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● トレーサビリティーの不明確さや、今なお偽装イメージを払拭されない海外からの輸入主体ではなく、米粉の需要拡大など、国
内産の発掘と加工技術の進展へ向け、政府、自治体は全力を挙げるべきだ。それがより安全で安心な活力ある食品業界づく
りに結びつく。

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11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11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
を通じて平成21年12月8日から平成21年12月28日まで御意見・御要望を募集。（計75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とおり（原文のまま）。

資料を拝見すると、これらをやっていただけたら、子供たちに安心して食べさせられそうだ！と明るい気持ちになれました。食
の安全を確保するための取り組みとして、加工工場や農家、畜産農家など食品を送り出すことにかかわるところの、抜き打ち
で検査に行って欲しいです。

安全・安心のために規制・義務が課せられると生産者にのみ負担が増えるという懸念がある。安全・安心を担保するための認
証マークだが、消費者の理解が進んでいないため、供給に繋がらないという現状があるのではないか。農薬についても同様
のことが言えると思う。

食の安全、安心は最も重要。特に不況下において、生活防衛のため見切り品や品質より価格の安い品物に手を出してしまう
ような現状。偽装をなくし、生産地の表示をしっかりしてほしい。適正な利益が確保できる農家を育成してほしい。

地球環境や自然・バイオマスエネルギーへ偏り過ぎ，肥料に由来する富栄養化物質の土・水への集積や有機肥料に起因す
る重金属，化学物質の流出・土壌蓄積，土壌流亡に起因する水域負荷や土壌炭素や土地生産性の低下等，農業の“地域環
境”への影響の評価と対策に関わる視点が不足しています。

資料３－１

1



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

女性 30代 北海道 主婦
企画部会(第15回)
の資料及び議論

資料を拝見すると、これらをやっていただけたら、子供たちに安心して食べさせられそうだ！と明るい気持ちになれま
した。食の安全を確保するための取り組みとして、加工工場や農家、畜産農家など食品を送り出すことにかかわると
ころの、抜き打ちで検査に行って欲しいです。

男性
70代
以上

岩手 林業 農業経営、担い手 　現場の実態を直視して下さい。

女性 40代 宮城 その他
企画部会(第15回)
の資料及び議論

合瀬委員と松本委員の意見に賛成です。安全・安心のために規制・義務が課せられると生産者にのみ負担が増える
という懸念がある。安全・安心を担保するための認証マークだが、消費者の理解が進んでいないため、供給に繋がら
ないという現状があるのではないか。農薬についても同様のことが言えると思う。

女性 40代 宮城 その他
農村振興、中山間
対策

 ●農業の6次産業化について
 農業従事者が直接展開していくには現状では無理がある。マーケティングについてノウ・ハウのある人材がコーディ
ネートする必要がある。玉沖委員の意見に賛同いたします。

男性 50代 山形 農業
食の安全、消費者
の信頼確保

　ＢＳＥの騒ぎの時、民主党がさも「動かせようとしたが、農水省、厚労省が動かない。動かせない。」とあるが、政治
で動かすのではなくしてもらいたいものだ。「機能しない。」とか「等々であるべきであると思う。」等、山田副大臣の言
われているのは現政権者の野党的発言ではないか。
　食の安全で、「トレーサビリティの事もやっていく必要がある。」とあるが、すでに各作物、動物（牛）では、実施され
ていますよ。山形、長井市とりわけ現場を知らないのではないですか。

男性
70代
以上

福島 その他
企画部会(第15回)
の資料及び議論

　「食の安全と消費者の信頼確保について」各委員の御意見を読ませていただき、何が問題なのか、勉強させていた
だいた。農水省と厚労省の権限とすみ分けが今一つ分からない。平田委員の御意見には賛同することが多い。食の
安全、安心は最も重要。特に不況下において、生活防衛のため見切り品や品質より価格の安い品物に手を出してし
まうような現状。偽装をなくし、生産地の表示をしっかりしてほしい。適正な利益が確保できる農家を育成してほしい。

男性 60代 福島 農業
企画部会(第15回)
の資料及び議論

　新たな戸別所得補償制度の問題で、政府が言っているが、資金の基準が今だに不透明ではないか。まず、国が農
産物の安定供給を図るべき。生産者が安定して出荷できるようにし、価格が安定している品目は何かを考え、米など
の流通につなげるような販売と安全・安心の向上の取り組みが必要ではないか。
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男性 60代 福島 農業
企画部会(第15回)
の資料及び議論

　食品産業の変革と新たな展開についての山田副大臣の「事業仕分けで６次産業化がどうなるかという話があった
が、基本的に補助事業をやめて、無担保、無保証で長期・超低金利の融資にしていこうとしている。取り組みたい
が、お金がないとか、手続きが煩雑という声に応え、手続きを簡単にし、多くの人が農業で生産して、加工や販売を
行って自立できる体制を作っていきたい。」という発言を聞き、ぜひ実行していただきたいと思っています。よろしくお
願いいたします。

男性 60代 福島 その他
企画部会(第15回)
の資料及び議論

　食品衛生法と食の安全やトレサのリスク管理は一体化して取り扱うべきである。トレーサビリティとＧＡＰ、ＨＡＣＣＰ
の品質管理を分けて考えたい。輸入品の検疫体制を強化し、原料原産地表示を必須とする。
　本県でも６次産業化がみられてきたが、今後は強力に推進したい。環境面からも農業・農村の大切さを知ってもら
う努力が大切である。
　バイオマス対策を推進すべきである。将来に向け人材、技術、手取り（所得）を考えた農政を考えたい。

男性 60代 福島 その他
企画部会(第15回)
の資料及び議論

各委員の提案・意見に共通性があり、政府の推し進めようとしている政策との整合性もみられ、全体的に議論がか
み合っていることがわかり嬉しく思います。今後さらに、各委員から出された疑問点を整理して、議論を深められるこ

 とを期待します。
複数の委員から、研究の重要性と費用の問題について指摘されていますが、資源の少ないわが国が今日の発展を
とげてきた背景には各種の研究があります。研究の予算措置はぜひお願いしたい。

男性 50代 福島 会社員
企画部会(第15回)
の資料及び議論

　原料原産国表示について、自分も義務化に賛成です。中国餃子事件から自分も意識的に見るようになりましたし、
極力外国産（特に中国産、北朝鮮産）は購入しないようになりました。値段は確かに国内産は割高ですが、安全なも
のを食べて、より健康的な生活をと考えたからです。自分と同じような考え方を持った方が確実に増えてきているよう
な気がしています。

男性 50代 福島 会社員
企画部会(第15回)
の資料及び議論

　大変参考になりましたが、食の安全等については深い意味を持っていると思います。現時点から今後数年経てか
らの影響等、それぞれの分野から検討願います。

女性 50代 福島 主婦
企画部会(第15回)
の資料及び議論

先ず山田副大臣の初めの一言から。民主党はこうしたかったのに厚生省が動いてくれなかたから中途半端になった
と言う言い訳を平気で言う事態、一人前の男性が発する言葉でしょうか。自分の立場を守る前に我々国民を守る事
が仕事、天命ではないか。今回の発言の内容よりも副大臣の民主党が考えて来たとか揚げてきたとか、民主党を一
番に強調していて読んでいて気分が悪くなる。民主党を上に置き国民を傘下に見ている。あくまでも国民の代表とし
て国会に行っている事を自覚していない。

男性 40代 福島 農業
企画部会（第15
回）の資料及び議
論

食の安全についてGAPの導入を求めても、生産者側での負担が多くなるのは好ましくないと思います。ましてや販売
価格に反映されずに、労力ばかり増えたのでは、コストダウンになりません。

女性 40代 福島 その他
企画部会(第15回)
の資料及び議論

　食品安全庁は行政の肥大化を招くのではないかと考える。消費者庁が誕生し、機能が拡充されるまでにはまだ時
間を要すると思われる。よって将来的には、食品衛生法やトレーサビリティ法等も消費者庁に移管していくべきだと思
われる。食品安全委員会も同様であり、そうすることによってリスク管理も一体化され、縦割り行政が撤廃されるので
はないかと思う。
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女性 30代 福島 主婦
企画部会(第15回)
の資料及び議論

　第15回の「食の安全、消費者の信頼確保」にある「食品安全委員会」設置について、リスク評価のためのみに第3
者機関として中立・公平な委員会ならば意味があると思いますが、各庁の天下り等受け入れ先になるのでは?と心配
です。また、評価結果のフィードバックがきちんと正確かつ迅速に消費者になされなければ、今までと同様に後手に
回ってしまい、信頼回復が難しいのではないかと思いますので、よろしくお願いします。

男性
70代
以上

福島 農業
食の安全、消費者
の信頼確保

　食の安全・ＧＡＰの導入について必要性は感じているが、農産物が高くなるなどでメリットがない。むしろコスト増加
で所得の確保が難しい。
　国からの補助金制度の名称、内容の変更のしすぎでは。

女性
70代
以上

福島 主婦
食の安全、消費者
の信頼確保

　食品安全行政の体制作りに、農水省、厚労省、消費者庁、食品安全委員会と食品事業者、消費者等、六者一体と
なって食の安全に取り組んでいただきたく存じます。人の行うことですから、コンプライアンスの欠如している方もい
らっしゃると思いますので、その点、食品安全行政の地についた基本理念を定着して、しっかりした行政を施行してい
ただきたく、節にお願い申し上げます。

女性
70代
以上

福島 主婦
食の安全、消費者
の信頼確保

　食の安全・安心保障のためには、検査施設の拡充、人材養成、技術革新に努めていただきたい。輸入食品はもと
より、国産食品についても、安全基準が守られるように徹底した指導体制とチェック機能の推進を願います。

男性 60代 福島 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

　食に関することは農水省で一元的行政をすべきで、厚労省とか消費者庁等他の責任にするのは昔の権力の奪い
合いと変わらない。検疫も含めて農水省で取り組み、難しいのは拒否するのでなく、食に関するすべての権限をもっ
て農水省の行政とすべきと思う。そのためにはあらゆる法律を見直し、農水省に組織と人員を確保し、他の省庁から
人員と権限を農水省に移し、行政組織を変更すべきと思う。

男性
70代
以上

福島 その他 地産地消、食育

　今「米粉」の話題が世間に広まっており、農家自身も「米づくり」より「米粉の米づくり」へと変化しつつあるとの事だ
が、果たして一時のブームとして終わるのか、それとも小麦粉に代わる食の原料として、これからも起業として生き残
れるのかが問題である。
　農水省が猫の目行政ではなく、本気で取り組む覚悟があるのか。価格面でも品質的にも国民のために汗を流して
ほしいと願っている。

男性 50代 福島 その他 地産地消、食育

現在、野菜などの価格競争が激しく、地産地消を牽引する直売所の経営が危ぶまれている。消費者にとってはメリッ
トがあるが、大資本のスーパーなどに非力な直売所は飲みこまれ、その存在すら危うい。そのため、農業従事者の
生産意欲がますます薄らいでいる。地産地消を促進するためにも、直売所に対する有効な支援の施策を構築し、農
業従事者の経営安定を図って欲しい。
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男性 50代 福島 会社員 地産地消、食育
買い物に出かけることのできない高齢者への食料供給を地産地消の面から充実させる仕組みとして、ディサービス
センターを設け、生産者が此処へ農産物を持ち込み、加工、配達するト－タルシステムを構築してほしい。生産者、
消費者はセンターへ手数料を払うことでシステム維持を図る仕組みを実現できないでしょうか。

男性 60代 福島 農業 農業経営、担い手

　農作物や物価がデフレ傾向にありながら生産資材はあまり下がらず、義務や条件ばかり厳しくなって生産現場の
負担が増える一方である。見返りのある農業が補償されない限り、日本農業はやがて自滅していくばかりだ。魅力あ
る農業は現場だけでは解決できる状況ではない。政策があって地方も自立できる、これが将来の国のあり様で、最
大の責務が政府にあると考える。

男性 60代 福島 農業 農業経営、担い手
　担い手の一人として、国による生産調整、減反政策等を順守し、頑張ってきました。でも、それに従わず米作りを
行った農家も多くあります。私は、真面目に取り組んできた農家の皆さんが馬鹿を見ないような取り組みをお願いい
たします。経営の安定は価格の安定だと思います。若い人が希望を持てる政策にして下さい。

男性 60代 福島 その他
農地、耕作放棄地
対策

　農地は農民によって管理され、作物を生産し、環境を守ってきたはずです。企業の論理で農業（農産物の生産）は
無理があると思います。土木行政と同じ考え方を取り入れれば、農地を維持し、環境を守り、作物を作ってもそこで仕
事をする人が出るのでは。国土を維持するための費用は国が負担すべきでは。米の減反のための所得補償とは、消
費者の目線だと異様に感じます。納得がいきません。農家も気持ちの良いことだとは思っていないと思います。農民
は農業に大きなプライドを持っているはずです。

男性 30代 福島 農業
農地、耕作放棄地
対策

　今回の民主党の農家に対する個別所得補償はとてもいいことですが、それに加えて、担い手の事業にも手を添え
て、これから農業を拡大する人に対し、行政のますますの対話が必要ではないか。もっと地域の行政が真剣になっ
て、10年後、20年後の農業を議論するときになっている。既に企業が農業に参入して新しい分野になりつつある中、
それ自体無くなってしまっては、ますます耕作放棄地が増えるばかりです。

女性
70代
以上

福島 主婦
農村振興、中山間
対策

【農村の振興を図る手立て】
　ダイコン大豊作。安値、消費しきれず。苦肉の策として、そこに生まれたのが大根カリントウ。大好評、売れ行き良
し。これは食品産業と農業の連携により村が元気になった一例である。ほんの少しではあるが。雇用面でも、耕作放
棄地対策としても経済面でも有利であると思う。それには国からの援助資金の融通も必要であろう。前向きに生きよ
うと頑張るサークルに支援の手を差し伸べていただきたい。

男性 50代 福島 その他
農村振興、中山間
対策

現在、農村のコミュニティは壊滅状態といっても過言ではない。従来、農産物の生産を通じて緊密なコミュニティが形
成され、そして様々な文化や風土を確立していた。特に中山間地域においては高齢化や後継者の不足でますます
苦境に立たされている。そのため、コミュニティの崩壊にとどまらず、農村自体が消滅の危機にある。それらを根本的
に解決するための農業政策の転換が不可欠だと思う。
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女性 60代 栃木 農業
企画部会(第15回)
の資料及び議論

部会の資料の中にありました茂木委員の意見について私も同じように思います。
私はねぎにらを栽培しています。
ねぎとにらをかけ合わせて作り、栃木県が品種登録したものです。
生産者は県内で10名以下で栽培面積も少なく周年栽培を目指しています。農薬にはにら用のみが使用出来ます
が、にらの場合は、年5～6回の収穫できますが、ねぎにらの場合はその半分位しか収穫出来ません。そのため畑で
生育している期間が長いのです。そのため、病害虫にやられる事が多いのです。数少ない農薬をローテーションで使
いますが、もう少し多くの農薬をローテーションで使えたら良いと思います。
使用出来る農薬の研究をしてもらいたいと思います。（農薬会社への指導をよろしくお願いします。）

男性 40代 栃木 農業
企画部会(第15回)
の資料及び議論

・部会の議事内容理解できるが、来年3月に基本計画ができるのは、遅すぎる。半年前には出してほしかった。
・新規需要米と、麦･大豆の作付については、組み合わせて、生産できるようにしてほしい。単価も足並みを揃えても
らいたい。

女性 60代 栃木 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

食の安全・安心の取り組みは消費者に少しずつ理解されてきてはいるものの、まだかなりの温度差があると思う。
GAP,HACCP等の導入がコストに反映したとき消費者が理解できる説明が重要であると思う。また、日ごろ加工食品
の原料・原産地の表示の必要性を思っていた私としては、絶対必須条件で取り組みをお願いしたい。

女性 60代 栃木 農業
農地、耕作放棄地
対策

県は各市町村の耕作放棄地を農業委員会を通して調べあげてみてはどうかと思います。
所有者・公図をもとに調べ上げると、このまま耕作放棄地になるのか、他人に貸しても良いのかがわかる。就農準備
に農業大学校に行っている人達に聞くと、農地を貸してくれる人を見つけるのが大変で見つけられないと言う。どの
地域に貸してくれる農地があるのかその情報を知りたいと思います。
放棄地の雑草対策について、地域ごとに、ボランティアをつのり、草刈りをしてみるのはいかがか。農家の人はだれ
でも草刈り機は持っているし、使う事も出来るし、地域の事は地域で、すみ良い環境作りをしたいものです。

女性 60代 栃木 主婦
農地、耕作放棄地
対策

 これまでに以下の事柄について、省の取り組みが行われたかお聞きします
 1、何故農地、耕作放棄が生じたのか個別調査をしたのか否か

 2、未だに土地信仰なるものを信じて土地を解放しない農家が存在する事に対する対策を講じたのかどうか
 3、減反対策の是非を改めて見直す事

4、新しい農業の仕組みを構築するために現在農業従事者との話し合いがなされたのか

男性 40代 東京 その他
企画部会(第15回)
の資料及び議論

地球環境や自然・バイオマスエネルギーへ偏り過ぎ，肥料に由来する富栄養化物質の土・水への集積や有機肥料に
起因する重金属，化学物質の流出・土壌蓄積，土壌流亡に起因する水域負荷や土壌炭素や土地生産性の低下等，
農業の“地域環境”への影響の評価と対策に関わる視点が不足しています。修復可能な地域環境の劣化であっても
その修復には数十年以上の時間がかかります。地域環境劣化の予防と対策を本計画にも含めて欲しい。
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男性 50代 新潟 マスコミ
企画部会(第15回)
の資料及び議論

　農産物それを加工することで成り立つ食品産業は農林水産業の立地や盛衰とともに歩んできた。新潟県内はかつ
ての地産地消が崩れ、原材料供給や生産拠点、さらには販路までも海外にスタンスを置き始めている。
　一方で、共存共栄を維持していたとみられる食品業界も徐々に秩序が崩れ始め、サバイバルレースに転じているよ
うだ。原材料の輸入や研究技術開発など業界が一致結束して行った方がベターのものもあろう。
　トレーサビリティーの不明確さや、今なお偽装イメージを払拭されない海外からの輸入主体ではなく、米粉の需要拡
大など、国内産の発掘と加工技術の進展へ向け、政府、自治体は全力を挙げるべきだ。それがより安全で安心な活
力ある食品業界づくりに結びつく。

男性 40代 新潟 農業
自給力・自給率、
食料安全保障

 米粉用米の生産販売について
 22年の自給力向上対策では、米粉用米の作付に対し10a80,000円の補助金が決まりました。しかし、販売などの意

 見を聞くとすでに飽和に近い状態とのことでした。
この米を新たに「輸出用」としての取扱いはできないものでしょうか。

男性 40代 新潟 会社員 地産地消、食育

　楽市楽座の例を出すまでもなく、歴史的にも自由マーケットの振興が経済の発展をもたらしてきたように思います。
農産物の販売が大手流通やスーパーマーケットがほとんどになり、生産者の新規参入が難しいところに問題がある
と感じています。
　自由にすると、品質・安全面の難しさも出てくると思いますが、地産地消、直販できる場所・仕組みの提供にいっそ
うの支援を頂けないかと思います。（園芸についてです）

男性 50代 新潟 農業 農業生産
日本農業再生←輸出←付加価値の高い農産物←安心安全環境を重視←有機農業の推進　だと思いますが、あまり
にも政策の中では軽視されているように思います。日本各地には技術的にも確立されているものもあり、農水省は
あまりにも現場を知らなさすぎる。

男性 50代 新潟 農業 技術、環境
畜産等は化学肥料不足により重要な産業の一つである。メタン等の事もただ活字化されているが、力が入っていな
い。

男性 50代 新潟 農業 その他 貿易基準においてももっと対等な基準交渉をして欲しい。特に対中国は弱腰。

男性 50代 富山 農業
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 「生産者に安心して栽培に励めるように」
 平成17年度の食用農水産物と輸入加工品の食材費合計15.8兆円が、飲食料の最終消費額73．6兆円となり、4．7

 倍に膨れ上がっている。藤岡委員と平田会員のおっしゃる通り、生産者の手取りがあまりにも小さい。
 生産者は、これまでも低コスト生産に取り組み・努力してきているが、現在の生産費の向上や食の安全・安心のため

 の対応等、さらにコスト高になっている。これではやっていけない。
 野菜価格等が高騰すれば、商社は、国外の農産物を買いあさり、輸入をする。このように、どちらにしても、生産者
の所得向上は難しいどころか無理である。H23年度の野菜農家の戸別所得補償対策を確実に実施し、安心して生産
に励めるようにしてほしい。

7



男性 50代 富山 農業
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 「6次産業化への支援」
6次産業化は、農産物の生産拡大と地場産業の活性化による地域振興が図れ、進めていかなければならない施策

 であると思われる。
 しかし、山田副大臣は、6次産業化について長期超低金利の融資で対応していきたいとのことだが、「新商品」を作
るためには、開発費や販売に付いてくるリスクがあるため、融資制度では、新規事業は生まれにくい。これまでの国
補助事業同様の支援による加速化をお願いしたい。

男性 50代 富山 農業
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 「畜産飼料として玄米や飼料稲等の補助」
 玄米・籾や飼料稲等は、畜産飼料として利用できること、畜産物の品質にも影響がないこと等が、研究機関から報

 告され、畜産農家でも玄米等の施用を実践している。
  これまでにも、補助金で畜産農家の支援をしてきたが、依然として、経営が苦しい状況である。

 これからは、さらなる自給率の向上を目指すとともに水田のフル活用による農地・多面的機能の維持を図るために、
畜産飼料として玄米や飼料稲等を積極的に推進し、飼料購入の一部に支援したらどうか。このようにすれば、米目
標数量以上の米は、国で飼料として処分できるし、食料の備蓄および海外の援助米としても利用できるのではない
か。特に、農家としても、転作対応できない不利条件の地では、水稲を作付できるので、耕作放棄地の解消も可能と
思われる。

男性 50代 富山 農業
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 「バイオマス産業の振興」
 地球環境問題に対しては、早急に対策を打たなければいけない問題である。特に、農業・農村は、その機能を発揮
することにより十分貢献できると確信している。とにかく、早く具体的に対策を講じてほしい。特に、畜産業や中山間
地には、バイオマスが多く存在しているので、これを有効に使うような事業メニューを創出され、地域企業や市町村等
が事業主体となってできることとし、自然エネルギーの活用と雇用創出による地域産業の振興で、中山間地や農村
の活性化を早急に図ってほしい。

男性 50代 富山 農業
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 「生物多様性・地球温暖化と有機農業」
 生物の多様性保全と地球温暖化防止について、国民の関心は非常に高くなってきたと感じられる。各産業でできる
ことから着実にやっていかなければいけない。特に、農業は、大きく関与できると思う。総合的に考えると、生物の多
様性保全・地球温暖化防止を進めるためには、有機農業の芽をもっと吹かせる国施策が必要ではないか。有機農業
実践には、経営リスクや不安要素が多いことから、優良事例の積極的なPRをしたり、立ち上げの支援が必要だと思
う。

男性 50代 富山 農業
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 「輸入農産物の検査体制」
 国際食品調査官が生産地における施設検査を行うとしていますが、全ての検査はできないと思いますし、コストが
かかりすぎます。それより、輸出する国に対して、安全を脅かす食品に対しての規制を強化することを文章などで通
達するとともに、輸入時の検査体制の強化（監視システムの改善、食品衛生監視員の増員等）を行うべきです。検査
時に不合格の者があれば、輸出した国や業者の責任（経費の全額負担）で積み戻しさせたり、その業者の一時輸入
停止措置など厳重な態度をとるべきです。また、検査体制の強化には、コストがかかりますから、輸入品に転嫁する
べきだと思います。このことにより、国内農産物との価格差も縮まり、国内の農水産産業の活性化が図れると思いま
す。
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男性 50代 富山 農業
農地、耕作放棄地
対策

 「耕作放棄地解消対策」
 平成20年度「耕作放棄地全体調査」が実施され、緑、黄、赤と判断された。今後は、耕作可能な黄、緑の農地につ
いては、土地所有者が、耕作意欲がない場合、(1)国で安く買い上げる。(2)農地に宅地並み課税をかけ、農地流動
化を促すことを行い、農地の確保を行っていく。(3)国で安く買い上げた場合は、国と行政で整備をして、担い手や新
規就農希望者に貸し付けたり、売買したりして、担い手育成を図る等の大胆な施策が必要と思われる。

男性 60代 長野 その他 地産地消、食育

第15回議事の中に、生産者の意欲を向上させていくための意見がありますが「経営者」「労働者」感覚の必要性があ
りました。この他に「技術」「研究」もあるでしょう。しかし農業生産は経営センスとは少し違うと思います。生産者と消
費者が「食」を関して直接つながる仕組みを作らないと、間に商社が入る流通は輸入品にして、国内の生産と消費を
安定した形になる仕組みを考えるべきです。

男性 50代 大阪 その他
企画部会(第15回)
の資料及び議論

6次産業化は、2，3次産業が1次産業に参入する条件を整えるという視点ではなく、1次産業が業として成り立つ条件
をどう作成するのかという視点から議論をしなければ意味がない。2，3次産業の資本参入を促進する環境整備で
あってはならない。

男性 50代 大阪 その他
企画部会(第15回)
の資料及び議論

地球環境問題に対する1次産業に果たす役割を体系化して、内外に示すべきである。多様な農業の一類型として、
国土面積が狭く生産効率の低い日本農業が環境保全・国土保全それから派生する多様多種の付加価値をもってい
ることを基本政策の中にきちんと位置付けなおすことが必要である。それは、WTO交渉における日本の主張にも役
割を発揮することができる。

女性
70代
以上

大阪 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

①国内の食料自給率を高めること。旬菜旬消のＰＲを。
②地方自治体が実施している食品の安全マーク（低農薬など）がバラバラ。自主性はあるにしても国レベルで統一化
を
③ＧＭ食品については情報公開と表示を徹底して信頼性を高めること。混入率をＥＵ並みに。
④栽培技術の向上に傾注し、結果として安全性を高めること。
⑤農産物価格の透明化を。コスト割れが起こることのないように、消費者の納得の十分化をはかり安値化を防ぐ。

男性
70代
以上

兵庫 会社員
自給力・自給率、
食料安全保障

兵庫県の自給率は16％といいます。せめて農家は我が家の自給率を高める努力を行うこと。地域の特産物を生産振
 興を図り、地域の高齢者、女性の知恵と労力を活用し、加工等による付加価値の高い特産物の開発を期す。

 なお、返信で資料を送付します。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 資料2 3－(4) p8 新たなフードサービス産業（外食等）の創造と展開
 輸出促進には海外展開が重要。企業任せではなく農水省職員も在外公館等のポストを新たに確保して様々な形態
で海外に赴任し売込みや日本文化の発信を図る取組や、また旅行業界との連携や情報交換などが重要と思う。
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男性 40代 和歌山 公務員
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 資料2 3-（8）p12 食品産業における環境対策 
 食品廃棄物に関しコジェネレーションなどの省エネ対策では経済産業省との連携も重要。第16回資料1農村の振興
p6とも関連するが、地域住民・NPO・企業・行政が連携して食品廃棄物を上手く分別・収集し再利用する地域循環シ
ステムの構築が重要であり、循環型社会形成に向けて地域循環圏を念頭に置くことも重要と思う。従って行政（自治
体）の役割まで踏み込んでいただければ有り難い。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 資料3 技術・環境政策の総合的な推進 全般的に
 産学官の官の中に含まれているのかもしれないが、地域資源を十分利活用して開発したものや企業利益が地域に
還元されることが重要であり、そこで地域が何をテーマとし地域個性を発揮・伸張させるのが相応しいか（望まれてい
るか）、となると役場との連携が大事。この視点をもう少し強調して欲しい。例えばp12のバイオマス利活用の推進に
は、第16回資料1農村の振興p6と関連するが、「地域との連携」が重要であり、NPOや行政の役割を強調してもらい
たい（バイオマスの収集等）

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 技術・環境政策の総合的な推進 資料3 p6について
 「死の谷」という言葉は止めていただきたい。単純に開発と事業化の隙間（谷間）の解消とすればよいのではない
か。特に研究機関の「死」と言えば人の死の研究とか農薬など毒物に関する研究のイメージが先行する。もし役所用
語（研究や学術用語）であったとしたらならば尚更見直すべきである。余計な誤解を招く。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 技術・環境政策の総合的な推進
これは第16回資料で意見をした方がよいのかもしれないが、例えば自然エネルギーやバイオマス利用には地域循環
圏の思想をもっと強調してもらいたい。「見える化」でも分かるように可能な限り地域内での循環的利用が地球温暖
化防止にもなる。循環型社会形成には一定の圏域を想定することが重要であり、圏域での省エネルギー・省廃棄物・
地域活性化を考えることが重要テーマと思う。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会(第15回)
の資料及び議論

 資料2 3－(4) p8 新たなフードサービス産業（外食等）の創造と展開
 日本の伝統・文化の発信こそ、公務に関わる者が主体的に行うべき。従来、農林水産省は経済合理性と技術重視
に偏重し、食文化のみならず農山漁村の歴史・伝統・文化に関する面は弱かったと思うが、外交は交流によってお互
いを高めあうものであり、そうであるならば利益優先の大企業任せだけではなく、利益とは別次元のことを発信できる
農林水産省職員こそ日本国代表者として率先して大使館等に赴任し発信していくことが、ゆくゆくは日本の食文化ひ
いては農山漁村に膨大にある日本の伝統・文化・工芸品などを海外に広めて、「日本の心」「日本の美」を広めていく
こととなるのではあるまいか。
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男性 40代 和歌山 公務員
企画部会(第15回)
の資料及び議論

経済大国でありながら日本ほど暗い世相の国はないと言われる。例えば日本人はよく海外に出かけるが外国人来
日観光客は少ない。この理由は一人ひとりの、そして地域社会の個性発揮に向けた取組が少なく、寧ろ経済合理性
重視の市場原理主義一辺倒の政策重視により唯々諾々従うことが当たり前とされて自由闊達な議論が不可能とな
り、一方向的・監視国家的な世相であったためと思う。本来、農山漁村ほど個性と魅力溢れる地域資源の豊富なとこ
ろはなく、農山漁村の個性発揮による地域活性化は日本人の心を明るくするもの。第15・16回両方の資料に関連す
るが、是非、地域資源を活かして地域社会の個性発揮と発信に向けて「コンクリートから人」へを積極的に進め、絆・
共同体を深めて人間の尊厳を尊重し歴史・伝統・文化・地球環境を守る施策を展開して戴きたい。これが、佐々木政
務官が企画部会第14回で発言された農業政策と農村政策の一体化に繋がると思う。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会(第15回)
の資料及び議論

経済大国でありながら日本ほど暗い世相の国はないと言われる。例えば日本人はよく海外に出かけるが外国人来
日観光客は少ない。この理由は一人ひとりの、そして地域社会の個性発揮に向けた取組が少なく、寧ろ経済合理性
重視の市場原理主義一辺倒の政策重視により唯々諾々従うことが当たり前とされて自由闊達な議論が不可能とな
り、一方向的・監視国家的な世相であったためと思う。本来、農山漁村ほど個性と魅力溢れる地域資源の豊富なとこ
ろはなく、農山漁村の個性発揮による地域活性化は日本人の心を明るくするもの。第15・16回両方の資料に関連す
るが、是非、地域資源を活かして地域社会の個性発揮と発信に向けて「コンクリートから人」へを積極的に進め、絆・
共同体を深めて人間の尊厳を尊重し歴史・伝統・文化・地球環境を守る施策を展開して戴きたい。これが、佐々木政
務官が企画部会第14回で発言された農業政策と農村政策の一体化に繋がると思う。

女性
70代
以上

和歌山 主婦
食の安全、消費者
の信頼確保

・加工食品の原材料名はきっちりと表示をしてほしい。
・休耕田の手入れ（草刈りなど）
　　昨年、近くの稲がカメムシの被害にあった。
　　収穫米には毒性がないというが見た目が悪い。
　　消費者としては購入したくない。
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男性 40代 和歌山 公務員 その他

白書に「現在のWTO農業協定において削減対象とされた政策について、その助成合計量を約束水準の14％まで削
減しており、米国やEUに比べ大幅に削減」とあるように、実際には農業は保護されていない事実を積極的にPRして

 戴きたい。
政権交代し本当のことが、つまり国際市場は強欲なハイエナの跋扈する世界であり市場原理主義に基づく構造改革
は我が国を危機に晒すものと、日本人ならば当たり前に言うべきことが言える時代となったのである。従って白書に
書いてあるからとして農水省は責任を果たしたと思うのではなく、国民が本当の事実を知らなければ何にもならず、
国民を守るために言うべきことはどんどん積極的に言って戴きたい。そのことを積み重ねて真実を国民に明らかにし

 ていくことによって本当に大切な議論ができると思う。決して市場原理主義者、財務省の言いなりではいけません。
農業は殆ど石油に頼っており石油がなければ耕作さえもできない状況。しかも石油を巡る紛争はいつでも起こり得る
し価格は常に変動しており不測事態もいつ発生してもおかしくない。今まで余りにも声をあげなく、とある超大国の顔
を伺ってばかりで市場原理万能に異を唱えるならば冷遇されるなど監視国家的であったがために、食料自給率、穀

 物自給率が低下したのではあるまいか。
政権交代したのであるからどんどん事実を明らかにしませんか！そのために国民意見を聴いているものと思う（役所
の中では言えないことも言って議論が出来るようにするために）

男性 50代 鳥取 公務員
農村振興、中山間
対策

中山間地域の若者は被雇用化により親と離れて里部で居住し、農業収入のない耕作には未練がなく中山間地域
は、過疎化と高齢化により農業が高齢者により細々と営まれており徐々に衰退が進んでいる。このまま行けばせっ
かく基盤整備した田畑が耕作放棄地となってしまう恐れがある。

男性 50代 鳥取 公務員
農村振興、中山間
対策

現在は、大型機械の導入により水稲栽培は少人数で可能であるが、水路の管理やあぜ草の管理ができなくて耕作
を放棄する状況であり、人力を必要とする水路やあぜ草等の管理が困難な高齢事業者の土地所有者は土地の借り
手がなく土地を持っていることが重荷となっている。このままでは、中山間地域においては耕作応基地の拡大と過疎
化がますます進んでしまい、農業だけではなく森林の手入れができなくなり森林の荒廃も進んでしまう。ここでもう少
し地域に則した基盤整備をして自分で作った米を食べ、なおかつ、少しの農業収入を得て地域で生活できるようにし
なければ地域が荒廃してしまい、ひいては自然環境破壊の原因となりかねない。過疎化が進んで人のいなくなった
地域において、少人数で大型機械化による水田農業をしていても意味がなく、（少人数で農業をしていても地域は荒
廃してしまう）やはり地域に人がいることが基盤であり、ワイワイ、ガヤガヤとしながらの生活を営みたいものである。

男性 50代 鳥取 公務員
農村振興、中山間
対策

小規模集落となった土地所有者が地域での生活に喜びと生き甲斐を持って、農業生産意欲ができ集落が活性化す
るために従来から共同で重労働により管理していた水路作業の軽減や生産者が自家発売や自家消費可能となる体
制づくりが是非とも必要である。

男性 50代 鳥取 公務員
農村振興、中山間
対策

水路の堰に水門、樋門を設置して堰上げを１人で門の開け閉めによる水路への水の出入りができるようにし、かつ水
路に土砂が崩れ落ちる部分には蓋をして水路の維持管理をしやすくする。
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男性 50代 鳥取 公務員
農地、耕作放棄地
対策

集落に乾燥施設を設置することにより、コンバインで収穫しても自家消費ができると共に自家販売が可能となり農業
所得が増えて生産意欲が湧き、耕作放棄地がなくなる。

男性 50代 鳥取 公務員
農村振興、中山間
対策

生産基盤を整備して集落に農業担い手となる者を作らなければならない。

男性 50代 鳥取 公務員
農村振興、中山間
対策

都市近郊農業や平野部の大規模農業のように利益追求型農業のように大規模な設備投資をして農業を営むより
は、中山間地域の零細規模農業においては、弱肉強食よりは協調性のある生活圏を守りながらの質素倹約を旨とし
た農業経営や林業により地域を守ることが地域の文化や風土及び地球環境を守ることにつながる、そのためにもこ
れ以上過疎化が進まないように市中山間地域の生活を守るために地域一帯となった農業基盤の整備をお願いした
い。

男性
70代
以上

広島 農業
食の安全、消費者
の信頼確保

　品質管理は今後重要と考えるが、ＪＡ等が運営する共同選果場等について改修の必要がでたとき、体力的に不安
定な事業主体は実施することができず、商品の価格差が生じる。補助事業で建設した共同施設にも改修助成が必
要と考え、また、米以外への所得補償を早期実現していただきたい。
　消費者の信頼確保の観点から、安定供給は重要であると考え、そのためには産地維持振興が近道であり、後継者
を育成する研修施設、研修資金等の充実を図り、地域経済発展のための制度の構築を要望いたします。

男性 60代 山口 農業
食の安全、消費者
の信頼確保

私は水稲4ｈａとイチゴ30ａの専業農家です。中国野菜、国内野菜の残留農薬事件が報じられています。私は以前農
薬を使用していましたが体調を崩し入院手術をしました。その後減農薬をしたいとの思いで私の外１名で活力剤（成
分分析済）を造り米とイチゴに散布しています。。水稲1.5ｈａの農薬は箱粒剤と除草剤のみです。また、イチゴは定植
後の農薬は散布しないとしています。活力剤のみです。目標のイチゴは（みつイチゴです（みつりんごと同じ））現在目
標に近づいてきました。今後も減農薬に努めます。最後にお願いがあります。消費者と農家の間にパイプがありませ
ん。行政の方でパイプ役となって消費者と農家とで座談会が出来たらと思います。

男性 50代 香川 農業 農業経営、担い手

 他産業並の所得保障が原則
担い手確保は、高齢化社会で緊急を要する課題であり、農用地の適正管理、環境保全、自給率向上等あらゆる分
野で地域に合った担い手育成プランを県・地域担い手育成総合支援協議会等プロ集団に要請し幅広く意見を収集し
施策に生かしてほしい。

男性 50代 熊本 その他
自給力・自給率、
食料安全保障

　日本は外国に比べて自給率が低いと思う。これは、林材業でも言えることではないか。日本は島国であり、紛争が
起こり貿易が停止したら大変である。求人率が低い時代であるので、若者が農業で生活できるような政策をお願いし
たい。
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男性 50代 熊本 林業 その他

　山間地域では、地場産業の基盤が弱く、木材生産業もその中にある。
　現在、林野庁が進めている高性能林業機械導入の補助システムには感謝している。しかしながら、対象となる事
業所は大きな所ばかりで、小規模事業所の意見さえ聞いてもらえない。半分以上は小規模事業所で林業を支えてい
る。不公平感を覚えている。
　対策として、切り捨てるのではなく、もれなく意見を聞くことが必要では。搬出量と見合った金額を提示すれば、全て
の事業所に対応できるのでは？

14


