
○

○

○

●

● 戸別所得補償制度が今後部門別に実施されるようで歓迎しております ただ 私の考えは 現在の所得向上・維持です 具体

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13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13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22年1月15日から平成22年2月5日まで御意見・御要望を募集。（計94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、抜粋）。

戸別所得補償制度がまだ生産農家に浸透せず、その上、十分な理解が進んでいないような気がする。本当に生産調整に参
加すれば、約束された交付金が支払われるのかといった、素朴な疑問が残る。さらに今年度はモデル事業ということもあり、
将来的な農業行政の方向性にも懸念を抱かざるを得ない。農業で本当に安定した収入が得られ、なおかつ後継者を育成しな
がら日本の食糧供給の安全や安心を構築できるような制度になるよう期待する。

資料３
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戸別所得補償制度が今後部門別に実施されるようで歓迎しております。ただ、私の考えは、現在の所得向上・維持です。具体
的には確定申告書をもとに、過去５年間を基礎に極端に減収した場合に発動する。または、農家、農協（事業所）単位で、掛
け金をし、保険・共済制度による高水準の補償が実施されれば、生産物の価格の変動にも安心して営農できると思います。

一般的な国民として素朴な意見です。年齢構成別基幹的農業従事者数から見て、このまま推移すれば10年後には3割程度、
20年後には半分減少するのではないか思われなす。そうなった場合、国民にとって(食料自給率云々ではなく）安全保障上最
低限必要な食料生産が可能なのかどうか非常に不安です。最低限必要な食料生産量を明確化し、基盤整備率等のほ場条件
から見た最低限必要な生産者数や生産設備の目標を明確化し、それらの確保に向けた戦略・戦術をたてていただきたくお願
いいたします。農政に関する全ての議論はそこからスタートすべきではないでしょうか。

農業は、経済行為のほかに、環境の美化や多面的機能の維持を図っている非経済的行為も実践している。今回の米戸別所
得補償モデル事業では、米の生産数量目標に即した生産を行った販売農家に定額1.5万円/10aの交付金を支払うとのことで
あるが、消費者からみればバラマキ政策ではないかと非難され易い。まず最初に、環境の美化や多面的機能の維持を図って
いる非経済的行為の実践に対して、直接支払いを実施することが優先ではないか。その後に、農畜産物の販売金額と生産費
を見て、農家手取りの岩盤補償を行うべきと思う。

地域の特色ある農業・伝統文化財等を継承していくこと、また、子供から高齢者まで誰もが参加したくなるような行事を仕組ん
でいけるような村づくりが必要である。
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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 40代 北海道 農業 農業経営、担い手

個別補償という名前だけが先行して中身、細部まで議論がされていないしモデルということであれば23年度以降の
個々の農業者の所得が補償されているものではない。特に国の財源確保も制度を維持できるのかもわからない。は
たして何を担保にされているのか疑問が残る。担い手に対して今後制度、政策についてメリットがあるような政策、制
度にならなくては今まで頑張ってきた意欲や目標が失われるのではないか。規模拡大などをしてきた者に対しての施
策が必要だと考えます。それと、過剰米対策をセットで（転作）持ち分をクリアーしている者に特に重点を置くことなど
単独の制度、施策ではなく全体を考えて営農や耕作している農業者、担い手を救うべきである。

男性 60代 秋田 農業 農業経営、担い手

個人経営認定農家ですが 認定農家でも 利用出来る制度は有りません集落営農 法人には支援 機械購入援助とか
いろいろ 恩恵ありますが 後継者も居るが 個人経営で認定農家でも機械購入には 助成有りません 後継者も頑張っ
て居ます集落営農 法人並みに 助成 お願いします 戸別補償 新しい制度 不公平のない 政策と大臣さん延べて居ま
す 個々の農家にも機械購入助成 お願いします

男性
70代
以上

山形 林業
農村振興、中山間
対策

　森林を育成し環境を良くすることは、はるか以前から治山・治水という言葉通り基本要素であったし、特に現在の
CO２の問題も含めて極めて重要である。
　全国の民有林、社寺、市町村等の森林面積は２/３を占め、国有林は１/３と聞いている。この２/３の里山を担うひと
りとして、合瀬委員が申されているとおり、外材の長年の圧力と木材価格の低迷により経営が苦しい現状となった。
　間伐不履行のことがよく言われているが、作業道の不足や抜き伐りの技術上での割高な費用のためペイできず、
捨て伐りが多くなる。林の成育のため必須であるべき間伐がおろそかになりかねない。
　里山は保安林の役目も果たすため、民有林はすべて保安林にして固定資産税を免除して、その分を各市町村に国
がCO２、観光、水資源の協力金として埋め合わせてほしい。

男性
70代
以上

福島 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

　「衣食住」が人間の生活上の三原則と言われているが、私は「食住衣」こそが順位であると思っている。生きて生活
する上で何といっても食べることが第一であり、食の安全、安定供給こそが最大の重要課題であり、農水省もこれに
全力を尽くしているはずであるが、残念ながら、国民は食の大切さに対しての意識があまりにも低すぎるのが現状で
あり、心配している。

男性 60代 福島 その他
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

　日本の自由経済下において、経済活動、生産活動に補助金（助成金）で活動を規制するのは好ましいことではな
い。少なくとも需給による市場の価格調整に委ねるべきと思う。農産物の生産についても全国一律でなく、知恵を出
して、その地方に合った作物を生産して所得を上げてはどうか。消費者が真に必要なものを生産すれば、自給率の
アップと生産者の所得のアップにつながると思う。

男性 50代 福島 会社員
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

　戸別所得補償制度及び米の需給調整に関し、将来の農業政策が今後混乱しないようにしていただきたい。
①民主党のマニフェストの公約であること。
②農水省だけの検討で、農業を他省と一緒に検討していない感じがする。
注文生産を前提とした仕組みを検討願いたい。
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女性 60代 福島 主婦 その他

　米の生産調整について見直しに手法転換したことと、戸別所得補償制度の早期導入を願っています。輸入汚染米
の事件を教訓に私達国民は安全・安心の「食」に敏感になっています。また、自給率アップも色々な方面から考えな
ければいけません。
　今、生活保護世帯が年々増えています。そして財政を圧迫しています。そこで、お金の支給の一部を「お米」の支給
にしてはどうかと思います。お米は毎日食べるものですし、お米を買えない人もいるのです。自給率アップにもつなが
ると思います。

男性 50代 福島 会社員
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

　今後の農業の未来を早急に考えないと、大変な状況になると危惧しています。今後を考えた場合、戸別所得補償
制度は未来を創り出すための一つの手段になり得る可能性があると思っていますので、自分は賛成です。頑張った
人が報われなかったら、誰もがやる気を起こさないし、衰退するのは当たり前と思います。

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・安心や地産地消など農作物に対する消費者ニーズが多様化するなか、本県の基幹産業である農業の
振興、農業者の支援に積極的に取り組むＪＡグループ福島。「消費者との連携による本県農業の再生」など新たな活
動方針の実践の年になってくると思います。戸別所得補償制度の導入など農業者を取り巻く環境の変化も予想され
ますが、農業再生へ消費者と連携し、所得向上の推進や将来の組織構想の策定、今後の見通し、多様なニーズに
対応できるように、新活動方針実践へオリジナル米の開発に向けた県への研究開発費の支援も決まったようなの
で、本県農業の大黒柱で収穫品種や酒米など広範な品種の開発が期待されるようです。

男性 60代 福島 農業
農地、耕作放棄地
対策

　耕作放棄地の原因は、小さな畑、不便な畑、日照不足な場所等と思う。特に養蚕が盛んであった地方ではそのよう
な場所が桑に適地であったが、現在は放棄されたままである。そのような場所を農地としての役割を見直す時期と思
う。
　なお、土地改良事業は必要と思います。

男性 60代 福島 農業 農業経営、担い手

１　真面目に生産調整に取り組んできた農家が馬鹿を見ないような政策をして下さい。ペナルティ的措置の廃止に反
対です。
２　水田有効活用で大豆を３ha作付しています。昨年までとは違い、交付金が大幅に下がり、今年度から３．５万／１
０ａです。これでは最初から赤字です。経営上米の値段が下がっても、全部稲作に変更したほうが所得が上がるはず
です。安定した農業ができるように、もう少し考えてほしいと思います。

男性 60代 福島 農業 農業経営、担い手

　戸別所得補償制度が今後部門別に実施されるようで歓迎しております。ただ、私の考えは、現在の所得向上・維持
です。具体的には確定申告書をもとに、過去５年間を基礎に極端に減収した場合に発動する。または、農家、農協
（事業所）単位で、掛け金をし、保険・共済制度による高水準の補償が実施されれば、生産物の価格の変動にも安心
して営農できると思います。

女性 40代 福島 その他
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

　食料自給率の向上と減反政策の矛盾を解消するために有効な「戸別所得補償制度」だと思います。エサ米や米粉
に販売した場合にも主食用米並みの所得を確保されることは必要ですし、水田のフル活用は生産で調整せず、販売
で調整することにより現場の自由度が高まると思います。主食用米、米粉用米、飼料米バイオ燃料米、麦、大豆等、
水田にどの用途の米を作るのか、自らの地域や現状に合うものを選べばやりがいもあると思います。
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女性 30代 福島 主婦
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

　戸別所得補償制度についての対象は「生産目標に即した農業者に対して」とされていますが、実際には目標に達し
ない農業者も包括して行われるのではないかと思います。その場合の両者に対する補償の公平配分（達成率に比例
するのか。一律なのか。）が問題になると思います。
　また、支払方法についてですが、作付確認等は市や県に、支払は国が直接というのは違和感を覚えます。今後も
地方自治体との密な打合せ、連携が必要不可欠であると思います。

女性
70代
以上

福島 主婦
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

　戸別所得補償制度での助成金目当てに、今まで耕作放棄していた田んぼも急きょ耕作を始める。でも自給率向上
に効果があるのか。票集めのような気がする。

男性 50代 福島 農業
農村振興、中山間
対策

　農業が果たす役割で、一部の大都市を除いて、地方へ行けば行くほど農業が地方の経済あるいは活性化に影響
するところが大変大きいと思う。中山間地等では農業以外に産業がないので、ますますその地域は経済はもとより人
がいなくなってしまうのが現実である。直接支払も必要だが、何より農業全体の活性化、農業でも生活できる政策が
必要である。

女性 50代 福島 農業 農業生産

 　22年度は昨年までの減反協力者に関係なく全国一律の補償制度を目標としていますが、中山間地耕作者向けと
思われる。条件の良いところは対象外となる。水田面積の２０～５０％の減反をし、１０ａ当たり４～５万円の利益にし
かならない稲作。１０ａ当たりの改良区費、水利費賦課金、借地料等経費がかかりすぎる。１０ａに１万５千円位では
マイナスである。麦、大豆等といいますが、新たな機械、経費、労力、心労が増えます。輸入米阻止がなぜできない
のか

男性 50代 福島 会社員
人材育成、雇用確
保

農業就労者が世間並みの所得を確保する上で米の生産調整を主眼とした戸別所得保障制度と並行して輸出米を積
極的に生産する施策は無いものでしょうか。金銭的な国際支援より米等現物支援の道を探してほしい。農家は作物
を作って何ぼの世界で生活の豊かさを感じている。

男性 60代 福島 その他
企画部会（第17回）
の資料及び議論

いかなる制度にも完璧という言葉はありません。特にいざ実施の段階になると、これまでに予想されないような問題
も出てきます。コメの個別保障制度においても、卸売業者が補償分だけ所得が増えるのだからと言って、生産者側に
価格引き上げを求める動きがあるという問題もその一つです。こんなことになっては、何のための補償か分からなく
なります。こうしたいわゆる悪徳商法ともいえる問題には毅然として対処して欲しいと思います。

男性 50代 福島 その他
企画部会（第17回）
の資料及び議論

戸別所得補償制度がまだ生産農家に浸透せず、その上、十分な理解が進んでいないような気がする。本当に生産
調整に参加すれば、約束された交付金が支払われるのかといった、素朴な疑問が残る。さらに今年度はモデル事業
ということもあり、将来的な農業行政の方向性にも懸念を抱かざるを得ない。農業で本当に安定した収入が得られ、
なおかつ後継者を育成しながら日本の食糧供給の安全や安心を構築できるような制度になるよう期待する。
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女性 60代 栃木 農業
企画部会（第１６回）
の資料及び議論

農村の振興
郡司副大臣の言うとおり、１次が２次・３次と手をくむ。
主役は１次であることが大切。
２次・３次の人は経営においても、ベテランであり、農家の人はすなおに相手の言う事を聞いてしまう。ごまかされる
訳ではないが、考え方がちがうし、かちかんもちがう。
さきざき、６次産業というような事になれば、まずは農家の人達の学習が大切だと思います。
出荷に関しては、ＪＡの部会において学習しているし、農業士（野菜などの）とか各役職（認定農業者）のある人は会
議等に出席する機会も多いと思いますが、稲作一本の方はあまり説明を聞くことや勉強する機会は少ないと思いま
す。
決まってから農家の人を集めて説明するのではなく、２次・３次産業の方と同等に話し合える人を多く育てる事が大
切だと思います。
リーダーになれる人を多くそだてる、それが農業の振興にとって一番大切な事と思います。

女性 60代 栃木 農業
農村振興、中山間
対策

村おこし、村に都会の人をよびこみ村を元気にする。
各中学校では授業のいっかんとして米作りなどをやっているがそれとは別に親子で楽しむ農業をテーマに行う。元農
家出身の親といっても、いそがしい時に手伝に行ったり手伝ったりはしても、親子で楽しむという事はないと思う。
役場が主催し、集落が受け入れる。これで参加する人も安心。集落の人も役所の人と共に考える事でよりよい考え
がうかぶ。
田植え、野菜のたねまき、くだもの狩りなどいくらでもある。昼はおにぎりとトン汁などを作って食べる。
女性団体の人や女性農業士の方々の指導のうどんそば作り、みそ作りなど、いくらでも楽しいイベントが出来ると思
う。
帰りは直売所や道の駅により買い物をする。
この行事年間計画でもり込む事で、村は活力が出て元気になると思います。

男性 50代 栃木 公務員
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

●戸別所得補償モデル対策事業について
１．２２年産の米から実施する所得補償制度については、農政の大転換の第一歩と言われております。これまで米の
需給調整は、転作作物への助成により推進してきましたが、この方法では、需給調整参加農家の努力により米価が
維持され、非参加農家も結果としてその恩恵を受けることになり不公平感を与えていました。今回の制度では、米の
需給調整は、米への支援で担保することで、参加した農家だけがメリットを受けることになるので不公平感が解消さ
れると思います。
　しかし、水田利活用自給力向上事業では、需給調整に参加、あるいは達成しなくても自給率の向上を図るためとし
て、助成対象としております。需給調整に不参加、あるいは、達成しないことによって、食用米が生産過剰になり米価
下落になった場合は、結果として米戸別所得補償モデル事業の変動部分に影響を与えることになるからです。戸別
所得補償制度の予算枠が決まっているとすれば、参加者に対する予算も薄まるし、また、その分を別な財政措置を
するにしても税金が使われることになれば農業者及び国民の理解が得られないのではないでしょうか？
　また、米戸別所得補償モデル事業における認定農業者の取り扱いについても、米の需給調整参加へ奨励する意
味でも今までどおりとしてはどうでしょうか？
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男性 60代 栃木 その他
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

「新たな食料･農業･農村基本計画の策定に向けて」
４０～５０年間の構造の変化の中で全てが高度成長に吸収され、気付いて見れば、耕作放棄地と高令農業者を残
し、問題は山積し、解決の目度は一朝一夕ではなく、又、解決に対して、拙速な解決策を安易に施すべきではない。
農業基本法の精神とは大きく掛け離れる現実に目を疑うばかりであります。
基本法は陳腐化する中で原点に立ち帰りこれからの農業５０年いや１００年の計を示す時が到来したと考える。
若者が人生感に満ち、国土を愛する農業は、幼児教育から始めても、２代や３代もかかるやも知れぬ。
国の基を将来に向けて担い手と自給率の目標を確実にする為、農業を喰い物にする高利潤を稼ぐ農機販売店や生
産物を有利に取引する大型小売店、重複する輸入業者がある限り農業の夢は語れない。
後継者の魅力ある農業は、豊かな生活環境と自己余暇の活動、各層同志との交流等々である。農業者が自分が望
むハネムーンと健全な育児を経て次世代に繋がる永遠の課題達成である。

男性 50代 栃木
食品製
造・加工

企画部会（第１７回）
の資料及び議論

①戸別所得補償制度は、農業経営の生産コスト割れの補填になりますし、農家にとっては喜ばしい事であると考えま
す。が、将来に向けて明るい展望を持つ・・・目的には難しいのではと感じます。この制度を、今後どの様につなげて
いくか?制度の効果については、一時的な観点でしかない様な感じが否めません。
②今回の基本計画の中で、農業について採算が取れて、意欲が出る様な農業経営が出来る・・ことへの方策も、ひと
つとして基本計画を進めていると解釈しますが、現状は生産費（コスト）＞販売価格の流れが、農業の赤字経営に
なっている。
③戸別所得補償制度は農家にとっては良い事と思いますが、裏を返せば、赤字の補填でしかなく農家の方達の努力
と意欲には、一時的には良いと思いますが、今後に向けては結びついては行かない感じがします。

●（上記制度の案として）
①食料･農業･農村基本計画の中に、多面的機能の発揮がありますが、この機能が持つ本来の目的は、地球（日本
国土）環境の保全！農業が担っている、多面的機能（国土の環境保全）の部分をお金に換算して、国土保全管理の
対価として見る事はいかがでしょうか？
②環境保全を担っていることの重要性を、政策として説けば、国民の皆さんも理解して頂けるのではと考えます。
③農業を営む方達が、国土保全、環境を守っているのだ・・との誇りと希望を持っていただく政策は、後へと続く政策
としても重要と考えますが、いかがでしょうか。
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男性 50代 栃木
食品製
造・加工

農業生産

※農業の生産性
●今の農業経営→生産費（コスト）＞販売価格＝赤字経営
①これを解消するには、規模拡大することで、生産費の削減に繋がりますが、産業政策か地域政策かの問題になり
ますが、兼業農家の方がやめると、日本の農業が成り立たなくなるのではと危惧されます。
②赤字解消に対して端的には、販売価格を上げるか、生産費（コスト）を下げるかになりますが、農家の側から、農業
の生産費（コスト）の状況を知ってもらいたいことです。
・負担となっているのは、農機具償却費と施設･設備費の割合が大きく、負担になっています。
→農機具の価格が高すぎる。その部分に支援をして、安く導入できるようにならないだろうか。
③農作業は、まだ人海戦術的部分が多い。
→機械開発の技術支援を行い、人海戦術の農作業から機械化をして、労働負荷の軽減と生産をもっと上げられない
か。

○大事なのは、自給率向上＝消費拡大の政策が必要と考えます。
①消費拡大がなければ、今のお米ではないが、米余りの状態から抜け出せないし増反できない。
→学校給食は日本の主食でもある、米飯のウエイトを多くして、子供の時から米飯になじませるなど、国産農産物の
消費拡大を、国をあげて政策として進めていってもらいたいと思います。

男性 60代 栃木 その他
自給力・自給率、食
料安全保障

食料の自給率アップは、輸入食品に頼り切っている日本にとっては、国の存亡にかかわる最重要課題である。
食料の輸出国が減少を続けている現状から、食料が戦略物資に変わりつつある。日本は貿易によって豊かさを維持
しているが、外貨を稼げなくなる可能性も否定できない。
国産食料の増産に向けた、目的税を創設すべきである。0177

男性 60代 栃木 その他
農地、耕作放棄地
対策

農地の道路とか、宅地への安易な転換が続いている。野内に復帰できない転換は、わが国の将来の食料確保に重
大な影響を及ぼす。農への企業参画も、優良農地に集中し、現在の山間の放棄地対策にはならない。個人所有の
耕作放棄地を半強制的に購入し、新たな地産地消への場とすべきと考える。  0177

男性 60代 栃木 その他
農村振興、中山間
対策

上杉鷹山を初めとする日本の歴史の知恵者の足跡に学び、平地に恵まれない土地の殖産が最重要と考える。漆一
つをとってもコップ一杯で百万円もするとのこと、日本に伝統技術が残っている間に、日本独自の高級品生産体制を
作り上げ、価格競争によらない競争力構築が地域の活性化につながる。三十年以上先を目指した施策が必須と考
える。0177

男性 60代 栃木 その他 農業経営、担い手
専業農家の育成も必須であるが、兼業農家の推進策も必須と考える。規模の拡大は目指せなくとも、労働集約的多
種の作物供給には欠かせない。兼業農家は潜在的な両親介護の仕組みにもなっており、放棄地の低減にもつなが
る。兼業就業者の企業における農繁休暇の仕組み作り、両親同居による年金の上積み等を行うべきと考える。

女性 40代 東京 会社員
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

最近は、雇用の不況もあり、農業や漁業をやってみようとする人が、増えているとテレビでみました。しかし、資料の
グラフをみると年々危機的状況であることがわかりました。食料自給率の対策として戸別補償制度などの試みは、い
ずれは、食の安全にもつながる大変有意義な対策だと思います。これからも、国としてのできる大きな支援や農業へ
の対策をお願い致します。
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女性 60代 東京 その他
自給力・自給率、食
料安全保障

家畜の飼料に多収穫米が生産されているようです。
現在の休耕地にこの多収穫米を栽培すれば輸入されているトウモロコシ等をゼロにすることができると聞きました。
休耕地がみどりになればＣＯ２の削減にもなりますし、安全な飼料を供給出来るのではないでしょうか。
国をあげて推進して頂きたいと思います。

男性 60代 神奈川 その他
農地、耕作放棄地
対策

・当たり前かもしれませんが、農業者の視点からの意見が多く。消費者からの視点の議論ももっとして頂きたい。
・「生産緑地地区」と称して、耕作がほとんど行われていない農地が多く存在する。エセ農地であり、今後を見越して
の農地所有に他ならない。（宅地並み課税の回避）
・地産・地消が叫ばれる現状大変もったいない現象である。
・アンケート調査によると農業体験をしたいと考えている人は6割以上となっている。（「農のあるライフスタイル」に関
するアンケート調査報告；平成15年度 かわさき農業HP）
・団塊の世代が定年を迎え、都市域であれば農業体験要望者が多くいることが想定される。
・農地として活用を図ることで、景観保持、CO2固定等の多面的機能も発揮される。
・都市型農業の一つの形態として、これら耕作放棄地もどきを解消するような法制度の整備をお願いしたい。

男性 40代 新潟 会社員
自給力・自給率、食
料安全保障

　一般的な国民として素朴な意見です。年齢構成別基幹的農業従事者数から見て、このまま推移すれば10年後には
3割程度、20年後には半分減少するのではないか思われなす。そうなった場合、国民にとって(食料自給率云々では
なく）安全保障上最低限必要な食料生産が可能なのかどうか非常に不安です。最低限必要な食料生産量を明確化
し、基盤整備率等のほ場条件から見た最低限必要な生産者数や生産設備の目標を明確化し、それらの確保に向け
た戦略・戦術をたてていただきたくお願いいたします。農政に関する全ての議論はそこからスタートすべきではないで
しょうか。

男性 50代 新潟 マスコミ
自給力・自給率、食
料安全保障

　FOOD　ACTION　NIPPONの‘０９年度報告書の中にある推進パートナーとの連携について、本年5月から半年間開
かれる中国・上海万博の会場を先頃訪れた。我が国の出展は日本館、日本産業館、大阪館など。日本料理の提供
や物産展示即売、食品加工など出展企業はあるにはあるが、農林水産関係の一次産品、加工食品のPR不足の感
が否めない。都道府県や市町村任せではなく、政府、農水省が積極的に主導すべきである。万博事務局の話による
と、全世界から大阪万博を上回る７０００万人の誘客を見込んでいる。中国の富裕層だけでなく、全世界に日本の食
料の豊富さと質の高さ、加えて食の安全安心をアピールするチャンスである。ひいてはWTO交渉や自給率向上への
足がかりにならないとも限らない。国内だけの推進パートナーから海外での連携を視野に入れたい。

男性 50代 富山 公務員
自給力・自給率、食
料安全保障

　水田利活用自給力向上事業について、新規需要米の飼料用米については、耕種農家に８万円／10ａの措置がな
されたが、受け入れ側の畜産農家に対しては何らメリットや支援措置がなく、耕畜連携が進まない状況である。流
通、保管、調整に必要な経費並びに飼料用米荷受け施設や粉砕機の導入について支援をお願いしたい。
　食料自給力向上に直接寄与しないチューリップ等の花きについては、国民生活や文化の向上に寄与する重要な品
目と基本計画に位置づけ、花き生産農家の経営が成り立つよう支援をお願いしたい。
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男性 50代 富山 農業
企画部会（第17回）
の資料及び議論

戸別所得補償制度について 
 農業は、経済行為のほかに、環境の美化や多面的機能の維持を図っている非経済的行為も実践している。今回の
米戸別所得補償モデル事業では、米の生産数量目標に即した生産を行った販売農家に定額1.5万円/10aの交付金
を支払うとのことであるが、消費者からみればバラマキ政策ではないかと非難され易い。まず最初に、環境の美化や
多面的機能の維持を図っている非経済的行為の実践に対して、直接支払いを実施することが優先ではないか。その
後に、農畜産物の販売金額と生産費を見て、農家手取りの岩盤補償を行うべきと思う。

男性 50代 富山 農業
企画部会（第17回）
の資料及び議論

自給率向上は新規需要米に期待
 米粉や飼料米は、近年に注目されるようになってきましたが、米粉・飼料米の適正品種や小麦の代替となるための
技術不足など、まだまだ完璧なものとなっていません。しかし、H22年度からの水田利活用自給力向上対策では、新
規需要米8万円/10aの交付金は、とても魅力的な作物だと思います。ですから、国に対しては技術対策の早急な対
応をお願いします。また、全農に対しては、農家が個別に実需者と生産販売契約を結ばなくても、全農と生産販売契
約を結べるようにしてもらいたい。また、全農で一元的に集荷販売をするようになれば、新規需要米生産者が、独自
で契約者を見つけなくてもよくなり、また、実需者も、JA、全農に問い合わせれば利用できますので、双方がメリットを
享受できると思います。

男性 50代 富山 農業
企画部会（第17回）
の資料及び議論

本気で自給率を上げるつもりがあるのですか。
日本では、輸入小麦は、年間650万tも輸入されています。この輸入小麦も、2割～3割でも米粉に置き換えたらどうで
しょうか。製粉機の能力も向上しましたので、小麦の代替又は、独自な製品として輸入小麦の減少に取り組めると思
います。ただ、価格問題が立ちはだかります。平成20年10月輸入小麦の価格を23%引き上げられるところを経済総合
対策の一環として10%に上げ幅を圧縮され、13%分は、税金で穴埋めされました。昨年は、豊作により4月から輸入小
麦を14.8%引き下げをされました。一昨年は、小麦の高騰で米回帰があったのですが、小麦価格の引き下げで、米の
割高感から. 米の消費量が鈍化したと聞いています。小麦価格を上げない対策を取るのなら、小麦価格を下げない
対策も取るべきです。そのことが、日本の食料自給率に反映できるのなら、あえて行うべきです。国の食料自給率を
全体的に見て、政策をお願いいたします。

男性 50代 富山 農業
企画部会（第17回）
の資料及び議論

今後の戸別所得補償制度について
 平成22年度は、米をモデルとして戸別所得補償事業実施されますが、平成23年度からは、是非、その他作物(野菜・
特産物、花卉等)や畜産に対しても戸別所得補償事業に乗れるよう、平成22年度の調査事業で調査願いたいと思い
ます。

男性 50代 富山 農業
企画部会（第17回）
の資料及び議論

国から県への事業移管を
 平成22年度からは、米戸別所得補償モデル事業が実施されますが、国が事業を設置し、予算化されることは当然で
すが、予算の割り振りを考えれば、あとは、県にお任せすればよいのではないでしょうか。国が1から100までやる必
要はないのです。県が予算にあった使い道をしているかどうかは、国との計画書打ち合わせや国への事業報告書で
説明もできますし、会計検査院も目を光らせています。もし、間違った使い道をしていれば、補助金返還や今後ペナ
ルテイをかけることもできると思います。県は、地域に合わせ、有効な予算の使い方をします。国は心配いりません。
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男性 50代 富山 農業 その他

米戸別所得補償モデル事業の交付金支払い
 米戸別所得補償モデル事業の交付金支払いについては、今年度から国(農政局)から直接に金融機関口座を通し、
販売農家に支払いをするとのことですね。なぜ、平成21年度まで実施していた産地づくり交付金の支払い方法でやら
ないのですか。何か不正や問題点などがあったのですか。平成22年度から行う支払方法で、経費削減が行われるの
ですか。あるJAの方にお話を聞いたところ、地域水田協からJAを通して農家に交付金を支払う場合に、振り込み手
数料をもらわなかったと聞いています。今回の新支払い方法での振込手数料の総額はいくらなのでしょうか。平成21
年度より安くなっているのなら納得します。また、交付申請書類等の再審査や支払い決裁等についても、農政事務所
の組織替えで対応するとのことですが、平成21年度までの処理の仕方(県や地域水田協が責任を持つ)をすれば、必
要がなくなり、人件費がいらなくなるのではないでしょうか。

男性 60代 長野 公務員
自給力・自給率、食
料安全保障

水田利活用事業のQ／Aでは、自家消費用ソバ/ナタネは販売できない物も、収穫が確認できれば交付対象と成って
います。 一方野菜・大豆でも販売するほど栽培しないが、自給用として多くの小規模規模だが毎年水田に栽培して
いる農家が沢山あります。
水田地帯では転作によって栽培が増加し、大豆加工等も活発です。
 転作確認で、栽培は確認されるので、収穫さえ確認すれば、販売が無くても交付対象にすべきではないですか、 自
家用ソバ・ナタネと自家用野菜・大豆・麦の扱いが不公平です。 大豆・麦は収穫が確認されれば、せめて一般作物扱
いにすべきと思います。

男性 40代 愛知 農業 農業経営、担い手

22年度から始まる米戸別所得補償事業であるが、やはり、担い手の位置づけが明確でない。将来像が見えてきませ
ん。
また、今までの担い手が、どんなに努力をしてきたか？それをまた一から見直すとは、地域をまとめてきた担い手農
家にとって非常に残念でした。
 今後、担い手農家に対する地域の位置づけを明確にして欲しいのが本望である。麦大豆において、今後、所得補償
を導入していくと思われるが、しかっりと、各地の現場をみて、生産農家に耳を傾け、地域性を踏まえて施策を考えて
いって欲しい。
 そして、農業経営であるが、中山間と、平地とは、政策を別にして、特に中山間は、もっと支援を手厚くすべきであ
る。

男性
70代
以上

大阪 その他
企画部会（第17回）
の資料及び議論

第16回企画部会の資料及び持論について、良く資料纏まり検討されていると思いますが、机上の論理になってませ
んか、企画部会のメンバーに問題がある思います。まず、農村に発注生産委託する人達（COOPの人達や商社等）
の購入者と末端消費者(主婦連等）を企画部会に入れ、国産品の生産、消費を具体化しない限り何年会議をやっても
日本農業の活性化に繋がらないと思う。具体的に何をどれだけ、こんな金額で作ってくれると購入すると言う事が必
要とおもいますが、いかがですか？

男性 50代 大阪 その他
企画部会（第17回）
の資料及び議論

米の生産目標は、1.米の備蓄数量を200万トン以上にする 2.棚上げ備蓄方式に変更する 3.ミニマム・アクセス米の輸
入をやめる ことを前提に試算すべき。戸別所得補償制度や水田利活用自給率向上事業と組み合わせて、飼料米を
含む米の増産が図られるように政策誘導をすべきである。
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男性
70代
以上

兵庫 農業
企画部会（第17回）
の資料及び議論

丹波市では振興作物として小豆、山の芋、ネギなど産地加算の対象で助成があったが、全部だめ、特産物の振興が
機能しにくなった。
 地域協議会での助成金の配分ができず、地域振興の方向付け困難になった。
 地域振興作物が軌道に乗るまでの呼び水的行政を期待します。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第17回）
の資料及び議論

 1．戸別所得補償の意義の普及広報（1）
 農業関係者と消費者等一般国民の関心事項は異なり、農業関係者には総括審議官の述べられた自助努力（コスト
ダウンと販売による所得増加の効果）のPRが重要。一方、一般国民は「農業保護」と「バラマキ」という批判の目が大
きいと思う。そこでバラマキに対し（農業保護は次に意見）、
（1）中国四国・近畿などは小規模サラリーマン農家が大宗を占め、小規模農家も一緒になって地域コミュニティーが
維持（2）地域コミュニティーは地域の“岩盤”であり、地域コミュニティーと土地改良の成果が相乗効果を発揮して洪
水防止等多面的機能が発揮（土地改良事業の歴史的意義）（3）多面的機能発揮によって国民全体に効果が裨益、
の理解浸透が重要。第16回でも意見した様に農村交流等の場も活用し、戸別所得補償関係部署のみではなく農水
省全体が総力を上げ、特に都市住民や消費者への理解浸透が重要。
また、戸別所得補償の捉え方には地域性がある（面積の広い食糧供給基盤である北海道と小規模農家の多い中国
四国・近畿では異なる）と思われ、農政局や農政事務所等は機械的説明でなく昨年議論した「農政改革」の成果を活
かし、地域性・個性の積極的発揮が重要。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第17回）
の資料及び議論

2．戸別所得補償の意義の普及広報（2）
次の様な意義があると思う。

 （1）お陰様：国民がほんの少し懐を痛めるだけで同胞の農家に安全安心なものを作って頂ける上、農家もそれに応
えるお互いに「お陰様」の精神。

 （2）岩盤：セーフティーネットとして農家生活を保障して地域コミュニティーを強固にして地域を活性化させ、これまで
実施してきた土地改良との相乗効果により多面的機能を発揮（土地改良事業の歴史的意義）。

 （3）美：人と人の絆の結びついた心の美しい地域社会で、岩盤の上の大地からから農作物等を芽吹かせて宿らせ多
面的機能を発揮し、美しく活力の漲る農山漁村形成。

 （4）勿体ない：耕作放棄地ほど多くの縁（先祖など）で繋がっている状態をなくするものはない。様々な絆（歴史や自
然との絆）を強化

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第17回）
の資料及び議論

3．一般国民の農業は保護されすぎという認識に対して
茂木委員や船山政務官の述べられた「一定の国境措置は必要」の一般国民（特に都市住民）へのPRには、（1）我が
国の関税率は先進国の中で非常に低水準、（2）EUの共通農業保護政策、（3）輸入超過の実態（EU諸国は輸入と輸
出がバランスしているがわが国は輸出が極端に少）、（4）各国の農業関係予算の比較等を、わが国の狭小な国土条
件等とともにアメリカやEUと比較し、数値や図等での積極的なPR活動の展開が重要。
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男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第17回）
の資料及び議論

所得補償の意義の絵図作成
戸別所得補償の「岩盤」という言葉は農家の生活基盤のみではなく、
1．相互扶助、絆により地域そのものを支えていること、
2．岩盤が大地を支え、人・地域が大地に働きかけて農作物が茂り多面的機能が発揮されること、
の意味が含まれ大変面白い。
そこで、戸別所得補償の意義の普及浸透に際し、上記2点をイメージする絵図を作成して戴くと、特に一般国民には
実感が湧いてくると思う。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第17回）
の資料及び議論

平田委員の「気象リスクを背負って経営」はまさにそう。今後地球温暖化に伴い異常気象多発が懸念される中、農家
が継続的に農業を営む体制整備は重要。例えば数年前、生乳が余って生産調整（乳牛を肉牛に回す）が実施された
が、その後オーストリア大旱魃や中国、ロシア等の需要増により輸入バターと飼料価格が高騰して酪農家を直撃し、
生産調整を実施していた為に生乳不足。農業は工業製品と異なり生物相手で、一旦止めてしまうと回復に時間を要
するよい教訓。過疎高齢化し一旦リタイアすると取り返しがつかず、世界的穀物需要変動も鑑み作況の好不況に関
わらず安定的農業は重要。その意味で戸別所得補償はよい施策。
次回の議論は「担い手」がテーマとのこと。如何に“安定的・継続的に”確保し育成していくか、従来の市場原理主義
的思考に捉われず（市場原理主義は極論すれば市場で必要なくなれば・・・という考え）議論してもらいたい。国民も
農家・農業・農村が大事なことは分かっており、そのためには戸別所得補償の意義の普及浸透とともに総括審議官
が最後に述べられた国民負担の積極的明示は重要。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第17回）
の資料及び議論

船山政務官の「構造改革は専業農家の規模拡大でそれが望ましい形としていたが、構造改革は進まず、崩壊が起
こっている」は同意。構造改革という言葉であるが“農家の販売意欲と生産・流通・販売に到る過程、或いは穀物にか
らむ業界の構造改革”（事故米穀で明らかとなった流通の複雑さやペーパーカンパニー）、輸出促進が大事（我が国
の輸出促進のための補助額と米国の輸出のための補助額を比較して明示する必要があるまいか。）。
FAOによると飢餓人口は10億人を超え、加えて次回基本計画の5年後には4億人増加し、世界的に穀物需給は逼
迫。輸入力確保は重要であるが、EU各国の様に輸出入がバランスするよう輸出促進に向けて増産と耕作放棄地解
消は重要（現在国内で余っているとは言え国際市場では輸入力確保も困難になってきており、基本計画目標10年後
は全く別の状況の可能性が大と思う）。
何れにしても農林水産省は白書に書いてあるから責任を果たしたと思うのではなく、我が国の農業は保護されてい
ない事実を徹底的に国民に普及浸透させることが重要。

男性 60代 福岡 農業 農業経営、担い手

　農業者の高齢化に伴い離農者が増え耕作者を捜しているケースが増えているなか、受け手は米だけの生産では
所得が上がらず採算が合わない。このため、表作で減反が増えた分の大豆及び裏作の麦を作付けし、所得を増や
す必要がある。
　しかし、生産条件不利補正対策では対象水田に基準期間の作付けがなければ固定払いの交付金をもらうことがで
きず、採算が合わないため作付けすることができない。　　　　　　　一方、地域を考えると耕作放棄地が増え病害虫
等の問題が発生するため採算が合わなくても誰かが耕作し地域を守る必要がある。
　このため、基準期間に作付実績がなくても固定払い交付金相当額を助成し、農業所得を確保できるように政策の
見直しをする必要がある。
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男性 60代 福岡 農業 農業経営、担い手
社会・経済のグローバル化を止めることができないとすれば、
① 一定規模を有する経営体の育成を図る必要がある
② 能力のある新規参入者に対しては、道を拓く必要がある

男性 60代 佐賀 農業
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

　新たな「戸別所得補償制度」は、土地利用型の大規模農家に対しては制度的に評価できるが、今後、他部門（果
樹、野菜、畜産など）の経営に対する支援も網羅し、当該支援が、経営部門間で格差が生じないような政策となるよ
う検討を願いたい。

男性 60代 長崎 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　耕作放棄地に対してもっと補助金を出して土地利用をすすめてほしい。
　国力の安定という基本計画をはっきりさせ、責任を持って生産者に求めた農業生産上の努力に対して、はっきりと
した評価をしてほしい。

男性 60代 長崎 農業
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

　現在、米作農家は水稲を作っても販売があがらず生活が厳しい。戸別所得補償制度ができれば農家にとってはプ
ラスになる。

女性 50代 長崎 農業
食の安全、消費者
の信頼確保

　ＪＡ等の生産部会においては減化学肥料、減農薬を実施し、生産履歴の添付により安全安心な農産物供給に努め
ている。
　長引くデフレの影響で農産物の価格が低迷し、農家経営が年々厳しくなっており、低コスト、規模拡大で所得の安
定を目指している。
　これらにシフトした技術や人を含めた支援策を対応願いたい。

女性 50代 長崎 農業 農業生産 　消費者ニーズ、流通業者等の要求に振り回されすぎずに生産者自身も自覚をもって主張すべき。

女性 50代 長崎 農業
農村振興、中山間
対策

　農村機能の維持は急務である。中山間事業等を活用して成果をあげている事例（みかんのオーナー制）もあるが
事務量がたいへんだとの声が多い。
　農村の中で６次産業につながるしくみを作って、生き残りをかけていく必要を同世代は感じてはいるがイベントで終
わってしまい、次の経済展開までつながらない状況である。
　知恵ややる気を促すコーディネーターの存在が重要で、地域支援を行う部署の強化を図ってほしい。

男性 50代 長崎 農業 農業生産

　再生産可能な所得の確保が重要で、共販体制での農産物を一元化した物流センターの設置や営業力の強化が急
務であることから、ＪＡでは営業開発課が平成20年12月付けで新設された。
　共販以外では自助努力で対応しているがなかなか厳しい状況で、高級品が売れなくなった現状では多様なニーズ
に対応した品揃えに努力している。

男性 50代 長崎 農業
農村振興、中山間
対策

　農家の収入安定が確保されれば、余裕ができ環境をまもり育てられる。そうすることで人々がもどり後継者がうまれ
農村文化等も守られると考える。

女性 50代 長崎 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　穀物類等の総合の自給率を出す一方で、各品目から毎年１０品目選び、各品目別の自給率を出すことで取り組み
が具体的な施策として提示できるし、効果も見えやすいと考える。

女性 50代 長崎 農業
農地、耕作放棄地
対策

　農業後継者のためには荒廃地対策も併せて解消していく基盤整備の推進は重要で、行政からも盛んに推進されて
いるが、土地所有の高齢農家になると、そこまでしなくてもいいとの意思があり、地域としてもまとめることが難しい。
その対処方法等を優良事例としてＰＲし、周知してほしい。
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男性 60代 熊本 農業 農業経営、担い手

　昨年の衆議院選挙で民主党に期待し1票を投じたが、まだはっきりしない中、今年の営農計画が出来ない状態であ
る。
　１月下旬、集落で農家組合の総会が開かれたが、皆口にする言葉が年齢のせいか、暗い話ばかりで、「腰が痛い」
「膝が痛い」「○○が入院した」など10年くらい前とは、大分違った総会であった。
　１月18には通常国会が開会するが、1日も早く、若い世代の若者が希望を持って農業に取り組む時代が来ることを
望む。

男性 60代 熊本 農業
食の安全、消費者
の信頼確保

　農産物の出荷に当たっては、必ず定期的に残留農薬検査を行うことを徹底することが必要である。

男性 60代 熊本 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　米の生産調整は今後も続けていただきたい。豊作の場合も、米価に影響しないような措置が必要。

男性 60代 熊本 農業
農村振興、中山間
対策

　後継者が残るような農村は発展すると思う。私たちのところは２０～３０歳代の後継者が２５名程いる。これらの若者
が将来も安心して農業を続けられるような政策が必要である。

男性 50代 熊本 農業
食の安全、消費者
の信頼確保

　食の安全安心確保のためには、トレーサビリティーは最重要。また農業者自らが農業生産行程の点検、改善を行う
ことは当然のことである。食と農の結びつきに関しては、国産農産物の消費拡大の推進が第一。国際的な対応に関
しては、我々農家の側ではなく、消費者側ならびに国の問題である。

男性 50代 熊本 農業 農業経営、担い手
　戸別所得補償制度には賛成だが、兼業農家への配布は我が国の農産物の国際的な価格競争力を弱めるもので
あり、検討が必要。農地、担い手の確保こそ最重要課題である。そこで、戸別所得補償とは別に、農業で生活に必要
な所得が得られ、後継者が残るような農業経営が成立できるための施策が必要と考える。

男性 50代 熊本 農業
農村振興、中山間
対策

　平成１８年から農家民宿を開業し、農業体験、食育、地域のグリーンツーリズム研究組織代表として、地域農業振
興活動にも積極的に参画しているが、様々な苦労がある。６次産業の推進は、自給率向上のみならず地域の活性化
にもつながるため、資金面や制度面での支援策の充実が必要。

男性 50代 熊本 農業
農村振興、中山間
対策

　農村の６次産業化は、農村の振興には今や欠かせないことと思われるが、農業の持続的発展における効果につい
ては疑問である。減反政策は自然、景観、伝統文化、食文化、農民の心を荒廃させた。

男性 50代 熊本 農業
農地、耕作放棄地
対策

　炭酸ガスの低減や食料の安定供給のためにも、区画整理された圃場、特に冬場の水田の全てが活用されるような
施策が必要。

男性 50代 熊本 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　主食用穀物については、１００％以上を目指すべきであり、我が国の自然に支えられた水田を大規模農家に集積し
ていけば可能と思われる。飼料用米、米粉などの技術開発を進めれば、全体の穀物自給率も確保できる。（国際競
争に勝つ価格まで生産費を下げる施策が必要）

男性 50代 熊本 農業 その他
　我が国の青少年非行・犯罪は、親子同居世帯を復活させることにより減らすことが可能と言われている。まず農村
からその推進をすべきであり、そのためには２世帯、３世帯家族等への住宅支援を行うことが、農村振興の一助にな
ることは確実である。

14



男性 50代 大分 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　主食となる米を少しでも多く食べてもらうことが重要。
　また、食料の価格をしっかりと安定した確実なものにしてほしい。農家の経営を安定させるため、再生産価格を維
持してほしい。
　そもそも食料生産においては、自由競争は向かないのではないか。

男性 50代 大分 農業 農業生産

　戸別所得制度だけでは、農家を救えないのではないか。高齢化は避けて通れないが、可能な労働力は提供するの
で、機械などの購入費については、無償としてほしい。
　また、どの対策でも、最初の入口はしっかり補正予算等で対応してくれるが、２回目の更新時期については何も対
策がなされていない。段階的にでも何らかの補助等の措置ができないか。
　各種の補助金等をださないかわりに再生産価格の補償をしてほしい。
　価格補償制度拡充できないか。（産地指定＋α）

男性 50代 大分 農業
農地、耕作放棄地
対策

　旧郡部においては、限界集落ばかりである。限られた担い手（５０代）しかいない現実がある。限られた担い手だけ
では、地域の農地全てを守りきれない。

男性 50代 大分 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　分かりやすい目標を掲げることは大事であるが、自給率自体の数字の中身をしっかりと検証し理解しておく必要が
ある。

男性 50代 大分 農業
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

　戸別所得補償制度の中身がまったく分からない。新聞報道を見る限りでも、単価設定等めまぐるしく変わってきて
いる。来年度から一部実施されるようだが、具体的な中身を早く知らせてほしい。
　これ以上生産価格は下げられないのに売価は下がり続けている。既に限界を超えている。

男性 50代 宮崎 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　食料の安定供給・自給率向上を図るには、農家の生産意欲を高めることが大事だと思う。

男性 50代 宮崎 農業
企画部会（第１７回）
の資料及び議論

　主食用並みの所得（直接支払）では、少なすぎるのではないか。主たる米価が低迷している現状では発展はない。

男性 50代 宮崎 農業
農村振興、中山間
対策

　農業に魅力がない限り、前進はないと思う。

男性 50代 宮崎 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　農業の生産意欲が上がる政策（所得向上）にしていかないと、各農家（専業）は減っていくばかりである。

男性 60代 鹿児島 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　水稲は、２０００年以上前から作られている日本の稲作文化である。他の野菜は連続して作ると連作障害が必ず出
る。その点、米は連作障害も出ずつくることができる基本となる作物である。この水田のすばらしさを守ることが食料
の安定的確保にもつながると思う。

男性 60代 鹿児島 農業 農業経営、担い手
　農業者が子ども、地域の人々に胸を張って農業はすばらしい職業だと自信を持って言えるような農政施策、環境づ
くりが必要。

男性 60代 鹿児島 農業
農村振興、中山間
対策

　地域の特色ある農業・伝統文化財等を継承していくこと、また、子供から高齢者まで誰もが参加したくなるような行
事を仕組んでいけるような村づくりが必要である。

男性 60代 鹿児島 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　自給率の目標は高いにこしたことはないが、農家が再生産できる価格、また、生活していけるような価格でなけれ
ば農家は存在しなくなる。大豆・麦などがその典型的なものだと思う。
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男性 50代 鹿児島 農業 農業経営、担い手
　農産物の価格補償、戸別所得補償等により農家の経営安定が必須である。このことは自給率向上にもつながって
いくと思われる。

男性 50代 鹿児島 農業
農村振興、中山間
対策

　農村は、集落や地域の人間関係の結びつきで成り立っており、集落行事や伝統的文化、慣習など抜きにした新た
な施策はあり得ない。子供が少なくなり、地域行事も少なくなってきている状況等踏まえると、例えば農業外の異業
種との連携もしながら、地域を活性化していくことも必要である。
　各種事業で助成がある間はよいが、それがなくなったときに自立できる力を地域が備えているか疑問である。補助
金や助成に頼る村づくりは持続しない。リーダー後継者の育成、人づくりが集落を維持していくなかで重要となる。

男性 50代 鹿児島 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　農業所得が上がらなければ、自給率も高まらない。農家も増加はしていかない。

男性 50代 鹿児島 農業 その他

　施策の考え方が、都会的発想で構築されている感がある。もっと、農業、農家の行く末を見据えた施策を望みた
い。
　市町村合併や行政の広域化などにより、以前のように田圃の畦に座ってゆっくり農家と向き合い、悩みを熱心に聞
いてくれる指導員が減ってきた。今の情報化時代、農業に関するいろいろな情報は農家も自分で入手できるように
なったが、情勢が厳しい時代だからこそ、親身になって相談できる行政、指導員体制等に期待したい。

男性 50代 沖縄 農業 技術、環境

沖縄の今帰仁村で有機農業をはじめました。
沖縄の在来種や消えてしまった大豆や小麦の栽培技術を
探してますが、なかなか見つかりません。
沖縄でも有機農業が発展するような制度が必要だと思います。
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