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中谷会長は開会挨拶で︑農
業・農政改革はこれからが正念
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大会議長に阪本豊能地区

農委連合会会長︵箕面市農
委会長︶ を選出︒議事で
は︑大阪農業の活性化に向
けた要請決議︑都市農業振

︒
た

A肌でカ大阪（JA／信連）

奴井大阪府議会副議長︑岸本大
阪府農業協同組合中央会会長が

い﹂と期待を述べた︒続いて︑

るなど︑大阪農業の振興と農空
間の保全にご尽力いただきた

と︑農地中間管理事業を推進す

には関係機関と十分な連携のも

大変重要︒農業委員・推進委員

の適正な利用促進を図ることは

力の低下が懸念される中︑

︵竹内副知事代読︶ が︑
﹁後継者不足によるさら
なる担い手の減少と地域

祝辞では大阪府知事

が大阪型の農地利用最適
化に繋がると呼びかけ

ちづくり﹂を目指すこと

前進し︑﹁農業のあるま

http：／／wwwagr1−OSaka．or．jp

それぞれ満場一致で採択され

推進に関する申し合わせ決議が

﹃大阪農業リフレッシュ運動﹄﹂

る要請決議︑﹁かけがえのない
農地と担い手を守り︑活かす

大会3議案を満場一致で採択 醐偶摘錯

りにされる農業委員会﹂ へ

説
明
︒
大阪農業を元気にするた
めに︑まずは︑地域の身近
な課題の解決を通じて﹁目
に見える農業委員会﹂﹁頼

仕掛けなければならないと

固める取り組みを根気よく

経営のあり方を見直し︑足下を

場であり︑我々は農業・農地・

等約700人︑一般消費者約110人が参加した︒

会を大阪市内・大阪国際交流センターで開き︑農業委員会委員

大阪府農業会議は10月18日︑平成29年度大阪府農業委員会大

29年度農業委員会大会

⁝大阪型の農地利用最適化を

行

所

◎生産緑地等で

意見提出⁝⁝t・⁝・・2面

計

な﹂虚子

選挙カーからの

声をかき消す叩き

つけるような雨︑

し倒す風︒台風21

木々をふるわせ押

号は︑各地に大き

な爪痕を残して日

︵鈴木︶

﹁遠山に目の当りたる枯野か

◆過ぎ去った台風の片付けに
追われながら︑わずかに差し
てきた朝日の温もりに心のよ
すがを見つけた思いがした︒

災害に備えた安全で安心な暮
らしの確保が大きな課題だ

改革よりも︑全国津々浦々︑

さったのか︒規制改革や農業

◆総選挙の最中に列島を縦断
した暴風雨が全てを水に流し

ていることにも無関心になる

我々の生活を様々な形で支え

の地の農林水産業などが︑

への想像力が乏しくなり︑こ

に慣れると︑こうした人たち

﹁大いなるものが過ぎ行く野
分かな﹂虚子◆都会の暮らし

感じる大勢の人たちがいる︒

自然の力を前にして無力さを

I︵人工知能︶の活用が叫ば
れる昨今︒災いをもたらす大

転トラクターだ︑栽培管理
の自動化だと︑農業にもA

本列島を駆け抜けた◆自動運

踵

◎大会講演要旨・⁝・・・3面

◎食料・農業

実態視察を実施⁝一4面

けて﹂をテーマに講演した︵3
面に講演要旨︶︒
︵
田
村
︶

﹁﹃農﹄ のある暮らしづくりに向

︒
た
第2部では︑江戸東京・伝統
野菜研究会代表の大竹道茂氏が

エールが送られた︒

また︑天王寺蕪の会事務局長
の難波りんご氏から﹁新たな農
業委員会への期待﹂と題して

行われ︑4経営体が受賞した︒

回﹁なにわ農業賞﹂の表彰式が

われ︑11人が受賞︒続いて第18

会委員等の永年在任者表彰が行

大会の第1部では︑農業委員

祝辞を述べた︒

lJAパンク大阪へ＿」騙函

（ 、
l■

大阪府農業会議

生産緑地等で意見提出ゝ
高槻︑枚方は面積要件磋和
島本は生緑新規指定を要望

枚方市農業委員会︵上山芳次
会長︶は10月10日︑意見書を伏

見隆市長に手渡した︒
意見書は︑農業基本方針の策
定︑生産緑地の下限面積の条例

意見書は︑都市農業振興施策
全般︑地産地消や食育啓発など

化などの4項目からなっている︒

方㍍に満たない農地が多い中で︑
農家が安心して農業経営・農地

緑地法の改正に伴う条例制定
は︑都市農業振興施策の中で盛
り込まれている︒4項目のほか

けた生産緑地の保全
地域農業活性化のための財

政支援
農業委員会組織の体制強化

談会︵地区意見交換会︶を

申し合わせ決議
1 農業委員会において集落座

﹁かけがえのない農地と担い手
を守り︑活かす﹃大阪農業リフ
レッシュ運動﹄﹂推進に関する

︵第3号議案︶

5

4

このほかに︑地域特性を活か
した農業施策の方向性を定める

ら条例化の必要性を訴えている︒

保全を行えるようにとの観点か

同市の市街化区域に500平

の4項目からなっており︑生産

田剛史市長に手渡した︒

10月に︑高槻市︑枚方市︑島本町の3農妻では︑それぞれ市町長
に対して農地等利用最適化推進施策等に関する意見を提出した︒
高槻市︑枚方市の意見書には今年4月の法改正を受け︑生産
緑地地区指定の面積要件を引き下げる条例を制定すべきなどが
盛り込まれた︒また︑島本町の意見書は︑生産緑地地区の新規
指定を要望するものとなっている︒

意見書を手渡す橋長会長

伏見市長（左）に

に附帯する要望として︑農業用

水の水質改善や︑害虫・有害鳥
獣の対策など︑各地区の要望を
取りまとめている︒

有害鳥獣被害の実態調査と

入促進

4 学校給食への大阪産米の導
5

効果的駆除への財政支援
6 生産緑地制度の活用
︵第2号議案︶
都市農業振興施策の具体化に関
する要請決議
遊休農地解消対策の拡充

多様な担い手に対する支援
都市農業の継続的発展に向

﹁農業基本方針﹂ の策定︑直売
所に加えて農産物加工や食農教

る声があがっており︑これを受

青など複合的な機能を持つ﹁道
の駅﹂の設置を要望している︒

10月号1面で既報のとおり︑

貴農妻で意見提出の実施を

けて提出したものだ︒

島本町農業委員会︵大西義雄

会長︶は10月13日︑意見書を山

田紘平町長に手渡した︒

意見書では︑町の都市計画に

生産緑地地区に関する事項を定
め︑新たな生産緑地地区を指定

農業会議は︑生産緑地地区の追
加指定・再指定︵町は制度の導

入︶と面積要件の引き下げに係

することを求めている︒

同町では︑都市農地保全の観

︵沼田︶

消対策に取り組もう︒

農業委員と農地利用最適化

推進委貝は︑﹁全国農業新
聞﹂を活用した優良事例の

情報収集・提供に努め︑農
地利用の最適化を実践しよ

う0

一層促進しよう︒

4 女性や青年農業者の登用を

3

るところ︒

に基づく意見の提出が求められ

ている︒各農妻において︑同法

出しなければならない﹂とされ

得られた知見に基づき︑施策改
善に向けた﹁具体的な意見を提

地利用の最適化に取り組む中で

農委法第38条では︑農委は農

よう各農委に促している︒

る条例制定と都市農業振興基本
計画の策定を市町村に依頼する

意見書を手交する大西会長

点から︑農業委員をはじめ農業
者から生産緑地の導入を要望す

構︶︑IA︑土地改良区等
の関係機関・団体との連携
を一層強化し︑地域の実態
に即した農地の利用調整活
動や遊休農地発生防止・解

大阪府︑市町村︑大阪府み
どり公社︵農地中間管理機

を実施しよう︒

ついての合意形成と農業者
の声を汲み上げた政策提案

実施し︑地域の農地利用に

山田町長（左）に

高槻市農業委員会︵橋長俊彦
会長︶は10月5日︑意見書を濱

大会議案︵記以下・項目︶

経営能力強化支援と大阪版
認定農業者制度の充実

︵第1号議案︶
大阪農業の活性化に向けた要請
決議

濱田市長（左）に

農空間保全地域制度の充実
農業者の営農意欲向上と農
産物直売所への支援

1
2
3

1
2
3
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意見書を提出する上山会長

琴 芝 を ぎ 変 事 芝 を 夏 姿 夢 夏 を 芝 を 芝 を ぎ 変 を 監 を 夏 を ぎ 変 を 芝

血大会・講演要旨

行う︒この﹁種を通じて命が繋
がる﹂ことこそが伝統野菜の本
質であると私は考えている︒
この取り組みは︑区外からも
注目されており︑授業参観の希
望が多い︒足立区農業委員会会
長もこの授業を参観し︑3年前

在約3000日分の記事があ

で毎日取り上げているが︑現

あわせてその野菜の物語を語間
る︒ある大学のOGは︑母校で叩
留学生に江戸・東京野菜の魅

から足立区の小学校でも﹁千住

る︒それだけたくさんの方が
江戸・東京野菜の普及に取り

はないか﹂と話す︒

団﹂がたくさんいるという心
強さを日々実感するばかり
だ︒
︵沼田︶

地域には素晴らしい﹁応援

だくことが重要だと考える︒

普及活動については︑一人
で出来ないことは農家に相談
し︑農家だけで出来ないこと
は地域の方々に応援していた

来ているということだと思う︒

組んでおり︑横の繋がりが出

ブログ﹁江戸東京野菜通信﹂

力とともに文化を伝えている︒
このような取り組みを私の

年で17年目︒開始当時の子ども
達が今は親世代となり︑次世代

ネギ﹂の復活栽培の授業で種の
伝達式が行われている︒
このような江戸・東京野菜の
魅力を伝える人材が必要だとし

生産する農産物を消費者に知っ
てもらう良い機会になったので

松下会長は︑﹁大阪の農家が

理事長︶﹂に届け︑寄贈した︒
横須賀理事は贈呈する大阪の
多様な農産物について説明︒梅
原理事長は︑﹁子ども食堂は︑
生産者の皆さんの協力もあって
運営できている︒このような寄
贈は大変ありがたい﹂と感謝の
言葉を述べた︒

産物を枚方市のNPO法人﹁み
ん里0円子ども食堂︵梅原知子

んセ．ん．て○て○て＜やY＜・小○∧・ヤYj00て︷↓レ○ていやレんムてJ00て＜3−＜カリ∧う∧・ヤ∨︵︑て＜ふて＜ふて＜う

料理人の場合は︑お客さんに
江戸・東京野菜の料理を出し︑

い
る
︒

について勉強するだけでなく︑
今までのキャリアの中でどう括
かすかを考えて欲しいと伝えて

座の中で私は︑江戸・東京野菜

ジェ育成講座﹂を開設した︒講

て︑﹁江戸束京野菜コンシェル

に伝えている︒
また︑江戸・東京野菜のネギ
は︑実は大阪の摂津から江東区
砂村に持ち込まれたのがルーツ

れるようになった︒
同神社では︑毎年3月に農家
が栽培した亀戸大根を参拝者に
配布し︑参拝者は︑浅漬けにし
たり葉っぱを味噌汁に入れたり
して食べている︒この祭りは今

芝 を 芝 を g 菱 を 芝 を 夏 を 蔓 変 事 家 を 夏 を ぎ 変 事 を を を ㌢ 夢 変 を 芝 を 芝 を ぎ 変 を 芝 を 夏 を ぎ 史 を 芝 を 芝 を 夢 変 を 富 豪

道茂氏

﹁農﹂ のある暮らしづくりに向けて
大竹

産者は年々減少していた︒私

江戸東京・伝統野菜研究会代表

私は︑江戸・東京の文化を
継承しているのが農地・農
の﹁種﹂を調べ回り︑現在では

は︑地域の方々とともに東京中

が︑その数は15品目ほどで︑生

着日し︑30年以上前︑1A東
なんと45品目にまで増加した︒

家・種であるというところに
京中央会に勤めていた頃から
江戸・束京野菜の普及に取り
組んできた︒
当時︑亀戸大根︑練馬大根︑
金町小蕪など地名のつく﹁固
定種﹂を栽培する農家はいた

とされている︒関西よりも寒く
霜枯れたため︑土寄せして土に
埋まる白い部分を食するように
なった︒

7年前から︑この﹁砂村一本
ネギ﹂を区内の小学生が栽培し︑
食べる取り組みが行われている︒
夏になるとネギから採種した種

た
い
︒

平成9年には︑農協法施行50
周年記念事業として︑江戸・東
京農業の説明板が都内に私の提
案で50本設置された︒
江戸・東京野菜には一つ一つ
物語がある︒いくつかご紹介し

ちがこの地古来の﹁亀戸大根﹂

を下の学年に託す﹁伝達式﹂を

今から約20年前︑江東区の亀
戸香取神社に設置した江戸・東
京農業の説明板で︑地元の人た
のことを知り︑復活に取り組ま

米︑シュンギ
ク︑冬瓜︑ミニ
トマト︑花井︑

横須賀太一理事が︑展示した農

梅原理事長（右端）、横須賀理事（左端）と

大阪産農産物を府民にPR
展示後は子ども食堂へ寄贈

ジャム︑ドレッ

シングなど様々
な農産物及び加工品が出展され
︒
た

参加した消費者は︑展示され
た農産物を前に足を止め︑﹁大

大会終了後は︑経営者会議の

阪にこれほどの多く農産物があ
ることに驚いた﹂と見入ってい
︒
た

子ども食堂の皆さん

府農業経営者会議
大阪府農業経営者会議︵松下
長史会長︶は︑平成29年度大阪
府農業委員会大会に際して︑会
員が生産した大阪の農産物等を
会場入口に展示︒府内消費者ら
をはじめ来場者に対して︑大阪
農業のPR活動を行った︒
当日は︑会員22人が生産する

展示は、消費者など
大会の参加者で賑わった
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土地利用基準（￣部抜粋）

至芸芸大

農村用途区域 用途 農業保全 集落居住 環境保全 特定用途 壷冨冨窒軒 閑で食業▼ 箆毒芸毒鹿妻 著書菱等去蓋‡ 会農業9 月業実月 神ア神モ 冨去喜l
A区域

集落内居住者の生活関連・集落内事業者の 自己事業用駐車場・資材置場（1，000Ⅰゴ未満）

駐車場・資材置場・洗車場

△＊1，3，4

△＊1，2，4

×

△＊2，4

△＊2，4

△＊3，4

B区域

△＊2．4

×

○

∠ゝ＊4

資材置場（次のいずれかに該当するもの） ア高さ＿10m以上の重機を用いて加工等の作 業を行うもの イ年間の1／3以上の日数かつ敷地の1／3以上 の面積において加工等の作業を行うもの × × △＊3，4 × △＊4

廃車置場・土砂採取場・廃棄物処理施設
事業用仮設施設 （一時的な資材置場・駐車場）

〇一可能

△＊−条件付きで可能

×

△＊1，2，4

×
△＊2，4

△＊3，4
△＊2，4°

×
△＊2，4

△＊4
△＊4

×一不可

【条件】
＊1当該土地が農地である場合、代替えの土地がないこと。
＊2 里づくり協議会の承認が得られていること。
＊3 里づくり計画の中に当該土地利用が位置づけられていること。

＊4 土地利用が周辺の区域における良好な営農・生活・自然環境の整備・保全・活用等に配慮していること。他
＊5 農村定住起業計画の中に当該土地利用が位置づけられていること。
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まずは意向の把握を
確認した︒
課題に残るのは機構の借受基

泉佐野市農委

富士男会長︶は7月下

準に該当しない農地や︑農振地

泉佐野市農委︵勝間
旬から9月上旬にかけ

そのような農地も含め︑地区

である︒地元の委員が向き合
い︑まずは農家の本当の意向を
確認することが遊休農地の解消
や︑地域の農地の有効活用につ

域外の農地について︒地域で借

米谷会長職務代理は︑﹁農地

ながる﹂と話した︒ ︵田村︶

の委員から所有者に事情を確認

制度は農家のために活用すべき

る︒﹁例えば︑住民からは野菜
等の残淀や雑草の処理に対する

することなどを話しあった︒

ながら︑1筆

瑠滝認几

苦情︑また︑農家としては︑野

り手を見つけることが難しいた

1筆を丁寧に

菜や農機具の盗難・ゴミの投棄

め︑所有者が高齢などの事情が
あれば︑保全管理が精一杯にな
︒
る

守口市農業委員会︵奥田康平
会長︶は︑9月28日に農業委員
11人︑事務局3人の計14人で︑

本年度は梶方面の農地パトロー
ルを実施した︒

同市は全域が市街化区域であ

守口市農委

地もあり︑委員からは﹁今回の
生産緑地法の改正により︑生産
緑地として指定できる道が開け
た﹂との期待も述べられてい

しているとのことであ

て︑地域との共生に苦慮

今回パトロールを実施した農

り︑農地面積は約16㍍である︒

地は︑宅地等に囲まれて︑点在
している農地であった︒

また︑都市農地とし
当日は︑全員が徒歩で農地の

不足で︑病気などの際は

︒
た

で︑新家地区の上村・中村・下

管理すら出来なくなる︒

になってくる﹂と話し︑

周りとの助け合いが必要

村を巡回した︒
調査した中には︑農地中間管
理機構との連携で貸出に進んで

切だが︑農地を守ってい

また︑今後の課題とし
て︑﹁担い手の育成も大
いる農地を確認することが出来

た︒その一方で︑﹁耕作者が病

話した︒

︵
中
島
︶

くりが非常に重要だ﹂と

くには︑まずは誰かが倒
れても享えあえる環境づ

気になり遊休化してしまうケー

スは多い﹂と委員らが話す通
り︑昨年は耕作していても︑病
気により今年耕作できなくな
り︑管理も十分にされていない
農地もいくつか確認された︒
中野会長は﹁高齢化や後継者

声も聞かれた︒

︵
東
野
︶

なっていくと考えられる﹂との

の問題を解決し︑市内農家が周
辺住民とどのように農業を存続
していくのかが︑重要な課題に

などの問題が存在する︒これら

見て回った︒
その農地の中には︑生産緑地
として指定できない小規模の農

都市農地と都市住民との共生へ
状況を確認し、対応を話し合う（泉佐野市）

て農地パトロールを実
施︒8月28日は長滝地

区の農地の利用状況を
農業委員2人︑推進委
員1人︑事務局2人︑
土地改良区理事長で調
査した︒
長滝地区は農業振興地域もあ
り︑遊休農地リストのほか︑農
地中間管理機構︵大阪府みどり
公社︶ の借受基準を手に巡回︒
遊休化の状況と併せ︑面積や接
道状況︑水の便がよいかなど︑

泉南市農委

借受基準に該当するかどうかも

泉南市農業委

9月21日は︑中

ロールを実施︒

ごとに農地パト

に8日間で地区

会長︶は︑9月

員会︵中野吉次

1筆ごとに耕作の状態を確認する様子（泉南市）

野会長︑副会
長︑農業委員1

人︑農地利用最
人︑事務局職員

適化推進委員1

2人の計6人

5昆￣未満の農地の前で（守口市）

農地パトロール各地で

地域で支え合う
環境づくり
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就農希望者に地元農家ら研修
す
る
︒

業を創造する会﹂の会員も協力

できるよう大阪農業の確立に向
けて取り組みを進めたい﹂とあ
いさつ︒

決意表明のスピーチでは︑
研修生を代表して須村哲也さ
んが︑﹁研修が終了する半年後

開村式当日は︑大阪府の松井
知事が︑﹁大阪農業は次代の担

い方には農業を志していただ

に︑入相して良かった︑農業を

就農﹁はじめの一歩﹂村の開村
大阪府とJAグループ大阪
き︑大阪府としても農業で生活

い手がまだまだ少ない状況︒若

は︑9月23日から農の成長産業

環境農林水産総

府農業経営計画認定書至難踊摘踊開㍍

続けていきたいと思えるよう頑

張りたい﹂と抱負を語った︒

その後︑今年4月に﹁なにわ

の伝統野菜﹂の認証を受けた難

い︑開村式は終了した︒

波葱の植え付けと記念撮影を行

︵
沼
田
︶

走農業者は3380件となっ

︒
た

今回認定した168件のう
ち︑直売所へ出荷・販売する認

定地産地消農業者が147件と

副校長が選ばれた︒

その後︑3名の委員が168

大阪府は9月13日︑府庁新別
館北館で平成29年度大阪府農業

て週末を中心に約半年にわたり

下150㍍からポンプでくみ上

施肥等にもこだわり︑水は地

も熱心である︒

るかを伝えるなど︑食農教育に

マツナがどのように作られてい

動にも取り組んでおり︑都市の

中で消費者や地域に様々な形で

︵北川︶

最も多く︑次いで認定エコ農業
者56件となった︵重複申請含

げた天然水︑肥料やたい肥は有

貢献できるような農業を追求し

む︶︒

経営計画認定審査会を開いた︒
審査会ではまず︑委員の交替

の指導は︑地元の若手農家ら17

栽培技術を研修する︒栽培技術

﹁明日の人類の食と農を考え

極的に受け入れ︑収穫体験とと

機を中心に使用︑土壌も水はけ

るため︑自主的に土壌診断や水
質検査︑生産物の残留農薬検査
を定期的に行うほか︑生産物の
栄養価についても検査するなど

ている︒

を巻き込んだコマツナのPR活

品質管理にも心掛けている︒

の良い海砂を入れている︒
環境に配慮した農業を継続す

このほか︑学校給食への地場
産野菜の提供や︑防災協力農地
登録のほか︑農商工連携で地域

地域の小学校からの見学を積

営理念に︑減農薬・減化学肥料
栽培による安全・安心な野菜作

もに︑日頃給食で食べているコ

担っていく﹂企業たることを経

りに努めている︒

地域に貢献する都市農業を

件の農業経営計画を審査した結
果︑全ての計画を認定︒これま
での認定数をあわせ︑大阪版認
に伴う審査会会長を選任︒府立

堺市・しものファーム
スーパーとの契約栽培が決まっ
たことを機に︑大規模なコマツ
ナ栽培に取り組んだ︒
大型鉄骨連棟ハウス︑秒単位
のかん水時間が設定できる自動
かん水装置︑温度管理のための
自動天窓開閉装置などの設備を
備え︑徹底した合理化によって
年に7作︑安定した生産体制を
確立している︒

安全・安心なコマツナづくり

J各1へ匂■一秒五g一八守ay一缶る一一ハマ︑匂−昏ay一入ぞ▲タ尊︑ハヲだてー台尺マ■八ヲ一ハマー項︸一秒哀冒5−へ

人で構成される﹁富田林市の農

歩﹂村を開設︒今年度は14人が
〝入村″し︑50雪の農地を使っ

化推進事業の一環として︑新規
就農希望者に対して技術研修な
どを行う新規就農﹁はじめの一

新たに168件を認定

式が開かれた︒

﹁はじめの一歩﹂村開村式
9月30日︑富田林市内で新規

産している︒昭和55年に大手

でコマツナとシュンギクを生

さんは︑約1・8㍍のハウス

の代表取締役社長の霜野要規

﹁株式会社しものファーム﹂

安全・安心を実践する農業経営

研修生と関係者らによる記念撮影
霜野要規さん
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各地で農委研修会
9月から10月にかけて各地で

農委研修会が開かれた︒

茨木市農委︵大上眞明会長︶
は9月22日に同市役所で︑河南

町農委︵松井義昭会長︶は10月

6日に同町役場で研修会を開
き︑農業会議からは鈴木専務理
事兼事務局長が出席して農地利

代表受賞する田中稔委員（寝屋川市）
争㊥◆◆◆◆令や㊥◆令や◆◆◆◆◆◆◆㊥㊥◆◆○◆◆◆◆㊥▲

土井浩前副会長が受章

㈱秋の叙勲
㈱

寝屋川市

﹇40年﹈

永年在住者表彰受賞者
10月18日に開かれた平成29年
﹇10年﹈

高槻市
羽曳野市

田中

井田山村

度大阪府農業委員会大会で︑農
業委員会等の発展に貢献した者
に対して︑農業会議会長から表
とおり︒

彰状が贈られた︒受賞者は次の
東大阪市

右前堂中岩

稔

北山

道旗

中尾

大会運営を協議

第11回理事会

大阪府農業会議は10月18日︑

理事会を開き︑同日開催の大阪

大阪国際交流センターで第11回

て協議した︒

式砂栽培を実践し︑軟弱野菜な
どを栽培するグリーンファーム

をテーマに講演︒その後︑高床

講師の永井博氏が高床式砂栽培

︵
北
川
︶

府農業委員会大会の運営につい

彰

茂平

慶子

酒井千香子

☆農業委員会職員の部︵4人︶
﹇20年﹈

東大阪市
﹇10年﹈

河内長野市
大阪狭山市
寝屋川市

雅文

☆農業会議職員の部︵1人︶
﹇20年﹈

北川

北河内地区連
都市農業啓発事業

農妻と消費者が交流深める

日︑四億畷市内で第37回北河内

長︶と大阪府農業会議は9月22

北河内地区農業委員会連合会
︵会長・中野利佑門真市農委会

のハウスを見学した︒ ︵北川︶

粛

地区都市農業啓発事業を開き︑

農業委員会委員︑消費者など約

90人が参加した︒
当日は︑日本砂栽培協会特認

回答の内容は次のとおり︒

件数 面積︵平方㍍︶

︻第1号議案︼

町︑堺市︑富田林市︑松原市︑

2万

9140

2万9913

5

16

第4条

計

羽曳野市︑大阪狭山市︑八尾

合

大阪府農業会議は10月18日︑

︵農地区分別件数は︑3種農地

773

ついては︑16件︵2万9913

8件︑2種農地8件︶

11

認める旨︑回答することを議決

平方㍍︶を許可やむを得ないと

第5条

開いた︒

し
た
︒

市︑枚方市農業委員会会長︶に
第1号議案の農地法第4粂及
び第5条の規定に基づく意見聴

ターで第19回常設審議委員会を

取に回答する件︵池田市︑岬

大阪市内・大阪国際交流セン

第19回常設審議委員会

︵
敬
称
略
︶
☆農業委員会委員の部︵6人︶

また︑泉佐野市農委︵勝間富

用最適化推進について報告し
︒
た
士男会長︶は10月12日︑同市役

所で農地中間管理事業の推進に
向けて研修会を開催︒講師に大

阪府みどり公社の中島次長兼農
政チームマネージャーを招き︑

同事業の内容や府内の取り組み
事例について研修した︒
▼◆◆㊥⇔命令命令◆⇔㊥◆◆◆◆◆◆㊥◆命令◆⇔◆◆◆◆㊥a

平成29年秋の叙勲で︑前農掴
業会議副会長で︑前阪南市農⁝

業委曇会長の土井浩氏︵三
掴

歳︶が旭日双光章を受章し⁝
た ︒

農業委員会等農業関係団体⁝

の要職にあって︑大阪農業の摘
振興に寄与した功績によるも舶
舶

ので農業会議在任当時に推仙
薦︒

忠輝幸玲為
和久作子俊
農地中間管理事業の取り組み事例等を研修
（泉佐野市）
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農年ラジオCM放送開始！
加入推進のきっかけに
MBSラジオで朝8時から放

送中の﹁ありがとう浜村淳で
す﹂内で︑11月1日〜30日の期

間︑毎週月曜日︵予定︶に浜村
淳氏による農業者年金の生CM
が放送される︒

また︑放送期間中は︑イン
ターネット上にも特設サイトを
開設し︑広告する︒

府内農委では︑﹁農業者年金
な
い
︒

こうなると︑長期的に見て最

今般の衆院解散で︑9

加入推進特別対策に関する申し

合わせ決議﹂に基づき加入推進
活動に取り組んでいるが︑なか
なか結果に結びついていない︒
昨年度も︑ラジオCM視聴者

けの一つになることが︑大いに

の加入事例も出ていることか
ら︑今回も︑加入推進のきっか
期待される︒

お知らせ

農委会長・事務局長会議

◇日時 11月15日︵水︶

午後2時30分〜

︵常設審議委員会
終了後︶

︵
中
島
︶

貞会活動の課題と

nUWUn比ハU︵U的0︵UWU鼻U︵UWUn＝巾Qn＝サU︵∨巾0轟Un＝掛0︵U小0∩普Un＝㊥U︵＝l′WU︵＝＝仙0∩☆UnU⁝0︵U仙0︹＝☆U︹∨⁝0∩血0∩伸0∩＝憤U︵＝l′血0∩＝血0立叩0∩＝伸0∩＝巾0∩＝☆Un＝☆U

最適化指針などで情報交換

適化推進︑改正生
産緑地法について

大阪型農地利用最

◇場所 大阪市内・KKRホテ
ル大阪

︵北川︶

◇協議事項

なっている農地利用
最適化交付金の活用

席した︒

ついて情報交換が行われた︒
農業会議からは北川次長が出

や﹁農地等の利用の最適化の推
進に関する指針﹂の策定状況に

泉南地区農委職員研究会
泉南地区農業委員会職員研究
会が10月25日︑岬町の道の駅
﹁みさき﹂で開かれ︑同地区の
農委職員など15人が参加した︒
研究会では︑新体制の農業委

する方法も改めて考えられない

く︑本格的な担い手として育成

相当数いるはずだ︒彼らを交流
人口としてとらえるだけでな

は農業に関心の高い都市住民が

だろうか︒

榊田

近年︑筆者が注目している取

組みのひとつに︑東京都練馬区
が15年度からスタートした﹁練

馬区・農の学校﹂がある︒市民
参加・交流型の農業への取組み

は︑大阪でも東京でも︑数多く
の先進事例があるが︑この﹁農
の学校﹂で注目すべきは︑農業
経験のない区民対象の﹁農との
ふれあい・体験コース﹂から初
級︑中級コースまで︑興味と意
欲に応じてレベルアップできる
仕組みになっていることだ︒
レベルに応じて︑出荷調整作

町村の取組みを整理・連携し

る︒これを機に︑従来の府と市

ろうか︒

◇筆者の紹介

︒
任

﹁全国優良経営体表彰﹂審査員などを歴

で︑一般誌・農業誌などで執筆︒農水省
﹁都市農業の振興に関する検討会﹂委員︑

客員教授︒農業・食・環境問題の分野

農業ジャーナリスト︒明治大学農学部

︵さかきだ みどり︶

て︑府全体での重層的な人材育

り︑府による準農家制度もあ

単位でのすぐれた取組みがあ

大阪府下でも︑すでに自治体

ると思う︒

在するなど︑今までの蓄積もあ

培技術を持つ非農家区民層が存

じ︑すでにかなりのレベルの栽

業や除草など初歩的な援農から

成プログラムを考えられないだ

背景には︑同区で20年来続い

重層的に育てるプログラムだ︒

する区民まで︑農との係わりの
グラデーション ︵濃淡︶を意識
して︑都市農業を支える人材を

農作業協力者︑さらに自ら耕作

高度な技術の必要な栽培まで活
躍する場も用意される︒要する
に︑都市農業ファン︑農業者の

ている農業体験農園などを通

ロ●ロ●ロ●n●ロ●ロ●ロ●ロ●⊂●ロ●u●ロ●口●□●口●口●□●口●臼●ロ●口●口●口●口●ロ●口●口●ロ●□●□●□●ロ●口●ロ●□●口●□●口●□●ロ●n●口●ロ●口●ロ●ロ●ロ●ロ●口●口●ロ●口●ロ●ロ●ロ●口●口●ロ●u●口●ロ●口●□●ロ●口●口●□●ロ●∪●ロ●口●u●口●□●□●ロ

月の臨時国会に提出され

都市農業者の高齢化と後継者不
足を課題に挙げる自治体の声を

農業ジャーナリスト

交省も﹁都市と緑・農が

何度も聞いた︒

みどり

都市農業を支える
重層的な人材育成を

耕すか﹂︒つまり︑都市農業の
人材の育成・確保だ︒大阪でも

大の問題は︑﹁誰が都市農地を

なった︒生産緑地の貸借

ていた﹁都市農地の貸借
の円滑化に関する法律
案﹂ の審議が先送りに
を可能にし︑納税猶予も
継続できるよう税制改正
を促す画期的な法案︒来
年4月の施行が予定され
ていただけに︑落胆した
関係者は多いと思う︒

共生するまちづくり﹂推

それでも︑都市農業振
興基本法の施行以降︑国

進事業に着手するなど︑

ネスでの活用もあるが︑府下に

周囲のプロ農家による貸借︑
企業による体験・観光農園ビジ
都市農地を資源として保
全する流れは変わってい

