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新たな食料・農業・農村基本計画に関する国民からの御意見・御要望について（第８回）

　透明で開かれた政策決定プロセスを取る観点から、国民の皆様から御意見・御要望を広く募集し、食料・農業・
農村政策審議会企画部会における議論に活用。

　第８回の募集は、今までの議論に対する御意見・御要望について、インターネットや郵送、また地方農政局等を
通じて８月１２日から８月２７日まで御意見・御要望を募集。（計９１件）

　今までの審議会の議論に対する御意見・御要望の一部を紹介すると以下の通り。

中間の取りまとめ機関を廃止し、本省の組織を抜本的に見直し、地方と中央を直結して政策を練り、農林漁業行政を行っていく
べき 現場を見ずし 良 政策 良 行政が きるはずがな

産業として農業のあり方に疑問を持っている。他産業に比べ零細な家族経営や農協・官庁の介入などとても産業と呼べる実態
とは思えない。もっと現実を正直に分析した計画が出なければいけない。

資料５－１
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地域資源の活用と連携を軸とした地域の活性化について、提案されていることは今やるべきことの最重要なことであると思う。
日本の農業の根幹を守りつつ、農業政策が様々な角度から展開されるよう期待する。

都市農業に対して、農業に対する啓蒙運動の担い手としての役割を特にはっきりと明記し、都市農業者にわかりやすい明確な
目標を与えてもらいたい。

地域マネージメント法人について、非常に重要な施策と思う。どの様な地域活動や住民の声を取り上げて実施するか、または
実施しないか、問題が生じた場合の対応など、活動内容や運営方針のあり方や役場との連携・役割分担が課題になると思う。

べき。現場を見ずして、良い政策、良い行政ができるはずがない。

様々なグリーンツーリズムがあるが、労働市場の３割もの人が非正規・低賃金労働を余議なくされている現状を考えると、レ
ジャーの市場規模はどれほどのものなのか分析すべきではないか。

農業・農山漁村の潜在力を活かした新たな挑戦の推進が図られる必要があり、農業所得補償、担い手育成、農地集積の加速
化を鋭意推進し、国民全体で支える視点を崩さず、国家プロジェクトとして断行すべき。
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性別 年代 都道府県 職業
御意見・御要望

の分野
御意見・御要望の内容

男性 50代 岩手 その他

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

　産業として農業のあり方に疑問を持っています。他産業に比べ零細な家族経営や農協・官庁の介入などとても産
業と呼べる実態とは思えません。農業と農村コミュニティを関係させるところにも、商店街の街づくりが商業支援として
成り立たないのと同次元の課題を感じます。また流通の大チャネルであるスーパー業界などとの関係が全く計画に
見られません。もっと現実を正直に分析した計画が出なければいけないのではないでしょうか。

男性 60代 岩手 農業 農業経営、担い手
　私は高校卒業後、48年間農業を営んできた。農業を息子に託すため努力をし、農地も増やしてきた。しかし、息子
は大学卒業と同時に東京に出て、公務員の道を選んだ。当然戻ってきて後継者になるはずが、農業の収入の低さや
先が見えないため戻ってこない。担い手は作るものではなく、条件さえ合えば自然と出てくるものだ。

男性 50代 岩手 会社員 農業経営、担い手

　私は稲作1.5haを経営する兼業農家（第3種）です。一番に要望することは農業経営と担い手に関することです。言
わずもがな現在の農業経営の実態は、職業として成り立たない、労働意欲の湧かない業種となっており、「農は国の
大本なり」に根底から相反する政策がとられている現状です。これでは後継者も自給率の問題も解決するとは思えま
せん。兼業農家が国の経済発展にどれほど貢献してきたか、今後の農政の担い手確保のヒントにしてほしいもので
す。

男性 40代 岩手 農業 農業経営、担い手
　米の需要量に関する情報という名の減反目標を国が示すなら、農業者、農業者団体に責任を押しつけるのではな
く、生産調整未実施者がでないよう国が主導で米の生産調整を実施するべきだ。

女性 40代 岩手 主婦 農業経営、担い手

　先日、茄子の生産農家との交流をする機会があった。大きなハウスで茄子も低農薬で立派に作っていた。しかし、
その方は、『恥ずかしいことに所得税を払えていない』とおっしゃっていた。一人だから借金しないで何とか暮らせてい
る。しかし、後継者がいないのでどのようにしたらいいのか、と。
　このような方は、たくさんいると思うので、農業収入のあり方を考え直さなければいけないのでは、と思う。

男性 60代 岩手 その他
農地、耕作放棄地
対策

　当市におかれましても耕作放棄地は大変な状況であります。産業の面からみますと、収支のバランスのとれない
「赤字」産業か経営能力不足の所有者等、重要な社会問題と思います。
　所有権「資産と水田、畑、山をみるか」等々の問題ですが、私は所有者には権利は申すまでもありませんが、義務
も果たさなければならないと思います。「管理」です。この管理を十分に果たすように国家が強力に所有者に税金並
のものをを求めるべきでは。果たすことができない方々は所有権を移転（売却）するようになると思います。また、農
業委員会に一段と強力な権限を与えては。
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男性 50代 秋田 農業 農業経営、担い手

　ご苦労様です。お世話になっております。
　地元各地で基盤整備工事が推進されております。ハード面では時間が解決する事が多いですが、ソフト面での問
題について意見を述べさせていただきます。
1.整備用件の組織化ですが実際の組織は名ばかりで実質経営面では繋がりの希薄状態が多い。
2.組織の首長の考えが基盤整備した意味と反対なことを口外する。例；「個人の零細農家も細々と営農していくことも
良い」など。
　上記を入り口からもっと精査して地域のビジョン作りを内部だけでは無理があると思うのでJAや県・市がもっと係わ
りをもって欲しいと考えます。

男性 60代 山形 その他

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

　平田委員の意見に賛成です。
　「地方農政事務所の原則廃止と地方農政局、本省総合食料局の抜本的見直しを進める。」とありますが、中央集権
型では農山漁村政策が成功するとはとても思えません。ＩＴ時代ですので中間の取りまとめ機関を廃止し、本省の組
織を抜本的に見直し、地方と中央を直結して政策を練り、農林漁業行政を行っていくべきと思います。現場を見ずし
て、良い政策、良い行政ができるはずがありません。

男性 50代 山形 その他

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

①・様々なグリーンツーリズムがあるが、労働市場の３割もの人が非正規・低賃金労働を余議なくされている現状を
考えると、レジャーの市場規模はどれほどのものなのか分析すべきではないか。また、山間部での兼業問題とも関
連するが、若年層が主流のスキー客も同様の課題があると思う。
　・もっとも、高所得高齢者を対象にするという方法もあるが、この種のレジャーは体力があり、人生経験の少ない若
年層にとって価値があるのであって、それ以外ではないと考える。経験豊富な人々は「青い鳥」を求めるほど精神は
貧しくないだろう。
　・他産業の雇用構造、所得構造の改革を伴って、農業改革を進めないと効果的な政策にならないのではないか。
②・長期間に及ぶ耕作放棄地は、「無償」で政府に回収並びに所有権を移転できるように法整備したほうが良い。
③・資料６ー２「農政改革の検討状況」の冒頭で「農地面積の減少」を指摘しているが、地方自治体等では経済効果、
事業の採算性を顧みることもなく、積極的に農地の非農地化を推進している事例が多い。農業政策はこうした現状に
対して、改善を求めていくよう一層の政策介入・指導をすべきではないか。
　・これができないようであれば、地方関連組織そのものの存在意義も失われて当然であるし、また、整理すべしとの
声が大きくなるのも致し方のないように感じる。
④・農水省は厚生労働省、国土交通省等の関係省庁に強く働きかけて、国内産業政策の整合性を高めるため、省
庁間でもリーダーシップを発揮していただきたい。

男性 50代 山形 農業
自給力・自給率、
食料安全保障

　私は農協で水田経営所得安定対策の事務をしています。補償基準価格が過去の5中3のため年々補償価格が下
がりメリットが見えません。担い手が農地を集積する上で価格の見通しがつかないようでは集積は進みにくいので、
補償価格は、変動せず、固定するべきではないですか。

男性 60代 山形 外食産業
食の安全、消費者
の信頼確保

　平田委員、藤岡委員の意見に特に賛成。
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女性 60代 山形 農業
人材育成、雇用確
保

農業所得の増大について
　針原総括審議官の意見（第11回企画部会の議論）に賛成です。若い人が農業経営で生活できるために、①生産技
術の指導（人材育成）②農業所得の増大③補助金制度の見直しをお願いしたい。

男性
70代
以上

山形 林業
農村振興、中山間
対策

　「（３）中山間地域等直接支払などの意義と今後のあり方」に同感。
　環境保全だけでなく、南斜面の観光開発で田舎を再認識して生かす。
　過去、高度成長期の日本は、地方からの出稼ぎ労働者を得るべく田舎が必要だった。しかし、その後の都市の人
口増に加え、各都市、地方の下請けも含めて、大企業の本社は中央都市に集中したため、納税率も一極集中した。
　現在、衣食住の基本資材が海外との輸出入の関係もあり、特に食と木材、石油、金属等々海外に依存してきた。つ
まり、日本の田舎（地方）はすでに不要な存在となり、地方交付金も頭の痛い感じ。
　だが、地方の存在こそ重要である。美しい田園と里山は緑と水と空気を蘇らせる、人間の生きていく根源である。都
市と地方の交流、田舎らしい良さを見出さねばならない。

女性 50代 山形 農業
農村振興、中山間
対策

　古口委員さんと藤岡委員さんの意見に感動し、賛成します。古口委員の意見の中では「子供たちを教育する保育
士や教師をもっと農村へ出すための支援をしてほしい。」藤岡委員の意見では「農水省の職員は、定年後に是非農
村に来てもらい、ノウハウを活かして農村の活性化に尽力してもらいたい。」

男性
70代
以上

山形 林業
農地、耕作放棄地
対策

　藤岡委員の意見に賛成です。

男性 60代 福島 その他

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

　農政改革の展開方向のまとめは洩れなく問題点が把握され、国策として進めるべきものが見えてます。ひっ迫基調
を続ける世界の食料需給の中でわが国農業の役割は、最重要部です。解決のためには、農業・農山漁村の潜在力
を活かした新たな挑戦の推進が図られなければなりません。その過程で、農業所得補償、担い手育成、農地集積の
加速化を鋭意推進します。国民全体で支える視点を崩さず、国家プロジェクトとして断行すべきです。

男性 50代 福島 その他

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

　全体を読みましたが、解かりにくいです。役人には解かるかもしれないが、自分には何を言いたいのか解かりませ
んでした。文章の構成などを考えてほしい。
　また、自宅にＦＡＸが無く、コンビニまで出かけないと送れません。

男性
70代
以上

福島 その他
自給力・自給率、
食料安全保障

　先日、農水省は2008年度の自給率が前年度比１ポイント上昇の４１％となり、２年連続で改善したと発表した。しか
し、計算方法の仕方によっては先進国との差に違いが出るとの意見もある。カロリーベースとか経済指標とか分析方
法で数字はかなり動くらしい。虚像と実像、果たして真実はどうなのか? 農水省の大方針で自給率を作為したとした
ら、それこそ被害者は国民である。

女性
70代
以上

福島 主婦
自給力・自給率、
食料安全保障

　私は三度の食事をきちんと食べているせいか、59年間医者いらずの健康体です。朝昼夜の食事を子供と共に食べ
ることや、農家の方に感謝しながらいただくことが大事です。最近、小学校で道徳の授業が無いためか、礼儀作法の
知らない子供が増えているような気がします。
　現在、食料自給率が40％となっておりますが、カロリーベースと生産額ベース双方の自給率を検討して実施するよ
うに推進ＰＲしてほしいと存じます。
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女性 30代 福島 主婦
自給力・自給率、
食料安全保障

・自給率については、国際比較や通常時にはカロリーベースをメインにして、生産額ベースを補足という2本立てで問
題はないと思います。わかりやすい補足説明は必要。（両自給率の目的、相違についてなどの）
・目標とする自給率の品目別限界値がどの位なのか知りたいです。（米や卵なら100％自給、大豆なら50％位など
と。）日本の風土や技術に合った作物とそうでないものがあると思うので、品目別目標自給率を公開すればよいので
は。全体で１％上昇したと聞いても実感がわかないのです。

女性
70代
以上

福島 主婦
食の安全、消費者
の信頼確保

　最近ファーマーズショップが盛況です。農作物を作る人の顔が見えるので信頼感が生まれ、直売なので新鮮で、何
より安心して買えます。このような販売の方法は、作る人と買う人のコミュニケーションで成り立っていますので、各地
に開店することは好ましいことと思います。農薬を減らしたり、鮮度保持の工夫などすれば、現金収入につながり、生
きがいと誇りが農家の方々をますます元気にすると思います。

女性 60代 福島 主婦 地産地消、食育

　先日新聞で、長野県の中学校長時代に、荒れた学校の改善を給食によって立て直したという記事を読み、感銘を
受けました。生徒たちは落ち着き、学力も向上し、また、町内では犯罪も減ったということです。その後、食生活の改
善を広め、食育の大切さを呼びかけているとのこと。
　今、子供たちに「すぐ切れる子」が多いと言われています。肉食中心で、野菜や魚を好まない子が多いのもそのた
めと言われています。小さい頃から子供たちに農業体験などをさせ、地産地消をすすめ、食育の大切さを教えていき
たいものです。

女性 50代 福島 主婦 地産地消、食育

　子供が小さい頃はジャガイモ掘りやさつまイモ掘りやトマトや様々な野菜の植え付けから収穫まで体験する良い機
会に恵まれるのに、大きくなってからはお受験にばかり走り一番大事な食べ物に触れる機会は稀有に等しい。中 高
では稲作の体験が適しているのでは。人と言う生命体は口から入る食べ物で生かされていることに早くから気付か
せ、育て方にも体に良い育て方がある事を理解してもらうのにわざわざ教えずとも体で反応し絶好の一石二鳥の教
材である。

女性 40代 福島 その他 地産地消、食育

　農家の主婦の旬の食材を使った料理や保存食品は大変貴重なものが数多くあります。そうした手法を農家以外の
主婦や子供たちに伝えていくことによって、食の新しい分野が開拓されたり、食育につながると思います。講習会を
開催し興味を持ってもらい、伝える方にも新しいやりがいの意識が出てきますし、町興しにもなると考えられます。次
世代へ伝えることによって、食文化、教育、地域振興、コミュニティ、担い手などの問題に対して貢献できる策だと思
います。

男性
70代
以上

福島 その他 農業経営、担い手

　農業経営後継者の育成資金の助成を !　国は様々な支援措置を実施しているが、農業県に住んでいる者として要
望したい。農業に対するイメージが悪いのか、嫁・後継ぎ問題には人ごとではなく頭をかかえてしまう。しかしそのよう
な中で、私の住んでいる市町村は農地に適している風土である。例えばブランド化した岩瀬のキュウリ、アスパラ、
ピーマンは三春と、地域で一品運動を繰り広げていて頼もしい限りである。ナシ、リンゴ、モモの生産農家もしっかり
経営している。望ましい農業構造を構築していくために重点配分を !
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男性 50代 福島 会社員 農業経営、担い手

　日本の農業を守っていくためには、担い手をしっかり確保・育成していくことが絶対に不可欠と思います。現在、自
然を相手にした仕事をしたいという方がかなりいると聞いています。そういう方々が自然に農業従事に入っていける
ようにすべきと考えています。その際に、必要な知識をしっかり教育すべき機関が必要と思います。そのような施設を
作れればと思っています。

男性 50代 福島 その他 農業経営、担い手

　農業の担い手を育成する施策が各地方自治体において実施されている。が、現実的に新規就農に結びついている
のか、甚だ疑問である。就農するための支援体制がずさんなため、不安と戸惑いが募り、結局、就農を諦めてしまう
ケースが多いように思う。確実に就農できるようなしっかりとしたブログラムが必要だと思う。行政自らが就農希望者
の意欲を半減させている、そんな傾向も顕著なような気がしている。

女性 50代 福島 主婦 農業経営、担い手

　国内において、直売所も各地で多くみられるようになり、年間で億単位の売上実績のある直売所もあるとのこと。そ
れだけ人々は安心安全な食材を求めているということでしょう。
　農業の高齢化、後継者不足の問題解決には、何といっても新規就農者の確保が必須であると考える。雇用就農の
推進案の一つのハローワークとの連携による就農相談会は、就農者を確保するのに重要な計画であり、また、若年
層の就農人口増加目標値も必要であると思う。

男性 60代 福島 その他
人材育成、雇用確
保

　居住地では兼業農家ばかりの上、農業の担い手不足から休耕地がかなり目立つ。次世代に農業をやっていくとい
う家庭はほとんどない。こうした現状を、数値上だけではなく現状を現地調査で正確に把握してほしい。カロリーベー
ス食料自給率を見ると、主要国の中では順位が下位であるが、国内生産力はさらに低下することは間違いない。農
村地域に雇用を創出する意味でも、新規就農者への資金面での支援の強化を確実にして欲しい。

男性 50代 福島 会社員
人材育成、雇用確
保

　非農家出身の新規就農者は、就農準備校又は県農大等における職業訓練を受けることがプロセスとして定められ
ている様に見受けられます。就農へのアプローチは千差万別で良いのではないでしょうか？。もう少し自由に就農へ
の道を選択できるように間口を広げてほしい。

男性 60代 福島 農業
農村振興、中山間
対策

　当地では高齢化に歯止めがかからず、兼業農家の若い年代の人も、職場の削減や撤退（工場等）などで転出が増
加している。生活基盤や子育てなど根本的な問題が多く、地域社会の崩壊が著しい。
　国は新規参入で農山村の維持と雇用を考えているようだが、生活できる収入を与える政策がなければ誰も農林業
を続けることができない。現在の人達が自立なくして新参の成功などありえない。

男性 60代 福島 農業
農村振興、中山間
対策

　中山間地では、土地利用型の農業経営は困難である。ハウス等施設さえも、高度利用できる用地確保ができな
い。
　稲作について、中山間地での水田フル活用には、平場の稲作農家と同等に扱えないのではないか。

男性 60代 福島 農業
農村振興、中山間
対策

　私達の村は、中山間地、農地・水・環境保全向上対策事業を村民みんなで参加し、がんばっています。今まででき
なかった農道、水路など補修工事が少しずつ改善されつつあり、農地、農道など、今までよりも草刈りの回数が多く
なり、農地の環境も変わってきました。若い後継者が少なく高齢者が多い今、何とか農業を守っていきたいと思って
います。これらの事業の継続を引き続きできるよう要望します。
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男性 50代 福島 農業
農村振興、中山間
対策

　中山間直接支払制度の２期目が今年度で終了しますが、是非このような制度を続けてほしい。この制度のお陰で、
我が地域は活気ができ、また、今まで荒れていた耕作放棄地が整理され、人間関係も良くなったと思います。

男性 50代 福島 会社員
農地、耕作放棄地
対策

　土地の所有から利用への転換は、従来の個人資産の継承を利用者による継承への画期的な改革と受け止めてい
ます。私はこの政策を全面的に支援いたします。私は定年後、自給自足の農業を営みたいと考えておりましたが土
地を取得することの難しさに直面しておりました。是非実現して頂きたい施策です。

男性 40代 福島 農業
農地、耕作放棄地
対策

　水田フル活用において、飼料米等の生産に対して助成があるのはとても有効だと思います。しかし、助成を受ける
ためのハードルが高すぎて、取り組みにくいのが現状です。コストダウンを考えると、直播よりも余った苗を集めて植
えた方がはるかにコストダウンになりますし、近くの農家から余り苗を買い取ることが出来れば、周りにも還元できま
す。

女性
70代
以上

福島 主婦 その他

ある農家の主婦（67歳）の声を聞いて～
　「昨年まで隣の家の田んぼも耕作してやってたのに、自分の田んぼですら、いつまで耕作していけるのか。今年は
イノシシに田んぼを荒らされてしまって。」と、高齢化による生産活動の不安、動物自然災害による生産意欲の減退、
また、政府のその時々の政策の変更に農家の不安は大きい。
　とにかく、生産者が安心して働けるよう、永続性のある政策をしていただきたいものである。

男性 50代 福島 農業 その他

　FTA公約について自民党と民主党が対立しているが、農水省の考えはどうなのか。民主党が与党になって「自由化
を進める」場合、農水省はどう対応するのか。私としては個別所得補償は不必要だと思うし、民主党は自民党の農村
票を横取りするために言っていることだと思う。農水省としては、必要でないものは断る決意が大切だと感じていま
す。

女性 60代 栃木 その他

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

　資料の地域資源の活用と連携を軸とした地域の活性化について、p13の農山漁村の地域資源に提案されているこ
とは今やるべきことの最重要なことであると思います。日本の農業の根幹を守りつつ、農業政策が様々な角度から展
開されるよう期待いたします。
　政策・実行・その後の結果と評価を国民に理解できるような情報公開がされることをお願い致します。
　茂木委員の意見は、同感です。

女性 60代 栃木 農業 地産地消、食育

　地産地消というかけ声で農家でも野菜を作り、直売所を始め、あらゆる所で販売されるようになりました。
　ＪＡを通し、共同出荷している人は、作物についての指導、農薬についての勉強会があり、適正な使用を学ぶことが
出来ますが、直売所にしか出荷していない人（平均して農家の奥さん）は農薬についての知識が不足していると思い
ます。安全･安心といいますが、この農薬についてこの野菜に何倍にうすめ、どのくらいの量を何回までかけて良い
かとかそういう事がわからない人が多いようです。野菜は安全なものでしょうが勉強はどんどんやった方が良いと思
います。
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男性 40代 東京 農業

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

　東京の農業は農地制度、特に税制分野において、宅地化予備地扱いにおかれ、相続時に半減し、未来を描けない
「自然消滅待ち」状態となっています。今後、都市計画制度が見直されるようですが、早急に「安心して営農できる。
農家が進んで入れる」制度を整備していただきたいと思います。また、税制問題が先立つ都市農業ですが、生産面
の手厚い支援も要望いたします。さらに、農地制度において、都市農業にも土地の貸し借りができるように、農家が
立ち上げる農業生産法人又は株式会社が所有でき、相続税納税猶予制度の適応が可能にしていただきたいです。

男性 40代 東京 農業

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

都市農業の振興と役割について
　都市農業の役割は、新鮮な農産物を供給するというだけではなく、日本の農業の大切さ、食の大切さを都市住民に
知らしめるという上で、地理的にも大きな役割を持っていると思います。市民農園に対する都市住民の要望にという
だけでなく、農業に対する啓蒙運動の担い手としての役割を特にはっきりと明記し、我々都市農業者にわかりやすい
明確な目標を与えていただきたい。
　地方の農業の現状は大変厳しいことは、よく知っております。
　日本の農業施策に対する利益の享受者は、農業者だけではなく、消費者の為の施策なんだと知らしめ、理解させ
なくては、日本の農業は立ち行かなくなる。常々私共はそのような気持ちで様々な活動をしていますが、さらに明確な
目標と意義を与えることで、より効率的、効果的になると思います。
　また常々思っていることですが、日本の農産物は素晴らしい。
　東京には農産物の直販所がJA関連だけでも50か所もあります。近くにスーパーがあるにもかかわらず、足を運ん
でくれるお客様は、日本の農業を理解している非常にコアな層だとも言えます。その人たちに地方の特色ある農産物
を食べてもらいたい、それによって地方の農業をアピールしてあげたいと思っても、輸送の問題等、システムがなか
なか作れないのでかないません。地元農産物のほか、地方の季節感あふれた農産物が並んでいるとなれば、利用
する人も間違いなく増えることでしょう。そのようなシステムができれば、都市農業の振興、後継者の育成のみなら
ず、地方の農業の振興にも直結します。
　必要なら基本計画に地方と都市農業の融合のような施策を是非盛り込んで頂き、実現のための施策を是非お願い
したい。

男性 30代 東京 公務員
農村振興、中山間
対策

　農村集落の生活環境基盤は、農業者を始めとする地域住民や地元組織が行政と相互協力し、地域の特色を活か
して形成してきた伝統があり、国や自治体が主導する都市生活基盤とは全く異なります。そのため、今後の地域マネ
ジメントも、農業政策や消費安全政策と一体的に、政府内では農林水産省が強力に主導して他省庁と施策連携し、
自治体や地元組織と一致協力して進めることが重要と思います。

男性 60代 神奈川 農業 農業経営、担い手

　他産業と農業との所得格差があることは、昭和の時代からの問題ではあるが、私の地域のように都市近郊で経営
面積が少なく兼業農家が大部分を占めている所では、専業農家と兼業農家の所得格差も大きく、労働時間も格段の
違いがあります。
　兼業農家はものすごく元気です。
　以前、品目横断的経営安定対策事業のような制度ができれば、専業農家もよい方向に行ったのでしょうが、この制
度も骨抜きにされてしまい、このままでは、近い将来、専業農家は消滅してしまいます。
　私達は、農政＝補助金を望んでいるわけではありません。低コストで安心安全な食料を生産したいだけなのです。
地産地消で、庭先で売るのもよいが、これでは、農家が皆八百屋になってしまいます。私にはチョット・・・・。
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男性 50代 新潟 マスコミ
自給力・自給率、
食料安全保障

　 日本の食料自給率向上が現在公示中の衆院選マニフェストで競われている。そのこと自体結構なことだが、選挙
政争の具に扱われかねない現状に不信感が募る。
 　問題は真に現在から将来にかけての農業政策や農業・農家振興に結び付く論戦、争点化となっているかどうかで
ある。
　 さらには一般市民や消費者にとって無関係・無関心な議論になってはいないかという点だ。自給率が上がるとなぜ
市民にとっていいのか、どういう利益があるのか分かりやすく説明すべきだ。ましてや高関税によって保護政策が強
まり割高な飲食料金を市民が負担するようになったりしたら不信感は極まるだろう。
　 政府の「2015年 45％」の数値目標の根拠だけでなく、自民、民主両党の主張の理由もはっきり示すべきだ。

男性 50代 富山 公務員
農地、耕作放棄地
対策

　今年の6月に農地法の改正がされ、市街化調整区域においては、納税猶予が行われることになったが、市街化区
域の水田は、農業者の高齢で農作業が困難になり耕作放棄されている。耕作放棄解消のため、ＪＡ子会社と利用権
設定をしようとすれば、納税猶予がされなくなってしまう。どうか、受託者の耕作継続などの条件を付してでもよいか
ら、市街化区域の利用権設定による納税猶予を認めるよう法改正をお願いしたい。

男性 50代 富山 農業 技術、環境

○「緑と水の環境技術革命」「再生可能エネルギーの活用」について・・・化石燃料の枯渇化による再生可能エネル
ギーの活用は、早急に取り組むべきことである。特に、国の機関や民間企業と連携し、開発等を加速化するべきだ。
再生可能エネルギーは、中山間地や農村部に多いことからも、発電の設置や利用による地域の活性化を図り、農村
の定住化にも利用するべき。また、バイオマスによる発電による電力については、国で売電価格の一部を補助するく
らいにして、積極的に推進するようにするべきではないか。

男性 50代 富山 農業 技術、環境

「鳥獣被害対策の推進」
　せっかく栽培したものが、鳥獣に踏み倒されたり、食害されたりすることは、残念でならない。自然災害であるため、
全面的な国の支援をお願いしたい。早急に、各種鳥獣と共生できる方法の開発はもとより、被害を被っている地区に
ついては、防護柵や箱わなの導入等に対しては、事業費の拡充をお願いしたい。

男性 50代 富山 農業 その他

「子どもの農業体験、食体験の促進」について
　福島県喜多方市小学校の農業科（総合学習にて）の実施や（社）全国農村青少年教育振興課がアンケート調査し
た結果の小冊子(H21年3月発行)、その他の小中学校の農業体験、また、私の地元小学校の農作業体験指導から
も、感受性の強い子どもの時に回りの自然に触れさせ、自分の食べ物を見つめさせることは、大人になる前に必ず
やるべきことと思う。地域においては、農業者との連携は難しいかもしれないが、義務化できないだろうか。

男性 50代 富山 農業 その他

「食生活の改善」
○米施策・水田農業政策に関するアンケート調査の結果において
　設問の回答について、私が見た結果では、生産調整は何らかの修正を行い、続けるべきだという結論になったと感
じました。これまで続けてきた、国の生産調整政策は一応肯定されたのだと思います。これからは、生産調整の基本
骨格を明確にするとともに、水田フル活用を行い、不公平のない政策を実行してください。
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男性 50代 富山 農業 その他

「食生活の改善」
　消費者の「なぜ、おこめをたべなくなりましたか」の回答で、パンや麺の食べる回数が多くなったことやダイエットの
ため等、日本の食生活がおかしくなっているのではないか。日本型食生活が、健康上に良いと実績があるのに、忘
れかけてきているのではないか。成人病の予防のためにも、もっと食生活指導を国で行うべきではないか。主食のコ
メ消費拡大や農産物輸入量も減らすことにつながると思う。

男性 50代 大阪 その他

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

　現地調査の意見にもあるように、米の再生産を保証する支援策が必要である。今の100万トン備蓄水準を200万ト
ンクラスに引き上げることを前提に、現在100万トンを下回っている備蓄米を早急に買い足して、価格の下支えを行う
必要がある。

女性
70代
以上

大阪 その他
自給力・自給率、
食料安全保障

　耕作放棄地が増え、食品を輸入に依存している現状では、食の安全も自給率向上も難しい。

男性 50代 大阪 その他
自給力・自給率、
食料安全保障

　「MA米を輸入してなぜ減反を強いるのか」に対する納得できる説明を農水省はできていない。WTO交渉が始まれ
ば、重要品目6％からの攻防から交渉はスタートするとの情勢を国民は理解していない。MA米輸入をストップするこ
とを大前提にした議論を組み立てなければ、国内対策をどれほどしても効果は上がらない。

男性 50代 大阪 その他
自給力・自給率、
食料安全保障

　輸出が増加すれば食料自給率がアップするという理屈を理解している国民は少ない。競争力のある高品質の農作
物を輸出するのは経済原則から自然の成り行きだが、自給率向上を大命題としなければならない一方で、前述の説
明もなしに輸出量・額の増加を強い日本農業の旗手として高評価するのは、国民を欺いていると思われても仕方の
ないことと思う。

女性
70代
以上

大阪 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

　消費者は安全で信頼できる食品が安定して供給される事を望んでいる。生産から流通を経て最終消費までにかか
わる人たちへのコンプライアンスの徹底と食品の安全確保のための厳しい基準つくり、消費者が食品選択に必要な、
信頼できる情報提供の確保が望まれる。そのことにより、消費者は信頼できる食品供給（生産・流通）者を評価し、悪
質者を排除する事につながると考えられる。新たな食料・農業農村基本計画の推進を望みます。

女性
70代
以上

大阪 その他 農業経営、担い手
  まずは自給率をあげるため、耕作放棄地を減らし、優良農地を確保し、活用できるシステムを作る。農業従事者の
高齢化問題以外にも、安定した収入にならなければ、生活は安定しないのだから、担い手は育たない。担い手育成
に国が支援をする（税金の使い方を改善する）。

男性 50代 大阪 その他 その他
　農政事務所の廃止は、農政の自殺行為である。事故米の不正規流通を許したことを農政事務所の存在に求めるこ
とはあってはならない。政府は、不祥事を口実に「渡りに船」と行政改革の方針を先取りしようとしている。こうした措
置で、今後の農政を強化することはできない。撤回を求める。

男性 60代 兵庫 農業 農業経営、担い手
・農家の経営が利益が出るような個別に支援ができる所得補償を支援を考えてほしい。
・減反の公平分配してほしい。
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男性 60代 兵庫 農業 農業経営・担い手 　他からの収入があるが、米を生産すれば、所得はマイナスとなる。米政策を考えていただきたい。

男性 60代 兵庫 農漁 農業生産
減反率の増加、都道府県・市町村別の割当が不平等である。
農産物での経営でなりたたないのが一番の問題である。
各農家の経営が利益が出る様な方策が必要ではないか。

男性 50代 兵庫 農業 農業生産 　厳しい減反をしているのに、自給率を上げるという事との矛盾を感じる。

男性 兵庫 公務員 農業生産
　加東市の農業は、水稲中心であり、酒米の栽培が耕作面積の60％近くあり、一般食糧用の米ではないので、現在
の生産調整配分には合致していないのではないか。
　「酒造好適米・種子生産等」を需要量の別枠にしてもらえないか。

男性 50代 兵庫 公務員 農業経営・担い手
　農業で1000万円程度の収入があれば、もっと関心がもてる。収入の拡大ができるよう、これでメシが食えるよう指導
してくれ。

男性
70代
以上

兵庫 その他
農地、耕作放棄地
対策

　現在の農業では高齢化が進み、放棄田が多くなる。若い方が農業で生活出来る政策を願う。

男性 60代 兵庫 農業
農地、耕作放棄地
対策

・農業機械を買う場合、営農組合は50％の補助金、認定農業者は12％、せめて25％補助してもらいたい。
・10年前後の耕作放棄田を復旧した場合、3万／10a、せめて10万／10aにしてほしい。チェーンソー倒木、根の掘り
起こしユンボ、トラクターが入れるようにするまでは1ヶ月10万円(最低)かかる。

男性 60代 兵庫 農業
農地、耕作放棄地
対策

　耕作放棄田を冬の間に19a、25aとトラクターを入れるまで回復させたが、3～5万円助成(10aあたり)の今日の説明
は、わかるが、10～20万円(10aあたり)になればもっと再生できると思う。

男性 60代 兵庫 その他 その他 　国の補助金は、大農家中心の考えになっている。小農家の事は考えていない。

男性 50代 兵庫 農業 その他 　地方農業の直面する本質を役所が知らないから、農政がまちがったことになっている。

男性
70代
以上

兵庫 農業
農地、耕作放棄地
対策

高齢者の農地対策について
・農地条件、北向、一筆あたりの面積が少ない。
・水路-給水が困難。
・賃貸の受け手がない。
上記の場合、農振地区でも転用許可を取りやすくできないか?後継者が農業に従事できる改革をお願いします。
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男性 40代 和歌山 公務員

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

○地域マネージメント法人について
　非常に重要な施策と思う。どの様な地域活動や住民の声を取り上げて実施するか（or実施しないか）、問題が生じ
た場合の対応など、活動内容や運営方針のあり方が課題かもしれない。また役場との連携や役割分担が最も重要と
思う。

男性 40代 和歌山 公務員

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

○定住自立圏構想と地域（国家）戦略
　私は地域での地道な食料安全保障の取り組みもあると思う。例えば、食料備蓄という国家戦略の一部に、定住自
立圏構想での既存施設活用による地域住民参加による農産物備蓄の取り組みがあってもよい。国家戦略といえば
聞こえがいいが、住民に身近な、一人ひとりが参加して出来る地域活動としての食料安全保障施策もあり、その身近
な存在として地域マネージメント法人の存在があると思う。

男性 40代 和歌山 公務員

食料・農業・農村
政策審議会企画
部会の資料及び
議論

○定住自立圏構想と地域マネージメント法人
　4月に「農政改革の検討方向」が示され「7農山漁村対策について」で地域コミュニティーの記載が欲しい旨の意見
提出しましたが、反映されたことを嬉しく思う。4月の意見の再掲載ですが、過疎化・高齢化による農村集落の消滅と
農地の耕作放棄こそが食料安全保障の根本。まちやむらに人が住まなくなれば農業・農村の多面的機能は発揮さ
れず、地域コミュニティーが消滅。食料安全保障は単に「食料」の自給率という「数値」の問題のみではなく、社会、国
家の存続、即ち“国家”安全保障の問題。食料安全保障と農地の確保、地域コミュニティーを関連付けは大変重要。
是非、実現に向けて頑張ってください。

男性 50代 和歌山 公務員 地産地消、食育

地産地消について
　地産地消は、地元から率先し進めるべきものではあるが、支援策の検討も。地産地消は輸送コストの縮減、引いて
は温暖化の防止にもなり、適地適作が進む。いいものを産地が自ら消費することで、外の消費者の評価が高まる。ま
た、直売所は地元がほしい施設の1つ。この設置に対する支援に期待。

遊休地の解消について
　中山間では、傾斜の急なところや基盤整備が遅れている所から耕作放棄が進んでいる。
　一旦荒れると元に戻すにはかなりの努力と時間が必要。従来の国の補助基準からはずれるような規格の道路など
にも支援が必要。また大規模化の支援と同時に行わなければ、中山間地は荒廃し、引いては国土保全上問題が起
こる。都市で余る労働力を田舎に呼び、若者が生活できるような支援も求めたい。

男性 50代 和歌山 公務員 農業生産

　世界貿易の自由化で外国産物商品等の輸入に対する大手商社の判断に左右され、今日の国内農産物の価格、
需給バランスの不安定化をきたしている。又、消費者嗜好も多様化している。
　価格が安定する方策が先決。
　少子化の中で子孫のための財産の備蓄傾向が薄れている。
　子育てが終われば身体に無理をかけない健康第一の傾向があり、個々の競争心が薄れている。
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男性 30代 和歌山 公務員
農地、耕作放棄地
対策

　日本の農業政策は米・麦・大豆等が中心となっているのが、現状であり、様々な事業が実施されているが、急峻な
地形の果樹地帯では、あてはまらないことが多いので、地域別・品目別に弾力的な運用ができるような事業を実施し
ていただきたい。
　また、耕作放棄地を数年以内に解消することを目標に進んでいるが、担い手も高齢化しており、農家所得も低迷し
ている中では、実際問題として新たな担い手が見つかりにくいのが現状である。
　条件の悪い耕作放棄地しか無い地域の救済措置を設けていただきたい。
　また、耕作放棄地の解消が地域農業活性化の1つの手段であるにもかかわらず、解消が目的となっているような傾
向もあるので、注意しなければいけない。

男
70代
以上

山口 農業 地産地消、食育 周辺には規模拡大などを考えているものは、ほとんどいない。私も自給・収入になるような農業は考えられません。

男 50代 山口 会社員 地産地消、食育

自分で作ったものが一番おいしい。自然薯は自分で掘って食べないと本当の味はわからない。私達が小さい頃は、
今で言う家庭菜園が各戸にありました。今では、田舎でも菜園のない家の方が多い。そう言う事により旬が分からな
くなっています。自分達の地域に出来る時が旬です。それを教えないと冬にスイカががあっても何も思わなくなりま
す。冬にスイカを作れば暖房用の石油がいくらいるとか。国内産でも飼料は輸入なので運送に石油はいくらと言うよ
うに遠くから運べば運ぶほど石油が多くなる。そういう事を教えていけば、農産物すべてに興味がわくようになり見方
が変化すると思う。そのために学校菜園等で作物を作って食べる事から始めるべきだ。

女性 50代 山口 公務員 地産地消、食育

　地産地消の取組を進めるために、農産物の品目によっては地域、さらに県レベルでの生産地、量、時期の調整が
検討がされていると聞いています。今後さらにその内容について検討していただき最終的には国レベルでのしっかり
した供給体制となること期待しています。また、皆で取り組む意識を持つためにも広報的な補助を是非お願いしま
す。

男 60代 山口 農業 農業経営、担い手
農業生産で経営が成り立つ様にしてほしい。（少ない年金から肥料、農薬、機械代をやりくりしないと農業収入だけで
はやっていけない。）民主党の所得保障に期待する。

男 50代 山口 農業 農業経営、担い手 農業での収入だけで、普通の生活費（子供の教育費、住宅）が確保できないので安定した収入が得られる手段を。

女 50代 山口 農業 農業経営、担い手 後継者として息子夫婦と農業に従事しているけど今の情勢では農業だけで生活していくのはむつかしい。

男
70代
以上

山口 農業
農地、耕作放棄地
対策

農家の高齢化や、転勤等により耕作放棄地が多くなり、カメ虫等の害虫対策などの困っています、何か良い対策な
いもでしょうか。

男 60代 山口 農業
農村振興、中山間
対策

地産地消を柱に中山間地域の生産農家が生産販売を容易にするために直販施設等の充実をしてほしい。

男
70代
以上

山口 農業 その他
水田耕作に絶対必要な用水路の整備をお願いします。現在必要なのは長さ500mくらい、巾1mのところを整備してほ
しいです。
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男 60代 山口 農業 その他
農業政策に食料自給率の向上と農地の保全を行い地球環境を良くしていく事が必要ですが、日本農業は耕作面積
が少なく諸外国に比べて生産コストが高く太刀打ちができない。政治力にによって保護政策を行う事が日本の農業を
守り食料自給率向上にもつながると考えます。

男 60代 山口 農業 その他

今回の自公民の敗北は、第一次産業をないがしろにしたことが要因で、野党が甘い言葉で所得補償を囁いたことが
農林水産業を営む者の心を動かしたものである。
しかし、この補償もあてにならないが・・・・・。また、大企業の製品を輸出せんがために、農林産物を輸入するなど、都
会のサラリーマンの給与を支払うために農林業者を犠牲にしてきたつけである。田舎を滅ぼし、若者を追いだした結
果である。何よりも田舎を大切にすることがすべてである。

男性 40代 香川 農業
農村振興、中山間
対策

中山間地直接支払いについて
集落協定が条件だが、畑作の場合
畑はすでに耕作放棄地でそこを畑で維持する意志がない。
近隣は高齢者ばかりで自分の代で離農する人ばかり。
このような状況では集落協定は結べない。
個人でも担い手には助成対象となるようにしてほしい。

男性
70代
以上

大分 その他 その他

　望ましい土地利用のあり方について国土交通省と連携して検討するとのことですが、農林水産省の予算を効率的
に使うために、他省庁と連携を図ってもらいたい。例えば、グリーンツーリズムや大規模林道・農道、ダムなど地元の
意見を踏まえ、国土交通省の関係部局と調整を図って欲しい。また猫の目農政といわれないため、机上の政策では
なく現場をよく見て地元の意見を聞き長続きする政策を考えていただきたい。

女性 60代 大分 主婦 その他
　農政に関する各党のマニフェストをみているが、農業の窮状は国の無策の結果なのか、トップがコロコロ変わるた
びに施策も変わるのでは良くなるはずがない。農家のご機嫌取りで甘いことだけを唱うだけの選挙の道具は先が不
安である。

男性
70代
以上

宮崎 農業
農村振興、中山間
対策

　現在における日本の農政に対し不満を感じている一人である。古来より日本農業は、気候と環境に恵まれ常に良
質の食料が生産され、人々が健康的に日々の生活が送られ、今日に至っている。しかしながら国際的な種々の事情
等により、農業を取り巻く状況の変化は予想することも出来ない事態となっている。
　現在の中山間地農業は農機の発展と同時に効率化は図られたが経営戦略が立てられる状況になく米価の下落と
ともに離農に追い込まれる状況にある。日本人の主食である米に対する保護戦略を考え、対処する必要があると思
われる。
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