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農政改革に対する国民からの主な意見
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１．食の安全・安心、食生活

都道府県 年代 意見内容

大分県 60代 膨大な量の輸入農水産物に対して、現在の検査体制及び検査内容では不安がある。国民の不安解消のための方
策を願う。

山形県 40代 将来農業に関連する仕事に従事する生徒は、少数です。しかし、食べること、すなわち食にかかわらない生徒
は、１人もいないわけです。したがって、農業高校以外のすべての高校、そして小中学校において食農教育を位
置づけし学んでいく環境整備が必要だと思います。食農教育の充実が、生産者の視点にプラスして、消費者の視

、 、 。点に立った政策につながり さらには 国民的視点に高められた政策実現につながることが期待できるからです

熊本県 40代 消費者に軸足を置いた農政を積極的に展開するために、輸入牛肉にも国内産並のＢＳＥの全頭検査を強化する
よう輸出各国に要請すべきである。

北海道 30代 トレーサビリティについては、その公表内容について生産・流通・消費の全体合意が図られるような政策とさ
れたい。

石川県 50代 ＢＳＥ問題の発生から牛肉の産地表示が義務づけられている。肉に限らずもっと多くの食品の産地表示を徹底
すべきではないか。近年外食産業の発展はめざましいが、消費者にはどこの産地のものが使われているかはあま
り知らされていない。外食産業の業者はコストの削減を考え、味に遜色がなければミニマムアクセス米等の価格
の安い米を使用すると思う。知らないうちに口にしていれば慣れるにつれ抵抗感もなくなり、やがては食品の安
全性より価格を重視し輸入米がどんどん使われていくだろう。牛肉が良い例で、いまやオーストラリア産のもの
に消費者は何の抵抗も抱いていない。すべてのものを表示すべきとはいわないが、せめて米くらいはどこの産地
のものかを表示すれば、心ある消費者は国産や地元産の米を扱っている店を選ぶと思う。産地表示を義務付けれ
ば、消費者に選択の意識が芽生え、国産品を購入するようになり、自給率の向上につながるのではないか。
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２．食品産業、食品流通

都道府県 年代 意見内容

大分県 50代 農産物や水産物を市場で仕入れる際、セリ人は品名は言っても産地は言わない場合があり、結果として小売人
は産地のわからない商品を販売することもある。行政は、市場を経由する全ての商品は産地名を明らかにするよ
う指導すべきではないか。

、 。熊本県 60代 農産物の流通について大型店舗からの値決め販売が多くなり 農家の手取りが減ってきたのではないかと思う
農産物の流通を私たち農家も考えなければならない時が来たのかもしれないが、ほとんどの農産物流通について
は私たち一農家だけでは何ともできない。農産物の流通に関しても、消費者、生産者が納得の行くような指導、
施策を望む。

３．農業経営

都道府県 年代 意見内容

北海道 40代 有機栽培農家（ＪＡＳ認定）の扱いを、優遇してほしいと思います。現状では、栽培の苦労が報われている率
は、少ないと思います。農水省で、指導なされているのですから、食の安全の努力に対して、プロ農業経営とし
て優遇してほしい物です。その様な施策が、有機栽培農家を増やすことに繋がることを期待します。

また、安全と高品質は同等な扱いがされて良いと思います。高品質に対して施策が講じられるなら安全な農作
物生産に対しても施策をしてください。

有機栽培農家（ＪＡＳ認定）の扱いとして、全面積の２５％以上を有機栽培している人を、全面的に支援すべ
きと思います。

所得保障など、これからの施策の中で優遇すれば、有機栽培農家が、増えて食の安全に誘導策が講じられると
思います。
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３．農業経営（続き）

都道府県 年代 意見内容

山口県 50代 少子・高齢化を迎え、稲作農家は現象の一途をたどっています。この様な現状の中、水田耕作地域では高齢化
が進み、休耕田はますます増えてきてます。しかし、この様な現状だからこそ大規模な農業経営が出来るのでは
ないかと思っています。休耕田を耕作することで、大規模な農業経営が出来るとともに、耕作が現状では無理な
状態の（水路の確保）休耕田は環境保全を有料で請負、収入の増加を計ることができます。この様な農業経営を
行うには、法人化をして若者を雇用することで、農業の活性化を図るということです。

又、今まで農業をした事のない人でも、稲作が可能にするため、機械を使う仕事は、稲作経営者で行い、自分
で出来る作業のみ行って貰うという、水田オーナー制度も考えられます。その中で稲作の発育状況はインターネ
ットを使い、CCDカメラを設置し、いつでも自分の水田が監視出来るシステムを構築します。

又、法人化を行うことで、若者の雇用環境が整い、若者の就農が計れると思いますし、農業の将来にもつなが
っていくものと思います。

農業は現在機械化が進み、力仕事も軽減され汚い・きつい仕事ではありません。
春・秋の忙しい時期は稲作栽培を行い、その他は休耕田の整備に当てることが出来、年間を通じ仕事の場が確

保出来るものと思います。
又、休耕田の整備が整えば、田舎だから出来る、余り手を取らない自然食用植物を植え （例えばたらの木・、

アケビ等）インターネット等で販売を行うと、大都市への需要が見込めるものと思います。
この様な農業経営を行うには、国の支援制度を充実させていただきたいと思います。

熊本県 60代 国は、将来の農業を担うのは認定農業者として育成している。しかし、これからの地域農業を支えるのは兼業
農家だ。兼業農家を育成するような政策を展開すべきである 「農業専業では生活できない」という声があるこ。
とも事実。農家は家族の一人が地域に合う（生活できる）産業に従事し、他の家族が農業に従事してもよい。そ
うすれば農業（農村）の基盤も強くなる。認定農業者だけで外国の農業に対抗できるはずはない。

熊本県 60代 私たちの地域の農家は、今後７～８年で後継者のいない農家が増加し、田畑の荒廃が一気に進むのではないか
と心配している。集落営農を行うにしても今のうちに何とか具体的な対策をしなければ集落の２～３名の後継者
では何ともできないのではないか。地域において集落営農が実現できるような施策の充実を望む。
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４．地域資源（農地、水資源）保全

都道府県 年代 意見内容

愛知県 50代 依然農地の荒廃は進んでいる。開発が全て悪とは考えられないが、地域の利益分配のみでの開発には疑問を持
つ。田園（特に都市部における）が環境にあたえてくれる有益な恩恵は公共の利益にかなうものがあると思う。
又、農村部においては二次的な環境保全に多大に貢献していると昨今の川下から川上への報道等よらずとも農水
・環境各省庁の提言にも記する事である。願わくば、国民のために田園風景の公共性を理解していただきたい。

埼玉県 30代 障害者の授産施設などに農業を活用した施設があればよいと考えております。しかし、農地を取得し技術を教
育していただくことは簡単にできないのが現実です。空いている農地や、減反農地、さらには後継者のいない農
家の荒れてしまいがちな農地をこうした福祉の分野に活用できる国の制度を求めています。

福島県 50代 農業従事者の高齢化が益々進行し、それに連れて、耕作放棄地や荒地が益々増加傾向にある。また、農地を手
放したくても、農地法で売買が厳しく規制されており、売買も出来ない。その結果、耕作放棄地等が増える結果
になっている。売り手と買い手の自給ギャップが生まれている。農地法を抜本的に改正し、都市住民にも農地を
解放し、都市近郊農地を趣味的に取得し、自給菜園出来るようなかたちにすることにより、かなりの問題点解消
になると思う。農業は、今後産業としての大規模農業と、誰でも楽しめる、小規模・趣味的農業の両方を可能に
するため、農地法や諸規制を抜本的に改正すべきだと期待します。

熊本県 50代 都市近郊で農業を営んでいますが、住宅地等に農地の転用が進み、残された農地も住宅と隣接し防除作業や枯
れ草の焼却ができない等経営に支障をきたしています。 このまま計画性もなく農地の転用が進んでいけばさら
に事態が深刻になることは目に見えており、現在の農業集落の基盤がなくなります。都市近郊のため住宅地等の
開発が進むことに対して歯止めは利かないことから、開発地帯と営農地帯をさらに明確に区分し、今後もこの集
落で農業が続けられるような対策の強化を望む。
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５．環境保全

都道府県 年代 意見内容

。 、 、広島県 50代 国として諸外国が行っているような有機農業に対する支援事業を行って欲しい 食の安全 及び環境保全問題
食糧自給問題、農業人口の減少、及び高齢化ひいては農村の活性化など諸問題山積みの日本農業に魅力が、価値
が見出せるのは有機農業の振興しかないとおもいますが如何でしょうか？さらにいえば国家予算を圧迫しつづけ
る医療費の減少にも？

今有機農業の生産者は認定の為に色々苦労していますが規制ばかりでなく良い事は国をあげて推進してほしい
とおもいます。

北海道 60代 食品製造過程で出る残さの肥料化を行っている。しかし、販売側では、成分表示などで現状では販売を拒否さ
れる。廃棄物の有効利用が図られるような政策を検討してほしい。

熊本県 50代 山間地域等の農村がさびれ農林業の従事者がいなくなると、山間地域の環境保全ができなくなる。これは、山
、 。 、間地域の住民だけではなく 都会の住民にもいろいろな面でマイナスになると思われる 過疎地域の環境を守り

日本の国土全体の環境保全を行う意味からも、環境保護税等を新設して、山間地域に流してもらうような施策が
必要である。

６．農村振興

都道府県 年代 意見内容

北海道 30代 「田園空間博物館構想を国民運動に！！」ということを、とある講演会で耳にし、印象深く残っています。我
々が食するものの発信元 農村 の意味を見直すことを 国レベルでもっと推進するべきではないでしょうか？、” ” 、
単発で、各種のソフト事業やイベントがありますが、今のやりかたでは 「関係者しか知らない」という状況で、
しょう。だからといって、花火だけ打ち上げて中身がないのも困ります。

総合学習の時間に”郷土学習”を取り入れるなど、今、盛んに行われています。時間がかかることですが、小
学生レベルからの農業教育が、何年か後に大きく花さくと思います。
そのような施策が生まれるような食料・農業・農村基本計画の改定を望みます。
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６．農村振興（続き）

都道府県 年代 意見内容

熊本県 50代 市町村合併が進む中で、農林業、農村地域についても今までと違った方向に向かうのではないか。それぞれの
地域での特性（良さ、悪さ）を生かした農林業、農村生活がやりづらくなっている現状がある。地域は、国、県
の統一したやり方に従うことでしか農林業、農村の維持ができなくなるのではないか。地域性を把握し、国や県
はその地域に応じた活性化に力を貸す（支援する）ような仕組にすべきではないか。

宮崎県 70代 山間地で果樹（ゆず）栽培を行っているが、年ごとに高齢化が進み、また、労働力も低下していき、生産性も
。 、 。低下している状況 高齢化による生産性の低下は山間地域では深刻な課題であり 国の対応こそ緊急課題である

７．食料自給率、食料安全保障

都道府県 年代 意見内容

静岡県 60代 食料の自給率は国内市場に世界一安価な商品を満たし、国民の消費生活を安定させた上で、考えて頂きたいと
思います。

今の様に国民の消費生活に目をやらずに、農家だけを見つめた農林政策では、食糧自給率だとか食料安全保障
などと言う言葉は、宙に浮いているように思います。

茨城県 50代 食料・飼料の輸入による窒素成分が年間９７万トンにも達し、環境問題を起こしつつあると聞いています。水
田の稲は水に溶けた硝酸態窒素の酸素を吸収し窒素を空中に還元するという優れた能力を持っているそうです。

飼料を輸入しなくとも飼料用ワラをはじめ飼料を作れる体制をとるべきではないでしょうか。もちろん適合品
種の開発を含め早急に技術を開発しなければならない問題もあるかと思いますが、もっと将来の食料確保も見据
えた減反政策が必要ではないかと思います。



- 8 -

７．食料自給率、食料安全保障（続き）

都道府県 年代 意見内容

大分県 70代 現在の食料自給率の低下は、輸入農産物による供給過剰にも原因があると思う。もう少し輸入制限措置などの
対策をする必要があるのではないか。

静岡県 20代 農政に関して素朴な疑問があります。いま日本の食料自給率は４０％程度で先進国の中でも最低だと思います
が、普通に考えても自給率が４０％しかない日本に対して、さらに食品市場を開放しろと言ってくる外国が通商
外交を交渉するほどの友好国とは思えません。なによりも、ただでさえ世界全体では食料不足なのに、これ以上

、 。 、少しでも高く売ろうとする外国の言いなりになっていたら 世界に食料が流通しなくなっていきます 農水省は
農作物を世界全体にまわしていくべく自国の食料自給率に関しては５０％とか６０％などの最低自給率保障枠を
設けるように国際社会に訴えていくべきです。

北海道 30代 食の安全・安心を掲げた上で食料自給率を向上させて行くには、消費者が生産現場の実態を知り、理解を深め
ることができる施策が必要。

北海道 50代 40％の食料自給率であるが、これを向上させ、国内生産を続けられる価格を維持するためには、国民の理解が
得られるような施策展開が必要と考える。

青森県 70代 先進国では自国の食料自給率が１００％近くかそれ以上であるのに対し、日本はわずか４０％である。国内で
作れない作物ならば仕方ないが、遊休農地等が増加している中で作らないのはおかしい。自由競争の原則は理解
できるが、国が自国民に対し責任を持たなくなっているように思われる。世界的な不作等により農産物の大幅な
輸入減少が生じないとも限らないので、将来がとても不安である。
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８．その他

都道府県 年代 意見内容

北海道 50代 比較的堅調な十勝経済も公共事業の削減、農業関連の補助事業の削減などにより今後停滞が予想されます。十
勝は国家にしばられ国家に依存した経済から自立型経済に移行する時です。今後十勝は護送船団方式の農業を変
革活性化しＧＮＰは減少しても生活レベルの高い地域循環型経済を作り上げていかなければならないと思いま
す。

農業は補助金、価格支持政策にかかわらず活気がなくまた担い手不足になっております。現状では化学肥料農
薬の多投、過作から土壌病害が蔓延し農産物の品質も低下しています。
多投入型農業による環境汚染（河川、地下水の汚染、生物の種類の減少、環境ホルモンなどの化学物質汚染）は
予想以上に進んでおり今後重大な問題となり相当な経済的負担が生じつつあります。また近代農業および大規模
食品加工業は安心・安全な食品を供給するにはいろいろな問題を抱えています。

、 。このことから今後は有機農業 減農薬減化学肥料を中心とした持続可能な農業を振興してゆく必要があります
持続可能な農業は従来よりも多くの労働力を必要とし雇用の吸収効果が期待できます。また一般的にその農産物
は安全で品質が高く地域の食品加工業、飲食店、観光関連に大きな波及効果が期待できます。またグリーンツー
リズム、地産地消、スローフード運動などを通じ農村が活性化することも期待できます。チーズ工房などの増加
はそのよい例です。将来的には環境にやさしく安心・安全な農産物は道外に対する販売上も大きな優位性を持つ
ようになると思います。また安心・安全で品質の高い農産物は学校給食、食農教育を通じ子供たちの心身の健康
にも大きく役立ちます。

さらに環境を改善することで地下水、河川が浄化され地域の人々の健康を守るとともに、漁業が振興します。
これらのことを通じ環境問題を改善する新たな技術産業が生まれる可能性もあります。環境ホルモンから見て国
内で安心な牛乳を供給できるのは北海道だと言われています。十勝は環境と安全安心を基本に新たな農業と産業
を振興する必要があります。

また現状では家族経営を主体とした大規農業を振興していますが小規模な有機農業、市民菜園、定年帰農、株
式会社（一定の規制必要）など多様な農業を振興し農村を活性化させ農業人口を増加させる必要があります。ま

、 。たＢＳＥ以来ＥＵ アメリカでも有機栽培をはじめとする持続可能な農業はかなりのいきおいで拡大しています
日本向け農産物の輸出が増加している中国でも有機農産物が増加することが予想されます。
これらのことから持続可能な農業の振興対策を中心に十勝農業を変革する対策を早急に実施するよう要望いたし
ます。

また従来の補助金農政は農村を活性化することなく農民の利益になる部分は少ないのが現状です。
また特定作物にたいする価格補填が厚いため輪作体型がくずれ土壌病害の助長、多投入に傾くなどさまざまな

弊害が出ています。
今後は消費者の理解を得る努力の中で社会的にプラスの多面的機能を果たすことにたいする直接支払を政策の中
心とするべきです。環境に対する直接支払はＷＴＯの新たな協議でも緑の政策として認められる方向です。また
自国の農業が果たす役割を市民が認め農民の新しい権利として認めてゆくべきだと思います。
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８．その他（続き）

都道府県 年代 意見内容

熊本県 60代 日本は米を輸出すべきだ。価格が高すぎるというのなら食料不足に苦しんでいる地域の人々に援助すべきだ。
米については、作付け希望者全員に作付けを認め、その代わり全ての補助金を廃止して食料援助の資金としても
良いのではないか。

宮崎県 50代 非農家出身で農業経験のない私にとって、農地の確保や農薬の使用基準、エコファーマー制度等わからないこ
とが多い。これから農業を始めようとする者に対しての情報提供・支援の充実を望む。


