
資料４

食料・農業・農村基本計画に係る国民的議論の実施状況
（平成21年12月９日～平成22年２月２日）

○ 食料・農業・農村基本計画に関する国民的議論の展開について、昨年11月以降、消費者、生産者、

事業者等の国民各層を対象としたシンポジウムや意見交換会等の機会を捉えて、基本計画の検討状況

の説明及び参加者との意見交換を行ってきているところ。

○ 標記の期間に得られた主な意見・提案の概要は以下のとおり。
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食料・農業・農村基本計画に係る国民的議論における主な御意見・御要望の概要

シンポジウム・会議等名称 寄せられた主な御意見・御要望等

日本有機農業研究会との意見交 ・農薬を使用することを前提にしている環境保全型農業は、有機農業とは別のものであり、新たな
換会（H21.12.9） 基本計画には有機農業という言葉で、その推進を位置付けてもらいたい。

・有機農業は、生物多様性にも大きく貢献していると思うので、それを評価できるような仕組みが
必要なのではないか。

・学校給食へ有機農産物の導入を積極的に進めてほしい。
・農山漁村にお金を還流する必要があり、そのためには、消費者の理解が必要。農村部と都市部の
協働の中で縁を作り、農産物がまっとうに評価され、お互いに食べ続けられる仕組みが必要なの
ではないか。

日本商工会議所・東京商工会議 ・農業を産業として成長させるためには、担い手の育成、若返りが最も重要であり、そのための方
所との意見交換会（H21.12.10） 策を検討すべき。

・農業所得の3.2兆円を2倍にすれば、食料自給率40％が倍の80％になるのではないか。そのような
アプローチから政策を検討すべきではないか。

・農業政策については、これまでは価格政策に偏ってきたため消費者の負担が大きかった。新政権
では、戸別所得補償制度以外で目玉になるような政策は何があるのか。

日本生活協同組合連合会との意 ・作るのはいいが、消費側の戦略をもつべき。どこで売って、どこで消費するのかを明確にしない
見交換会（H21.12.24） といけない。

・今回の政策転換を最大対象者である生産者がどうとらえているかを把握することが重要。生産者
が元気にやっていけるものであれば、消費者団体である我々も支援をしていく。生産者との合意
形成、意見交換をしっかりやることが必要。

・農水省や関係機関から人を派遣し実情を述べてもらうのは草の根活動として重要。国が直接行っ
たり、生協が地元単位でやる活動を支援してもらうことは国民的理解が広まるということで重要
だと考える。

・生協が作成している産直レポートは、地域の良い取組を紹介し、情報を横に広げていく趣旨。こ
ういうものに対して側面からの支援があればよい。

本省より参加
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シンポジウム・会議等名称 寄せられた主な御意見・御要望等

日本チェーンストア協会との意 ・担い手を農業から確保するのは非常に難しく、株式会社など他の分野から積極的に農業に参入し
見交換会（H22.1.15） てもらうような仕組みを早急に考える時期ではないか。

・昭和35年には1,340万人が農林水産業に就業していたのが、平成18年には270万人に減っている。
この間、農林水産省は、農業に対する過大な助成を行い、過保護にした結果、働く人が８割も減
ったのではないか。農林水産省の政策の方向が間違っていたのではないか。

・食料自給率はかつて７３％あったが今では４０％程度まで減っている。いまごろ、食料自給率を
５０％まで上げようとしているが、減反政策や過保護の問題はどうだったのか。政府はいったい
何をしていたのか。

・海外の農地を買って、日本の優れた農業技術を活かして生産をするという考え方はないか。現在、
世界的な大不況で特に旧ソ連などは厳しい状況にある。こういうチャンスに海外に土地を買い日
本の優秀な農業技術を使いながら、ものをつくることが大切ではないか。

日本経済団体連合会との意見交 ・油脂類が日本人の食生活の中で非常にウェイトを占めてきており、これからもどんどん増えてい
換会（H22.1.18） くかと思うが、食料安全保障上、油脂類に対してどういうスタンスでいるのか。

・戸別所得補償制度の導入により、生産量が増え、値段が下がり、補填する費用が増えてしまうの
ではないか。大きいところに補助金を出して構造改革を進めることを止めてしまった場合、生産
コストについてはどのように下げていくつもりか。それとも、税金をいくら使っても、自給率を
上げるためには国民のコンセンサスがとれると考えているのか。

・水田利活用自給率向上事業の麦、大豆に対する補助金は、WTOの黄色の政策にあたり、国際的に問
題とならないか。

・自給率の話にこだわっていると農家の収入をあげることに傾斜配分できないのではないか。ペイ
すべきものにお金を配分すべきことと、国際的に競争力のないものばかりを作っていくことは矛
盾するのではないか。

本省より参加
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本省より参加

シンポジウム・会議等名称 寄せられた主な御意見・御要望等

食品産業との意見交換会 ・近年、米粉ばかりが先走りしている印象。国内産の小麦を必要としている者も多いのに、なかな
（H22.1.20） か進まないのではないか。米粉ばかり推進して、自給率が上がるのか。

・６次産業化の方向性は、商工業にとって非常に魅力的。ただ、企業が農業に取り組むに当たって
九州農政局管内の食品産業 は、５年スパンでは短く、最低１０年は必要。５年おきの施策見直しにより、方向性が大きく変
関係者 わることを懸念。長期的に、行政、農業、産業が一体となって進めていくという方針（担保）は
計15人が参加 ないか。

・食料自給率について、50％に目標を引き上げるとのことだが、45％も達成できないのに、何故50
％という数字が出てきたのか。きちんと説明してほしい。

・食品に関しては、現状でも地域に良い物がたくさんあるのに、それをブラッシュアップ、販路開
拓していく取組への支援が不足しているのではないか。新商品開発に偏りすぎているのではない
か。

埼玉県消費者団体等との意見交 ・戸別補償制度については、金額がどうかはまだわからないが、生産調整による足かせを掛けず、
換会（H22.1.22） 作れるところは作ればいい。

・施策の成果を上げるためには補助金が必要。効果が上がらないからばらまきと言われる。効果を
埼玉県消費者団体等代表者 上げるために財源を多く投入すべき。日本はアメリカやEUに比べるとまだまだ直接支払いの導入
計９人が参加 金額が少ない。

・低価格がキーポイントである。消費力を高め、生産者の努力を知ってもらうことが消費拡大に必
要。

・国にはわかりやすい資料の提供、幅広く生活に関わりのある話ができる面白い講師を紹介して欲
しい。

北陸農政局と消費者団体の意見 ・国民の主食をまかなう農業の従事者がそれなりの所得が確保できるようにある程度の補償(財政支
交換会（H22.1.26） 援）は必要。

・６次産業化は非常によいが、商品開発も含めて消費者が参加できる仕組みを考えてもらいたい。
石川県消費者団体等代表者 ・米の戸別所得補償制度等については、消費者にも分かりやすく説明して欲しい。
計16人が参加 ・農業特に農村は専門的、閉鎖的な感じがする。もっと開かれた環境を作り若い人が新たに農業に

参入するための方法を分かりやすく情報提供すれば就職の選択肢になりうるのでないか。
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食料・農業・農村基本計画に係る国民的議論における主な御意見・御要望の概要

シンポジウム・会議等名称 寄せられた主な御意見・御要望等

食料・農業・農村基本計画に係 ・学校教育の現場で、小中高の各段階において食育・自給率の向上を啓発することが必要である。
る意見交換会 ・米粉を活用するため、生産者・加工業者・流通業者等のネットワーク化を図り、県産品の商品開
（H22.2.2 青森県） 発を行うことが必要である。

・ＭＡ米として輸入する一方で、農家にも主食以外の米を作らせていることは、納得がいかず、無
県消費者協会、生活協同組 駄な制度だと思う。
合コープあおもり、県生活 ・国は度々政策を変える。農家を育成する政策を定着させることが必要である。
協同組合連合会、県ＪＡ中
央会、県学校給食会、農事
組合生産法人、農業者、
県農林水産政策課
計10人が参加

食料・農業・農村基本計画に係 ・価格は高くなっても自分の健康・安心・安全からみて、国産のものを選ぶ。選ぶために表示は大
る意見交換会 事であり、うその表示等無いように表示の徹底指導とトレーサビリティをお願いしたい。
（H22.1.27 山形県） ・観光や旅館関係ではどのようなものも商品になる可能性がある。休耕田を利用し、農業体験をさ

せたりいろいろアイデアは出る。米が余っているなら、無償で旅館に仕入れお客にどんどん食べ
天童市農林課、天童市農 させてほしい。パンフを作るより米消費拡大につながる。ほかの農産物も同様、直接食べさせる
業協同組合、天童市野菜 ことの方がＰＲ効果は大きい。
研究会、天童温泉協同組 ・学校給食や旅館などで地産地消や自給率を高めていきたいが、流通業者との関連など様々な課題
合、天童市消費生活研究 が多い。行政の強い指導が欲しい。
会 ・加工用農産物を作るにしても需要先など探せない。そういったコーディネーターが必要。行政な
計６人が参加 どに手助けを望む。

地方農政局にて開催
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シンポジウム・会議等名称 寄せられた主な御意見・御要望等

平成２１年度情報交流モニター ・食料を国外からの輸入に頼っている日本で、輸入が断たれたらどうなってしまうか。消費者は新
交流会（H22.1.28 新潟県） 鮮で安くて近くで手に入る国産品を求めている。

・社会生活の変化等により、作った米が全て消費されるとは思っていない。余った米をどうするの
情報交流モニター か、土地の有効利用をどうするのか。
計７人が参加 ・食品の安全について中国のぎょうざ事件以降、スーパーから中国製品が撤去され食品を選ぶこと

ができない時期があったが、一定期間が経過するとまた、中国製品が並び始めた。何が安全なの
かが解らない。

・後継者不足の問題は、３Ｋも原因の一つになっているが、平場の水稲は機械化が進み解消してい
る。所得が低いのが原因ではないか。

静岡県の農業経営体代表者との ・水田農業以外の野菜、果樹、工芸作物、畜産についても戸別所得補償してほしいが、水田農業へ
意見交換会（H22.1.22 静岡県） の制度と同じような形ではしっかり働くような制度にならないと思う。それぞれの作目毎の特性

に合った経営支援策を工夫してほしい。
県内農業経営体代表者、 ・戸別所得補償制度では、ＷＣＳの交付単価が一気に高くなりすぎたと思う。地域みんなでＷＣＳ
県産業部農林業局職員 を作ると、（担い手農家が）そばや麦を作る土地がなくなる。今後、どうするつもりか。
計11人が参加 ・今後の担い手をどうするのか。厳しい農業情勢で後継者も育たない。農の雇用制度等、農水省は

新規就農を支援しているが、農業に新規参入するのは実際には難しい。それよりも農の継承（後
継者育成）を支援してほしい。農の継承ならば農機具や施設もあり、技術の伝承もできる。

・中山間地域への対策が問題。平場は農地の借り手がいるが、中山間地域は現在、耕作している人
がやめたら借りる人はいない。国土の４割を占める中山間地域をどうするのか。

食料・農業・農村基本計画に関 ・実際の摂取熱量は約１８００Kcalであり、食品ロスをなくせば自給率は上がるはず。食品ロスを
する意見交換会 なくす政策が重要。
（H22.1.27 福井県） ・作ったものが売れれば若い人も農業をやるのではないか。そのためには高付加価値のものを作る

ことが必要。提案だが、４７都道府県の特産品を集めたアンテナショップを東京の一カ所に常設
生産者、消費者、事業者、 し、各県が売り込むようにしてはどうか。
行政 ・食の安全と安心は、リスクが大きくコストがかかるということを消費者には知ってほしい。
計10人が参加 ・野菜等の年間を通じた販売を行うには、農業者と加工業者が連携して加工等の研究をする必要が

ある。

地方農政局にて開催
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地方農政局にて開催

シンポジウム・会議等名称 寄せられた主な御意見・御要望等

平成21年度モニター等交流会 ・早期米地帯では、肥料、苗の手配が進んでいるので、早急に戸別所得補償制度の周知を行ってい
（H22.1.28 徳島県） ただきたい。本当は、前年から周知してもらいたかった。

・今後、戸別所得補償制度の対象を、野菜、果樹にも適用してもらいたい。
農業者モニター、 ・自分の子には、幼い時から農作業を通して農の大切さ、収穫の喜びを伝えてきたが、担い手の確
消費者モニター、 保に向けて大切なことだと思う。
オピニオンリーダー ・学校給食において、米飯給食の回数を増やし、米粉パン、地場産物の活用を推進し、米を中心と
計12人が参加 した食生活の食育を行うことが、自給率の向上につながると思う。

消費者と福岡農政事務所職員と ・戸別所得補償制度等重要な施策について、国民一人一人に良くわかるよう説明して欲しい。
の意見交換会（北筑後）
（H22.1.20 福岡県）

久留米市消費者連絡協議
会メンバー
計11人が参加

消費者と福岡農政事務所職員と ・農産物に付加価値を付けて販売を促進する取組等、農業所得がどうすれば上がるのかということ
の意見交換会（福岡地区） をみんなで考えていく体制を作っていただきたい。
（H22.1.21 福岡県） ・改正農地法で企業が参入しやすい形に変わったと思うが、企業と昔ながらの農家・農業とのコン

トロールができなくなるようで不安がある。
消費者団体メンバー、消費 ・農家は制度・施策がいつ変わるかわからないという考えを持っているので、長期的な視点に立っ
者モニター た施策展開が必要ではないか。
計16人が参加
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地方農政局にて開催

シンポジウム・会議等名称 寄せられた主な御意見・御要望等

全農ふくれん普通作部会研修会 ・戸別所得補償制度は何年間継続されるのか。
（H22.1.26 福岡県） ・戸別所得補償制度モデル対策で、集落営農からの脱退や貸しはがしが生じる場合等も想定される

が、今後の農地の集約や集落営農組織の推進のために活用出来る施策とは具体的にどのようなも
（農業者 67人が参加） のか。

・水田農業の担い手は年々高齢化し、５年後・１０年後には激減する可能性がある中、今回の対策
は将来に渡り地域の担い手となる認定農業者や集落営農組織育成の視点が欠けているのではない
か。

・全体予算減額の中で、どのようにして自給率向上を図るのか。

九州農政局幹部と九州各県指導 ・今後、農政がどう変わっていくのか不安、教えてほしい。例えば補助制度が変わっていくのか。
農業士との懇談会 ・戸別所得保障制度でよかった面にあるが、畜産側では刈り取りの作業負担が増えコスト高になる。
（H22.1.22 熊本県） 刈り取り機械の導入についても補助事業等の対象に加えてほしい。

・飼料米は、中身を検査する人がいないので、引き取ってもらえるか不安。籾の状態なので、なお
管内各県指導農業士会会長 わからない。検査部門が必要。また、農政事務所や県が実需者を見つけてくるが、相手の確認が
計19人が参加 できないと不安でしょうがない、メーカーや全農が間に入れるようにやっていただきたい

・以前から、事業の要件が農家に周知徹底されていない。今回の施策も要件が把握できていないの
で、今までどおり、麦を植えている、飼料稲も、できないところも植えていれば契約できるとい
った感覚の人がいる。行政も早く、協力に周知していかなければいけない。

意見交換会－九州農業を支える ・世界的な人口増加等による食料難が取り沙汰されている。人間にとって食料を生産する農業が重
新しい力－ 要である。今のうちに日本農業を発展させ食料自給率を高めておく必要がある。そのため、農業
（H22.1.26 鹿児島県） についてイメージ戦略等国自体で何らかの工夫をすべきである。

・大・中規模農家だけを支援するべきではない。小規模な農家の集積が日本の農業でもあり、それ
農業者（異分野経験を経て らの農家も国土の保全を担っており考慮すべきである。
就農した者、新規就農の支 ・土地、機械を持たない方が就農すると、最初の投資が大きくマイナスからのスタートとなり大変
援者）、県職員 等 である。借入金の返済だけに頭がいくようでは、農業に夢がない。経営が軌道に乗るまでの生活
計13人が参加 資金の問題もあり資金面に関する支援をもっと考えてほしい。

・中山間直接支払制度を継続して、田舎を切り捨てないようにしてほしい。


