農業者と
農業者と農業委員会との
農業委員会との意見交換会
との意見交換会
日時：平成２８年２月２８日（水）１３：３０～
場所：南丹市役所２号庁舎

３０１会議室

１．開会
２．あいさつ
３．自己紹介
４．意見交換
テーマ
（１）営農の現状と課題、将来ビジョンに関する行政機関や農業委員会への期待
（今後必要とする農業施策の提案

等々）

５．閉会
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農業者と
農業者と農業委員会との
農業委員会との意見交換会
との意見交換会
参加者名簿（
参加者名簿（敬称略）
敬称略）
１．

２．

３．

農業者出席委員
下間

康広

堤

博明

児島ひかる

綿井

庸裕

中谷

文彦

谷

富沢

崇志

中村

有光

谷口

中島

勲

篠山

直也

学
成生

南丹市農業委員会農政部会出席委員
１番

上田

５番

木村

９番

純二（部会長）

２番

野村

裕

７番

人見

長野

敏

11番

14番

田中

忠夫

15番

17番

市原

松司

健（副部会長）

４番

梅津

義明

保夫

８番

宇野十三治

平野

清久

13番

徳山

憲司

高屋

恭久

16番

高屋

安男

小林

義雄

10番

麻田

次男

南丹市農業委員会農政部会欠席委員
３番

松本

國夫

12番

大沢

泰一

６番

４．南丹市農業委員会農地部会出席委員
18番

坂本

宗
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午後１
午後１時３０分開会
３０分開会
○事務局

定刻になりましたので、ただ今から農業者と農業委員会の意見交換会を開催さ

せていただきます。
農業を取り巻く情勢につきましては大変厳しいものがあり、農業者の高齢化や新たな
担い手の確保ということについては、もう言うまでもなく長らく言われておることでご
ざいます。
昨年については、ＴＰＰの大筋合意を受けての国内対策や、また米価の低迷など、本
当に厳しい状況になっているわけですが、今日は日頃思われていることなど、また将来
に向けてのお考えなどをお聞かせいただきまして、本日の意見交換会が実のあるものに
していただきたいというふうによろしくお願いしたいと思います。
それでは、これ以

降の進行につきましては、上田農政部会長様のほうによろしくお願

いしたいと思います。

御苦労さまです。
○農政部会長 失礼します。皆さん、大変御苦労さんでございます。本日はお忙しいとこ
ろ、農業者の 方には、農業委員との意見交換会いうことでお集 まりいただきまして、大
本日は大変

変ありがとうございます。
本日、

進行係をさせていただきます農政部会の上田と申します。どうぞよろしくお願

いします。
南丹市農業委員会では、これまで農業者の

方との意見交換会を３回実施してまいりま

方の生の声をお聞かせいただくことによりまして、今後の農業委員会の
活動を生かしまして、また、南丹市の農業振興につながればと考えておりますので、よ
した。農業者の

ろしくお願いします。

入らせていただきますが、ちょっと職務代理のほうから開会
の挨拶いうことでございますが、若干遅 れるということですので、来られ次 第、 皆さ ん
に御挨拶を 申し上げ ます。どうぞ よろしくお願いします。
続きまして、本日オブザーバーとしてお越しいただいておりましてます方を代表いた
しまして、南丹市農林 商工部の渡邊部長より 御挨拶 をいただきます。
○渡邊オブザーバー 皆さん、改めましてこんにちは。南丹市農林商工部長の渡邊でござ
それでは、意見交換会に

います。

皆様の意見交換会ということで、今司会の上田部会長
からもありましたように、 忌憚 のない意見を 出していただく中で農政の ほうへ反映して
いけたらと考えております。気楽な 雰囲気で 御意見をいただけたらと考えておりますの
本日は、農業委員会と農業者の

で、よろしくお願いいたします。

○農政部会長

ありがとうございました。
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それでは、自己紹介へと

移ります。梅津委員さんのほうから時計回りで自己紹介をお

願いいたします。

○梅津委員

失礼します。美山町からお世話になってます、梅津と申します。
今日は、 皆さ ん農業の 専門家の 方ば かりですって、私 どもはどうのこうの言うこともな
いと思う んですけども、勉強させてもらって、また明日からの行政のことに 反映 させて
それでは、

行きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

○木村委員 続きまして、農業委員会の木村と申します。
去年の７月に委員に初めてさせていただきました。出身といいましょうか、受け持ち
は園 部町 の中の黒 田、 横田が中 心な んですけれども、村では農業組 合法 人黒 田営農組 合
というのを立ち上 げて、その会 計やっておりますが、 計算ばっかりで、 私余 り作 るほ う
はあてにされてない、そん な状 態です。今日は農業者の皆様方 、比較的若い 方がお越 し
いただいていますので、心強いなと 喜ん でおります。本日はよろしくお願いいたします。
○野村副部会長 副部会長の野村健と申します。住所は園部町でございまして、本日は皆
さん から日々の御苦労 、あるいは課題等々、生の 声をお聞かせいただいて、今後に生か
していきたいと思いますので、どうぞ よろしくお願い申 し上 げます。
○人見委員 農業委員をさせていただいております人見保夫と申します。八木から来てい
ます。知った人も中にはおいでになりますが、若い顔ぶれで南丹市もこれからやなと思
っております。よろしくお願いします。
○宇野委員 毎度すいません。私この７月から新規に農業委員をさせていただいておりま
す。 主に 胡麻 地区 で、 東胡 麻と 西胡 麻地区を担当させていただいております。何 も農業
委員といいましても、 全然 わかりません ので、ここで 勉強 させていただきまして、また
持って帰って勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。宇野と申
します。よろしくお願いいたします。

○西村オブザーバー オブザーバーで参加させていただいております西村と申します。私
は農業会議の ほうで、農業委員会と農業会議、橋渡しというか、現 地駐在員 みたいなこ
とでお世話というか、 勉強 させてもうております。地元、 家は 園部 町大 西で、児島さ ん
とか下間さん 、堤さん の近 所で営農をさせてもうて、 法人化を 去年からして、この農業
委員会だよりも取り上 げていただきまして、中間 管理事業で農 地集積、うち の集落で５
０を ちょ っと 超えたところで、そん なことも 庶務的なことをやらせてもうてます。よろ
しくお願いします。

○富沢氏

んにちは。日吉町の上胡麻と殿田地域で、２カ所で施設栽培と露地栽培をし
ています富沢と申 します。 前にも一 度参加させていただいたん ですけども、また今回 も
いろいろ意見を交換させてもらって、ぜ ひとも農政に 反映 していただけたらと思います。
どうぞ よろしくお願いいたします。
○中村氏 日吉町の胡麻から来ました中村です。新規就農したときが５０歳で、そのとき
はまだ若 かったん ですけれど、６７になりまして、今 皆さ んのお顔 を拝 見しますと、お
こ
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若いなということで、１人だけ私がちょっと飛び抜けとるんじゃないかなという気がし
て、 ちょ っとこの後、 発言いろいろ、歳 とったそういう経験上の何 か、 皆さ んにお伝 え
することがあれ ばいいかなと思っております。よろしくお願いいたします。
○谷口氏 失礼します。日吉町の谷口です。このような場所は初めてなんですけど、農政
部会では 毎月 勉強 会がされてるそうで、そこらへ んの 積み 上がった 話をお聞かせ願えれ
ばありがたいと思っています。専業農家で一年中農業やってるもんで、余り農政のほう
にはわからないことも 多いと思いますが、よろしくお願いいたします。
○中島氏 すいません、美山町から来ました中島と申します。主に養鶏と水稲ということ
で、まだ農業をさせていただきましてから、まだ１５年ということですので、勉強させ
てもらうつもりで来させていただきました。どうか、よろしくお願いいたします。

○篠山氏 すいません、美山町から来ました篠山です。肉養鶏の生産を主としてまして、
趣味で養豚をちょっとしてるような感じなんですけれども、ちょっと一番最後に入って
きてしまい、大変申 し 訳なかったです。また、今日はよろしくお願いいたします。
○長野委員 大変御苦労さまでございます。美山町から来ました長野と申します。私美山
町でも知井地区で、河内谷、江和以東ですね、東側です。南丹市で一番端の地域です。
そっ ちを担当しております。私 の地域は 限界集落 を越 えまして、もうし ばらくすると 絶
滅するんじゃないかいう、そういう集落で、万年農業組合をしております。それから、
最近、そういう耕作できない方がどんどん増えてきてるという現状、その農地をどうす
るん かということで、今現 在、大変 頭を 悩ましている次第 でございます。また、いろい
ろそういう山間へき地 で農業何 かないかなと思ってね 、ちょっと私 も悩んでるところで
すので、きょ うは 皆さ んの意見いろいろ聞かせていただいて参 考にさせていただいと思
います。どうかよろしくお願いします。

○平野委員 失礼します。園部から出させていただいております農業委員の平野でござい
ます。市の職 員を 退職 してからは、 カブラと米を中心 に農業をしています。よろしくお
願いします。

○徳山委員 失礼します。八木町選挙区から出てます徳山といいます。担当地域は神吉の
ほうを担当しております。私、昨年７月から農業委員になった新任の委員ですので、ち
ょっとわからないことも多いかと思いますけれども、本日はよろしくお願いいたします。
○田中委員 こんにちは。今日は大変御苦労さんでございます。私は園部地区から選出さ
れております。昨年７月から、 何分初め てなもん で、ようわかりません けども、今日は
皆さんの御意見、よい話が聞けると思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○高屋（恭）委員 高屋恭久と申します。こちら高屋安男さんってよう似たような名前で。
高屋恭久と申 します。 八木 町の 西田、観音寺地区 を担当させていただいております。 去
年の７月から農業委員させていただいてるん ですけども、まだ 勉強 しておりますけども、
勉強すればするほど難しい問題がいっぱいあって、行き詰まったりしますけども、今日
は１つ 勉強 も含めてよろしくお願いしたいと思います。
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○高屋（安）委員 失礼いたします。園部町出身の高屋安男と申します。私も昨年の７月
に就任いたしまして、お世話になっております。 瓜生野、新堂 、熊崎、 曽我 谷、 千妻 の
地域を担当しております。今日はいろんな意見を聞かせていただいて、また今後の施策
に反映 していきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
○市原委員 市原と申します。八木の旧吉富村の半分ですね、吉富小学校から園部よりの
６地区を担当しております。御存じ のとおり、９号線 と山 陰線 が走 ってるところでして、
９号 線周 りは開発許可 を受けてるん ですけど、いろん なものができているということで、
農業委員としては 非常 に個 人的 に何 というか、悩んでるというか、 難しいところだなと
思ってます。農業委員としては、農業振興が 目的 なん ですけど、そういうところで見る
と、 結果的にいうと、要している、要にそういうものができてるわけじゃなくて、個別
に開 発許可を受けてできているというので、 非常 に中 途半端だなというふうに正 直に思
ってますので、また、よろしくお願いします。

○坂本委員 皆さんこんにちは。私、皆さんと、ほかの委員さんと違いますのは、農地部
会いうて、農政以 外の関係 の取り扱 いをしてます。その中で私 きょ う寄 せていただいた
んは、私の地域、美山町の平屋地域を担当しとるわけですが、その地域が美山町の中で
も荒廃の人が 作付 、不作付 の土地が一番 多いということで、この土地を 何とか、農地 は
農地 として守 るような 形で 勉強 したいと思いまして、きょ うは 寄せていただきました。
皆さん、よろしくお願いします。
○谷氏 失礼します。八木町の池上から来ました、酪農専門でやってます谷と申します。
よろしくお願いします。農業委員さ んには平 素からいろいろとお世話になって、本当に
ありがとうございます。き ょうは、 私み たいな者が何 を言えるかわかりませ んけれども、
自分 の思いをできるだけお 伝えできれば なと思っておりますん で、どう ぞよろしくお願
いします。

○中西氏 失礼します。南丹市八木町でやっております中西と申します。僕はまだまだ知
識も技術も浅いので、何もわかりませんけれども、今日はこのような機会を与えていた
だきまして、いろいろな方 々の意見等を聞かせてもらって、勉強させて 帰ろうと思って
おります。よろしくお願いします。

○綿井委員 失礼します。八木町の神吉で施設栽培、ミズナ、九条ネキ、ナス、トマトを
させてもらってます綿井といいます。本日はよろしくお願いします。

○児島氏 失礼します。園部町の船坂というところで、昨年の秋から就農させていただい
て、施設 と水 稲、１ヘクタ ールぐらいな んですけれども、やらしてもらってます児島と
申します。今日はちょっといろいろ勉強させていただきたいと思っております。よろし
くお願いします。

○堤氏

ん、南丹市園部町仁江で露地栽培と施設栽培をしてます堤博明と申しま
す。今回 、この意見交換会に呼んでいただいたことはうれしく思いますし、その中でい
ろん な意見を 出し合って、南丹市、 京都府内の農業の 発展 につなげ たいと思いますので、
すいませ
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辺で貢献できるように、また頑張りますので、よろしくお願いします。
○下間氏 失礼します。園部町南八田というとこで農業させていただいてます下間康広と
いいます。僕 も農業初めて 既に１３年ほ どになる んですが、まだまだ僕 もわからないこ
とば かりありますので、き ょうは皆 さん の意見を聞かさせていただいて、いろいろ勉強
をして、いい会になったらいいなと思いながら参加させていただきます。よろしくお願
その

いいたします。

○農政部会長

ありがとうございました。

終わりましたので、早速意見交換と入りたいと思いますが、ま
ず皆様に連絡させていただく事項がございます。１点目は時間的に全体で２時間程度を
考えております。２点目は、この意見交換会の内 容につきましては、後日南丹市農業委
員会のホ ームページで 公表 する 予定としておりますので、 御了承の ほど、よろしくお願
それでは、自己紹介が

いします。

第に沿って進めさせていただきます。
ま ず、 前回出ました意見に対する現時 点 での対 応施策につきまして説 明を 渡邊 部長か

それでは、次

らしていただきます。

○渡邊オブザーバー それでは失礼します。
前回は平成２６年の２月１７日にこのような形での意見交換会を開催いただきまして、
私のほうも、そのときに本日と同じようにオブザーバーという形で参加させていただい
ておりました。その中で、 主な意見といたしまして６ 点ほ ど出 ておりました。その内 容
について、今司会の上田部会長さん からありましたように、今の範囲での市からの今後
の方針 なり 回答 について説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、まず １ 点目といたしまして、農業で安定した 収入 を 得るのは難 しいという、
この昨今の課題ではございます。それと、技術面 だけではなく、この間の平成２５年の
台風１８号、２６年の台風１６号、１１号などのことを考えますと、災害が起きると復
旧への労力が多大であって、次の営農にも意欲がやっぱりそがれるというような意見が
出ておりました。その中で今後の方針ということなんですけども、御存じのように、国
におきましては、農林水産分野におけますＴＰＰ対策といたしまして、 努力 が報 われる
農林水産 業の実現へ向けてということをテーマに農政の新時代 に向けて、生 産者が持 つ
可能性と潜在力をいかんなく発揮できる環境を整えることで、次の世代にも日本の豊か
な食 や美 しく 活力 ある 地域 を引 き渡 していくということを 掲げ ております。国の 動向を
注視するとともに、農業者の所得の確保に向け、協働と連携を図りながら、具体的に要
望していかなくてはならないというふうに考えております。昨年１０月には、近畿農政
局に地域にセンターが設置されました。そこに地方参事官が配置されまして、現場と農
政を 結ぶ ため の相談業 務を担当し、また、地域農業の コン サルタン トとして農政 改革 を
現場で推進することとなっております。 ぜひ機会を設 けまして、このような農業者さ ん
の直 接の 声が聞けるような取り 組み ができたらと考えております。 参事官の ほうは、国
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轄の立場で現地、いわゆる現場での意見を聞くという取り組みにもなっております
ので、呼んでいただければ 、こ ぞってそのところに参加したいということもおっしゃ っ
ておりますので、どこかで農業委員会事務局 と調整しながらそういう場が持 てたらなと

の直

いうふうに考えております。

点目ですけども、集落営農組織が地域にはあるんやけども、１０年後、集落に何人
の担い手が残 っとるのかというような、やっ ぱり今最 もの課題となっております。今の
南丹市におきましては、今の認 定農業者 数、 集落 営農 組織 も含めまして、法認定で７４、
地域認定で４３となっております。合わせて地域で認められて将来の認定予定者も含め
まして、 認定、担い手を明確化し、それに支援を行い、経 営強 化を 図ることが必要であ
るというふうに考えております。また、農業 従事 者の高齢化がもうかなり進んでおりま
して、新たな 認定農業者の 育成に努め、農地 の流動化を推進する必要があります。しか
し、 認定農業者だけで本市の農 地保 全、農業 振興 が図 れるものではないため 、集落の 組
織から他産業退職者が、団塊の世代等の専業農家へのことも含めまして、幅広い農業従
事者の確保、育成も必要であると考えております。南丹市全集落数１５３あります。そ
の中で中 核的 な、本格的に営農いただいております担い手が不足しています 集落 が６６
あります。そういった 集落 では、将来にわたって 地域 農業を維持することが 困難 である
というふうな 声がよく聞こえてまいっております。一 方、 認定農業者や 集落 営農 組織 の
担い手がいる 集落 は８７であります。農 地の 利用集積 や京 野菜 の産地づ くりが進められ
ておりまして、今後の 地域 農業の維持、 発展 を図 るた めには中 核的 な担い手が不足する
集落と、集落営農組織を発展させた集落型農業法人が農地の利用集積や栽培契約を行う
などの連携に取り 組む 中で、売 れる農業 づくりに取り 組ん でいかれる必要があるという
２

ふうに考えております。

目といたしまして、畑作の場合、獣害対策は年中必要でありまして、個人だけで
は対 応は大変厳しく、 抜本 的な 解決 策はないかというような質問を受けておりました。
本市におきましては、 鳥獣害被害対策については、鳥獣被害特別措置法 に基づきまして
策定しました 鳥獣害防止計画によりまして、 鳥獣捕獲檻及び鳥獣被害防除柵 の設置によ
り対 応しておるのが現状でございまして、その中で出 ておりました 個別 対応 については、
なかなかうまくいっていないのが現状であります。被害の現状といたしましては、平成
２４年度 の被害面積４７７．７ ヘクター ル、 被害金額 にいたしまして５ ，５９３ 万８ ，
０００円 、平成２５年には 被害面積 ４４７．１ヘクタ ール 、被害金額５ ，３００ 万９ ，
０００円 、平成２６年 度集計しました最終のものでございますが、 被害面積 として４４
５．４ヘクタ ール 、被害金額５ ，５０７ 万５ ，０００ 円となっておりまして、市が把握
する被害内 容では、 横ばい状 態で今推移してきておるのが現状となっております。
４つ目 ですけども、いわ ゆる 堆肥 のことでの御 意見をいただいております。現状の 堆
肥センターの稼働率、これ八木のことなんですけども、１２０％の状況で、規模拡大を
考えての 堆肥消費 のす べがなく、市 全体 での 堆肥 者ですね 、の有効活用 の施策の 構築 を
３つ
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御意見いただいておりました。御存じのように、堆肥化につきましては、
各旧町で独自の取り組みをいただいているのが現状でございます。南丹市といたしまし
ては、昨年の１０月３０日に、国の７府省、内閣府、 総務省、文部 科学 省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環境省の７府省でございますけども、そこの分でバイオマス
産業都市の認定を受けることができました。今後も循環型農業の推進を行う上で、市全
体の取り組みとして堆肥化を検討することも重要であるというふうに考えております。
バイオマス産業年の取り組みの中で具体化ができたらというふうに考えております。
５つ目 ですけども、今課題になっております６次産 業化への思いはあるが、課題とし
て人手不足、 販路 の確保、情報収集 など 問題が多 く、 個人では 限界 があるというような
御意見を賜りました。現在、本市におきましては、農業ビジネスセンター京都、通称で
すけども、京都アグリ ２１と連携しながら事 業を 推進 しておりますけども、 残念 ながら
６次 産業化との課題が大変 多くありまして、実際 のところ本市においては、 事業取り 組
みができていない状況となっております。国の施策ですね、攻めの農林水産業への転換
の中で雇用と所得 を確保し、若 い子 どもや集落にも定 住できる 社会を構築するた め、農
林漁 業生 産と 加工販売 の一 体化や地域資源を 活用 した新たな産 業の 創出 を促進するなど、
６次 産業化を 推進 するというふうに国の ほうでは 進め られております。本市におきまし
ても、６次産 業化の取り組みを 推進 するため 、各 市町 で作 らなくてはならないん ですけ
ども、６次産 業化の推進戦略を策定しなくてはならないというふうに考えておりますの
で、２８年 度にはその 辺のところを打ち出 していきたいというふうに考えております。
最後になりましたけども、６番目といたしまして、農家同士が交流できるような市全
体のネットワークを構築して情報交換が行われる、また必要だということで御意見をい
ただいております。農業委員会で本日開催していただいておりますような内 容も 含め ま
してですけども、 初め には 認定農業者の 方々や集落営農組織、また新規就農者を中心 と
した ネットワ ーク を農政課のほ うで平成２８年度 において 立ち 上げ を行っていきたいと
いうふうに考えておりますので、その節 には 御協力の ほどよろしくお願いいたしたいと
思います。 私の ほうからは以上でございます。
○農政部会長 ありがとうございました。ただいまの説明を含めまして、農業者の方から
御意見をお伺いしたいと思いますが、多数御出席いただいておりますので、旧町単位ご
とにお話 をお 伺いさせていただきまして、その後、農業委員さ んの意見を伺 い、 最後に
オブザーバーとして出席いただいてる部長さんから意見をお伺いするという形で進めて
というような

いきたいと思います。
それでは、本日の意見交換の内
また、将来

容であります御自身の営農に関して、現状と課題や、

展望についてお話していただき、それに向けてどのようなことを行政や農業

委員会に期待されるかといったようなことをお聞かせいただきたいと思います。

ず前回にもお世話になりました八木町で営農されておられます綿井さん、
中西 さん 、谷さん にお願いいたしたいと思いますので、綿井さ んの 順番によろしくお願
それでは、ま

9

－ －

いいたします。

○綿井氏 失礼します。綿井です。
う ちの場合は、施 設でだけ野 菜を 作ってるんですけども、神吉 という 地域 でやらして
もらってるん ですけども、 地域 としては 若い担い手がまだ 比較的多 い地域になってまし
て、 Ｉタ ーン、Ｕターンを 含め て５０歳 以下の人が８ 名、今現状でいる状態 です。その
若い、僕も含めてですけども、規模をやっぱりこれからは拡大していって、経営を成り
立てないといけないんですけども、そのために神吉はちょっと寒い地域なので、施設栽
培でしかちょっと経営が成り立たないということで、ハウスで作っているんですけども、
ハウスの新設って、やはりかなりコストがかかってくるんで、今あいてるハウスが各地
域に結構あると思うんです。そういうのまた情報もらって、取り壊して移設できたらな
っていうのが思いとしては１つあります。

規模を拡大するに当たって、人を雇うということにしていかないと大きくは
ならないと思うん ですけども、その パー トさ んをどこから 集め るのか、今う ちの場合は
来てもらってるん ですけども、 地域 の方 に来てもらってるのと、あと僕 の嫁 の友達とか、
そういう 身近 なところで集めるしかない状況なので、この農業に関 心があるというか、
パートをしたいなというような方を、ちょっと集め方がもう一つ、個人でしかわからな
いんで、そういうのがわかる場があれ ばうれしいなという思いがあります。
あと、 個人 的には、マイナン バーが始 まりましたん で、 ちょ っとそれの取り扱 い方 が、
今年はもうあれですが、来年度 から 運用 が始 まると思うん で、 パー トさ ん来てもらって
る関 係上、マ イナ ンバ ー絡んでくると思うん ですけど、いま一つマ イナ ンバ ーについて
勉強不足な点もあるんですけども、理解し切れてない部分があるので、そういうのを理
解というか、教えてもらうような場所があればありがたいなと思っています。僕からは
そのぐ らいです。
○農政部会長 ありがとうございます。中西さんお願いします。
○中西氏 僕は酪農と水稲と施設野菜をやってるんですけども、酪農のほうからなんです
けど、とりあえず 、今は現状維持ということで、この３つのう ちで 増やしていけるとし
たら、やはり水稲 のほ うなのかなと思っております。うち は全 て家族経 営なので、人 力
的にも限られてくるんですけれども、今水稲で３町やっておりまして、これから１０年
後とかいってしまうと、若 手が、先ほども言われていたん ですけれども、いないという
ことで、やっ ぱり田を 頼まれる、頼んできはる人がいはる んですけれども、うち でやれ
ても、あと２ 町ふやして５ 町ぐ らいがやっぱ限度 かなと思いまして、それも、とりあえ
ず基盤整備のできているきれいな田んぼを、言葉悪いですけど選んでやっていくという
ふうにしか、 ちょ っと今のところ、現状 的には無理なので、西 田というのはやっ ぱり 前
島と 北島というところで、やっ ぱり 進ん でるところと 進ん でないところがあるん ですけ
れども、やっ ぱり 進ん でないところには、やはり手を 出しにくいというのがありまして、
今現状でも企 業さ んというか、会社 の方 が入 ってきたり、あと農業 公社 の方 とか、あと
あとは、
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京都からわらを取るためとかで入ってきはる人がいるんですけれども、現段階では、地
域の人は余りそこを借りてやります、米つくりますというふうにはならないのは、多分
現状だと思います。やはりそこが一番のネックかなとは思っております。以上です。
○農政部会長 谷さん、お願いします。
○谷氏 すいません、私は２年前にも出させてもらって、酪農のほう、自分の経営的な要
望としましては、正直もう牛舎がいっぱいでして、牛がいっぱいです。それで私の思い
としては、やっぱ もうかる農業したいん で、 資金的な 面もありますが、 私はまだ 牛舎を
増やしたいというふうに考えておるんですけれども、さっき渡邊部長もおっしゃったよ
うに、まだ市のほ うで 八木のバイオエコロジーセ ンタ ー、 維持 していただけるような ん
で、そち らとの兼ね合いもありますけれども、可能であれ ば牛 舎を 増築 というか、大き
くしたいと思っておる んですけども、ただ、 周りが圃 場整備中でして、もう間もなく換
地なんですけども、その辺の土地を何とか、自分で言うのも変ですけど、担い手という
か、 若手というか、規模拡 大の意図 がある者に、 何とかうまく農業の規模が 拡大できる
ようなふうに 持っていっていただけたらうれしいなというのが、正 直、 私個 人の 勝手な
思いです。もうちょっと増 やして、 ちょ っと農業も儲 かる んやでというのを 若手に魅 せ
られたら、また就 農してくれる 子も 増えるん かなという思いがあって、せやし、 ちょ っ
とそういうふうな、 夢 があるような感じの農業をしたいというのが 僕の思いです。
全体的な要望としましては、私も地域の農事組合法人の会計させてもうとるんですけ
ども、正 直あと１０年後に、この、うち ３０ 町ぐ らいしかない んですけど、 池上という
地域は。それすら、一体、これ誰が一体作業していくんやろ、法人立ち上げたはええけ
ど、今６５歳 から７０ 歳ぐ らいの人きば ってやってくれてはるけど、この人らあと１０
年したらできひん よなと思ったときに、 法人は立ち上 げたけど、一 体誰 がこれ作 業して
くれ んね やろ、みんな今４０代 、５０代 の人いうたら、兼 業農 家の人が 多い んで、これ
どうする んやろなと思いながら、う ちのおや じ世代の人が、コ ンバイン 買うと言って 補
助金もらって調子よくコンバインを買うんですけども、これ一体、だれが１０年後動か
すん やろ思って、 乾燥 機、 誰が一体 こん なようけ 使ってやれる んやろってなって、預 か
る田 んぼ の分ずつ 増やしていかはる んですけど、これ 誰が一体 田植 えす んの んっていう
話ぐらいのことになってきておって、せやし、やっぱり富沢くんとかいはるけど、新規
就農者の人をうまく受け入れてもらうような仕組みを市にもつくっていただいて、正直
空き家とかも出てきてると思うです。地域とのかけ橋をね、新規就農者の方の、地域の
行事 もやっぱ うまくな じん でもらわ んと、やっぱぽっと入 って 就農するというのは、な
かなか難 しいと思うん で、その 辺を農業委員さん の方 もうまいこと、住む家 と、 経営を
する農地 とを提供 してあげ て、新規就農者を 増やすという んですか ね、 初め は丹後の ほ
うでやってる、農業塾みたいな 感じ でもいい んで、最初ほんならこういうふうに、１ 町
貸してやるから、ここで田をすけよとかいうような形にして、新規就農者を増やしてい
ってもらわん と正 直、今ここにはたくさ ん若 手の人がいやはる んですけど、それでは南
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土地全部は見きれへんと思うんで、何とか策を講じて新規就農の仲間が増えてい
ったらいいなというのは私の思いです。
○農政部会長 ありがとうございました。
今 八木 町で営農されている３ 名の 方にそれぞれお話 をお 伺いしましたので、農業委員
さん の皆 さん から 何か 御意見があれ ば、 出していただけたらうれしいと思っております。
○農政部会長 この前、亀岡のガレリアであった講習会で、講演がありましてんけど、そ
のときに ハウスの、今 出ましたけど、古 いハウス があ ちこ ちにたくさん ある んで、それ
を、これ 奇策ですけども、中古ばっかりを集めて、確か福知山の方 やと思いましたけど、
そういう 形をそういうことは聞いてきました んで、南丹市もそれは 同じ ことが言えると
丹市の

思っておりますけど。

○綿井氏 農協や普及センターなどへ頼んでは、言いには歩くのしてですけども、やっぱ
り丁重に 渡せないのもありますし、 身近 なところはやっぱ りもう、 声を自分 たち でかけ
たりしてるん で、もう 僕た ちが 目の 届かないところの 話を 持ってきてもらったりしたら
ありがたいなと。 結構 新しい新 規の 入った人たち も、 僕らの知 ってるとこの 辺りでや め
はった人を声 をかけてそのままただで、こっ ちで 潰して持 ってあがって、そこでたてて
というのを今しておる んですけども、それではちょっと数 が、今の現状では 足りない状
態にあるんで、南丹市だけでなく、さっきも言うたはりましたけど福知山の人もいろん
なところから 声かけて取りにきてはるん です。いろん な業者に 声をかけたり、僕 たち は
ただで潰 してただで持 って 帰るということをさせてもうてて、 多少 お金 を払 って 引き上
げたり、やっぱりお金に多少なったほうが、やっぱりその農家さんもあれやし、言わは
るとこに田さはったり、鉄 くず 屋が取りに来たり、今 金属売れるん で、 潰して持 って 帰
ってっていうこともしてる みたいな んで、できれ ば南丹市の分 は南丹市で回 る、 福知 山
に行ってしまうと、南丹市が行ってしまう、もう 戻ってくるは 多分 ない んで、南丹市内
で回せたらありがたいなというのが僕 の意見です。
○農政部会長 わかりました。同じ八木の方で、皆さんよりは年をめしておられますけど、
人見さん 、よく御存じ やと思いますけど、たくさ んの農地 、水 稲頑張ってされておりま
すので、 ちょ っと 参考になるかなら んかしりませ んけど、 ちょ っと人見さん のほ うから
何かあれば、お願いします。
○人見委員 八木の氷所ですねんけんど、おたくらも頑張ってくれてるのはよう知ってま
す。 毎日見とるん ですけん ど、お互 い酪 農もですけれども、米 作りもなかなかこの集落
でできん ようになってきとるん や、これ。周囲の人の 苦情いうのん か、 嫌がらせでもな
いん やけ んども、そういうな厳しい 環境 がど んど んと 迫ってきて、農業をやるのにやり
にくいのが現状やと思います。 若い人も来てはってやってるからわかる んやけども、い
ろん なことで、本間これ、農業でも考えておるねんけど、これ 昔からやっとる、そこに
おるもん やったら 強み もあるし、わかる んやけどそういうわけにもいか んね や。 気をは
ろうてやっとるで。やっとっても、 若い人は、そういうことに 携わってへん から 知らへ
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んのや、こんなもんやなって文句ばっかり言うんや、実際に。もう八木でも農業しとっ
ても１０時から乾燥機が動 かせ んとこがある んや。集落によっても。氷 所でも１０時か
らでもと めてくれて言うて言われてやめ とる人も二、三人あんねや。そういう環境に 難
しなってきとるさかいそういうところから第 一に 打破 せなあか んねんなと日々思っとる
のと、神吉で施設 農業をやってくれてるのもようわかって、聞いと んねんけ んども、 神
吉では足らんぐらいか知りませんけんど、私のいとこが久御山におるんやけど。そこん
とこはもうハウス が何ぼでも余 ってるん や。農業する者もおらへん のん や、 若い人は。
そういうようなことを言うて、農協 に頼んで言うておいたら、そういうところから施 設
を安くちゅうか、なん とかもらえる 可能性はあると私 は思っとるん や。 何ぼ でもあいと
るん でやるん やったら言うとったわ。そこは、ネギと野菜 と、 ほと んどはネギやっと ん
ねん。ネギを１人で２町ほどやって、ほいでから、ホウレンソウと苗をしとる。それが
忙しいらしいわ。する人があらへんから言うて、もう今ぐらいやったらナスビの苗をし
て、１月からお休みして四 国一 周かなん かするん や言うとったわ。９月頃まで苗作りし
ていて忙 しい んやけどこのところも。あらへ んね やそ んな人が言うてたけん ど、そうい
うところにそういう材料は 余っとる 可能性は十分 ある。多分なそういうなことはまた聞
いといて、農 協の 産業課とか、そういうとこの人にまた言うたるけ んども、言うて、そ
ういうなことも手 配したらええなと思っとるのと、そして、この人がないって、ないな
わ、お互 いに。私 もそれ知 らへ んねんけど、この間亀岡で、ガレリアで 何の 寄合やった
かな、部長が言うとったように会合あったん や。そのときに福知山か綾 部の人やったか
が体験発表したって聞いとって ん。わしもそ んなことがあ んのかなと思っと んだけん ど、
農業大学 みたいな んあるわな、 試験 所とか、そういうところいたら人を 回してくれる み
たいやわ。そこ２ カ所は、そん な人を入 れて、ほ いで、そこへ 住み着いてくれて、その
法人とか会社とかやってるところの従業員になったりするようなことをして、若い子が
するようなことを、一 緒に来とった人は言うとったん で、わしもそういうなとこで借 り
たらええ んちゃうかなと、言うたらあるのかなと思って、もういろ んなことをこの間 亀
岡で１つ覚えてきたけんど、そういうことと、この久御山あたりは、中国人か知らんけ
ど、そん な青 年を 雇うとるわ、ようけ、来るわ。 普通 の農 家ではなかなかできへ んけ ん
ど、会社 とかは、担い手が 欲しいん やったらそういう人は、あれどういうところが人を
あっせ んしてくれん のかな、 普及 所とかに言うたらしてくれるのかなどういうことや。
○綿井氏 そういう会社があります。
○人見委員 会社、その派遣会社があるのか、そういうの。そういうとこから若い子が手
伝どうとるって言うてた聞いてたら、そういうな人を雇うてると。そら安く上がるわな。
ほいで、近くでも来てくれとる近藤さんいうて、専業農家やっとる人あんねんや。そこ
も二、三年前 やけど、 若い 子がどこかから農業教 えてくれって言うて、来る人がおんね
やとか言うて、１人か２人来て 仕事 しとったこともあるね や。そういうなことも ちょ っ
と研究したらあるのじゃないかなと、私 はこの間行って初めて思ったねんけ んど。そう
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ぽど覚悟しとらんことには、百姓やっていけへんねん。これまでの
農業 ぐらいやったら、機械 がだ んだ んと大型 化してきただけ、 私も 途中からやってけ ん
ど、まだ１０年ほ どしかならへ んけ んど、そこからずんずんと 始め ていって、その間に
仕事を、そこの集落でしとったら、何か隣の人が頼みに来るんや。ほんな、もう嫌とも
言えへん 、ここしとってこれはあか んと言えへん し、１日来たらええわ思ってしとると、
どん どん 、ど んど ん頼んでくるで、もうまえへん ようになっと んねんちょっと考えなあ
かん 、やっぱ百姓 も勉強しなあかんねん 、本間のところは。私 も去 年ぐ らい、正 月頃か
ら考えとった んやけん ど、 百姓 はもうからん 、もうからん 言うとったらあか んね や。米
３， ０００円 なっても、３ ，０００ 円の米でもうかる３， ０００円 の米をこしらえたら
ええ ねや。この正 月に 組合長しとる泰宏 くん と新年の 挨拶 行って話 しとった んやけん ど、
もうかることはあると、百姓は。そう言うてくれたん や。今ほんなら飼料米してくれと。
他の米は食料用の米はいらんのや。余っとるさかいかなわんのや言うて話しとったら、
ほんならまた４、５日経ってちょっと来てくれへんかってことやって、もう機械３台持
って 帰ってん京都府にな。その機械 を１ 台入 れたいん や。 何とか言うて、ほんな んやっ
たら 氷所でしようかと生産組合の組 合員をちょっと納得させた んや。そして、入 れる 段
取りはしとるけん ど、 ほいで、それで自 分とこの機械 でやれば 、時期にその機械代ぐ ら
いは上がってまうというようなことで、 ちょ っと 勉強 でき んことには人 ばっかし 頼って
もうから ん、もうから ん言いよったらあかんねやわ。わしはこの正 月に 寝とって、そう
いうことを考えとった んや。何 とか、ほんで ほかの職 業でもやっとったら、 何とか自 分
のやっとる仕事で、下 請の人やったら、それでもうかることを考えてやるん や。やっ ぱ
百姓やって。わしも途中からやったけんど百姓したら、できるだけ田以外やったらもう
かっとる んや。いったらいっただけ人件費がかかる思って、１日行ったら、一日以上の
仕事して帰ってきたら、１日でも２日したら１日見ておるみたいなもんでやっとったら
ええもの、年とってたらそ んなことはできひ んけ んど、そういうことを日々思ってます
んで、そこらんとこ、若い人研究してもらって、そういう施設があっさり、そういうと
ころにちょっと頭 を突 っ込んで考えてみ たら、人やらは回 してくれるし、またそういう
とこで大学なん か勉強・・教 えてくれるん やないか思ってます。そういうことです。
○農政部会長 ありがとうございました。また、それ参考にしていただいたらうれしいと
でなかったら、よっ

思っております。

○木村委員 お三方、いずれも規模拡大の思いをお持ちながら、なおかつ新規就農の方も
たくさん集まって ほしいなという思いお聞きしまして、大変心強いなと、夢 があるなと
思って関 心してた んですけども、これからのこの農業者、農業の担い手、１つは、い ず
れも 皆様 、認 定農業者の方 々だと思いますけれども、 個人で規模を 拡大されるのと、一
方で渡邊部長の部長の説明にありましたように、集落で頼ってる部分がありまして、実
際に谷さんのとこも農事組合法人なさってますので、集落の農家がこぞって参加されて
るパターンな んですけども、それって本当に 私のとこも同じことでして、先細りが目 に
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ばりばりでやっていただける人ってもう、上でいけばもう７５がそ
ろそろ怪 しくなる。僕 ６０ ちょ いですけども、僕 まだ 比較的若 手。一番 若いやつでも５
０ぐ らいがもう下のほ うですので、そん なん でやって んですけど、ただ ね、この 組み立
てとして 若手の方 がよく持 って２町分も５町分もしていただいてる、この担い手の方 々
と、もう一つは、どう 転ぶ かわかりませ んけれども、 集落 営農で荒地に 任せてしまうの
に歯 どめ をきかせておくのが大 事やと僕 思ってる んです。 僕な んか、リタイアの 世代 で
すけども、少 なくとも、自 分も 含め てですけど、２０年間農業でき んの ちゃ うかなと思
ってるん ですよ。 ほな ね、それ ぞれ学校 あがって 若いにサラリ ーマンやってても、戻 っ
てきて農業ができる人たち を迎 えるため にも、そういう集落営農をきちんとしとくのが
大事 なんちゃ うかなと。その中で何 とかかん とかやりくりしとったら、次の エー スが 出
てきて何 とかなるのかなと思うのと、それから農 事組 合法 人は、株式会 社への転身も 可
能ですので、それはつないでおったらそんな可能性もあるのかなというふうに思ってま
すので、 私が今かかわらせてもらってます農 事組 合法 人も、そ んなに大もうけしてるわ
けじゃないですけども、ただ、 地域 の財産守 ってるのは確実にそのとおりですし、その
集落の中で農業できないお家が多々出てくる中で、うちのとこの組合がそれを受け持っ
て維持管理をここ２０年ぐ らいは必 ずできると思います。そこから 先エ ース が出 てこ ん
かったらあか んかもしれません けど ね、そういう 組み立てが大 事なのかなというふうに
見えてます。現役で

思ってます。

僕は南丹市全体の問題、これは農政部会でもちょっと発言したことあったん
ですけども、農業 経営にかかわって、何 かの大きな目標という んですか ね、南丹市全体、
あるいはもう 少し 旧町単位 で限 ってもいいですけども、特産物づくりも 含め て、 何か１
つの 目標 に向かって大きな 流れができてるような、そ んな んがあん まり 感じ られへん な
と。農業委員、７月なってからわず かですので、 僕が 知ら んだけかもしれません けども、
生産 者と、その次に入 ってくるような加工や 製造 の過程と 流通 と、それから小売 りと 消
費のこの一連の流れにね、何か見えてこない、１つの流れができてないような気がする
んですけどね。そういうものをしっかり組み立てることができれば、さあやるぞ、とい
う雰囲気 になってくると思うん ですよね 。それがなかなかできてないん ですけども、こ
こを 突破 せん とあかん のちゃうかなと。それのリ ーダ ーシップ どこがとるのかいう問 題
はありまして、それはまたうち も頑張ってもらわなあかん かもしれませ んけれども、農
業団体だけでなく、ＪＡが 頑張 らなあか んとか、あるいは、皆様方 の若 手の 何かやろう
ぜという、そういう引っ張り方をしていただくのも大事なんちゃうかなというなことも
ちょっと感じました。すいません、以上です。
○農政部会長 ありがとうございました。農業委員の皆さんからもいろいろお話伺いまし
た。 前向きな意見を聞かせていただきまして、本当に 心強 いなと思っております。やは
り、いろいろな課題なり、たくさん出てまいりましたので、またこの後、渡邊部長さ ん
からちょっとわかる 範囲でまたできたらお願いします。
それと、
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○渡邊オブザーバー 先ほど木村さんのほうからもありましたように、もう規模拡大を考
えていただいておりまして、大変ありがたいことでというふうに考えてます。初め綿井
さん のほ うからありましたように、 ハウスの 把握 についても、 各支 所段階ではデ ータ 取
って、ＪＡさ んとの協力も 得ながら、どこに 何ぼ のハウス があって 動いとる、動 いてへ
んの確認はしとるんですけども、なかなか移築、移設までの取り組みになってないので、
その辺少し 精度 が上 げ られたらいいのかなというふうに考えてます。
規模拡大する上で、人の確保がいるというふうなことで、園部なんかの場合は大学生、
結構、そこの二本松のところの関係のところで農業に興味を持った子とか、今日おられ
ますけど、平野さ んやら、 ちょ っと 知り合いやらおらはったりということもあって、 結
構学生４年間おってくれる間に、ハウスとかの播種とかの作業、２回生なったらほとん
ど覚 えてしまうとか、もう 放っておいてもやるような 子も 出てくるようにも聞いてます
ので、その 辺、１回声 かけて みはったらなというふうにも思ってます。
マ イナ ンバ ーについては、その辺 また市役所の ほうへ聞いていただいたら、基 本的 に
は、 雇用主の関係 でという 縛りがあるん ですけども、 活用 する上でどこまで 使わ んな ん
のかというのは、その 辺また企画の ほうに担当がおります んで、聞いてもらえたらとい
うふうに思います。

西さんのほうについての、やっぱり西田の地域での営農のやりにくさという、十分
に理解しております。かなり昔 の土地整理の中での営農ということで、 圃場 整備終わっ
たところと 比べ てしまうと、 問題があるのかなというふうにも考えております。
谷さん のほ うからも出てましたように、 牛舎を 増やしたいということで、それはＴＰ
Ｐ絡みで リー ス事 業やら、実施 補給事業やらが出 てきてますん で、その 辺また相談して
中

いただいたらよいかというふうにも思います。

規就農の関係でちょっと言っていただいておったんですけども、今日も参加
してもらってる人が何 人かおられます。なかなか本腰 を入 れてやろうと思って来てる 子
なん か、今１５０ 万もらえるからやって みようかとかいうようなところのす み分 け難 し
いん のん と、これ、やっぱ り先ほど谷さ んの ほうから 出てましたように、地域で ちゃん
と水 利のことも含めて 教えてもらえる後見人がおられないと、やっ ぱりそれはうまいこ
と回 らないというふうなことも思ってますので、その 辺も 含め て今まで 通り、もうちょ
っとその 辺、 地域就農者の 掘り 起こしというところに 目を向けていけたらなと思ってお
あと、新

ります。

最後になりますけども、先ほど木村委員さんのほうから出てましたように、特色がな
かなか出 てこないという話 になっております。これな んですけども、先ほど ちょ っと言
わしていただいた んですけども、６次産 業化等の取り 組み というような中で、地域です
ね、地域内にどのような作物がどのくらいの面積であって、いわゆる活用がどういうこ
とができるん やといったような 基礎的なことを踏 まえて、南丹市が 持ってます農業の 基
盤をもとに、どういうふうな作物を推進して振興すんねやというなことをやっぱり、い
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んですけども、１つにまとめ上げたもんがないということもありますので、
その 戦略 化の 計画 を２８年 度には立 てて、その辺推進 していかなければ いけないという
ふうに思ってます。なかなかね 、これもあれもあって、ほんだらどれがというふうなと
ころで、今まで進めてきました んで、特色を 出すということが１つのキ ーになるのかな
ろいろある

というふうに考えてます。以上です。

○農政部会長 ありがとうございました。それでは、時間の関係もございますので、次に
日吉町で営農されている富沢さ ん、中村さん 、谷口さ んにお願いしたいと思います。富
沢さん のほ うからよろしくお願いします。
○富沢氏 富沢です。ちょっと先ほどの八木の方々に大分言いたいことを言ってもらった
ので、ちょっと僕 から聞いてみ たいなということがあるん ですけども、まず 、循環型 農
業という 話があったん ですけども、今南丹市のほ うで 伏見か何 かの業者と一 緒に バイオ
ディーゼルか何かを作って、給食の運転、給食の配達の車とか、確か幼稚園のバスか何
かに 使ってるという話 があって、バイオディ ーゼルを トラクタ ーとか、そういったも ん
でも 使えるんじゃ ないかなと。 ちょ っと 調べ てた んですけど、なかなか ホー ムペ ージで、
どういうとこで入 手できるというのは、業者から直接 しかないので、それを ちょ っと、
コストの面とかもあるとは思うんですけど、もうちょっと僕らも、せっかくそういう活
動されてるので、そういうのを何か入手できる方法とかないかなということと、６次産
業化に関してですけど、今後どうしても 皆さ んつくっていくとかそういう分 で利益乗 せ
てくという話 になるのかと思う んですけども、今ふるさと 納税 というのが結構あって、
南丹市はどうやろうと思って見たときに、南丹市は特産物 がお 礼として 配送 しますって
書いてあるんですけど、ほかの県とか市を見ると、幾らでどんなもんが選べますという
ような価 値がある んです。南丹市は 結構京都ポー クであったりとか、個 人で 加工品やっ
たりとか、そういったもん で選べるもん とか、ほ かの 地域 というか、ふるさと納税で 外
部のお金 を南丹市のほ うに 入れてもらって、それをもうちょっと地域の ほうに循環とい
うか、 戻していくにも価値にならないかなというのをちょっと思いました。以上です。
○農政部会長 中村さんお願いします。
○中村氏 中村です。私が今農業をしている場所は、日吉町の胡麻の仲村という地区なん
ですけれども、この仲 村は 基盤整備 されたのが３０数 年前 になるかと思うん ですけど、
ほいで、その地権者と生産者が一致している田んぼというのはほぼないですね。あとは
みんな誰かに委託して、私自身、実際その中でも４筆を委託されてるというか、やって
ます。お 借りしてやってます。ですから、数 えたらもうほんと７割ぐらいが 多分 、生 産
者イコー ル地権者ということにはなってないと思うん です。その反 対だと思います。そ
ういう状況の中で、今 ソー ラーというのが、 発電 が今かなりどこを見渡 してもやってお
られると。これ農業委員会さん としては 逆行になるかと思うん ですが、 私はそれも１つ
の方法じゃないかなという 気がします。そこで、今までその地権者の方 が生 産者に依頼
して米なりつくるということであっても、その地権者というのは、 ほと んど 何も 認識 が
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んですけども、そういう状況であって、ソーラーをすること
によって 多少 がみ入りがある。どういう 経営 形態 でなってるのかというのは、いろいろ
あるかと思う んですけど、 詳しくないん でわからない んですが、そういう１つの見方 が
あってもいいかなというふう気 がします。それで、日 吉町 もかなりのソ ーラ ーというの
を先ほど言いましたん ですけれども、そこら 辺の 数字的に、ある程度農業委員会のほ う
で今 把握 されてるかというかということを１つお聞きしたいですね 。日 吉町 でどの程度
ないって言ったらおかしい

なってきたのか。

基盤整備されてるところで、新たにそういうソーラーなりをやるときに
は、どういう、例 えば 農転 手続 とか必要だと思う んですけれども、 基盤整備 されて何 年
後にそういう 何も 縛りのない、そういう 経営ができるのかということも ちょ っと、私知
識不足なので、そこら辺のところについてちょっとお聞きしたいなと思うんです。
それと、この間、安倍首相が施政 方針演説の中で、農業の所 得 を倍増 するとか、今あ
った 六次 産業を進めようとか、そのような話 があった んですけれども、その中で ちょ っ
と気 になったのは、農 地の 集積バン クですか、何 かそういうものをつくって 規模 を拡 大
して、そういう農業に向かっていこうじゃないかという、そういうあれがあった んです
けれども、そういうものに対して、今農業委員会さん としては、何 か対 応をしてるのか
どうかということです ね。確かに、それはどういうものになるかというのは、きっと バ
ンク という名前がついてる んで、そこである 程度コン トロ ール しようかなという政府 と
しても意思があるかもわかりません けれども、そういうものに対して何 かアクシ ョンを
起こしているのかどうかということ、ちょっとお聞きしたいなと思います。以上です。
○農政部会長 ありがとうございます。谷口さんお願いします。
○谷口氏 農業、一個人の農業というより、今この状況になってきたら、集落がどうなっ
ていくん かなというのがかなり大きな問 題になってくるん違うかなと僕 思っています。
今高齢者 率が、セ ンサスで６５ 歳以上の人が今６３％ に近 いというのが 全国の平 均です
か。 京都府は６７か８か、そこら辺 が速報値 として上がってきてると思うん ですけれど、
そういうことを、 じゃ あ、南丹市は今どういう状況なのか、南丹市でも 八木とか 園部と
か、また 美山、日 吉とは状況が 違うと思うん ですけど、そういうことも 含め て集落にい
ろいろな情報 を提 供してもらって、その中から考えていくということをしてもらわない
と、 集落全体 がもたへ ん。もたし方 をどうするかというのは、それは農政部会さ ん十 分
考えられてると思うん ですけど、そこら 辺もまた 集落 のほ うにおろしていただきたいな
それとあと、

と思ってます。

地の集積率で国のほうは７０か８０を担い手に回すとかいう構想ですけ
ど、 京都府は５０でしたか。南丹市はじゃ、どこら辺 までそういう 方向をもって 進む の
かとか、そういうなん がやっぱ り農政として 示していただけれ ば、現場としてはありが
その中で、農

たいかなと思います。
これも

出てますけど、やっぱり南丹市としての特徴は何やということを、やっぱ早い
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出していかないと、じゃ、南丹市に若い人を呼ぶっていって、「南丹市特徴何です
か」 って、「 南丹市の営農の特徴何 ですか」 って言われたときに、 「ええっと、いろい
ろありますけど」みたいな 話になってしまったん では、地域の人もなかなか来てくれへ
んの違うかなと。日吉町が合併前に新規の就農の人を入れられたんは、まず基本的にミ
ブナっていう特産物がそのときはあったから、これを基盤になったら就農しても生活が
できるん違うかなということで 入ってこられた人が多 いと思う んですけど、そういう 何
か足 場になるものをやっぱ り特産物 として育 てて、それを６次 産業化も 含め た流 れの中
で早いこと 組み立ててもらわ んと大変なことになってくるん違うかなと思ってます。
それともう一つは、高齢化が 進ん でいく中で、いろ んな 組織 があるわけですね 。その
組織を担うというのが、担い手が減ってるわけですから、その減ってる担い手に集中し
ていくわけですね 。そこら 辺をもっとシステ ムを 整理 していかないと、 みん なが役疲 れ、
会議 疲れになってきて、結局どこが 決め てる んかいうこともわから んままいろん な会議
があり、一応 会議はやりましたよみ たいなことになっていくん で、やっ ぱりそこら辺 、
スリムにする、組織はスリムし、やっぱり必要な組織は組織で残すという線も出してい
かん と、なかなか 話が 積み 上がっていかへん の違 うかなということを個 人的 に思ってま
こと

す。以上です。

○農政部会長 ありがとうございました。今日吉町で営農されてる３名の皆さんにそれぞ
れお 話をお伺 いしましたので、農業委員さん から 何かあれ ば聞かせていただいたらうれ
しいと思っております。
富沢さ

ん、中村さん、御意見はまた後で、渡邊部長のほうからわかる範囲でまた聞か

せていただこうと思っておりますので、よろしくお願いします。

ん１期目のときに一緒に農業委員お世話になって、なった方でございますんで、
また今こうしてもう委員や めれて、そしてまた、今農業一本で 頑張 っておられることを
聞かせていただきましたけど、また 反対に農業委員はどうしたらもっとええのか、そう
いうこと ちょ っと聞かせていただきたい。これからまた、 私た ちまだしていかなあか ん
ことをまた勉強させて ほしいと思いますので、気 がついたことあったら聞かせていただ
谷口さ

きたいなと思いますけど。

○谷口氏 そんなこと言っていいんですか。
○農政部会長 言うてもらったら結構です。
○谷口氏 どんなこと言うてもいいんですか。
○農政部会長 はい、結構です。
○谷口氏 不十分ながら農業委員で勉強させてもらったつもりですけど、やっぱり農業委
員してる 方は、農業委員やと思ってしてもらってるかもしれません けど、地域というか
集落なん中で、じゃ、農業委員って何やっていうのは、まず見えにくいということで、
いろ んな シス テム があって、新 規就 農者の人たち が、まず 農業の相談行くことなったと
きに、どこへ行っていいのかというのもわからない。それがやっぱ り、かなりいろん な
9
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無駄が発生してるんちゃうかなって思います。国のほうでも農業委員会の改革を考えて
いる思いますけど、確かに 戦後すぐ できた法律でもう７０年ぐ らいたってるわけですか
ら、現状に合ってない部分 がかなりあると思うん です ね。やっ ぱりそこら辺 は国から言
われるん でなくて 地元 のほ うから、やっ ぱりこういう農業委員会にしたいという、逆 に
提案していか んと 飲み込まれてしまっておしまいになるん違うかなっていう 気はしてる
んですよね。農地解放を受けての農業委員会やと思うんですけど、やっぱり農地を守る
というのは主 で、 強い 権限 はあると思うですけど、そこら 辺でなかなか 僕も委員のとき
に何 もできなかったし、活動もできなかった んですけど、今回 農政部会というところで
毎月行われてるんであれば、やっぱり積み上がった議論をしていかんと、どんどん上か
らの情 報に 押し 流されていく ん違 うかなと思いますけど。
ちょっと中村さんの意見と少し違うんですけど、先ほどのソーラーのことですけど、
僕は地域の特徴を出そうと思えば、農地を簡単にソーラーパネルで覆うというのは、景
観的にどのようなものかという気はする。この地域に合った仕組みに近いところで、ど
ういう景観を 残していったら、まち の人がこの地域に 愛着 を持 ってもらえるのかという
こと、という発想も必要なん と違 うかなと、 個人的 には思ってます。
大それたことよう言わん ので、すいませ んけど。
○農政部会長 ありがとうございました。また参考にさせていただいて、改めるとこは改
めて行きたいと思っております。
○平野委員 先ほど地域特産物の話が少し出ましたけども、旧町から基本的に、園部でし
たら キクナとか、 八木でしたら ミズナとか、そのお墨付きというのは従 来通 り変わって
ないというな 形の中で今の生産 、それぞ れの 経営の生 産部会さ んなりが取り 組まれてる
と思うん ですけども、その 辺を 集約 して南丹市としてどうしていくかというのは、先ほ
どの 渡邊 部長の説 明のことなん ですけど、それと合わせて、経 営所 得安定対策の中で、
やっ ぱ地域特産物 というのは指 定も南丹市ではされてて、それに対して、その配分何 か
についてもちょっと手 厚くとか、そういうなものがどういう生 産物 であるとかっていう
のは、もう特色づ けられてますので、そういうな部分 を見きわ めていただいて、２８年
度いい計画が策定していただいたらなというような形で思ってます。なかなか６次産業
化というのは、なかなか難 しくて、なかなか 私も市におらせていただいたときにもいろ
んなことも考えさせていただきましたけども、やっぱりコストとか、いろんな人的なも
のとか含めて 難しい部 分もあります。なかなか軟弱のもので、そういうなものをつくり
上げ ていくというのはなかなか 難しいとは思うん ですけども、 何かいいものができてい
けばなというような 形 で思ってます。
それと 先ほ どちょ っとハウス の話 も少 し 出てましたけど、旧園 部ですと、 若干 その 辺
の流通もされてまして、今後その辺 もうまくいけ ばなというな 形も思ってますので、思
ってますけど、実 際に農業委員としても 空き ハウスについては、それぞ れ地域を見させ
ていただいて、最近ですと今熊 原の ほうで、お近 くですので少 し圃 場の ほうで土地で 従
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辺で、今まで従来やっておられたとこのハウスとかを１
回潰して、またやられるとこについては建てかえられてという保証もされるそうですけ
ども、要らないとこについては、また置 いといてくれるようなこともあろうと思います
が、なかなかそういうところに 声はかけさせていただきますが、なかなか踏ん切 りが、
よい 声を 返していただく方 ってなかなかないなと思いながら、それでも農業委員として
は、そういうとこ 地域 を見させていただいて、そういう情 報を 得るという努力はさせて
来やっておらたところで、その

いただいてるというようなことです。以上です。

○農政部会長 ありがとうございます。委員の皆さん、何かほかにありますか。
なけれ ば、 渡邊 部長から 先ほ どの 答弁 いう形で、ちょっとお願いします。
○渡邊オブザーバー すいません、全部答えられるかわかりませんが、富沢さんのほうか
ら出 ました環境に 優しい農業ということで、 バイオディー ゼル 、これについては、今 ち
ょっと調子がよかったんは、ガソリン代が高かったんで、Ｂ１００言うて、バイオディ
ーゼル、いわ ゆる 植物用油 を回収してきまして、それを精製して、いわ ゆる 軽油 にかえ
て、 耕運 機等で使 うん ですけど、大 体２００ リットル のドラム缶で 卸してきますきます。
それで１１０ 円前 後やった んですけども、今 ちょ っと ガソリンがそれ超 えてしまった ん
で、いうのが１点 と、やはり思いの中で、これちょっと今後普及させようと思っておる
のん は、 環境 に優 しい農業やってますということで、いわ ゆる バイオディー ゼル 、よく
京都の市バスで聞いてもうとるように、てんぷら油の家が廃棄ガスからするということ
で、 通常 の農機具 で使 ってもらう分 については１００で大 丈夫やということで、今八 木
のバイオエコロジーセ ンタ ーでは、 専用 の給油の 装置 を設 けまして、場内の、いわゆ る
堆肥の切りかえしに使うコイルローダーなどの燃料は、もう全てそれになってっている
ようなことでございます。

目の意見いただきました。ちょっとやっぱりふるさと納税については、やっぱち
ょっと改良点があるのかなというふうに私自身も思ってます。中村さんのほうから意見
の中で、 圃場の分 がほ とん ど受 託されるなり、やれる 利用権設 定で、ほ とん ど地域の人
が田 んぼ を守 りせやら んと、ほ かの人で７割守りしていただいとるというなことで、そ
ないな現状なん かなということで、ちょっと 改めて 感じ たようなところです。
その中でソ ーラ ーの意見を出 していただいとったん ですけども、これ農業委員会メ ー
ンの 話ではあるかと思うん ですけど、基 本的 に南丹市の関 係では、たいていの地域にお
いて、農 地水や中山間 地域 の直 接支払交 付金 をもらっていただいておりますので、そこ
で森 とま ちがあって、 太陽 光パネル を立 ててもらうと、遡及返還ということにもなりま
すん で、そこの辺 は十 分注 意してやっていただきたいなと。当 然、 圃場 整備 をしておら
れない住宅地 とも 改善 農地 でありますとかいうところについては問 題ないん ですけども、
結構夏場に熱が発生するということで、周囲に与える環境もあるみたいなんで、農政サ
イドとしましては、やや設置に対しては慎重。基本的には、いわゆる農地圃場整備が終
わった田んぼでは許可出ませ んよという対 応 をさせてもらってます。
２つ
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得の倍増ということで、これ集積事業いろいろあります。転用される貸
し手 側、 借り手側 のものについて支援をしながら 集約 化は、言うたかな、担い手のほ う
で集約していって、生 産コスト を下 げるという事 業な んですけども、基 本的 にはきょ う、
西村さん来ていただいておりますけども、農地中間管理機構を利用しましてやるんです
けども、あん まりこれ オー プンで、 前のときにもしゃべらせてもうとったん ですけども、
貸し手、手を挙げてくださいというと、貸し手だらけになって、誰が受け手になるんや
という、受け手が 存在 しない中でそういう話 を聞いてしまいますと、我 も我 もという 話
で、 例え ば転用の関係 で、農業をや めるのに、今３反 以上やったら 何ぼ渡します、５ 反
以上やったらこん なけ、５ 反以上はこん なけというような 話がある んですけども、その
話ばっかり先行していくと、地域で農業を守らなあかんのに、逆に逆行する、手放して、
後知 りません よというようなことになっても 何な んで、ちょっとその辺 は慎重な取り 扱
いをしております。基 本的 には、一定集落でまと め上 げていただいて、 貸し手と 借り手
がはっきりした中で農 地中間管理機 構の取り 組み については、実質動かしてるのが現状
あと、農業所

であります。

んのほうからいただきました、これも農業委員会と連携しながら、やっぱ
り高齢者情報 とか、今後の 地域 の、いわ ゆる高齢化率 も含めてどうなっていくん やいう
ような情 報は、農政サイド のみ なら ず、 ほかのところにも関係 しておりますので、その
辺はうまく伝わるような仕組みをつくっていきたいというふうに思ってます。これは企
画部門とも一緒に連携してやってるようなところがございます。
あと、市として 集積率どやという 話があったん ですけど、今の現状では、 先ほ ど言い
ましたように、や みくもにそういう 集積 を考えていくと、まず は地域の中の営農 体系 で
考えてもらうようなところで取り組んでいけたらなということで、中山間地域の直接支
払事務をやっておられる役員さんなり、農地・水の役員さんなどに、その辺うちのほう
で申請書 をチェックさせていただくときに担当のものがそういった 旨での調整などの 御
意見も聞かせてもらう中で事務を 進め ておるような状況でございます。
あと最 後に言ってもらっとったん ですけども、やっ ぱり 特徴 ある農業はどうす んねん
やということで、やっ ぱり１０年前ぐらいは、言うてはったように、ミズナ で営農計画
が立ちました。単 価もよかったというところで、それ ぐらいがもう 限界 で、あとはもう
悪くなる一方で、今後もやっぱりその辺、就農計画、新規の方にもつくるときに普及セ
ンタ ーとともに計画を 立てておるん ですけども、なかなか 難しい現状になってきとるの
が現状です。またその 辺も 含め て、 ちょ っと 京都府とも連携しながら入 っていけたらな
次に谷口さ

というふうに考えてます。以上です。

○農政部会長 ありがとうございました。それで、また時間の関係もございますので、次
に美 山町 で営農されてる中島さ ん、篠山さん にお願いしたいと思いますので、ま ず初め
中島さ んからよろしくお願いします。
○中島氏 すいません、美山町の中島と申します。１５年ぐらいしかまだ農業をしてない
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んですけれども、１５年前に営農の養鶏を立ち上げまして、今きてます。この表では水
稲プラス養鶏とってますけども、養鶏プラスほんの少しの水稲というなことでございま
す。水稲 といいましても、１町 ３反ぐらいしかありません 。美 山町 は、 私はまだ日吉 の
トンネルから出て２キロぐらいのところですので、まだ近いところなんですけれども、
人間よりもシカやらイノシシが大変 多いところでございまして、田 んぼ をつくっとん の
か、 シカ をかっと んのかわからへん ようなところですので、なかなか規模拡 大っていう
なところにはありませ ん。 私、今年、去 年の４月に子供をかえしまして、どうやと、小
遣い程度しかないけども、一緒にせえへんかということでやっております。水稲の拡大
ができれ ばいいん ですけれども、実 際に今言いましたようなことですので、 集落 の中で
余ったところを維持していくのが現状で、水稲でもうかるというなことは思って、られ
ないような状況です。 先ほ どおっし ゃってましたけど、集落の中で、ええとこだけそら
つくらせてもらえたら一番もうかる んですけども、余 ったとこどうやということでつく
ってるん で、水稲 でもうかるというよりは、 集落 の水 稲の 維持 をしとるようなことです。
これが何 とかならへん かったら、子供に 規模拡大して一緒 にやろかいやと、もっともう
かる農業しようかいよということなかなか言えへ んなというところです。また、 ほん で、
規模拡大をしていって農地集積をしていった場合に、獣害の線にしてもフェンスにして
も、それ ぞれ自分 らのとこだけでせなあかん 。またそこの水路 の維持管理の中で 飛躍 が
出てこないので、自分らだけで、その長い水路にしていかなあかんとなると、農地集積
をしたら、これちょっと逆 にま ずい んちゃうかというようなところで、今後どういうふ
うにしていったらええのかなというのが頭 が 痛いような状況です。
それと、今南丹市の中でなかなか ずっと人口が 減っているというとこの中で、 Ｉタ ー
ンに対してそれぞ れ施策もとられておりますけれども、やっぱ りＵターンももう ちょ っ
と目 をつけていただいて、 集落 の人を残 していくということがなければ 、なかなか集落
の維持はできへん かなと思ってます。先ほど言いましたように、水 稲でもうからへん さ
かいに万歳しはって、 誰も受けてがないという状況になってくるということは、そのも
うからへ んとこを 若い農業者に 頑張 れよと言うたかて、もうからへ んとこ任 すん ですわ、
これもうからへん です ねん 。やっぱ り農業で 若い人がええとことって、 頑張 ってもうけ
よと、そのかわり、やっぱ りサラリ ーマンで ちょ っと年齢 超えた人が維持管理のため に
一緒 にみんなで集落営農して維持管理しようかいやということやないと、なかなか若 い
子が帰ってきて農業をということにはならへんのちゃうかなということを思います。以
上です。

○農政部会長 ありがとうございます。篠山さんお願いします。
○篠山氏 すいません、言いたいことがほぼほぼかぶってしまって何を言おうかなと思っ
たん ですけれども、僕個人の状況といいますか、うち は肉養鶏 と京地鶏 というのと、今
新しく京美山 地どり、 美山 豚という 豚を ちょ っと 趣味みたいなもので育 てとるん ですけ
れども、うちんとこの状況でいいますと、すごく水の 神様 と疫病の 神様 に好 かれてるら
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始めたころに鳥インフルエンザが来、ストップしてしまい、次怖いなと思
っとっても、それを疫病対策ちゃん とせなと思ってたころに、こん ど市 鶏場が法 定伝染
病を出し、そこからうちが鳥入れとって、うちの鳥が殺処分になってしまい、どうにか
せなあか ん思って、次のところに新しい 鶏舎を、お金引っ 張ってきて建 てたら、そこが
水に 漬かったり、その水を 避けるた めに ほかのところに行ってやったら、今 度、 前の 台
風のときに土砂崩れが起き、やっぱりそこに谷水が流れ込んできて、また沈んでしまい。
ちょっと人災でいたずらをされ、また新しい病気を入れられてしまい、それを何とかし
よう思ってコ ンクリー トをはったら、またそこに水が来という、すごく 楽しい状況にな
ってまして、なかなか、そ んな んがなかったらそこそこもうかるような 感じ ではなっと
った んでしょ うけど、 ちょ っとそういう 償還 を返 すのに、今手いっ ぱいにはなっとる状
況な んで、今 僕がここで何 を言える んかというな 話な んですけれども、 ちょ っと 僕、 ず
っとやってて思うのが、もうかる農業というのと、あと集落維持のため の農業って全 く
別物やと思うんです。国の言うてるように、どんどん集積していったところで、僕らの
場合ですと、 畜産 でな んでふん が出 ると、そのふ んは 地域 に消費してもらわないと困 る
んですけど、結局僕らが集積した結果、自分のところで消費せなあかんというような状
況になってしまい、結果として 環境負荷 のかかる農業になってとか、あとさっき中島さ
んと一緒の意見なんですけれども、僕らが広げることによって、結局長い、長い水路を
僕らが管理せなあかん。そうやっていくと、もうどう考えたって回るはずがないんです。
時間 的にもお 金的 にも。僕 が思うのは、田舎に暮 らしたいという人は潜在的 にも 結構 い
っぱ いいると思う んです。そういう人た ちに１反 と言わず に１ 反の 半分 、家 と一 緒に 住
まへ んかって、１ 反の 半分 でもつけて渡 して、農業者って、な んちゃって農業者を増 や
していき、水 路の 維持 とかそういうのを みん なで一緒 にやっていき、もうかる農業って
僕らがやる分には、しっかりとベースに、金銭ベースの乗る農業というのを組み立てて
いかなあかん のかなと。そういうふうに人が 増えていけば つながりもふえていきます ん
で、もうける チャ ンス というのもいろん なところで芽 が出 てくると思う んです。今農業
でもうけてはる人って 何人もいはる んですけど、 僕の 周りでも。でも、その人にしか 基
本できないような営農のスタイルな んです。 僕らがその人のところに行ってまね しよう
と思っても、 結局 その人の人脈 で広がっているような スタイル であったり、それを僕 ら
が急 に入 ってできるかって言われたら、できるわけがなくて、それやったらそういう 半
分ずつやってる人たちと話をしていって、そこからつながっていって、おまえそんなこ
とやってるん やったらうち のところもこ んな んあるから協力するわって言って、 ちょ っ
とず つそういうチャン スを 拾っていかなあか んのかなというふうに、僕個人は今そうい
うふうに思ってます。なん で、今ちょっと自 分のところも時間もなかなかとれないです
けど、なるべ く外 に今 出て行って、営業かけて、そういう 種を ちょ っと自分 のところに
戻していくように、今、自分のところではそういうふうに進めています。
あと、人が 集まらへんとか、そういう 話 になってて、今 外国人の派遣 のというな話 が
しくて、やり
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んですけれども、うちの知り合いの社長がそこの会社の社長なんで、もし興味が
あれ ば、 多分 かなり安い値段で 入るようにはなると思うん で、 声かけてもうたら紹介し
あった

ます。

ね。基本的に人手不足であれなんですけど、多分長期で働いてくれ
る人というよりも、時間的 に長期に来てくれる人、例 えば ７月、８月、９月の間だけ来
てくれるっていう人を、多分皆 さん求め られてると思うん です。な んで、そこを ちょ っ
とどっかマッチン グできるようなシステ ムというのを、僕 らも意見を出 しますし、ちょ
っと 構築 していただけたら、比較的 そういうところも 解決 していくのかなと思います。
何を言ってるのかようわからへんような状態になってしまいましたけど、これで失礼し
あと、人、人です

ます。

○農政部会長 ありがとうございました。美山町で営農されてる２名の方にそれぞれお話
をお伺 いしましたが、農業委員の 皆さ んから 何か意見ございますか。
大変な目 に遭 われてるいうことを聞かせていただきましたけど、 災害等で先ほども言わ
れましたように、もうかる農業か集落維持かいうことも聞かせていただきましたけど、
私も美山町でんねんけど、主に美山町あたりは親からもろうた、先祖さんからいただい
たその農 地を 守るのが 精いっぱ いで、もうかる農業という人は、ほ とん どと言うてええ
ほど少ないと思っております。また、園部、八木の地域とは、またちょっと違うような
形かなとは思っております。
それと、Ｉターン、Ｕタ ーンの話 も出 ましたけど、そうして人を増やしていただくの
本当に、そういう 形をせん とあかん ということはわかってます ねん けど、今 結婚 したは
らへ ん方 がたくさ んおられます。美 山町 にもたくさん結婚 しておられない方 がおられま
すので、その人らが結婚していただいたら、もっと人口が 増えるのかなと思って、それ
はいつもその人等を見たら思っとるようなことです。

○篠山氏

規就農者を増やすというよりも、純粋に田舎で住みたいという人は、農業を
やりたいというのをどっかで思ってる人がほ とん どな んで、その人が簡単に ちょ っとで
も関わっていけるようなシステ ムをつくれたら、 反の３分 の１でもいいのでつくれたら、
多分そんな人も水路の維持管理とかには出てくれるようになると思うんです。
○人見委員 そういう維持管理がかなわんだけに集落のもん、若いもんは皆外行くんや。
○篠山氏 そうですよ。外から来る人は反対なんで。
○人見委員 そういう村の行事とかのそういうことが、もうめんどくさいんや、今の若い
もん にしたら。ほんで 出ていく ねや。来てくれたら一番いいね や。そうして 皆、それに
出たりすんのはもうかなわんと、役もうたりするのはかなわんと言うて、もう村に残ら
へんね や、 若いもん は 最近。
○篠山氏 僕もそれは重々感じるんですけれども、逆に外から来る人は。
○人見委員 外から来る人が一番ええねや。ええねやけんど、それがもう若いもんはそう
いうふうになってきて んや ん。もう 我々でも。でももう年の差 でやっぱ り聞くと、やっ
新
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ぱりそういう皆それがかなわんだけ、かなわんというかめんどくさいことかなわん。
○篠山氏 人数が減ってきて、残った人がどんどん集約していくから余計かなわんように
なる んですけど、でも 外に 住ん でて、わざわざ田舎に来たいという人は、ちょっとでも
そういうのに 触れたいという、農業の関 係に 触れたいという人が多 いん で、確かに、え
ーこ んなこともせなあかん のって言われることは 多いと思うですけど、でもそこに住ん
でた人がやるよりもハ ードルは低くなると思うん です。な んで、ちょっとでもそういう
ところでつなげ ていけるような感じになれ ば と。
○人見委員 それが一番ええねや。それを思ってんねけどな。やっぱりそういうな行事や
ら参加するのは嫌 やな んや。ほんで田舎 暮らしがええっちゅう言うてるけど 我々の平 均
値の中ではな、やっぱり田舎暮らしは若い間や。年とったら田舎帰りたいって言うけど、
ようけあ んねんけど、年とってよう考えてみ たら、車 に乗 れへ んなったら、田舎で生 活
できへん で。そうすると皆帰んねん 。若 い間やったら 無理 してでも 遠いとこでも 務め ら
れるけど。我 らの 経験 からそれを思ってる。わしの地区の年にも１００なった人でも、
今京都の 真ん 中におられる人おるわな。大きなマンシ ョンに住んど んね や。そしたら、
病気なって隣で降りたかて、もう１００超えとったかて、何かの病院があって医者が診
てくれるわ、言うたら。田舎ではできひ んや ん、それが。 若くて車 に乗 れる間は、そら
病院行って、行けるって。災害でもどうにもできへん。
○篠山氏 そのとおりやと思う。僕も年取ってから田舎でって言われると大変やと思うん
で、 基本 的に 僕が言うてる 世代 は、 子育 て世代の人た ちが来てもらえるような、そん な
人らって、田舎で 暮らすにしてもハ ードルが高過ぎる、今の状 態で。な んで、そのハ ー
ドルがちょっとでも下がるような仕組みというのができたらなと。
○人見委員 しはったら一番ええねんけんどな。なかなかそれがもう、できへんねんけん
ど、そらそういうことをしてもらわな。 支援 してるところは若 い人が入 ってきてようけ
新聞でもよう 出てるわ。見てると。でもなかなか、もう集落に 残っとるもう７０以上の
８０、９０に 近い人ば っかりおるようなところはなかなか 入ってきいひ ん。きてくれて
応援してやったら、そら来る人もおるわな。まちでは。
○農政部会長 よく言いますねんけど、私の集落は１２戸でしてんけど、２戸が新規就農
の、新規就農 ちゃ います、 Ｉタ ーンで来た子 がいます。よくしたいと思いますけど、１
人は キモト君 いうて、あぜ道か 何やで、あれやっとる 子ですねん。その 子と タグチ君 っ
て２人おりますねんけど、 彼ら２人、もうちゃん と家建てて子供２人、３人いうて、５
人、うち の地区から５人子供が、小さい 子ができたん です。ところが農業は 絶対 嫌や言
うて来てます ねやわ。農業する ねやったら入 らへ んで言うて。それもありかなと思って
おります ねん けど、それももう 子供 らがもうだん だん 大きくなってきて、高 校出 たら、
もう必ず出ますし、「 どうするや」 って聞いたら 「子供は 子供 の人生やで、とやかく 何
も言わへ ん」ちゅ うて 彼ら言うてますし、「何で ほなこっ ち来たな 」言うたら、 「僕 は
京都におったんでは、ちょっと家がよう建てなんだらわかんけど、ひょっとしたら、田
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家建てれるかもわからんで来ました」言うて、だから家建てましたわ。そう
いうタイプ の子 も中にはおる みたいです。
○木村委員 すいません、ちょっと途中抜けておりましたけど、集落の中の水路の問題だ
とか、本当に 悩ましい部分 はあるのかもしれませ んけど、 私の 地元 の黒 田という村の中
の話 なん ですけども、水路 の維持な んかはね 、多面的 機能支払 交付金などお 金が 出て 地
域全体で取り組もうという方向性が出ておりますし、実際そのとおり我が村は六〇数件
の村で農 家４４軒 ですけれども、農 家の 方、それから 外部から 入ってこられた方 も一 緒
に３月の 彼岸 の日に溝 さらいと 道づ くりというのを昔 からの行 事でやってる んですけど、
それは農 家の 方も 含め て一 緒に取り 組ん でますし、単 にそれ溝 さらいするだけでなくっ
て、年中行事 として７月には集落の農道 にコスモス植 える んですよ ね。 多面的機 能支払
いで、その維持の部分 で言うと、景観対策で取り 組ん だりする んですけども、村 全体 で
取り 組もうという、そ んな取り 組み もありますので、確かに現実を見れ ば厳しいこと ば
っかりかもしれません けれども、おっし ゃっていただいたように入 ってこられた 方が田
んぼ１枚でもかまへんさかいにやっていただいて一緒にやろうなというのは十分ありか
なと。それほ ど悲観的 にならん でもええ んちゃうかなと。うちんとこの村のことを思え
ばそんなふうなことを思います。
○農政部会長 ありがとうございます。それでは、渡邊部長から、また意見としてもしも
あれば 、お聞かせ願いたいと思っております。
○渡邊オブザーバー すいません、そしたら簡単にですけども、中島さんのほうから出て
ましたように、結構集落での維持管理が大変なとこになっとるというとこで、実 際、 先
ほど来出てます農地の集積事業に関しましては、本間にどっちか言うと南丹市のような
中山間地域を、いわゆ る狙 ってきたはる 事業はなし。やっ ぱり 滋賀県とかああいう広大
な平たん地で１町区画 の土地について、 企業 参入 にするような中で 何とか支援できへ ん
やろかというのが、僕 らから見してもうたら、そ んな 事業の感じでとってます。当然 う
ちらのようなところでいったら、さっき中島さんのほうから出てましたように、谷田も
含めて受けてもらわんと、農業集積、農地集積あきまへんでと。よいとこだけ買うてる
んて、変な話、ほか知らんでというのんでは、地域の営農活動にも支障が出てきますの
で、その 辺も 含め た中でちょっと慎重に南丹市の ほうは動 いておるというのが現状でご
ざいます。Ｕターンも 含め てそういうことで、やはりそのようなとこについても、いわ
ゆる定住促進に掲げて南丹市のほうも市全体で動いてます。そんな中で住んでいただけ
るような手だてのＰＲ についても市 全体 を通じてやっていきたいというふうに考えてま
舎行ったら

すので、よろしくお願いします。

んのほうから出てましたような格好で、期間的な人員の確保というのは、
やっ ぱりこれ コストダウンについては、 結構ポイ ント にな んのかなというふうに 感じ ま
した。ちょっと中 座しまして間のことがわかりません けども、やっ ぱり 外から来た人の
力を借りながら集落機能を維持していかなところにも来ておるというふうに理解してま
あと、篠山さ
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すので、その

辺やっぱり住んでもらえるような環境づくりが重要かというふうに考えて

おります。以上です。

○農政部会長 ありがとうございました。それでは、時間の関係もございますので、次に
園部町の下間さん、堤さん、児島さんにお願いしたいと思いますので、よろしくお願い
します。下間さ んの ほ うからよろしくお願いします。
○下間氏 失礼いたします。今までちょっと話を聞かさせていただいてまして、皆さん難
しいことをよう言わはるなと。 僕はもう本間にあ ほな んで、なかなか難 しいことも言え
ないこともちょっと了承いただいて、き ょうの意見交換の中で、現状の課題とか、行政
機関への期待ということな んで、ま ずはうち の現状ということをちょっとお 話をさせて
もらおうかなと思います。うち は南 八田ということで、おやじ が帰 農しまして、 僕はも
う言うても２ 代目 でございます。ほんで、今南八 田２１町分の 土地 があるん ですが、そ
の中の大 体８ 町弱 を米とエダマ メ、それでやらせていただいております。営農の課題と
しましては、 最近 もう 目に見えてわかってきてるのが高齢の波 が来てると。うち のおや
じがそうなんですけど、もう７０の壁をたたき出してきたと。そうするとやっぱりもう
全然体が動いていってないと。口は達者なんで言うことは、もうどんどん言うてくれる
んですけど、なかなか体がついてこないと。ほんで、米をメーンにしてますので、重量
物が多いと。ほんで３年前くらいから米のリフト、リフターですね、もう１個、１個袋
を上 げる リフトを 買いまして、それでやってると。けども、それでも追 っつかへ んさか
い言うてもう 去年 度はついにフレコ のリフト の設備を 入れさせていただきました。これ
から ほん で、言えることというのは、これから体 が動 かへ んようになってくるというこ
とは、何 かにやっ ぱり 頼っていかん といけないということで、いろいろうち らも市で 設
備の投資をしていかなあかんのなかと。ただ、米価は下がっていく、補助もいろいろな
くなっていく、そ んな中で本間に思うのは南丹市さん とか、そういうとこで、僕 らせっ
かく 法認 定にはなっております んで、そこに向けての、もうちょっと補助、 応援 なりを
いただけるような 体制 をとっていただければ 、もうちょっとスムー ズに、今の規模の現
状の 維持 です ね、これがしていける んではないかと。この現状の、 僕はもう ほん でこれ
以上、はっきり言うて、労働力 のなさからもう、はっきり言うて規模拡 大というのは、
僕は難しいと、今現状思ってます。ただ、本間にもう、今の規模を維持するのか、それ
とも 品目 を絞 っていって、これを縮 小していくのか、もうそういう 岐路 には 立ってると
思います んで、何 かそういうところで情 報をいただいたりとか、そういう応援をいただ
いたり。 ほん で、マメ に対しても２４年 度に国の 事業でブ ームスクレア ーの ほう 入れさ
せてもうたん ですけど、これも 薬をまく 労力 がものすごく大変やということで、そのと
きにもちょっと南丹市さん のほ うにも相談をさせていただきました。でも、その中でも
南丹市独 自では何 もないと、応援できることはないということを言われまして、そのと
きに 物すごい ショ ック を受けたのを 覚えてますん で、できれば 、せっかく僕 ら法認定を
いただきまして、きば って 地元 でもやっとるというところで、そういうとこで何 か予算
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組んでまでは言わなあかんのかもしれんですけど、何か応援をしていただける手だて
をつくっていただけたら、 僕ら 個人でやってるも んに対してはなかなかうまいことそれ
で波に 乗れていくん ではないかなと。
ほんでもう、うちらの次は区のことをちょっと話をさせてもらいますけど、南八田２
１町ほどある んですが、遊休農 地は今のところはございません 。ほんで、今 みん なで 区
の中で話 をしてるのは、これ１０年 先どうなるやろなと。もう今頑張っておられる方 が、
それこそ６５から上の 方ば っかりな んで、き ょうもその話 し合いってもう、 子供みたい
なん に扱 いをされてしまう んですけど、もうその中で思ってるのは、本間草刈り１つに
対しても、水 路の 掃除 も、さっきも言われてましたけど、それもそうですし、もう草刈
りの手間でもかなわん と言われる方 が多 いん です。というのも、う ちらは一 応勾配地 で
はあるん ですけど、中山間 地には当たらない 地域 でございます。ただ、ひどいところ行
きますと、５ 畝の田んぼ３ 面、４メ ートルぐ らいのﾀｶﾉﾘとか、もうそういう田がいっ ぱ
いございます。もう草刈っとる 面積 、田 んぼ の米つくっとる面積よりも 草刈 っとる面積
のほ うが 多い んちゃうかというのが、ごろごろしとるようなとこな んで、そういうとこ
ろに対しても、またモアーとか、ひどいとこやったら トラクタ ーモアーやらとか 入れて
いかなあかん のかなと思いながら考えてるん ですけど、やっぱ りそれに対しても 何なり
の応援がないと、 個人ではなかなかやることができないと、そういうことで みん なで今
話をしてますんで、本間にもう何て言うんでしょう、もうちょっと、こんなこと言うて
もわからへん のですけど、南丹市さ んなり、ここにおられる方 々にもっと関 心を 持って
いただいて、もっと地元を見ていただいて、そういうところで 話をどん どん 広め ていっ
を

てもらいたいなと思います。

ちらもさっきも、美山の中島さんからちょっと話がありましたけど、うちら
も大 概シカ、 イノシシ 、そして プラスサル、この 辺の 多い 地域 でございます。サルに対
しては、この 前南丹市の農林整備課のほ うから、 サル の追跡用 のメ ール を発信をしてい
あと、う

ただけるようになりまして、本間にあれはありがとうございます。ありがたいものです。

ちょっと１つだけつけ加えさえていただいたら、発信される時期が大体夕
方の５時半とか６時、あれ、うちもこの前あったんですけど、昼間にサル来て、それか
ら夕方に サル 来てまっせいうメ ール入っとん 。ちょっとだけ、もう ちょ っと 何とかリア
ルタイムにならんかなと思う、そういうのが１つ思いますんで、ひとつよろしくお願い
いたします。以上で、取りと めのない 話になりましたが、以上でございます。
○農政部会長 堤さん、よろしくお願いします。
○堤氏 失礼します。皆さんから意見出てることとほとんどかぶるんで、さほどないんで
すが、やっぱ り獣害対策という部分 が、 僕一番ちょっとネック かなと。 個人でできる コ
ストもかかるいうことで、やっぱりこれから農業をされる方でもそうですけど、やっぱ
り獣害ないとこにやっ ぱ行って、そういうリスク のないとこで農業したいという 方の ほ
うが 多分多いと思うん で、それ言うたら 亀岡 とかのほ うが 獣害 も少 ないようですし、だ
ただ、これも
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ん違うかなと。やっぱその辺の対策をしていかないと、多分南丹市、う
ちらもそうですけど、やっぱりイノ、シカ、チョウ、サル、最近２年ほど前から猫、猫
がこれ施 設のビニ ール 屋根登って破 るん ですわ。 んで、これ何回張 りかえても結局、そ
れは 近所の問 題であれなん ですけど、それくらいひどいん です、正 直。その 辺で 去年で
も、昨年でもそうですけど、結局被害という部分 で、うち でもやっ ぱり２反ほどありま
したし、２６年度 やったら５， ５００何万という 数字 が出 てますけど、これ 多分 一角 や
と思うん です。もっとあると思うん で、実際 それを整理していただいたら、すごく農業
者自 身もやりやすいかなという部分 があります。それ 踏まえて、規模をこれからまた 拡
大していきたいん ですけど、今とりあえ ず畑 のほ うで４町ほど、大 体やってるん ですけ
ど、ことしは ちょ っと 黒豆 とズキンのほ うで３町ほど考えてる んですけども、それでも
やっ ぱ、 ちょ っと 獣害 の問 題が 怖くて不 安はある んですけど、どうしても規模を 拡大し
ていくた めに機械 化という部分 とか、そういうことを 進め ていってるん ですけど、どう
しても予算がかかってしまう、その中で、今まで 例え ば何 とか 法人とか、そういうとこ
に対しては当 然補助金 がおりるとか、下間君 も言うてましたけど、 認定農業者に 迅速 に
おりるような対応 という部 分をしていただけたらうれしいなというのを。隣町とか、 例
えば ７割ほどとか ね、考えると、それやったら農業したいな、できるな、施 設建 てたい
なとか、そういう考えにもなってくると思う んで、もうちょっと農 協の ほうに、あん ま
り言いにくいかもしれないですけど、その辺 を力入れていただいたら助 かるかなという
部分 があります。今、今後、今まで ちょ っと南丹市にお世話になってる んで、今後もお
世話になるつもりもあるんですけども、自分としては、そういう例えば施設の補助とか、
そういうのが 優遇 が例 えば できるようであれ ば、あいたところにそういう施 設を 何十 棟
とか 建てて、 地域 に受け入 れ態 勢として 研修 生を受け 入れていきたいなと。 ほん でＩタ
ーン、Ｕターン等、農業者の人口をふやしていったりという部 分で、官民合わせて協力
してやっていって、当 然そうしていく中で税収が 落ち ていくような 形をとっていけたら
なという 分もあります。さっきの補助金 とか、そういうところ 頼りにして機 械買 うとか
いう部分 ある んですけど、どうしてもやっぱ り最初に 出るお金 がない分 、その辺 を補助
していただいたら、当 然その分 見返 りとして、僕 は市なり、府 なり、国に対して 税金 と
して 返していきたいなと、それは責任を 持って思ってます んで、その辺 はやっぱ りしっ
かり対 応していただきたいという部分 があります。
あとほんで、６次 産業とか、 何かいろいろ話出 てますけど、これ個人でやっても正 直
無理です。はっきり言うて。いろんな、ほかの全国でネットワーク持ってやってるんで
すけど、 個人でやってるとこ、 個人の自己満足でしかない んです。 売り上げ 自体 も正 直
そん な上がってないですし、格好だけみ たいなも んがある んで、やっぱ り市とか 町とか
含めてＰＲしながらやっていかないと厳しいかなという部分あります。僕はやっぱりこ
の地域でマメ とか、そういう関 係のもん ももっとＰＲ をしていって、産地は 移動 すると
いう言葉 もありますけど、ここが産地や ねん けども、すごい面積やってるよとかいう ぐ
からふえていく
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んをつくっていきたいのと、何年か前からは、ちょっと現代農業の勉強しなが
ら、新たな取り組みとして、普通に 栽培 する 方法じゃ なくて、１８０度 ひっくり 返した
ような栽培の 方法 とか、そういう形 で新たなもん の取り組みもやってます。 全国で今４
００ 名ほ ど、いろいろ 仲間がいます んで、その中で情 報交換しながらやってて、そうい
うも んをもっと取り入 れていこうということで、 ＪＡ とかにも 話を 持って行った んです
けど、ちょっとなかなか腰 が重 たいという部 分とかもあって、 進ん でない。平野委員さ
んにもいろいろ協力していただいて、そういう検証なり、勉強なりはしてるんですけど、
そういうもん で、 地域 としてこういう取り組みもやってるという部 分でやっていけば 、
新しい農業として受け 入れてくれる、その新しい農業したいという人が 出てくる んじゃ
ないかなという部 分で、今までのやってきた部分 をず っと 守っていきながら、新たなも
んにもチャレンジしていく。どうしても年配の方とか、新しいことチャレンジしていく
のは 腰が 重たいと思う んで、難 しいかもしれないですけど、僕 らみ たいな、まだ 若手な
んですけど、そういうなんに力入れてやっていたら、みんな賛同してやっていけるのか
なと、そういうな んを市含めて 協力 してやっていっていただければ助かるなということ
らいのも

があります。

産業にしても、結局そういう、個人ではなかなかできないんで、そういう窓口を
設けていただいて、こういう取り組みで、例えば園部町、八木町、日吉町とか美山町と
か、いろ んなその 特産物があると思うん で、そういうなん でもっと 全国 的に アピ ール で
きるような状態 をとっていけたらなと思います。
あと、さっき言われてはった 派遣 の部 分 で、篠山さ んも言うてはりましたけど、ああ
いう人材派遣 って 結構 ある んで、ベトナムからでも、 例え ば研修として、今やったら、
例えば滋賀県とかダイハツとか、こっちのほうでも、そこの光悦村でも知り合いのとこ
がちょっとベトナムの 子を受け 入れてやってる分 があるです。それは、 何やったら研修
ということで、半 年とか１年間とか 区切 っての滞在という 形で、そこでは向こうから来
る人間という んは、５ ラン クとか、 ラン クがありまして、日本 語がしゃべれる、どこま
で対 応できるかという人を 選ん でやっていけるん ですけど、何分行政の 申請 とかが結構
手間取るという部 分が 正直ある みたいです。その 辺のことももうちょっと緩和できる ん
であれば 、そういう、向こうから来たいという要 望が 結構 あるということは 僕も聞いて
るん で、その 辺を国にしろ、府 にしろ、市にしろ対応 していただけたら、介 護じゃない
ですけど ね、 海外 から 前来てはったような感じ、農業にも 発展 していったらうれしいか
６次

なと思います。以上です。

○農政副部会長 ありがとうございます。児島さんお願いします。
○児島氏 失礼いたします。園部町船坂の児島です。私はこの中で恐らく農業経験が浅い
と思います。２０１２年に 園部に引 っ越 してこさせていただいて、２０１３年から、こ
のちょっと挟んで 隣の下間さん がお 住まいの南八 田という 地域 の奥 村幹 夫さ んという 方
の指導のもと２年間施 設栽培を 研修 させていただきまして、昨年の 秋に 就農させていた
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経緯でございます。その際に関しては農政のほうにもかなりお世話
になりまして、ありがとうございました。また、野村健さ んについては、水 稲の ほうで
いろいろとお世話になっております。ありがとうございます。
皆さんが言われてるような問題点がほとんどかなと思います。私も就農する際に、ま
ず家はどうするのか、農地はどうするのか、ハウスを建てるんであれば、やはり中古の
ハウスはないのか、そういうようなところがやはり一番問題点でございました。うちの
場合は、 住居 と農 地については、個 人のつながりでここも 使っていいよという方 がいら
っし ゃったので、 住む 場所と農 地が手に 入ったと。その研修期間と、また引 っ越 してか
らサラリ ーマンとしてしていた期間の間に中 古の ハウス、 誰か 譲ってくれる人がいない
かというようなことで、要するに住居も農地 も中 古の ハウスやったりとか、農機 具であ
ったりとかっていうことは、全 て個 人で 何とかしたというところな んですけれども、そ
の辺 が、もし 何らか行政の手助 けがあれ ばありがたかったのかなという 感想 はございま
す。ただ、就 農してから指導者の方 に非常によく 教えていただき、 ノウハウ というのは
すごく勉強になりましたし、また生 活費 の面 でも 助成 金をしていただいたという 点で、
これ 非常 にありがたかったというふうに思っております。この 程度 ですけれども、以上
だいたというような

となります。ありがとうございます。

○農政部会長 ありがとうございました。今園部町で営農されておられます３名の方にそ
れぞ れお 話をお伺 いいたしましたので、農業委員さん の皆 さん から 何か 御意見ございま
したら、お願いいたしたいと、聞きたいと思います。

法認定の方には、早く、スピーディにいろんな応援ができる
ようにということも御 意見を伺 いました。今、意見いただいたのは、ちょうど、 渡邊 部
長からちょうど答弁したら一番ええ内容ばっかりやと思いますので、申 しわけございま
せんけど、よろしくお願いします。
○渡邊オブザーバー 前ふりがものすごい早かった。
若手で３人とも頑張っていただいておりまして、ありがとうございます。下間さんの
ほうからも出とったように、今後高齢化にとものうて、集落で個人がやるにしろ、どっ
ちにしろ、やっぱりこれ機械化は避けて通れへん話があると思いますので、この辺、６
次施策の中で 何ら考えていかん なん 、もう時期に 喫緊 にきとるのかなというふうに感じ
ましたん で、そのことは、堤さ んの ほうからも、児島さん のほ うからも 出てましたよう
に、やっ ぱり機械 化へ向けての 支援 、今すごくそれとあわせて課題になってきてますの
が、いわ ゆる 更新。機 械の 更新をするときには、１回目補助あっても２ 回目 はないとか、
いった課題種 々出 ております。その 辺については、やっぱ り行政サイド で見直していか
んなんところでありますとか、国に、やっぱり１つは国としての施策化というのんも言
っていか んなと思いますので、国で定め てもらうと、その プラスアルファという 支援面
では、ちょっとやりやすいのかなというふうにも 感じ ております。いず れにしても、や
はり 地域認定の方 に対して、今 産地 交付金の中でそれ ぞれの特色に合わせてつくってい
今もありましたように、
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作物について、推進をかけとるわけなんですけども、その辺も結構ちょっとあ
つ目 にかけたりしてまして、会 計検査を受ける際 にちょっと指摘等も受けとるようなと
ころがありまして、従 来からつくってます京 野菜何かについても、いわ ゆる 出荷 してい
ただいとる農 家さ んについても、大 体これ全 部で年間８， ０００万ほど、産地で 黒豆 を
つくってもらったら、その平米 数に 応じ て支援をしたり、こまごまのものを合わせまし
て、南丹市で大体 ８， ０００万程度 の、いわ ゆる交付金をおろさせてもらっとる んです
けども、その 辺についても ちょ っと 特色 を出 していか んな ん時期にもきとるところがあ
ります。そん なところも含めて、今後ともやっていきたいと思いますし、これからの 若
手の農業者さ ん育 ってもらうには、やっ ぱり 迅速 であって、やっぱ り機 械化を柱 とした
中での、当然 つくってもらう作物、それがキ ーにはなると思う んですけども、それに合
わせた中での 支援 ができたらというふうに考えておりますし、堤さ んの ほうから 出てま
したように、時期 的にはさっきも言いましたように、６次 産業化の 地産地消推進協議会
みたいなものをつくってやっていかんなんというふうに、国のほうが絵を描いてきてお
ります。国のその施策もな んですけども、やはりその 辺で 振興 する 作物 をはっきりした
上で、やはり 先ほ ど来 申し上げ てますように、推進していく時期にきとるというふうに
認識をしておりますので、その後またいろいろありましたら、よろしくお願いしたいと
ただいた

思います。以上です。

○木村委員 園部のお三方に共通してたのが行政に対する熱い期待の部分が共通してたか
なと思います。そのとおりだと思います。非常に 具体的に 何が必要だというのはおっし
ゃっていただいたので、渡邊部長もズキン、ズキンときたかもしれませんけども、堤さ
んがおっしゃった６次産業化は個人では無理っていうのね、本当に我々頭の中に置いと
かん とあかん話やろうなと。だから、それを受けとめ て渡邊部長は 戦略 化の 話であった
り、 地産地消 の審 議会であったり、部長はおっし ゃっていただいてますけども、本当に
直ち に２８年 度から一 歩が 踏み出せるようにしないと、最初に 発言させていただいたと
きに言いましたように、南丹市 何目指してるのかが一つも見えてこない。だから、みん
なの 気持ちが一つも集 まらないということがあると思うん です。そういう意 味では、 全
国的 なネットワー クもお持ちで、いろん な情 報もお持ちですし、逆 に若 いやる気 のある
皆様方から、これやろうやないかというのを、やっぱり行政のほうにお声を熱くお伝え
いただくのも大事 かなと思いますけども、そういうことがまさに言うてもらえてるよう
な気がいたしました ん で、非常によくわかりました。
それと ね、２月１日に京都府 農業会議の 主催だったと思いますけども、獣害対策の 講
演がありまして、農業委員の方はもちろんですけども、たくさんの方が聞きに行かれた
かもしれませ んけども、国の機関にお勤めの ＯＢ の方 がおっし ゃってましたけども、 エ
サの問題、だから圃場でいいますと、キコバイを放っておくだとか、それから法面の草
刈りは、もう１０月はするな、萱系の草はぼーぼー生やしておいたら、あと芽が出てき
いひ んので、それを生やしておいたら、 獣がくるいうのが１つ大きかったのと、 柵の 設
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置、あれは電柵もそうなんですけども、やぶから柵までの間と、柵から作物の植わって
る圃 場との間のスクメ をあけろいうのが 非常 に印象的 だったん ですけど、僕 はそれに 加
えて、村ごと取り 込ま んと、その１ カ所だけでは、もうエサ場になるのは協調された ん
がポイン トかなと。そのイノウエさ んがおっしゃ った んは、これはお父ちゃんに言うて
も一つも村中に広がらへん けども、お母ちゃんに言うておいたら、 女性 の力 で全 部村中
に伝 わる んや言い 方なさいましたけど、要するに 集落全体 で取り組 まないとあか んよう
なことをおっしゃ ったのが 非常 に特徴的 だったと思います。それはうち のところの村で
もちょっとやりたいなと思ってるん ですけども、ただ、サルは見つけたら追 いかけろ言
わはった んは、ホ ンマに大 丈夫かな思いましたけど、 怖いですよね 。何 かそ んなお話 を
いただきましたので、 獣害 対策もそういういろん な知恵集めて、これ情 報収集しながら
本腰入れて、 メー ルも 即時 発信 の御 要望 、具体的 に出 てきましたけども、それも 含め て
本格的に人間のほ うから知恵出 して 追い 払うというのか、もう ちょ っと 遠慮 していただ
くようにせ んとあか ん のちゃ うかなと思ってます。
○農政部会長 ありがとうございました。農業者の皆さんには一通りお話や御意見をお伺
いしたところですが、 最後に本日の内容 を通 しまして、また全般的 なことに関して御 意
見などございましたら、お聞かせ願いたいと思いますので。

○梅津委員 すんません、広報を担当しております。今木村さんのほうから出ました、南
丹市の目指す べき 方向もですけども、私 は農業委員会としての 目指 すべ き方 向もなかな
か個 人的 には 把握 できておりません 。したがって、広 報を 出すにしてもなかなかその 辺
がどこまで突 っ込んで情報 を皆 さん に公 開していっていいものかというのが日々の悩み
ですけども、農業委員会だより４カ 月に１度発行してるわけですけど、 地域 の情 報誌 と
してのメ ーンは食 と農業というものが農業委員会だよりの メーンでございますけども、
その役割 を果 たす べく、１０名 の農業委員で 活動 してるわけですけども、何 か皆様の 励
みになればと思って情報を提供願っているのが現実ですけども、特に日吉とか八木から
はなかなか情 報が 集まりにくいのが現実ですし、日ごろ気 がつかれたことがありました
ら、 事務局の ほうへ遠慮せ ずに ＦＡＸなり電話で言っていただいて、情 報の開示 をして、
市内の一 般の 方々にも 伝えていきたいと思っておりますので、ひとつ皆様よろしくお願
いいたします。以上です。

○農政部会長 ありがとうございました。今もさっきも申しましたように、農業者の方、
全般的な事柄につきまして、御意見や何かございましたらお聞かせ願いたいと思います
が。

んの皆さんから何かございますか。
行政からは、たくさ んいただきましたけど ほかに 何かありますか、何か。
それでは 京都府農業会議から何 かアドバイスがございましたら、よろしくお願いします。
○西村オブザーバー すんません、大変貴重な意見を聞かさせていただきまして、ありが
とうございます。 私は 先ほ ど言いましたように、農業会議で仕事をさせてもうてますけ
それでは、農業委員さ
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仕事は大きく分けて３つあると。農地行政ですね、農地転用とかそ
ういうことをする。それから荒廃農 地を 防いだり、担い手の方 を応援されたり、どうや
って農業をやるか、農業者年金 どうやって広 めるか、そういう２つ 目です。もう一つは
荒廃農地をどうやって防いでいくかというのは今言いましたね。それともう一つは、こ
ういった意見です ね、こういった農業者の意見、そういうものを行政に 建議というふう
に申 し上 げておりますけども、 伝えていくと、または今日はそういった 御意見を 伺って、
それを多分行政の ほうに反映されるように農業委員さ んにはお 伝えいただくと、こうい
うことになるわけです。ほんで、ちょっとそれに関したことで 申し上げ ますと、 御意見
もありましたけども、 簡単 に新 規就 農者の方 が農 地を取得 できるような、これについて
は南丹市さん はもう早 くから下 限面積を１反 にされて、条件はある んですけども、１ 反
にされて、多 くのところは３反 とか４反 なん ですけども、それは新 規就 農者の方 が就 農
しやすいように、 土地 を得 やすいように、土地を所有しないとなかなか 投資 とかに現 金
がつかないというようなこともありまして、３反 、４ 反で大き 過ぎ ると、またお 金も手
出ないということから１反にいち早くされております。それから、空き家があったらえ
えという 話な んですけど、これは南丹市さん は、昨年の７月から空 き家バン クというの
を制度 を設 けられました。これもそういう 条件整備 をしていただいております。
それから、 鳥獣害 については、木村委員さんがおっしゃ いましたように、これは克服
できるん です。もう来年１年間、１年あったら克服できます。できないのはやらないか
らな んです。これはできる んです。それはそういう方法があるということを 御紹介をし
ておきたいと思います。ほんで、私 たち の村もちょっと恐縮ですけども、これは イノシ
シとシカについてはほぼ９割できてます。それはやり方ですね。サルはちょっと無理で
す。 サル は今 んとこ手がないん ですけども、 シカ とイノシシについては、村で完全に、
完全って９割ですね、９割ができます、できてます。
それから、もう一つは、いろ んな 御意見いただきまして、ありがとうございます。大
きくすると、もうかる農業という話 と、 地域 をどうやって 維持 していくか、ここに大 体
突き詰めたら焦点が当たっていると思います。篠山さんですね、現職のときから大変村
のほ うで 活躍 されておりまして、多分御存じ ないと思いますけど、 私はお世話になって
るん です。いろん な行 事を一緒 に手広くです ね、 外部の方 を呼び込んだり、交流 をされ
てる 方でございまして、ありがとうございます。 頑張 っていただいてます。今は、農 地、
農業の高齢化や、 「住めない。 住め ない。」 言うて、 愚痴 を言うとるような、悠 長なこ
とを言うとる状況ではございません 。農村は。若 い方 にできるだけ 入っていただいて、
やるということが大事 。そのた めにどうしていくのか、今の農業、農村をどうやって 維
持するのかということと、若い人たちにどうやって残っていただくか、どうやって入っ
ていただくか、もうそこに政策を集 中していくことが必要かなというふうに 感じ ていま
す。そのため には、農業委員会さん もお 世話 になってます、京都府 がやられている協力
プランという、地域の農業は地域で考えていこうという、こういうプランですね。それ
ども、農業委員会の
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報の共有ですね。随分皆さんおっしゃいました。情報
がほ しい。そして情報 があれば 、次は支援策をどうするかという、 みん なと 話し合う 共
通の場みたいなもん、渡邊部長のほうでも、そういうものを２８年度に計画されている
というようなことですので、これを本当に、今言わはった南丹市でどうしていく ねん と
いう、どこへ 理念 を持 っていく ねん という話 については、その 辺で議論 をしていただい
たらいいかなと思っておりまして、 非常 に期待をしておりまして、 私もこうやって勉強
させていただいて、農業委員会さん なり、農業者の皆 さん の役に立 てるようにしたいと、
と、それからありましたけど、情

農業会議としても思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。

○農政部会長

ありがとうございました。

予定しておりました意見交換の内容は、これで全て終了いたしました。
ここで、事務局 から 連絡事項 がありますので、お願いします。
○事務局 すいません、失礼をいたします。農業者の方々にお知らせをということでお時
それでは、本日

間をいただきたいと思います。

皆さんのお手元に農業者年金のパンフレットと農業委員会だよりのほうをお配りさせ
ていただいております。農業者年金 につきましては、こういう 制度 があったのという、
知らなかったをなくそうということで取り組みを進めさせていただきたいなというふう
に思っております。また御 一読 いただきまして、こん な制度がある んやな、もう ちょ っ
と詳 しく聞きたいなということでしたら、お 気軽 に事務局 のほ うお 声かけいただきまし
たら、また御説明なりさせていただきたいというふうに思っております。また、もう 既
に加入していただいてる方 も多 くいらっしゃ います。また、その方 につきましては、そ
ういったよさを広 めていただけたらありがたいなと思っておりますので、よろしくお願
いいたします。

報委員長のほうから、先ほど情報をいた
だけたらありがたいですというお声 かけをいただきました。既 に誌面を 飾っていただい
てる農業者の 方々おいでになります。また、お知 り合いの 方でもこういったことをされ
てるよということがありましたら、 事務局の ほう情報 いただけたら大変ありがたいなと
いうふうに思っております。また、今後も農業委員会だより、委員さん がそれぞ れ取 材
に行かれまして、 発行のほ うさせていただきたいというふうに思っておりますので、ま
たいろいろ情 報提 供いただきましたり、取材 に行かせていただいた 際には、また 御協力
いただけたらありがたいなと思っておりますので、今後とも御協力 のほ うよろしくお願
あと、農業委員会だよりにつきましては、広

いいたします。以上でございます。

○農政部会長 農業委員会では、そのただいま説明しました事業も行っておりますので、
どうぞ よろしくお願いいたします。
また、本日いただきました貴重な 御意見は、今後の農業委員会 活動に、また生かせて
いきたいと考えておりますので、どう ぞよろしくお願いします。
本日は大変ありがとうございました。
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それでは、閉会に当たりまして、南丹市農業委員会農政部会の野村健副部会長より、
閉会の

御挨拶を申し上げます。

○農政副部会長

それでは、閉会に当たりまして一言、

いと思います。

御礼を含めて御挨拶を申し上げた

御多忙の中、御参加をいただきまして、また貴
重な御意見をいただきましたことを厚く御礼を申し上げます。
これまで毎 月１ 回 農政部会で議論 をしてきておるわけでありますが、 何といいまして
も、南丹市全域での農 地の大きな課題は 獣害 対策であります。 先ほ ど来 話が 出ておりま
したように、これまで 努力 をしてきております。 相当な予算をつぎ込ん での対策が取ら
れてきております。しかし、今なお 獣害 がなくならないという現状であります。 先ほ ど
もありましたように、 サル の対策も篠山市との関 連で メー ルが 送れるようになったん で
すが、おっし ゃるとおり、 リアルタイム っちゅうわけにはいってません ので、そのあた
りは改善の 余地 があるかなというふうに思っております。
また、高齢化に 伴 う現状のもとで新規 に、あるいは Ｉタ ーン、 Ｕターン等で担い手に
なっていただく場合にも、やはり経 営が成り 立つということがなければ 、これはできな
いわけであります んで、そういう点 での対策についての議 論をしてきたわけであります
が、現実はなかなか難 しいという現状の中で今日、提 供いただきましたそのような課題、
しっかり 我々も受けと めて、実現の 方向に向けて取り 組み を進めていきたいというよう
に思います。それ ぞれの地域で 活動 をさせていただいてる農業委員がおりますので、直
接でも結構ですし、それぞれまた御意見等がありましたら、ぜひお寄せいただきまして、
一緒 に農業が 続けられる、また担い手が 増える、こういう状況を実現するた めに 御一 緒
に努力 をしていきたいと思います。
大変お 世話 になりました。今後ともよろしくお願いを申 し上 げ まして、閉会とさせて
今日は、長時間にわたりまして、大変

いただきます。ありがとうございました。

午後３
午後３時５５分開会
５５分開会
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