之さん】

とくおか　よしゆき



◆全国の蔵元が欲しがる西脇の山田錦

　竹井さんは、 昭和 35 年頃から山田錦を生産していた実家の田畑を、

兼業農家として引き継ぎ、 平成３年からは、 専業農家として約４ヘク

タールの農地で山田錦や黒大豆などを生産されています。

　山田錦は “酒造好適米” として様々な地域で生産されていますが、

品質 ・ 生産量ともに兵庫県産は別格で、 西脇市でも、 生産者で組織す

る 「山田錦部会」 を通して、 村米制度 （＊） の導入や栽培技術の向上

を図ってきました。 西脇市で生産される山田錦も、ＪＡを通じ、 富山や

青森、 愛知などの蔵元に使用されています。

　　　　　　＊蔵元 （酒造メーカー） と村が契約栽培を行う制度

水田面積の３割が山田錦

　山田錦は昭和 11 年に （1936 年） に兵庫県で誕生し、 今年で生誕 78 年を迎えます。 こ

れだけ永きににわたり生産され続けている山田錦ですが、 西脇市内においてどのくらい生産され

ているのでしょう。 市内の水田面積は約 1020 ヘクタール。 そのうち山田錦の栽培面積は約

300 ヘクタールとなっており、 市内水田面積の約３割をも占めています。 この面積は主食用水

稲とほぼ同じで、 次に多いのが小麦の約 60 ヘクタールですから、 山田錦は西脇市の農家にとっ

ていかに重要な作物かが分かります。

高品質の酒造好適米！経験をもとに

生産するこだわりの “山田錦”
北はりま山田錦部会

会長

◆山田錦づくりに向けた新たな動き

　「山田錦の栽培は、 生産技術も向上し、 機械の性能も良くなっているので、 以前より取り組みやすくなっ

ている」 と話される竹井さん。 近年では、 新たに秋田や栃木の蔵元と村米制度による契約栽培を始めた

ほか、 愛知県の蔵元が西脇市に社員を派遣し、 自らの手で山田錦を生産するという新しい動きも出てきて

います。 このような新しい動きや、 地域を引っ張る若い担い手の登場に期待を寄せられています。

◆生産拡大が鍵！蔵元のニーズに応えたい
  山田錦は、 穂が高く倒れやすいため、 リスクもあるが収益性も高い品種です。 試

行錯誤を繰り返し、 これまで積み重ねてきた経験をもとに生産する山田錦。 「（そん

なこだわりの山田錦が） 蔵元からお酒として戻ってきたときが何よりもうれしい」 と、 感

慨深げに竹井さんは話されます。 　日本酒の消費低迷により、 かつては約 1,800 あっ

た蔵元が現在は約 700 まで減少し、 山田錦も永らく減産の時代が続いていましたが、

近年、 日本酒の高級志向化や輸出増加の影響などで需要が高まり、 減産から一転

増産傾向にあります。

  蔵元のニーズに応えられるよう、 品質の確保 ・ 向上はもとより、 山田錦の更なる増

産が求められています。

【竹井安夫さん】

たけい　 やすお
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◆黒田庄和牛の歴史

　黒田庄和牛の歴史は、 昭和 34 年に旧多可郡黒田庄町の地で、 本格的な

肉用牛経営に取り組んだことが始まりとされています。 昭和 58 年には、 全頭

兵庫県産但馬牛の肥育に切り替え、 平成 25 年には、 特許庁の地域団体商

標に登録されました。

  現在は、 14 戸の農家で約 1,200 頭を肥育し、 年間約 600 頭を出荷してお

り、 全国有数の神戸ビーフの産地となっています。

  また、 黒田庄和牛の肥育農家で組織する 「黒田庄和牛同志会」 は、 品質

の向上 ・ 統一化に向けた取組や、 研修会や共励会 ・ 共進会を開催するなど、

更なるブランド力向上をめざし、 日々努力されています。

◆但馬牛の特徴を引き出すことが重要
  肉用牛の出荷は通常枝肉の状態で行われ、 食肉市場で格付けされた後、 セリに

かけられ価格が決まります。 また、 格付けは、 歩留まりの高さや肉質 ・ 霜降りの状

態で評価され、 枝肉価格は１キログラム当たりの単価に重さを乗じて計算されます。

  もちろん、 格付けが高い方が高値は付きやすいですが、 「格付けばかりを気にして

はダメだ」 と川岸さんは話されます。 肉質と霜降りの状態は、 肋骨と肋骨の間を切

断した断面で評価しますが、 目が肥えたバイヤーは格付けだけでなく、 ヒレやサーロ

インなどの高級部位の多さや、 生産者の実績なども考慮するそうです。 エサの配合

や日々の体調管理に気を配り、 但馬牛の特徴を最大限に引き出すことが黒田庄和

牛生産者の腕の見せどころ。 全国ナンバーワンのブランド牛を目指し、 川岸さんの

挑戦はこれからも続きます。

黒田庄和牛のおいしさのヒミツ

　黒田庄和牛のおいしさのヒミツは、 生産者の努力と素牛である但馬

牛の特徴にあります。 牛肉のおいしさを決める基準は 「霜降り」 「赤身」

「うまみ」 にあると言われています。 但馬牛は、 サシ （脂肪分） が筋

目指すは全国ナンバーワンのブランド牛！

黒田庄和牛の挑戦

◆異業種交流が特産品を生み出すカギ

　「地域の特産品を作るには、 異業種交流が大事。 農家以外の方との会話には新しい発見がたくさんある」

と話される川岸さん。 牛舎の見学希望なども積極的に受け入れ、 飲食業界などを中心に様々な業種の方

が見学に訪れます。 見学に訪れた方と情報交換をする中で、 農家では気付かない価値観や発想に刺激

を受けるそうです。

　農家だけでは実現できないことも、 多様な立場の人と知恵が集まれば新たな可能性が広がります。 “メイ

ドイン西脇” の超人気商品を生み出すカギは異業種交流にあるかもしれません。 　

黒田庄和牛同志会
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【川岸裕人さん】

かわぎし　ひろと

肉の中に細かく入り込んだ 「霜降り」、 きめ細かく上品な甘みがある 「赤身」、 オレイン酸やイノ

シン酸を豊富に含んだ 「うまみ」 の全てを兼ね備えており、 その特徴をいかに引き出すことがで

きるかがおいしさの決め手となります。



◆“安心 ・ 安全” を売りにした出荷グループ

北はりま農産物直売所出荷者協議会 ・ 会長

◆出荷者がいきいきと成長できる場に

　自給自足に憧れ、 定年退職を機に農業を始めた藤原さん。 最初は思うようにいか

ず試行錯誤の連続でしたが、 初めて成功したレタスを手に取ってみたとき、 「多くの人

に食べてもらいたい」、 「出荷してみたい」 と思ったことが、 旬菜館に関わるきっかけ

になったそうです。 小規模で、 藤原さんと同じようなきっかけの出荷者が多い旬菜館

ですが、 最近では生産者の名前を見て購入するお客さんも増えてきたそうです。 「旬

菜館に出荷することで、 会員同士の交流が生まれ、 元気に活動を続けていることが

一番の成果です」 と藤原さんは誇らしげに話されます。 会員同士はライバルであり仲

間。 新しい品種に取り組み、 栽培に関する情報交換を行うなど、 出荷者協議会の

活動を通じて様々な効果が出ています。

西脇市立北はりま農産物直売所
（愛称 「北はりま旬菜館」）

○営業時間 ： 午前 9 時 30 分から午後 6 時まで

○定 休 日 ： なし （年始を除く）

○駐 車 場 ： 約 100 台

○所 在 地 ： 西脇市野村町 800 番地の 1

安心 ・ 安全の地場産を売りに、

目指すは西脇農業の拠点施設

◆魅力あふれる旬菜館に！ひろがりを見せる協議会の活動

　いろいろな年代のお客さんが来店する旬菜館。 旬の野菜はもとより、 直売所ならでは

の珍しい野菜、 惣菜、 自家製漬物などがよく売れています。 とりわけ西脇ファーマ

ーズブランドは減農薬 ・ 減化学肥料により生産された野菜で、 若い世代にも好評です。

　また、 会員自らがモーニングサービスをはじめ、 イベントの企画 ・ 運営を行うなど、 「生

産者の顔が見える店」 を目指し、 消費者との交流も活発に行われています。

　平成 25 年５月には出荷者協議会の有志により 「株式会社北はりま旬菜館」 を設立。 今後は、 高齢 ・

遠方等の理由で出荷できない農家向けの集荷体制の確立、 消費者ニーズに対応した加工品の充実、 更

には、 体験農園や就農支援等の受入れなども視野に入れ、 西脇市の農業を盛り上げるため本格的に動

き出します。

　北はりま農産物直売所出荷者協議会は、 平成 23 年７月にオープンした

農産物直売施設 「北はりま旬菜館」 に出荷する生産者のグループ。 会員数

は年々増加し、 現在は約 200 名です。

  会員は収穫した農産物を持ち込み、 自ら袋詰め、 値付けを行い店頭に並

べます。 売上状況は１日４回メールで配信され、 売れ残りの回収も会員自

ら行います （手数料を引いた金額が会員の収入となります）。 農薬などの使用履歴も、 出荷者が作成す

る栽培日誌で管理し、 安心 ・ 安全の農産物を売りにした運営が行われています。

  「立派なトマトが収穫できた♪」 「いくらで値付けしよう」 と、 会員たちの声でバックヤードは日々活気に満

ちています。
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【藤原晃さん】

ふじわら　あきら



◆“地域のよさを知り尽くすおばちゃん“による特産品づくり

企業組合黒っこマザーズ
代表

【西村萬里子さん】

　平成元年から旧黒田庄町消費者協会のメンバーが中心となり、 特産品づくり

や伝統食についての研究に取り組んでいたところ、 「特産品をつくり商品化をしよ

う」 という思いと、 周囲の後押しもあり平成 11 年に黒っこマザーズを結成されま

した。

  平成 25 年度現在のメンバーは 13 名 （平均年齢 74 歳）。 店舗は持たず、

JA みのり特産開発センターの加工室を利用し、 道の駅や直売所などでの委託

販売や弁当の注文販売などを行っています。 また、 市内の小学校で味噌や巻

き寿司づくりの講習を行うなど、 食育活動にも積極的に取り組まれています。

◆地場産重視！愛情 ・ 心配りたっぷりの加工品
  黒っこマザーズの加工品の特徴は、 材料のほとんどが地場産食材を使用し、 食

の安心 ・ 安全にこだわっているところです。

　古代米の紫黒米を使った巻き寿司 「黒っこ巻き」 は一番の人気商品。 特産の

黒田庄和牛を使用した 「コロ煮」 は、平成 17 年に兵庫県知事賞を受賞されました。

メンバー同士でアイディアを出し合い開発する商品は、 口コミで評判が広がり多くの

ファンを獲得しています。

  「“美味しい” と喜んでもらえることがメンバーの原動力」 と話される西村さん。 注

文を受けて作る弁当には、 手書きのお品書きとイラストが添えられ、 細やかな心配

りが随所で見られます。 ボランティア精神が強いせいか、 リーズナブルな価格設定

にもかかわらず、 その商品のクオリティの高さに、 「なぜこんなに安いのか」 と驚か

れるほどです。

黒っこマザーズの新商品

　大河ドラマ 「軍師官兵衛」 の放映にちなみ、 官兵衛の里であ

る黒田庄の食材を中心に使った 「官兵衛さんの家紋巻入り弁

当」、 黒田庄和牛、 金ゴマ、 旬の野菜、 自家栽培の紫黒米を、

黒田家の家紋である藤巴状に巻きこんでいます。

多くのファンを魅了する “地産地消”

にこだわる特産品づくり

◆働く場としての加工グループを目指したい

　「安定・自立した経営を行い、 加工所を働く場として位置付けたい」 という思いで、

平成 21 年に法人化。 順調な経営が続いている一方、 黒っこマザーズの加工作

業は早朝 （5 ～ 10 時頃） に行われるため、 子育て世代が働くことが難しく、 後

継者が育ちにくいことが課題となっています。 今後は、 後継者育成に向けた取組と

して、 パッケージデザインの作成やネット販売による販路拡大など、 若い世代にも

取り組みやすい活動を取り入れ、これまで培ってきた技術や知識の伝承を図ります。
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 にしむら　    まりこ



◆40 年以上続く “食生活改善” の活動グループ

西脇市いずみ会

　西脇市いずみ会は、 市内で食生活改善活動をすすめるボランティアグループ

です。 県の方針に基づいた食生活改善の取組に加え、 学校等と連携した食

育の普及などの独自の取組も展開されています。

  設立して 40 年余り、現在約 60 名の会員の多くは 60 代の女性（男性は２名）

です。 会員数は減少傾向にありますが、 会員の 「食の大切さを知ってもらいた

い」 という強い思いで活動を続けられています。

◆おいしく、 楽しく、 面白く♪

   幼稚園でオリジナルの食育教室を開催
  子ども向けに行う食育活動は、 いずみ会が特に力を入れている取組のひとつ。

現在、市内５つの幼稚園で食育活動を行われていますが、「園への働きかけから、

企画 ・ 運営の全てを会員で行っています」 と話される片岡さん。 幼稚園には調

理室がないため、 食材だけでなく、 道具も全て持ち込んで調理されています。

  食育教室のプログラムは、 午前に米の炊き方、 出汁のとり方を学ぶ料理教室、

午後は四色のエプロンを栄養素に見立て、 食の大切さを楽しく学ぶ 「エプロンシ

アター」 という内容です。

  また、 今年度から、 北はりま農産物直売所出荷者協議会と連携し、 食育教室

に市内産農産物を使用するなど、 地産地消の推進にも取り組まれています。 「今

度は子どもたちと一緒に畑の見学に行きたい」 と、 次の展開も視野に入れ、 子ど

もたちが農業に触れるきっかけづくりに意欲的な片岡さんです。

食の大切さを子どもに伝えたい！

“農” とも連携した食育活動

◆農業サイドからの食育の普及に期待

  深い知識と豊かな経験に基づき構成されるいずみ会の食育教室は、 楽しみ

ながら学べるということもあり幼稚園児にも大人気です。

  また、 夏休み期間を利用して小学生を対象に行う親子料理教室も、 親も

一緒に参加できるとあって大好評でしたが、 共働きの家庭が増えたこと、 子ど

もが習い事で忙しいなどの理由で、 年々参加者が減少し継続できなくなりまし

た。 「社会情勢の変化で親も子も忙しくなり、 家庭で料理に時間を割けず、

食への関心が低くなっているのでは」 と心配そうに片岡さんは話されます。

  今後は、 他の団体や教育機関との連携、 各種イベントへの参加など、 様々

な角度からの食育の推進、 また、 農業サイドからの食育の普及について期待

を寄せられています。
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【片岡正子さん】

かたおか　まさこ



　食料は、 人のいのちに欠くことができないものであり、 健康で充実した生活を送るため

に安定的に供給されるとともに、 多様化する市民の需要に応える必要があります。

　また、 農業は、 その生産活動に伴い、 美しい景観の形成や自然環境の保全、 水源

かん養 や地域文化の伝承など、食料以外の面においても市民生活に多面的な機能を

果たしています。

　しかしながら、 豪雨や猛暑など地球温暖化の進展による異常気象や担い手不足に

より食料供給力が弱まるとともに、 農村は、 高齢化や人口減少、 有害鳥獣被害や

耕作放棄地 の増加などにより多面的な機能の維持が危うくなっています。

　このように、 食料供給力の維持や多面的機能 の大切さを考えると、 食料と地域を

守る農家や農地、 ため池などを確保し、 農業経営が維持されることにより、 農業の

自然循環機能 が維持されることが必要です。

　本市においては、 活力とにぎわいのあふれるまちづくりを進める上で、 市民生活に

深く関わる農業を新たな基幹産業の１つとして位置付け、 振興を図ることとしました。

　我々の豊かな未来を創造するため、 現在の農業を持続的に発展させながら、 新たな

雇用を生み出す６次産業化 や農商工・観光との連携、 また成熟社会 に豊かさを広げる

市民農園 や 「楽農生活 」 の提案など、 農業全体を再構築し、 西脇の新たな食と

農の方向性を示す 「日本のへそ西脇農業ビジョン」 を策定します。

策定の背景

第１章

１

日本のへそ西脇農業ビジョンとは

ビジョンの目的２

■計画の枠組み

10

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

対  象  者 農業者・農業関係者、市民、事業者（流通、食品加工、飲食業）、学校 等 

対 象 範 囲 農業、流通、食品加工、飲食、観光、教育 等 

政策の位置付け 産業政策、まちづくり政策 

行 政 の 役 割 支援事業の実施、関係機関の連携 

 



ビジョンの期間３

ビジョンの位置付け４

　計画期間は、 平成 26 年度から平成 35 年度までとします。 なお、 計画の進捗状況

や社会情勢の変化に応じて、 適宜必要な見直しを行います。

　本ビジョンは、 「食料・農業・農村基本法 」 及び国の 「食料・農業・農村基本計画 」、

県の 「ひょうご農林水産ビジョン 2020 」 及び 「北播磨地域農林ビジョン 2020 」 の内容

を踏まえつつ、 西脇市が目指すまちづくりの基本方針を示した 「西脇市総合計画後期

基本計画 」 の分野別計画として、 施策を具体化するものです。

　なお、 他の部門の関連行政分野の計画とも整合性を図りながら施策を推進します。
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※日本のへそ西脇農業ビジョンは、 期間を前期 ・ 中期 ・ 後期に分け具体的な取組を進めます。
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第１章   日本のへそ西脇農業ビジョンとは



 

西脇市農業の現状

第２章

１

西脇市農業の現状と課題

○都市圏に近く、 近郊農業 が可能な立地条件です。

○年間を通じて温暖で少雨な瀬戸内式気候に属するとともに、丹波地方のような気温

　 の日較差が大きい内陸型の特徴もあわせ持ちます。

（１） 西脇市の概要

　本市は、 兵庫県のほぼ中央部、 東経 135 度と北緯 35 度が交差する 「日本列島

の中心－日本のへそ－」 に位置しており、 阪神都市圏からは 60km 圏内にあります。

　地形的には、 中国山地の東南端が播磨平野に接する地点にあり、 西光寺山 （標高

712.9ｍ） を最高峰に四方を標高 200 ～ 600ｍの山地や丘陵に囲まれ、 中央部を

県内最長の加古川が南流し、 市域南部で杉原川、 野間川と合流しており、 これらの

河川沿いの平野部に集落や農地が形成されています。

　市域は、東西約19km、南北約13km、面積は132.47㎢で、兵庫県面積の約 1.6％

を占めています。

　気候は、 瀬戸内式気候に属しており、 気温の年較差 ・ 日較差が大きい内陸型の

特徴も示しています。 平均気温は 14.2 度 （平成 24 （2012） 年） と１年を通して

比較的温暖な気候となっています。
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○西脇市は、 昔から播州地方の中でも耕地が狭く、 農家一戸当たりの穀物収穫 

　 量も少なかった。

○その中で農家は知恵を絞り、 夏の稲作と冬の麦作による二毛作に努力を傾ける 

　 とともに、併せて農業以外の仕事も行う、いわゆる 「農間余業」 にも努めた。

○そこから播州織をはじめとする数々の産業が生まれた。

◆西脇地方は加古川を遡行して、 まさに中国山脈の山ひだに抱かれようとする所である。          

　 加古川の上流地域を生活の舞台とした当地方はその下流に広がる加東郡と比べて、 

　 一村当たりの石高は少なく、 ひいては一戸当たりの平均持高も少なかった。 そこには、

　 肥沃な耕地に恵まれた加東郡と比べて、 当地方は地味も劣り、 作物の生育に必要な

　 日照時間の短い山あいの村であることがあげられよう。

◆このような村々では、 稲作と裏作に麦を栽培する 

　 二毛作によって収入の増加をはからなければなら

　 なかった。 加東郡の六カ村は （中略）　二毛作率

　 は平均して 44.7％余に過ぎない （1742 年）。

　 しかるに、 西脇市域十二カ村の二毛作率は平均

　 57.8％と高い （後略）。

◆狭小な土地につり合わない過剰労働力を抱え、 限られた耕地に精いっぱいの努力を傾 

　 けた結果であろう。 ここには、 二毛作にたよらなければならない農民の姿があった。

◆西脇地方で、 稲の品種が初めて文書に見えるのは 1720 年の 「和田村明細帳｣ 

　 であるが、 その後150 年間に見られる稲の品種の激しい変化は、 多収穫の品を求め

　 る農民の関心がいかに強かったかを物語っている。

昔 の 西 脇 市 農 業

～西脇市史、 黒田庄町史から抜粋～

13
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◆当地方では享保期から明治初期にいたる

　150 年間に、 実に 38 品種にのぼる稲がつ

　 ぎつぎにあらわれては姿を消していった。

  多収穫で病害虫に強い品種への関心は籾種 

　の給源を当地方より寒冷な北方に求め、 北陸 

　や東北地方にまで足を延ばしたと推定される。

◆江戸時代に西脇地方には、 農業を中心としながらも、さまざまな生業が営まれて

　 いた。 (中略） 農業以外の生業としては、人々が農業の合間、休耕期間などに従事 

　 する、 いわゆる農間余業とされるのと、 農業経営には比重をおかず職人や商人 

　 としての生活に中心がある場合と二通りが考えられる。

◆農間余業も自給的性格が強いが、 商品経済の波 

　が及ぶにしたがって農間余業にも新しい展開がみら　  

　れる。 まず、 やはり何をおいても取り上げなければ

　ならないのは、 木綿織 （播州織） であろう。

（農間余業の例）

出典 「西脇市史」、 「黒田庄町史」

第２章   西脇市農業の現状と課題
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a. 基本的な動向

○農家戸数はこの 30 年間で半減しており、 現在は総世帯数の約１割です。

○経営耕地 面積も減少傾向にあり、 30 年間で３割程度減少しています。

○主として農業に従事する基幹的農業従事者 は約８割が 60 歳以上であり、 高齢化

　 が進んでいます。

◆西脇市の生産に関する基本的な動向

資料 ： 「国勢調査 （昭和 55 年、 平成２、 12、 22 年）」 「世界農林業センサス」

（２） 生産の現状

資料 ： 「世界農林業センサス」

◆西脇市の基幹的農業従事者数の年齢別構成

15
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 20歳代以下

4人

（1.4%）

30歳代

6人

（2.0%）

40歳代

21人

（7.1%）

50歳代

25人

（8.4%）

60歳代

107人

（36.1%）

70歳代以上

133人

（44.9%）

 20歳代以下

2人

(0.7%)

30歳代

4人

(1.4%)
40歳代

11人

(3.9%)
50歳代

40人

(14.3%)

60歳代

75人

(26.8%)

70歳代以上

148人

(52.9%)

平成12年度 296名 平成22年度 280名

 （世帯・戸） （ha） 

12,320 13,007 14,657 14,989

2,890 2,283 1,709 1,508

1,261
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10,000
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◆西脇市の経営耕地面積別の農家数 （平成 22 年度現在）

資料 ： 「世界農林業センサス」

◆西脇市の販売金額別の農家数 （平成 22 年度現在）

資料 ： 「世界農林業センサス」

b. 農家の状況

○農家の大半が、 0.3 ～ 1.0 ヘクタールの小規模経営です。

○年間の農産物販売金額は、 50 万円未満の農家数が最も多く、 販売なしを含める

　 と全体の７割近くを占めています。

第２章   西脇市農業の現状と課題
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c. 認定農業者

○認定農業者 とは、 規模拡大や経営改善など営農に関する計画を作成し、 国、

　 県、 市が重点的に支援を行う西脇市農業の中核となる農業者です。

○現在、 稲等を営農する大規模経営農家が 18 経営体、 黒田庄和牛 を育てる

　 畜産農家等が５経営体など、 27 経営体が認定されています。

◆西脇市の認定農業者数の推移
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平成19年度 　 平成20年度 　 平成21年度　  平成22年度  　平成23年度　  平成24年度　  平成25年度　

資料 ： 西脇市調べ

 　畜産農家「黒田庄和牛同志会」のメンバーが、市内で２年半ほど育て

た但馬牛を「黒田庄和牛」といいます。神戸や加古川市場を中心に出

荷され、その多くが世界の舌を魅了する神戸ビーフとなっています。

おいしさのヒミツは但馬牛と黒田庄和牛同志会

 　但馬牛の血は、全国ほぼすべての高級黒毛和牛に引き継がれてい

ます。県内生育の血統書付き但馬牛の中から、厳選された子牛が西脇

市にやってきます。

　 黒田庄和牛同志会では、１頭１頭の様子を見ながらエサの調合から、

風通しや日当たりにまで気を配っています。また、ワラの敷き換えやブラ

ッシング、 時にはシャンプーするなど、 穏やかな但馬牛がよりリラックスできる環境をつくっています。

健康かつ丈夫で、 愛情を注いだストレスを溜めない牛がおいしい肉となります。

地球にも 「おいしい」

　 市内では、 黒田庄和牛同志会と農家が協力し合って、 環境にやさしい農業に取り組んでいます。

牛の排せつ物は土づくりセンター 「ゆめあぐり西脇」 で完熟堆肥となり、 田畑に施されることで西脇の

大地を豊かにします。 収穫されたお米や野菜は直売所などを経て私たちの食卓を彩り、 また、 稲ワ

ラも黒田庄和牛のエサなどに利用され、 西脇の大地の上で循環されています。

あ ぐ り

黒田庄和牛の

おいしさのヒミツ！



①あ な た の 農 業 経 営 や 集 落 な ど 、  

　 地域の農業で一番困っていること

○「米の生産調整 （転作） の対応」、

　 「遊休農地 や荒廃地が増えてきた

　 こ と 」 、 「 労 働 力 が 足 り な い こ と 」

　 などの割合が高くなっています。

③集 落 内 で の 、 今 後 農 業 の 中 心 と

　 なる経営体 （個人） の有無

○「若い担い手が育つ見込みは無い」

　 が約６割を占めています。

②集落内での、 今後農業の中心となる　 

　 経営体 （集落営農組織等） の有無

○「集落営農組織 がある」 が約３割、

　 「集落営農組織を組織する予定は　  

　 ない」 が約４割となっています。

第２章   西脇市農業の現状と課題
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米の生産調整

（転作）の対応

18.2%

遊休農地や荒廃地が

増えてきたこと

18.2%
労働力が

足りないこと

18.2%

農業資材価格が

高いこと

16.5%

農畜産物の

販売価格が

低いこと

10.7%

農業用資金

（融資）が

無いこと

8.3%

農畜産物の

販売先が

無いこと

4.1%

機械作業が

できないこと

3.3%
その他

2.5%

 

集落営農組織

がある

32.6%

集落営農組織を

組織する予定

6.5%

集落営農組織を

組織する予定は無い

39.1%

分からない

19.6%

その他

2.2%

 
既に若い担い手があり

活躍している

4.3%

若い担い手が

育っている

10.6%

若い担い手が

育つ見込みは無い

59.6%

分からない

25.5%

＊

＊

d. 地域農業に関する意向

　「ＪＡみのり」 営農振興計画策定のためのアンケート調査から把握した、 各集落

の状況や意向は、 次のとおりです。 ＊平成 24 年 11 月実施。 48 集落が回答



◆市内で生産される農産物の主な流れ

（３） 流通の現状

○市内で生産された農産物は、 主食用の米や野菜は市内への出荷が中心ですが、

　 黒大豆や山田錦、 黒田庄和牛などはブランド農産物として、 主に市外へと出荷され

　 ています。

○市民の年間消費量が約２万トンに対し、 市内の年間生産量は約１万トンで、その

   うち約７千トンは市外へ出荷されています。
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○市内で生産される米や牛乳等は、 市内の消費量をほぼ満たしています。

○一方で、 市内で生産される野菜や果物は、 市内の消費量全体からみるとごく 

　 わずかであり、 多くを市外から集荷しています。

◆品目別の市内消費量のうち、 市内での生産量

第２章   西脇市農業の現状と課題
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◆品目別の市外出荷量

1,910t

(78.7%) 1,296t

(23.1%)
55t

(3.3%)

2,428t
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0

2,000

4,000

6,000
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（４） 市民の飲食費の現状

○国内平均から、 市民が一年に費やす飲食費は約 250 億円と試算されます。

   一方、 市内の農業が生産した額 （農業産出額） は約 16 億円です。

○市内では、 生産に対し、 約 16 倍の消費があります （国内平均は約８倍）。

◆農水産物の生産額と飲食費の比較

◆参考 ： 市民飲食費の算出方法

資料 ： 総務省他９府省庁 「平成 17 年産業連関表」 を基に農林水産省で試算したものを西脇市で試算
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食用農水産物市内生産額   約 16億円（平成22年度） 

市民飲食費最終消費額   約250億円 

 

 

食用農水産物国内生産額   約 9.4兆円（平成17年度） 

国民飲食費最終消費額   約73.6兆円  
【約８倍】 

【約16倍】 

ガソリンを因数分解

  １リットル１５０円のガソリン代を支払うと、誰にどれだけのお金がわたる

のでしょう。

  地下深くに眠る原油には値段が付いていません。 それを引き上げる人、

運ぶ人、精製する人、車に入れる人…。 これらの過程でさまざまな人件

費がかかってきます。 タンカーや油田施設も原料から考えると、 結局は

ほとんど人件費に換算することができます。 そうしてみると、市内でガソリン

を入れても、市内で経済を回すお金は、ほぼ販売員の人件費となります。

「物の選択」 とは、 極端にいえば誰にどれだけの人件費を払うかということなのかもしれません。

同じ買うなら

   これが食べ物の場合はどうでしょう。 地元食材を使った料理を地元のお店で食べる。 野菜を生産

する人、 流通 ・ 販売する人、 料理する人など、 地元で回すと大きな経済効果になりませんか。 た

とえ一部であっても、 地元食材の利用が少ない西脇市では、 地域経済に大きなうねりが起こるかも

しれません。

   農林水産省によると、 国民の飲食費の最終消費額は一人当たり年間約 63 万円。 市内では今、

１００億円単位の食関連経済が回っているのです。 進んで “西脇もん” を買い、 地産地消で市内

の経済を効率よく回しましょう。

あ ぐ り

地産地消の

経済的な一面

国内

市内 

内 



（５） 地産地消の取組

◆市内の農産物直売施設 （常設） の概要

○地産地消 の取組として、 市内には４箇所の常設の直売所があり、 年間の販売額 

　 は約７億円、 年間来場者数は約 50 万人となっています。

資料 ： 平成 24 年度西脇市調べ

第２章   西脇市農業の現状と課題
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名   称 
営業 

開始 

営業規模 

参加 

農家数 

(人） 

年間販売額 

(万円） 

年間来客数 

（人） 

売場

面積

（㎡） 

西脇市立北はりま農産物直売所 

「北はりま旬菜館」 

平成 

23年 
200  8,500  70,000  400 

ＪＡみのりファーマーズマーケット

「ふれすこ」西脇店 

平成 

16年 
150 14,000 140,000  120 

道の駅 

「北はりまエコミュージアム」 

平成 

14年 
 69 13,000 280,000  150 

ＪＡみのり特産開発センター 
平成 

４年 
― 35,000  10,000  364 

合   計 
 

 
419 70,500 500,000 1,034 

 

大門のサトイモ

　 黒田庄町大門では、昔からサトイモ作りを続けている農家の方がいます。

起源は不明ですが、 大門の方はそのおいしさに惹かれ、 他品種の種

芋を使用せず、 収穫した物の一部を種芋として冬場に保存し、 今でも

熱心に作り続けられています。

 　地元では、 地蔵盆の早い時期から食べられ、 子芋も孫芋もよくたく

さんつき、 親芋まで食べられる実用的な品種です。

　 きめが細かく白いのが特徴で、 とても上品な味です。

高嶋のタケノコ

 　明治中期、 山本宇之助さんが亀岡から竹を５本買い、 荷車を引いて持ち帰ったことが、 高嶋町

でタケノコ作りが始まったきっかけだと言われています。

　 冬の竹林づくりが最も大切で、 竹の根が詰まらないよう、 草や落ち葉などの有機物とともに土を移

動させます。 竹の間も、 日当たりや作業性を考え広く管理されています。

 　高嶋のタケノコは日に当たる前に収穫され、 アクが少なく、 白く太く美しいことが自慢です。

あ ぐ り

西脇の伝統野菜

を紹介します



（６） 農商工連携 ・ ６次産業

○市内では生産者と食品製造業者等が連携した農商工連携　、生産者や市内加工

　 グループが中心となった６次産業などの取組が行われています。

◆農商工連携に関する市内の主な取組

◆６次産業に関する市内の主な取組
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生産者組織等 品  目 連 携 先 製  品 

黒田庄和牛生産者 
黒田庄和牛、 
じゃがいも 

県内加工業者 神戸ビーフコロッケ 

(株)兵庫大地の会 
(市内生産者も構成員) 

市内産を含む 
県内産米 

県内製菓業者、酒蔵 菓子、清酒等 

日本のへそゴマ研究会 日本のへそゴマ 大阪のゴマ取扱業者 
ふりかけ、いりゴマ、
ポン酢等 

ＪＡみのり山田錦部会等 山田錦 全国の酒蔵 吟醸酒等 

たまねぎ生産者 たまねぎ 淡路の青果物加工業者 たまねぎスープ等 

 

団 体 品  目 取 組 内 容 

企業組合 
黒っこマザーズ 

黒米を使った巻き寿司、へそ
ゴマクッキー、特産黒田庄和
牛すじ肉のコロ煮(知事賞)等 

○主に地場産食材を使った安全にこだわ
った手作りの加工品を開発販売 

○地産地消、食の安全・安心を積極的に発
信する他、食育活動も積極的に実施 

篠田いちご園 
いちご（観光農園＊、直売等）、
ジャム、アイスクリーム 

○車椅子によるいちご狩りも可能な高設
ベンチ栽培などバリアフリー設計によ
るいちご園 

○近隣の小学生を招待するなど、地域密着
型の経営を実施 

百笑屋 米、野菜、もち 

○美味しさと健康にこだわった安全安心
のお米 

○兵庫県の米どころ、北播磨の肥沃な大地
と清流加古川の澄んだ水により育てら
れたおいしいお米をインターネット等
で販売 

 



a. 有機の里づくり

（７） 自然に優しい栽培への取組

○本市は全国的にも名高い 「神戸ビーフ 」 の産地であり、本市で育てられた但馬牛を

　  「黒田庄和牛」 として、約 1,200 頭が飼育されています。

○一般的に肉用牛の農家はエサとなる稲わらや乾草の多くを輸入に頼っていますが、

　 市内では稲作農家が黒田庄和牛を育てる畜産農家に稲わらを供給し、 また、

　 畜産農家から排出される牛糞は、堆肥化されたあと地元稲作農家の農地に還元

　 され、稲わらと堆肥との大規模な地域内の資源循環システムによる土づくりが定着

　 しています。
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＊

◆「西脇市有機の里づくり」 の推進体系



b. 西脇ファーマーズブランド

○本市では平成 25 年４月から、西脇の環境に配慮した栽培方法を行う農家が生産した

　 農産物を 「西脇ファーマーズブランド 」 として認定する制度を始めました。

○市内の堆肥等、 有機質資材を積極的に活用するとともに、 通常栽培に比べて、

　 化学的に合成された農薬と肥料をそれぞれ３割以上減らしていることなどが条件と 

　 なっています。

○生産や消費が西脇市内を中心として循環する、 環境にやさしい循環型社会に向 

　 けた取組を進めていきます。

25
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◆西脇ファーマーズブランドの位置づけ

 

①

②

③

④
堆きゅう肥を施用した土づくりを基本に

化学的に合成された肥料及び農薬の使用を

30％以上低減

土づくりを基本に化学的に合成された

肥料及び農薬の使用を50％以上低減

土づくりを基本に化学的に合成された

肥料及び農薬の使用を50％以上低減

残留農薬が国基準の1/10以下

化学的に合成された肥料及び農薬を

使用しない

遺伝子組換え技術を利用しない

慣行（一般）栽培

有
機

農
業

エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー

特
別
栽
培
農
産
物

西
脇
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
ブ
ラ
ン
ド

大

環
境
へ
の
配
慮
の
程
度

小

ひ
ょ
う
ご

安
心
ブ
ラ
ン
ド

 

 ①「ゆめあぐり西脇＊」の完熟堆肥や市内酪農家の堆肥などの有機質資材を 

活用したほ場で生産 

 ②化学合成農薬等の使用を３割以上削減する栽培方法 

 ③生産された農産物の履歴が開示可能  など 

 

 

 
認証の対象 

これらの基準を満たした農家が 

生産した農産物に認証マークを 

つけて販売されています。 



b. 学校給食における取組

a. 学校における体験学習

（８） 食育の取組

○市内小学校では、 学校農園 における農産物栽培や、 周辺の農家と連携した収穫 

　 体験など、 農業に触れる機会を創出する環境体験事業を行っています。

○また、 子どもが献立作りから調理、 弁当箱詰めを各自で行い、 自作弁当を学校で 

　 食べる 「子どもたちが作るお弁当の日」 を実践しています。

○市内の幼稚園 ・ 小 ・ 中学校では、 食育 の取組として、 平成 25 年度から給食に 

　 市内産米を使用しています。

○新しい学校給食センターの竣工を祝うメニューとして、 地元特産品 「黒田庄和牛」

　 を使用した給食が提供されました。

　市立幼稚園 （８園）、小学校 （８校）、中学校 （４校）

では、 地産地消や食育を推進するため平成 25 年

度から給食に市内産米を使用しています。

　また、 平成 25 年９月から供用を開始した新しい

学校給食センターの竣工記念として、 地元特産品

「黒田庄和牛」 を使用した給食が提供されました。
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 ○稲づくり…………………２校 

○大豆づくり………………３校 

○黒豆づくり………………２校 

○さつまいもづくり………２校 

○日本のへそゴマづくり…２校 

※複数実施している小学校あり 

＊

＊

◆農業体験を行う市内小学校 （全８校）



c. 市民団体の取組

○市民団体では、 幼稚園や学校等と連携して親子料理教室や食育講座などが

　 行われています。

27
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市民団体 取組内容 

黒っ子マザーズ みそや巻寿司づくり 

いずみ会 四色のエプロンによる食育劇 

 

　 「半農半Ｘ」という言葉をご存知ですか？農のある暮らしをしながら、

残りの半分は好きなことや仕事をする生活のことです。「半農半ライター

」や「半農半歌手」、淡路島には「半農半芸（術家）」を目指した新規就

農者がいます。

 　半農半Ｘの提唱者、京都府綾部市の塩見直紀さんは脱サラし、田畑

を耕しつつ著作活動や国内外で講演活動をされています。「農の部分

では、自分と家族が食べられるだけの食があればいい。必要なものを満

たす小さな暮らしをし、好きなことをして積極的に社会に関わる、そんな

生き方・考え方を意味しています。」

　 このライフスタイルは、 自ら栽培した安心できる食材の入手と個性を生かした仕事との両立や、 み

んなから必要とされる社会的な貢献という思想を持っています。 そして 「収入が少なくても心豊かな

暮らしをしたい」 という国内だけでなく海外からも共感を集め、 特に20代～40代が関心を示してい

ます。

　 農家以外でも市民農園や農家のお手伝いなどを介して自給的な農を生活に取り入れることは可能

です。 好きなことをしながら生活を組み立てたい方、 定年後の新しい生活を考えている方。 いきい

きした暮らしに 「半農半Ｘ」 という生き方はいかがですか。

あ ぐ り

「半農半Ｘ( はんの

　うはんエックス )」
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（9） 市民農園 ・ 観光農園

○市内には、 市民農園として市が運営する 「住吉農村公園」 とＪＡが運営する　  

　 「健康農園」 があります。

○また、 観光農園として、 篠田いちご園、 出会ふれあい農園 ( 栗園 ) などの農園が

　 あります。

○住吉農村公園 （区画数 30、 総面積 56ａ）
　 農園利用者である都市住民との交流が積極的に展開

 　されています。 （平成 24 年度の交流 25 回、 延べ 277 人）

　 オーナー制による田植や稲刈の他、さつまいも ・ じゃがいも ・ 白菜

　 等の収穫体験や貸農園 （野菜栽培） などに取り組まれています。

○健康農園 （区画数 68、 総面積 35ａ）
　 ＪＡが設置する市街地にある家庭菜園です。

○篠田いちご園
 　いちご園の見学をしながらいちご狩りが可能です。 園内に車椅子の方でも楽しんでもら

　 えられるように通路を広くしたバリアフリーが実現されています。

○出会ふれあい農園 （栗園）
　 ハイキングコースや木谷山キャンプ場などがある 「であいの里」 にあり、 恵まれた自然環

　 境のもとで、 栗ひろいが体験できます。

▼品種

　 市内の生産は、酒米の山田錦が５割、きぬむすめが４割、ヒノヒカリが

１割、残りはコシヒカリなどです。「きぬむすめ」はキヌヒカリを母とするまさ

に娘の品種で、平成24年にデビューしました。暑さに弱い母の弱点を克

服し、コシヒカリ一族の味や粘りを持ち合わせ、美しい外観が特徴で全国

に生産が広がっています。

 　「ヒノヒカリ」は宮崎で育成され、九州米の悪評を一蹴した品種。全国

で人気ですが、近年、九州では温暖化被害を受けることから他品種へ

転換が進んでいます。「今のヒノヒカリは兵庫県産が一番おいしい」と、お

米屋さんでは評判です。

　 「コシヒカリ」 はご存じのとおりお米のスーパースター。 倒れやすく収量が少ないですが、 これを超

える品種は今も現れていません。

▼外観

　 米粒を見て、 割れや変形、 白濁などが少なく、 粒揃いの良いものほど、 均一においしく炊飯できます。

▼成分

 　おいしいお米は、 タンパク質やアミロースの含有率が低くマグネシウムが多いと言われています。

肥料をやりすぎない栽培方法と有機質資材によるバランスのとれた土づくりが必要です。

あ ぐ り

西脇のお米を

おいしく食べるには
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水稲

7ha

(46.7%)
麦

5ha

(33.3%)

大豆

1ha

(6.7%)

野菜

1ha

(6.7%)

その他

1ha

(6.7%)

鹿

528万円

(37.7%)

猪

452万円

(32.3%)

アライグマ

240万円

(17.1%)

ヌートリア

107万円

(7.6%)

その他

73万円

(5.2%)

◆平成 24 年度における鳥獣被害の詳細

品目別被害面積 15ha　　　　　      　鳥獣別被害金額 1,400 万円

 （ha） （万円） 

6
4 4

17

25
23

15

764 

365 413 

1,359 

2,929 2,633 

1,400 

0

1,000

2,000

3,000

平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度
0

10

20

30

被害面積 被害金額

 

a. 鳥獣被害 ・ 対策

（10） 農村の環境

○近年、 猪や鹿などの野生鳥獣による農産物被害が深刻化しており、 被害金額は

　 毎年、 １千～３千万円と推定されます。 鳥獣被害は、 農家の生産意欲を減退させ、 

　 耕作放棄地の原因にもなっています。

○対策として、 県と連携して科学的根拠に基づいた適正頭数の管理を進めるととも 

　 に、 集落周辺に金網柵や電気柵を整備するなど、 鳥獣被害の軽減に向けた取組

　 を進めています。

◆市内における農作物の被害
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◆有害鳥獣柵の整備

 ○電気柵とネットフェンスを約60km整備 

（平成元年度～平成23年度） 

○金網柵を約37km整備 

（平成22年度～平成24年度） 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

昭和

37年度

昭和

42年度

昭和

47年度

昭和

52年度

昭和

57年度

昭和

62年度

平成

4年度

平成

9年度

平成

14年度

平成

19年度

平成

24年度

（頭）

◆兵庫県内の鹿捕獲数の推移
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西脇・津万 5,966

西脇・津万 5,401

日野

26,785

日野

22,683

重春・野村 941

重春・野村

18,542

比延

24,734

比延

25,355

芳田 4,992

芳田

6,892

黒田庄

20,613

黒田庄

18,515

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

平成

23年度

平成

24年度

地区別の耕作放棄地の状況

合計 97,388

合計 84,031

単位：㎡

b. 耕作放棄地

○耕作放棄地は、 農家自らの高齢化や田畑を預ける近隣の労働力不足、 農産物　 

　 価格の低迷や鳥獣被害の増加など、 労働力不足や農業経営条件の悪化が主な

　 原因となっています。

○現在市内では、 平成 24 年現在で約 9.7 ヘクタールの発生が確認されており、        

　 前年と比べて約 1.3 ヘクタールも増加しています。

◆地区別の耕作放棄地の状況

資料 ： 耕作放棄地全体調査

　 スーパーの売り場はいろいろな産地の野菜であふれています。

　 これらの多くは卸売市場を中心とした全国的な流通システムにより、

出荷する３年程前から品目や出荷先、量が調整されています。

　 大規模な野菜産地ではその計画に従って種が播かれ、生産・出荷

されたあと、指定された地域の市場を経由して店頭に届けられます。

　 小さい産地も過去の取引によって生産されています。「売れる分だけ

生産される」システムになっているのです。

　 今日、西脇産の野菜を買うと市内に、県外産を買うと県外に次の冬

に種が播かれることになり、その地域の緑が守られることとなります。

　 輸入野菜を購入したり、 輸入食材を扱う飲食店で食事をすると、 外国の農地を守ることになります。

 　一方、 小松菜１束を生産するためには約 0.1 ㎡の畑が、 キャベツ１個には約 0.3 ㎡の畑が必要

との試算があります。 １年間で一人７畳分の畑の野菜を食べているという試算もあります。

　 消費者の選択が翌年の緑を守る地域と農地面積を決めるのです。

 　現在、 北はりま旬菜館でも計画的な生産に向けて、 出荷者を対象に野菜推奨苗等の購入助成

や栽培講習会を開催するなど、 西脇市産野菜の安定供給に取り組んでいます。

　 北はりま旬菜館で西脇の緑を守っていきましょう。

あ ぐ り

西脇の緑を守る

ための選択を！
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（1） 農業関係者へのヒアリング調査

農業関係者の意向２

　専業農家 、 事業者、 加工グループなどへのヒアリング調査から、 農業関係者

の主な意向は次のとおりです。

◆日本のへそゴマ生産者

＜現状＞

 　○日本のへそゴマ研究会を設立（平成20年）。会員数62名、耕地面積約6.75ヘクタール

 　 　（平成 24 年度）。 しかし、 会員数は頭打ちである。

 　○メディアで取り上げられ、 全国から注目されている。 最近は輸出の話もある。

＜課題＞

　 ○生産面積は、体力的に１戸で２反が限界 （排水対策、乾燥場所の確保も必要）。

 　○選別が大変であり、 選別機に何回掛けるかで品質が上がる。

◆山田錦生産者

＜現状＞

　 ○山田錦は約 30 都道府県で生産されており、 兵庫県産は特に人気が高い。ＪＡで

　 　 一括契約した蔵元の酒米として使用される。

　 ○蔵元数は減少傾向であるが、 本物、 高級志向の商品づくりが増えている。 需要

　　  は高く、ＴＰＰ　の影響も受けにくい。

＜課題＞

 　○村米制度　に取り組んでも米の販売価格は変わらないが、 村の名前が知られて 

　 　 誇りである。 しかし、 生産者それぞれの品質を一致させる努力が必要である。

＜今後の展望 ・ 期待＞

 　○平成 22 年から、 愛知県の酒蔵が夏の間、 蔵人を西脇市に居住させ、 山田錦

　 　 の生産を始めた。 このような取組は今後も拡大する可能性がある。

＊

＊

＊
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◆大規模生産者 （水稲）
＜現状＞
 　○生産に関する思いを書いた手紙と一緒に道の駅で販売したところ、 個別に注文 
　 　 が入るようになった。 販路は口コミで広がっている。
 　○菓子や酒蔵メーカーなど、 県内産の米が欲しい事業者は多く、 生産量の全量
　 　 を買い取る状況である。
＜課題＞
 　○ポンプアップなどによる水利環境の整備が必要である。 規模拡大に向け近隣の 
　 　 農地を借りたいが、 所有者が 「水利がいいから離さない」、 「水利が悪いから
　 　 手放す」 という現状があり、 農地の集約化の足かせとなっている。
＜今後の展望 ・ 期待＞
 　○息子世代の帰農は期待できず、 農家の規模拡大か、 離農しない新規就農者 を  
　 　 増やすかである。 
 　○就農ではなく就職として農業を選び、 法人や組合で雇用し、 組織で育てる仕組み 
　 　 が必要である （給料制、 就業者の初期投資なし）。
 　○農業改良普及指導員を増やしてほしい。

◆大規模生産者 （水稲、 黒大豆、 じゃがいも）
＜現状＞
 　○周辺農地の作業受託を行っており、 収穫、 選別などの依頼に応じている。 作業
　 　 受託は農業機械を効率よく動かすことができる。
 　○米は、 口コミにより、 大阪や神戸からの注文、 大阪の米屋 （小売） からも買い 
　 　 取り依頼があり、 生産した分だけ売れる。
＜課題＞
 　○じゃがいもは、 市内や神戸市等の肉屋が作る神戸ビーフコロッケの材料に使われ 
　 　 ている。 全量買い取りで、 需要は極めて高いが、 収穫が重労働であり、 いもの 
　 　 選別や保管場所が必要など、 規模拡大には多くの課題がある。
＜今後の展望 ・ 期待＞
 　○規模拡大をしたいが、 現状では、 農地が点在している点からも難しい。

◆いちご生産者
＜現状＞
 　○直売所等で販売し常に完売。 口コミで広がりギフト用として宅急便でも販売。
 　○観光農園は、 観光ガイド等の掲載により予約が殺到、 販売より収益があった。
 　○委託製造によりジャム、 アイスを商品化。 一定の固定客が付いている。
＜課題＞
 　○ハウス栽培は、 初期投資が大きい上自然災害、 重油価格等の影響による経営
　　　リスクが高く、 農家はなかなか踏み出せない。 セーフティネットの充実が必要で
　　　ある。
 　○収益が得られる農業モデルがなければ、 チャレンジする人は出てこない。
＜今後の展望 ・ 期待＞
 　○新規就農者が集落の耕作放棄地を担うモデルを、 集落全体で支援して作るべき 
　 　 である。 儲かる農業を教える指導者が必要である。
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◆北はりま農産物直売所出荷者協議会

＜現状＞

 　○約 200 名の会員は年々増加。 梱包・値札貼付、売れ残り回収も出荷者が行う。

 　○売上状況は１日４回メールで配信。生鮮15％、加工20％の販売手数料を徴収。

 　○会員が元気に活動し、 情報交換等により、 品種が増えるなどの効果が出ている。

＜今後の展望 ・ 期待＞

 　○小口出荷者、 高齢、 遠方等の理由で出荷できない農家向けの集荷システム 

　 　の構築、 体験農園　の受入れ、 障害者の就農支援なども展開したい。

 　○漬け物や佃煮などの加工品もよく売れる。 加工品を充実させたい。

◆黒田庄和牛同志会

＜現状＞

　 ○会員数 14 名。 飼養頭数 約 1,200 頭、年間出荷頭数 約 600 頭 （平成 24 年）

 　○平成 25 年２月には兵庫県地域ブランド牛枝肉共励会で黒田庄和牛が総合優勝

　 　 するとともに、 同年３月には 「黒田庄和牛」 の地域団体商標登録を取得した。

＜課題＞

 　○飼料や導入する子牛の価格が高騰し経費は増すが、 枝肉価格は上がらない。

 　○出荷先が県内の市場だけでは１日の出荷できる頭数が限られており、 出荷したい

　 　 タイミングで出荷できないことがある。

＜今後の展望 ・ 期待＞

　 ○異業種交流により、 農畜産物の新しい価値が発見できるのではないか。

　 ○県内の良質な稲わらを大きいロットで集荷するシステムが構築できれば、経費削減に

　 　 つながる。

◆東播酪農農業協同組合

＜現状＞

　 ○西脇市の組合員は６件。 新規就農の希望者は多く （特に女性）、 受入体制が

　 　 整えば担い手の確保は可能

＜課題＞

 　○周辺地域、 ふん尿処理等の問題などにより、 新規参入が難しい。

34
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◆西脇多可料飲組合

＜現状＞

　 ○会員数は約 180件（多可町含む）。 イベントでの共同出店の取組等を行っている。

＜課題＞

　 ○市内農家から仕入れたい飲食店は多いが、特定農家と契約する飲食店は少ない。

　 ○市内農家の情報が入らない。 産地見学会、 商談会があれば参加したい。

　 ○チェーン店が増え、 価格では勝てない。 市の特産、 こだわりを売りにしたい。

＜今後の展望 ・ 期待＞

　 ○量、 内容に応じてメニューの変更も可能であり、 規格外の農産物でも仕入れたい。

　 ○市場から仕入れる飲食店は多く、 仕入れ時に旬菜館に出荷する農家からも仕入れ

　　  ることは可能である。

　 ○トータス丼の評判は良く、 今後も新たな商品開発を進めイベント等で販売したい。

◆加工グループ

＜現状＞

 　○スタッフ 13 人、 平均年齢 74 歳。 佃煮や弁当等の製造、 桜丘小学校と楠丘

　 　 小学校で味噌や巻寿司を作る食育を実施

 　○食育は他の小学校からも依頼があるが、 対応できず断っている。

＜課題＞

　 ○働く場として位置付けたいが、ボランティア精神が強く利益が少ない。新しいスタッフ

　 　 を確保したいが、 時給や労働時間の兼ね合いから難しい。

　 ○ネット注文の商談はあったが、 発注業務に対する人材不足、 ロット対応等から不成立

　 　  となった。

＜今後の展望 ・ 期待＞

　 ○若い世代も新しい加工品や特産品を作る活動を展開してほしい。 加工所を使って

　  　いない時間帯もあり、 活用できる。

   ○販促、 パッケージ、 営業を担う人材や支援が欲しい。

◆西脇市いずみ会

＜現状＞

　 ○５つの幼稚園で食育活動を行っている。 幼稚園への働きかけ、 準備、 運営の全て 

　 　 を行っており、 会員に負担が掛かっている。

＜課題＞

 　○小学校で親子料理教室を夏休みに行っていたが、 親が働いていること、 子どもが

　 　 習い事をして忙しいことなどから、 参加者が集まらず、 継続できなくなった。

 　○親が忙しく料理をする時間が少なくなっている。 親への普及啓発が特に必要

＜今後の展望 ・ 期待＞

 　○北はりま農産物直売所出荷者協議会と連携し、 生産者を訪問するような取組が

　 　 できれば面白い （料理や農業を習い事として教えるなど）。

 　○食育のニーズは高く、 各主体が連携した取組が広がるよう、 市が方針を示しサポート

　 　  することが必要である。
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　 煮豆にすると皮が破れにくくよく膨らみ、 漆黒の色つやと広がる芳

香、 もちもちとした食感など極上の食味の丹波黒。 せんべいや豆腐、

洋菓子などさまざまな食品に使われています。 丹波黒のおいしさは全

国でも評判ですが、 ほかの大豆と比べてどう違うのでしょう。 兵庫県

丹波黒振興協議会が発表した、 兵庫県産 「丹波黒」 と他品種 （※）

を比較した事例を紹介します。

①大きい

　 ほかの大豆は１粒 0.2 ～ 0.4 グラムですが、 丹波黒は 0.8 グラム

と極大です。 また煮るとほかの大豆より膨張率が大きく、 大きさの差

はさらに広がります。

②味が良い
　 成分を調査すると、 甘みに関係する糖成分のスクロースが多く含まれています。

③柔らかい
 　煮豆を噛み切るときの力で比較すると、 じっくり煮た状態で丹波黒は最も柔らかくなります。

④機能性成分が豊富

 　丹波黒は抗酸化作用や免疫維持効果があるとされるビタミンＥを多く含み、 その含有量は他品種

の２倍以上です。 オリゴ糖やポリフェノールも多く含まれています。

※北海道産 「光黒 （黒豆）」、 中国産在来種 （黒豆）、 黒豆ではない国内主要品種 「トヨマサリ」

「フクユタカ」

あ ぐ り

丹波黒 ( 大豆 ) の

おいしさのヒミツ！
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（2） 農会へのアンケート調査

　 市内の農会 に集落の取組などについて、①農会の役員、②地域の女性、③次世

代の担い手のそれぞれの立場でアンケートを実施しました。

Ｑ１　各農会や集落でやってみてもよい取組は？　関心ある取組は？

○どの立場でも割合が高いもの

　　　　①貸し農園 ・ 市民農園

　　　　③子ども農園 ・ 学校との連携 ・ 食育

＊平成 25 年６月配布、 ７月回収 （可能な範囲で集落内で話しあってもらい回答）

＊回答があった農会数は、①農会の役員が 52、②地域の女性 44、③次世代の担い手 42

○地域の女性で特に割合が高いもの

　　　　⑫季節感あふれるお花畑づくり

　　　　⑪地産地消とふれあいのレストランづくり

　　　　②野菜や果樹のもぎとり園

＊

33.3%

7.1%

38.1%

14.3%

21.4%

21.4%

23.8%

21.4%

4.8%

23.8%

19.0%

21.4%

2.4%

19.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

38.6%

18.2%

38.6%

11.4%

6.8%

25.0%

15.9%

27.3%

13.6%

22.7%

29.5%

36.4%

2.3%

11.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

42.3%5.8%

34.6%

7.7%

28.8%

23.1%

19.2%

13.5%

9.6%

23.1%

11.5%

28.8%

3.8%

15.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

①貸し農園・市民農園

②野菜や果樹のもぎとり園

③子ども農園・学校との連携・食育

④福祉農園・セラピー（癒し）農園

⑤お米や野菜のオーナー制度

⑥地元向けの野菜や花づくり

⑦都市住民による農作業応援隊

⑧米や農産物を使った加工品づくり

⑨伝統野菜や郷土料理の復活

⑩環境にこだわった農産物づくり

⑪地産地消とふれあいのレストランづくり

⑫季節感あふれるお花畑づくり

⑬その他

無回答

農会の役員 地域の女性 次世代の担い手 

＊複数回答 
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Ｑ２　市全体の農業をよりよくするため、 生産面や地産地消の面で

　　　特に力を入れるべきことは？

○どの立場でも割合が高いもの

　　　　①特産品の生産のさらなる強化

　　　　②特産品を生産する農業者や農業経営体の育成支援

Ｑ３　市全体の農業をよりよくするため、 農村づくりや市民の農業

　　　への参加等の面で、 特に力を入れるべきことは？

○どの立場でも割合が高いもの

　　　　①鳥獣害対策

○地域の女性で特に割合が高いもの

　　　　⑨市内事業者が地元農産物を使いやすい仕組みの構築

　　　　⑥地元農産物を扱う店舗の増加

　　　　⑩地産地消や食育推進に向けた市民へのＰＲ

　　　　⑦「西脇ファーマーズブランド」 の推進

○農会の役員、 次世代の担い手で特に割合が高いもの

　　　　②ほ場整備 や農道、 水利施設等の整備

　　　　③集落営農の推進

○地域の女性で特に割合が高いもの

　　　　⑩子どもの体験学習や食育等の取組充実や農園整備

　　　　⑪学校給食への食材供給を目的とした農園の整備

73.8%40.5%

33.3%

23.8%

21.4%

11.9%

7.1%

14.3%

19.0%

16.7%

11.9%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80%

56.8%

29.5%

13.6%

15.9%

18.2%

36.4%

20.5%

9.1%

40.9%

29.5%

9.1%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80%

65.4%

48.1%

36.5%

23.1%

32.7%

9.6%

15.4%

25.0%

25.0%

23.1%

17.3%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80%

①特産品の生産のさらなる強化

②特産品を生産する農業者や農業経営体の育成支援

③特産品を生産する農業者や農業経営体の農地の利用集積

④地産地消推進のための多様な野菜等の生産支援

⑤地産地消推進のための集出荷の仕組みづくり

⑥地元農産物を扱う店舗の増加

⑦「西脇ファーマーズブランド」の推進

⑧「有機の里づくり」の推進

⑨市内事業者が地元農産物を使いやすい仕組みの構築

⑩地産地消や食育推進に向けた市民へのＰＲ

⑪植物工場の導入、企業参入など新しい農業のあり方の追求

無回答

農会の役員 地域の女性 次世代の担い手 

＊５つまで回答 

＊
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Ｑ４　各農会や集落で地域の農地を地域で守ることができない場合、

　　　新規就農者、 農業に参入する企業を受け入れるなど、 地域外の

　　　主体と連携することについてどのように考えますか？

○どの立場でも 「多少であれば受け入れてもよい」 の割合が高い。

○次点はいずれも 「積極的に受け入れていきたい」 であるが、

 　特に次世代の担い手は連携に積極的である。

　　　　　農会の役員　　　 　 　　　　　　　　地域の女性　　　　　　　　　　　　　　次世代の担い手

 
積極的に

受け入れて

いきたい

19.2%

多少であれば

受け入れてもよい

59.6%

連携する気はない

13.5%

無回答

7.7%
積極的に

受け入れて

いきたい

20.5%

多少であれば

受け入れてもよい

50.0%

連携する気はない

6.8%

無回答

22.7%

積極的に

受け入れて

いきたい

28.6%

多少であれば

受け入れてもよい

57.1%

連携する気はない

4.8%

無回答

9.5%

 

＊５つまで回答 

52.4%

42.9%

38.1%

31.0%

16.7%

21.4%

11.9%

4.8%

9.5%

26.2%

19.0%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80%

54.5%

20.5%

22.7%

27.3%

22.7%

22.7%

18.2%

18.2%

6.8%

34.1%

34.1%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80%

59.6%

44.2%

50.0%

38.5%

7.7%

32.7%

25.0%

3.8%

9.6%

21.2%

13.5%

9.6%

0% 20% 40% 60% 80%

①鳥獣害対策

②ほ場整備や農道、水利施設等の整備

③集落営農の推進

④美しく、快適な農村づくり

⑤集落の暮らし向上のための直売所や加工場等の整備

⑥非農家や都市住民の力を借りた農村環境の保全

⑦市民農園や貸し農園などの整備・充実

⑧観光農園やもぎとり園、農産物のオーナー制度等の推進

⑨障害者雇用、高齢者の介護予防に結びつく農園の整備

⑩子どもの体験学習や食育等の取組充実や農園整備

⑪学校給食への食材供給を目的とした農園の整備

無回答

農会の役員 地域の女性 次世代の担い手
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　 西脇市には「山田錦」「丹波黒」「黒田庄和牛」など、日本一の品質を

誇る農畜産物があります。今回はその中で、山田錦の素晴らしさを紹介

します。

 　清酒の原料となるお米は、コシヒカリなどの米食用の品種よりタンパク

質の少ない品種が好まれます。これはタンパク質が酒造りの過程で雑味

の元となるためです。酒蔵では、お米の周りを多く削り、吟醸酒なら４割

以上、鑑評会などでは６～７割ほども削ります。これはタンパク質を多く

含む周辺部を取り除くためです。

 　このようなタンパク質が少なく、より削れる大粒の特徴を持った酒造りに適した品種を「酒米」と言い

ます。

　 酒米には、 削っても粒が砕けにくいこと、 酵母菌が中心に侵入しやすいこと、 でんぷんが適度に

溶けやすいことなど、 発酵がきれいに進むことも優れた品種の条件となります。

 　これらの長所を山田錦は兼ね備えており、「酒米の王者」 と称されています。 全国ではおよそ１００

品種の酒米が生産されていますが、 山田錦を超える名声のものはありません。

 　全国の蔵人は言います。

　 「山田錦は思ったとおりの酒造りができる。」

 　山田錦の素晴らしさは、 酒蔵の能力がいかんなく発揮されるその特徴にあると言えます。

あ ぐ り

酒米の王者

“山田錦”

　 全国で日本酒に使われる年間約 23 万ｔのお米のうち、 北播磨産の

山田錦は１万２千ｔとわずか５％程度です。

 　しかし、 越乃寒梅、 獺祭、 醸し人九平次、 龍力、 飛露喜、 田酒、

八海山など、 日本酒ファン垂ぜんの銘柄を出荷する蔵の大半が北播

磨産の山田錦を使って大吟醸酒などを醸しています。

 　西脇市を含む北播磨地域が、 優れた山田錦の産地である理由を紹

介します。

理由①「適地適作」

 　山田錦は、 昭和 11 年に加東市の県酒米試験地で誕生しました。 生まれも育ちも北播磨であり、

この風土で栽培されてこそ、 質の高い山田錦です。

理由②「純系の遺伝子」

 　試験地から、 県外へは門外不出の山田錦の種の元が毎年配布され、 変異の無い品質で栽培さ

れ続けています。

理由③「70 年を超える絆」

 　山田錦は全量契約栽培されています。 栽培の難しい山田錦を生産する産地と銘酒造りを極める

酒蔵との間で意見交換が繰り返され、 優れた原料となります。

 　山田錦の話をしながら、 北播磨産山田錦で造られた日本酒を楽しみませんか。

あ ぐ り

北播磨は山田錦

の優れた産地
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第２章   西脇市農業の現状と課題

１

西脇市農業の課題３

地産地消のさらなる拡大が必要

西脇市農業の現状や関係者の意向等を踏まえた主な課題は次のとおりです。

○西脇市農業は、 生産に比べ消費が多く、 安全 ・ 安心な市内農産物を市民により

　多く供給することが求められています。

○地産地消のさらなる推進に向けて、 生産拡大や販売店の拡大をはじめ、 安全 ・

　安心に向けた取組、 情報発信など、 市民が気軽に購入できるための取組を進める

　ことが重要です。

○さらには、 市内農産物を使った食の名物づくりなど、 食品製造業、 飲食店などの

　他産業と連携した６次産業化、 農商工連携などにより、 市内農産物の価値を高める

　とともに、 新しい価値を生み出し、 市全体の産業活性化へ寄与することが求められ

　ています。

○安定的な経営や収益性の高い農業を目指すため、 黒田庄和牛、 黒大豆、 山田錦、

　日本のへそゴマなど、 全国からも評価が高い西脇農産物のブランド力をさらに高める

　ことが求められています。

○西脇市農業を継続的に発展させていくために、 新規就農者の確保、 集落営農組

　織の編成、 認定農業者などの中核的農業者の育成など、 多様な担い手の育成 ・

　確保が求められます。

○また、 農用地 の利用集積 の促進、 農業機械 ・ 施設等の整備支援など、 農業

　の担い手を支援する取組を進めることが重要です。

○農業農村を保全するために、 鳥獣被害に対する対策、 耕作放棄地解消に向けた

　集落ぐるみでの取組、 集落営農の組織化、 営農可能な基盤の整備、 ため池の整備

　（防災面等） などの取組が求められます。

２ ブランド農産物の拡大と担い手の育成 ・ 確保が必要

３ 農業農村の保全と魅力ある農山村づくりが必要

＊ ＊
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第２章   西脇市農業の現状と課題

４ 「農」 の活用による市民の豊かな暮らしへの貢献が必要

５ 新しい時代に対応した農業スタイルへの対応が必要

○市民農園 ・ 観光農園など、 農に関する活動に関心を持つ市民は多く、 また、

　高齢者の生きがいや障害者の就労の場としての農業の活用など、 市民が食や農

　に親しみをもってもらう取組を進めることが求められています。

○また、 体験学習や食育などにより、 学校や地域で子どもが食や農にふれあうなど、

　将来を担う子どもたちの学ぶ場として農業を位置付け、食や農への関心をさらに高める

　ことが求められています。

○地場産業の連携による植物工場 やスマートアグリ 等のハイテク農業、 機能性が

　高い農産物の生産、 園芸療法 、 医療や他産業と連携など、 今後需要が高まる

　新しい農業への対応や研究が求められています。

＊ ＊

＊
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西脇市農業の将来像

第３章

１

西脇市農業の将来像と５つの戦略

日本のへそ ・ 西脇ファーマーズスタイル
－自然の恵みを人から人へ－

　西脇市農業は、｢日本のへそ｣として、 有機の里づくりから始まる 「いのちをつなげる

循環」 を増進することにより、 西脇の文化や風土、 環境を大切にした安心して暮らせる

まちづくりを進め、 安全 ・ 安心で良質な食料を生産拡大します。 また、 食品産業との

連携などにより多様な市民の需要に応える創意工夫に満ちた農業を元気に展開する

ことにより、 まちと人、 人と自然が共生しつつ、 持続的に発展していきます。

　これを 「日本のへそ ・ 西脇ファーマーズスタイル－自然の恵みを人から人へ－」

と表現します。

畜産

堆肥化

農地生産

販売 日本のへそ ・
西脇ﾌｧｰﾏｰｽﾞｽﾀｲﾙ

牛糞を活用

西脇市土づくりｾﾝﾀｰ

で堆肥化

環境にやさしい農業

（減農薬 ・ 減化学肥料）

西脇ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、

稲わらの畜産への活用

地産地消

（直売所 ・ 学校給食等）

稼ごう食べよう

守ろう

楽しもう

創ろう

牛糞を活用

西脇市土づくりｾﾝﾀｰ

で堆肥化

環境にやさしい農業

（減農薬 ・ 減化学肥料）

西脇ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、

稲わらの畜産への活用

地産地消

（直売所 ・ 学校給食等）
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第 3 章   西脇市農業の将来像と５つの戦略

５つの戦略２

「食べよう」　市民の食が充実する元気な地産地消の展開

　市民の市内産農産物の購入機会が拡大するとともに、 西脇

産農産物の実力が実感でき、 地元への愛着が深まるよう、 消費

者と生産者がともに支え合う関係の構築を目指し、 生産拡大の

ための支援、 安全安心な農産物づくり、 農商工連携、 市民へ

のＰＲ等を推進します。

　黒田庄和牛や山田錦、 黒大豆やへそゴマなど、 全国から望

まれる質の高い西脇産農産物は、 特定の酒蔵や加工製造業

など、 生産から流通、 加工へつながりを経て消費者に提供され

ています。 このつながりを基本に、 生産方式の改革や消費啓発

などを進めることによりブランド力を高め、 経営能力のある意欲

ある担い手の育成、 生産性の高い農地の利用等を推進します。

　農地を活用し、 多くの市民が 「農」 にふれあう機会が広がる

よう、市民農園・観光農園等の整備の充実、 高齢者の生きがい、

障害者の就労の場としての農業の活用、 子どもへの体験学習

などを通じた食育等を推進します。

　耕作放棄地の解消に向けた集落ぐるみの環境整備や共同

作業、 自慢の加工品づくりやイベントの開催など地域独自の活動

や地域コミュニティの輪が広がるよう、 鳥獣害対策の推進、 農村

環境の基盤整備、 施設整備、 都市農村交流等を推進します。

　農業に参入する企業を新たな担い手として位置付けるとともに、

地元企業や病院等との連携による植物工場や園芸療法など、

未来型の新しい農業に向けての検討を行います。

戦略１

「稼ごう」　　西脇ブランドを生かした地産外消の充実戦略 2

「守ろう」　住みやすく魅力ある地域づくり 【農家 ・ 農村が主体】戦略 3

「楽しもう」　 豊かな暮らしを支える 「農」 の活用 【非農家が主体】戦略 4

「創ろう」　新しい未来型農業の追求戦略 5

　将来像の実現に向け、 次に示す５つの戦略を設定します。



45

　西脇市農業の将来像の実現に向けて、 ５つの戦略に基づき展開する施策の体系

は以下のとおりです。 また、 戦略１～３は各戦略に対応した指標を設定します。

施策の体系１

戦 略 基 本 施 策 将 来 像 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—

自
然
の
恵
み
を
人
か
ら
人
へ—

 

日
本
の
へ
そ
・
西
脇
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
ス
タ
イ
ル 

  生産の拡大 （１） 

    多様な食への対応 （２） 

地域内消費の拡大 （３） 

地産地消型担い手の育成 （４） 

戦略１「食べよう」 
市民の食が充実する 

元気な地産地消の展開 

 

  品質の向上 （１） 

    生産の合理化 （２） 

地産外消型担い手の育成 （３） 

戦略２「稼ごう」 
西脇ブランドを 

生かした地産外消の充実 

 

  田畑や農村の保全 （１） 

    野生動物の被害対策 （２） 

戦略３「守ろう」 
住みやすく 

魅力ある地域づくり 
【農家・農村が主体】 

 

  楽農生活の推進 （１） 

    食育の推進 （２） 

戦略４「楽しもう」 
豊かな暮らしを 

支える「農」の活用 
【非農家が主体】 

 

  企業参入への対応 （１） 

    未来型農業の検討 （２） 

戦略５「創ろう」 
新しい未来型農業の追求 

第４章 ５つの戦略における具体的な施策
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第４章   ５つの戦略における具体的な施策

◆設定する指標
 

戦略 指標 
現状 

（平成25年度） 

目標 

（平成35年度） 

戦略１「食べよう」 

市民の食が充実する 

元気な地産地消の展開 

西脇ファーマーズブランド 

延べ認証品目数 
420品目 1,000品目 

農商工連携等の取組数 

※６次産業化を含む。 
８件 100件 

試食会、見学会等の参加市民数 
※西脇農業祭、収穫祭、産地見学会 

などへの参加者 
21,000人 43,000人 

戦略２「稼ごう」 

西脇ブランドを 

生かした地産外消 

の充実 

山田錦の作付面積 265ha 320ha 

稲作の共同作業を行う集落数 ２集落 20集落 

認定農業者数 28経営体 35経営体 

戦略３「守ろう」 

住みやすく魅力ある 

地域づくり 

【農家・農村が主体】 

人・農地ﾌﾟﾗﾝ等集落ﾌﾟﾗﾝ策定数 ２集落 30集落 

有害鳥獣防護柵設置距離 

※金網柵延設置距離 
37km 70km 
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第４章    ５つの戦略における具体的な施策

「食べよう」　市民の食が充実する元気な地産地消の展開戦略１

各戦略の具体的な施策２

　西脇市農業の５つの戦略を具体的に進めるための取組について、 戦略ごとに取組

内容と取組期間、 実施体制 （役割分担） を示します。

指標 「西脇ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ延べ認証品目数」

現状

420 品目

目標

1,000 品目

(H25) (H35)
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第４章   ５つの戦略における具体的な施策

指標 「農商工連携等の取組数」

８ 件 100 件

指標 「試食会、 見学会等、 参加市民数」

21,000 人 43,000人

※６次産業化を含む。

※西脇農業祭、 収穫祭、 産地見学会などへの参加者

現状 目標
(H25) (H35)

現状 目標
(H25) (H35)
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第４章    ５つの戦略における具体的な施策



第４章   ５つの戦略における具体的な施策

50

指標 「山田錦の作付面積」

現状

265 ha

目標

320 ha

「稼ごう」　　西脇ブランドを生かした地産外消の充実戦略 2

現状 目標
(H25) (H35)



第４章    ５つの戦略における具体的な施策

5１

指標 「稲作の共同作業を行う集落数」

現状

2 集落

目標

20 集落

現状 目標
(H25) (H35)



第４章   ５つの戦略における具体的な施策

52

指標 「認定農業者数」

現状

28 経営体

目標

35経営体

現状 目標
(H25) (H35)



第４章    ５つの戦略における具体的な施策

53

「守ろう」　住みやすく魅力ある地域づくり 【農家 ・ 農村が主体】戦略 3

指標 「人 ・ 農地ﾌﾟﾗﾝ等集落ﾌﾟﾗﾝ策定数」

現状

2 集落

目標

30 集落

現状 目標
(H25) (H35)



指標 「有害鳥獣防護柵設置距離

現状

37 km

目標

70 km

※金網柵延設置距離

第４章   ５つの戦略における具体的な施策

54

現状 目標
(H25) (H35)



「楽しもう」　 豊かな暮らしを支える 「農」 の活用 【非農家が主体】戦略 4

第４章    ５つの戦略における具体的な施策
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「創ろう」　新しい未来型農業の追求戦略 5

第４章   ５つの戦略における具体的な施策

56



ビジョンの推進体制１

　 計画の推進については、 各種生産者部会や認定農業者をはじめ、 商業者団体や

消費者団体等の各種関係機関、 市 ・ 県 ・ 国等の行政機関、ＪＡが連携を図りながら

取り組むとともに、 それぞれが役割を果たしながら相互に協力し、 将来像である 「日本

のへそ ・ 西脇ファーマーズスタイル ‐ 自然の恵みを人から人へ ‐ 」 を実現するため

一丸となって取り組みます。

 　生産者と関係機関は密に連絡と調整を図りながら積極的に市民に情報を発信し、 ま

た、 市民ニーズの把握に努めます。

進行管理の仕組み２

　 計画の適切な進行管理を図るため、 計画 ・ 実行 ・ 評価 ・ 改善 （ＰＤＣＡサイクル ）

を繰り返しながら、 定期的に点検 ・ 管理を行います。

　 また、 国の施策動向や計画の進捗状況、 市民の意見等を踏まえながら必要に応じ

て見直しを行います。

＊

第５章 ビジョンの推進
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資 料 編



資料１　策定経過

　 ビジョンの策定に当たっては、 西脇農業に関連する方々へのヒアリング調査、 農会

（農会長、 女性、 若手農家） へのアンケート調査等により現状の把握に努めると

ともに、 農業に関連する様々な分野に携われる委員から構成する 「日本のへそ西脇

農業ビジョン検討委員会」 及びＪＡ、県、市で構成するワーキンググループを設置し、

その中での議論を踏まえて、 市が計画の取りまとめを行いました。

　 また、平成 25 年 （2013 年） 10 月１日に先進地の視察 （兵庫楽農生活センター、

のじまスコーラ） を行うとともに、 市民の意見を広く計画に反映させるため、 平成 26 年

（2014 年） １月６日 （月） ～１月 31 日 （金） にパブリックコメントを実施しました。

１． 策定の経過

■策定スケジュール

月 検討委員会 
ワーキング 

グループ 
その他 ビジョン 

平成25年 

 ４月     

５月 ●第１回 ●第１回   

６月  ●第２回   

７月 ●第２回 ●第３回   

８月  ●第４回   

９月  ●第５回   

10月 ●第３回 ●第６回   

11月 ●第４回 ●第７回   

12月     

平成26年 

 １月     

２月     

３月     

 

関係者 

ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

パブリックコメント 

農会 

ｱﾝｹｰﾄ 

素案 

骨子案 

 

 

現況整理 

先進地視察 

策定 
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■日本のへそ西脇農業ビジョン検討委員会の開催状況

■ワーキンググループの開催状況

■パブリックコメントの実施状況

○ 期　間：平成26年 （2014年） １月６日 （月） ～１月31日 （金）

○ 方　法：郵送、 ファックス、 電子メールにより提出

開催年月日 主な内容 

第１回 
平成25年（2013年） 

５月27日（月） 

○策定の経緯 

○西脇市の農業の現状 

○今後の方向性 

第２回 
平成25年（2013年） 

７月25日（木） 

○ヒアリング調査の結果 

○アンケート調査の結果 

○ビジョンの将来像 

第３回 
平成25年（2013年） 

10月18日（金） 

○ビジョン骨子（案） 

○具体的施策の検討 

第４回 
平成25年（2013年） 

11月８日（金) 
○ビジョン骨子（案）について 

 

開催年月日 主な内容 

第１回 
平成25年（2013年） 

５月10日（金） 
○ビジョンの方向性 

第２回 
平成25年（2013年） 

６月６日（木） 

○農会アンケート 

○ビジョン骨子案 

第３回 
平成25年（2013年） 

７月１日（月） 
○ビジョン骨子案 

第４回 
平成25年（2013年） 

８月６日（火） 
○ビジョン骨子案 

第５回 
平成25年（2013年） 

９月18日（水） 
○ビジョン素案 

第６回 
平成25年（2013年） 

10月３日（木） 
○ビジョン素案 

第７回 
平成25年（2013年） 

11月28日（木） 
○ビジョン素案 
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 【 敬称略 】 

 

所属 役職 氏名 備考 

㈱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） 

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 松田幸紘 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 

㈱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   

ワーキンググループは、 下記のメンバーで構成し、 検討しました。

○みのり農業協同組合　　　○兵庫県北播磨県民局　　　○西脇市

２． 日本のへそ西脇農業ビジョン検討委員名簿
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あ 行

資料 2　用語集

 

用  語 解  説 

園芸療法 
医療や福祉の領域で支援を必要とする人たち（療法的関わりを要す

る人々）の幸福を、園芸を通して支援する活動 

 

 

用  語 解  説 

学校農園 

子ども達が自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を

深めること等を目的として、農業者などが一連の農作業等の体験の

機会を提供する農園 

観光農園 
観光客等に、自ら生産した農産物をほ場において収穫等の農作業を

体験又は観賞させて代金を得ている農園 

基幹的農業従事者 
農業就業人口（自営農業に主として従事した世帯員）のうち、ふだ

ん仕事として主に農業に従事している者 

北播磨地域農林ビジョ

ン2020 

兵庫県北播磨県民局が北播磨地域における農林水産業の振興を図

ることを目的に策定する行政指針。平成24年3月改定 

近郊農業 

都市の近く（近郊）で行う農業。鮮度の高いものを、輸送費用をあ

まりかけずに届けられるため、鮮度が落ちやすい野菜や草花などの

生産が多い。 

黒田庄和牛 
兵庫県産の但馬牛を素牛として、黒田庄町内の畜産農家によって西

脇市内で肥育された未経産牛又は去勢牛 

経営耕地 
農家が経営する耕地（田、樹園地、畑の合計）。耕作放棄地（遊休

農地）は含まない。 

耕作放棄地 

農林業センサスにおいて、「以前耕地であったもので、過去1年以

上作付けせず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土

地」と定義されている統計用語 

神戸ビーフ 

（又は神戸牛） 

兵庫県産の但馬牛を素牛として指定生産者が肥育し、県内の食肉セ

ンターに出荷した未経産牛又は去勢牛のうち、ＢＭＳ(霜降りの割

合基準)が６以上の肉質で、歩留等級(赤身の割合基準)がＡ・Ｂ等

級、枝肉重量が470kg以下のもの 
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用  語 解  説 

自然循環機能 

農業生産活動は、自然界における生物を介在する物質の循環に依存

しており、こうした循環を促進する機能を総称したもの 

例えば、稲わらや家畜排せつ物等を堆肥として農地に還元するこ

とにより、①土壌の物理性が改善され生産力が増進する、②養分と

して再び作物に吸収される、③土壌中の微生物が多様化するなど。 

市民農園 

一般市民がレクリエーションや自家用野菜の生産を目的として、小

区画の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことで、休

憩・宿泊等に使用する簡単な小屋を併設した滞在型の農園もある。 

集落営農 

（営農組合） 

集落など地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が農業生産

を共同して行う営農活動。共同購入した機械の共同利用、中心的な

担い手に主な作業を委託し、生産から販売まで共同化するなど、地

域の実情に応じてその形態や取組内容は多様 

食育 

国民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継

承、健康の確保等が図られるよう、自らの食について考える習慣や

食に関する様々な知識と食を選択する判断力を身に付けるための

学習等の取組のこと。 

植物工場 

施設園芸の一形態であり、環境及び生育のモニタリングを基礎とし

て高度な環境制御を行うことで野菜等の植物の周年・計画生産が可

能な施設。立地場所を選ばず、農地以外の工業用地、空き店舗・工

場等への設置も可能なため、異業種からの参入もみられる。 

食料・農業・農村 

基本計画 

食料・農業・農村基本法に基づいて、食料・農業・農村に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るために、政府が閣議決定して定

める計画 

食料・農業・農村基本法 

国家社会における食料・農業・農村の位置付けを明確にするととも

に、新たな基本理念の下に講ずべき施策の基本方向を明らかにする

法律として、農業基本法に代わり平成11年７月に制定された法律 

新規就農者 

新たに就農した者。そのうち農家子弟で、学校卒業後直ちに就農し

た者を「新規学卒就農者」といい、他産業に従事した後に就農した

者を「Ｕターン就農者（離職就農者）」という。また、農家子弟以

外で、新たに農業経営を開始した者を「新規参入者」という。 

水源かん養 

山林や農地が有する保水・水質浄化・防災機能。山林や農地に蓄え

られた雨水は、浄化され、地下水となり、長い時間をかけて河川に

還元され、河川流量の安定化等による防災機能を果たしている。 

スマートアグリ 

農業の技術がIT技術によって蓄積され、温度、湿度、養分等の生産

管理を自動化し、省エネで再生可能エネルギーなども利用しなが

ら、 植物工場に代表される高度に自動化された農業技術 
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用  語 解  説 

体験農園 
体験農家の指導に基づき、利用者が体験料・収穫する農作物の買取

料金を支払い、農作業を行うもの  

滞在交流型市民農園 
農村地域にあり、長期滞在もできる簡易な宿泊施設などがあり、農

作業だけでなく別荘気分も味わえる施設  

但馬牛 

和牛の品種のひとつである黒毛和種の中で、古くから但馬地域を中

心として血統の純粋性を保ちながら改良を重ねて創り上げられて

きた系統の牛を但馬牛（たじまうし）と呼び、現在は県下各地で飼

育されている。また、但馬牛（たじまうし）が肥育されて食肉とな

ったものを但馬牛（たじまぎゅう）と呼び、すぐれた肉質で国内外

に広く知られている。 

多面的機能 

国土の保全、自然環境の保全、良好な景観の形成、教育・福祉分野

での貢献など、農業生産活動が行われることにより生ずる農産物の

供給機能以外の多面にわたる機能  

地域資源 

自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的なものを資源として

活用可能な物と捉え、人的・人文的な資源をも含む広義の総称。地

域活性化の試みにおいて特徴・素材となるものを地域資源として定

義し、活用する考え方が広まっている。 

地産地消 

地域で生産された農産物等をその地域で消費すること。消費者と生

産者の距離を縮め、相互理解の促進、輸送距離の短縮等による環境

への負荷軽減など、多くの効果が期待される。 

定年帰農 

農村出身者が定年退職後に故郷の農村に戻り、農業に従事するこ

と。また、出身を問わず、定年退職者が農村に移住し、農業に従事

することもいう。 

 

用  語 解  説 

成熟社会 

一人ひとりが生きがいを持って活動し、様々な世代の人々が互いに

支え合い、健康で 心豊かに暮らすことができる持続可能で活力あ

る地域社会 

専業農家 

世帯員に兼業従事者（30日以上他に雇用され仕事をしたもの又は農

業を除く自営業で15万円以上の販売金額を得た者）が一人もいない

農家 
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用  語 解  説 

西脇市総合計画 

後期基本計画H25～30 

西脇市のまちづくりの指針となる計画。この計画では、目指す平成

30年度のまちの姿を、「いのちいきいき 自然きらきら 共生のま

ち にしわき」と定め、特に後期基本計画では「まちづくりの重点

プロジェクト」を打ち出し、市民主役のまちづくりを進めている。

平成25年３月策定 

西脇ファーマー 

環境に優しい循環型社会の構築と安全安心で高品質な農産物の生

産拡大を図るための西脇市の制度。市が認定する、有機質資材によ

る土づくりの実践や、化学合成農薬等の使用を削減した栽培方法に

取組む農業者。平成25年から始まる。 

西脇ファーマーズブラ

ンド 

西脇ファーマーが生産した農産物。西脇ファーマーズブランド認証

マークの貼付が可能となる。 

認定農業者 
農業経営基盤強化促進法に基づき、５年後を目標とした農業経営改

善計画が市町村によって認定された農業者。地域の中心的担い手 

農会 

市町村の区域の一部において、農作業や農業用水の利用を中心に、

家と家とが地縁的に結びついた社会生活の基礎的な地域単位のこ

と。 

農業委員会 

農業委員会等に関する法律に基づき市町村に設置される行政委員

会。選挙委員と、選任委員によって構成される農業者の代表機能を

有した合議体組織。農業委員会は、農地法等の規定により専属的な

権限を行使する法令業務の執行機関及び農地の荒廃・乱開発を防

ぎ、優良農地を確保する役割を担っている。 

農商工連携 

農林水産業者と商工業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持

ち寄り、新商品・新サービスの開発等を行う取組。「中小企業者と

農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」により、

中小企業者及び農林漁業者の共同による事業計画を国が認定し、認

定された計画に基づいて事業者を各種支援策でサポートする制度

がある。 

農用地 耕作を目的とする農地と採草地・放牧地を合わせていう語 

 

 

用  語 解  説 

ひょうご安心ブランド 

化学合成された農薬や肥料の使用を低減する生産方式（有機質肥料

使用、防虫ネットの利用等）により農産物を生産し、農薬を使用し

た場合は残留農薬の自主検査（食品衛生法における残留農薬基準等

の国基準の１／10以下とする）ができる体制を整備した生産集団を

県が認定。認定を受けた生産集団が生産した農産物を「ひょうご安

心ブランド農産物」として、認定マークを貼付し、流通させる制度 
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用  語 解  説 

ひょうご農林水産 

ビジョン2020 
兵庫県の農林水産行政についての振興計画。平成24年３月改定 

ほ場整備 
営農の効率化を図るため、狭小で不整形な農地の区画の整備ととも

に、用排水路や農道等の整備を一体的に行う整備 

 

 

用  語 解  説 

村米制度 特定の酒米産地と蔵元との間で結ばれる、酒米の取引制度 

 

 

用  語 解  説 

遊休農地 
農地法において、 耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き

耕作の目的に供されないと見込まれる農地 

ゆめあぐり西脇 

黒田庄地区に設置された、有機の里づくりの拠点施設。肥育牛のふ

ん尿を主原料とする完熟堆肥の製造施設としては、県下最大級の規

模と処理能力を誇り、高い発酵能力脱臭能力を備えている。 

また、西脇市が誇るブランド「黒田庄和牛」の産地でもあり、畜

産農家と耕種農家の連携により、循環型農業に欠かせない良質な堆

肥を提供している。 

 

 

用  語 解  説 

楽農生活 

農作業体験や農山漁村との交流などを通して、もっと「食」や「農」

に親しみ、より人間らしい暮らしを送ろうという、兵庫県が提唱す

る新たなライフスタイル 

利子補給 
借入者の利子負担を軽減するため、その利子の一部又は全部に相当

する金額を給付すること。 

利用集積 

（農地の利用集積） 

農地を利用するため「所有」「借入」「農作業受託」により集積す

ること。農業経営基盤強化促進法で定められている農地の貸し借り

は、農地の権利移動に要する農地法の手続が不要。また、市町村や

農業委員会などの公的機関が介在するので、安心して農地の賃借・

売買ができる。 
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アルファベット

用  語 解  説 

猟友会 

日本国内における狩猟者のための公益法人（特例社団法人）。一般

的に、各狩猟者は地域（市町村別程度の範囲）にある狩猟愛好者団

体（「地元猟友会」）に所属して会員となる。外来動物による生態

系の破壊、農作物被害などを防ぐために、行政と協力し有害となる

鳥獣の捕獲を行っている。 

６次産業化 

１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造業、３次産業

としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域

資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組 

 

 

用  語 解  説 

PDCAサイクル 

Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）のこ

とで、生産・品質などの管理を円滑に進めるための業務管理手法の

一つであり、近年では行政計画の進捗管理の手法として用いられ

ている。 

TPP 

環太平洋パートナーシップ協定。環太平洋諸国が締結を目指して交

渉を行う広域的な経済連携協定。原則として全品目の関税を撤廃す

る。シンガポール・ニュージーランド・チリ・ブルネイの4か国が

締結したP4協定を拡大するもので、オーストラリア・ペルー・ベト

ナム・米国・マレーシア・メキシコ・カナダ・日本を加えた12か国

が交渉を行う。日本は2013年7月から交渉に参加 
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