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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14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14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2月5日から平成22年2月19日まで御意見・御要望を募集。（計139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）。

　食糧増産を目指すと同時に、食品の廃棄率にも厳しく批判したい。もったいない。粗末にしない。買いすぎない。作りすぎな
い。食べすぎない。飽食を経験した私達にはつらいかもしれないが、生活スタイルを見直し、エコロジーを食物に対しても取り
入れるべき時代です。

世界の穀物需給について 今後も逼迫基調で推移すると予測しているとのことである。この状況について国民全体で認識を
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　世界の穀物需給について、今後も逼迫基調で推移すると予測しているとのことである。この状況について国民全体で認識を
共有化する必要があると思います。危機感が全くないと言っていいのではないでしょうか。認識の共有化をすることから、食料
自給率向上に向けてのアイデアというのが出てくる気がしてなりません。

農業分野だけからものを言うのは視野が狭いと思われるだろうが、ア)生産力を高め、商社を通じて安く輸入することにより、
国内農家の経営圧迫につながっている。イ)フードマイレージ・地球温暖化問題もある。ウ)未開発地の農地造成等で環境破壊
を行っているなど、見直すべき時期に来ているのではないか。

農地や水利施設等の保全整備に取り組む農業者は、積極的に農業を継続していこうする意欲的な生産者です。このようなが
んばる人たちのための基盤整備に係る施策と予算の確保が必要です。

他国の農地取得の動きが活発化しているが、その流れに乗ることは反対。これが活発化すれば、必ず地域紛争が多発する。
それは食料安全保障と逆行するものである。国内自給率を高めることを根本に据えた方針をまず確定させることが先決であ
る。

11



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

個別補償制度の多様な担い手という表現だとすると食料・農業農村基本計画のそれと必ずしも意味が一致しないの
ではないか。今までの制度に沿ってきた担い手農業者特に大規模経営体などの目標がずれてしまいかねないので
はないか。それまで、努力してきたことがなくなり制度としても目標にならないのではないかしっかりとした専業農業者
の目標が持てる担い手というフレーズが入るべき。多様な担い手では広すぎて国民理解が得られない。

男性 40代 秋田 その他
農地、耕作放棄地
対策

果樹の恒久転作実施田の耕作放棄対策について
１　転作果樹も栽植後20～25年を経過し、農業者の高齢化や死亡により耕作放棄され、病害虫の発生源となり近所
迷惑となっている。
２　それら耕地の利用権譲渡や農地の売却にも支障となり、規模拡大や耕地利用面から大きなマイナス要因となっ
ている。
３　「放棄地再利用」が施策される時代、これらの廃園放棄地の有効利用が図られ助成金交付の対象となるよう考慮
されたい。
　こうした問題は６、７年前から生じていますが、永年作物の恒久転換として扱われ、生産調整のカウントのみ対象と
なっています。

女性
70代
以上

福島 主婦
企画部会（第１８回）
の資料及び議論

食糧増産を目指すと同時に、食品の廃棄率にも厳しく批判したい。
もったいない。粗末にしない。買いすぎない。作りすぎない。食べすぎない。
飽食を経験した私達にはつらいかもしれないが、生活スタイルを見直し、エコロジーを食物に対しても取り入れるべき
時代です。

男性 50代 福島 会社員
企画部会（第１８回）
の資料及び議論

　世界の穀物需給について、今後も逼迫基調で推移すると予測しているとのことである。この状況について国民全体
で認識を共有化する必要があると思います。危機感が全くないと言っていいのではないでしょうか。認識の共有化を
することから、食料自給率向上に向けてのアイデアというのが出てくる気がしてなりません。

男性 50代 福島 農業
企画部会（第１８回）
の資料及び議論

　それでよいと思う。今、農家は農産物価格の下落で、来年の生産をどうしようかと考えている。食料が不足して価格
が上昇してもらわないと、農家はやっていけないのです。戦後の食料不足の時が農家にとって一番良かったわけで、
そうなることを望んでいる。

女性 50代 福島 主婦
企画部会（第18回）
の資料及び議論

食料自給率向上の為の生産面や消費面からのアプローチが掲げられ、その目標内容は理解できました。しかし毎回
の基本計画案を読ませていただく度に思う事は、農業後継者問題の具体的な解決策が見えてこないという事です。
中高齢者の農業経営が多い中、若年層への後継問題はどの様な形で進められているのか、大変気になっている所
です。また、他国の農地取得状況を知り、日本も呑気にしている場合じゃないと微力ながら感じました。
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女性 30代 福島 主婦
企画部会（第１８回）
の資料及び議論

　食料自給率について、現在の生産量や自給率で、国民一人当たりの食事で、どの位の内容で、何年分もつのか
等、危機的な状況を国民にもっと周知する必要があると思います。（省の方々と一般の方の間に温度差があると思い
ます。）また、（７）まとめ④についてですが、雑穀ごはんが流行っていますが、安心できる純国産、特別栽培または無
農薬の雑穀詰め合わせのようなものが手に入りずらいので、あるといいと思います。

男性
70代
以上

福島 その他
自給力・自給率、食
料安全保障

農業者の高齢化が進む中で、どのようにして食料自給率の向上を促進するか検討していただきたい。

男性
70代
以上

福島 その他
自給力・自給率、食
料安全保障

　［食料自給率目標について］資料を読ませていただき、勉強させていただきました。P５「向上させていくために」は全
く同感です。各市町村で嫁さがしの各種イベントを催していますが、なかなかです。田畑を一緒に耕す伴侶ができな
いと、農業経営は発展・継続していかないと危惧している一人です。国、県を挙げて支援・対策を練ってほしい。懐か
しい「食料増産」が真にできるといいと願う。

女性
70代
以上

福島 主婦
自給力・自給率、食
料安全保障

〈「米中心の食事」で自給力アップを〉
　私達の基本の食事は「米中心の食事」であるというように、現在の食生活の見直しと改善の必要性を感じる。
　国民が「米中心の食事」の意義を理解し、積極的に米、野菜などを用いるようになれば、健康面からも農業経営面
からも改善が得られると思う。農業生産者が元気になれば自給力もアップするのではないだろうか。

男性 60代 福島 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

１中山間地では基盤の整備が必要。大型機械が使えない。
　・集落営農ができない。（人力のため）
２消費税課税農家を1,000万から3,000万に戻すべきと考える。
　・肥料、資材を投資しても、米では７ケ月後に販売のため。
　・1,000万以下の販売を考えている農家が多いのではないか。

男性 60代 福島 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

　戸別所得補償制度により食料の自給率向上を事業として実施すること、期待しております。
　米の生産、多くの収量があれば外国への販売も考えるべきであるし、また、食糧に困っているところへの支援（お金
ばかりでなく）もすればよいと思います。麦、大豆、飼料作物、野菜など国内に必要な自給率向上に期待します。

男性 60代 福島 その他
自給力・自給率、食
料安全保障

１　食料自給率向上の必要性をもっと多くPRする。特に米飯の良い点。
２　供給（生産）する側からは、良いものを安価に生産する努力をし、生産の喜びを国民全体で分かち合う。
３　需要（消費）者側は地場生産物（米、麦、大豆、野菜等）を大いに利活用し、国民全体として、国内生産物の消費
に積極的に参加、応援させる。
４　高齢化社会になり、一人当たり消費量の減少は避けられない。少量販売の推進。
５　旬のないものが輸入品として販売されている。季節限定にできないか。
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男性 50代 福島 会社員
自給力・自給率、食
料安全保障

　自給率向上については、従事者が展望がみつけることができないと思う。費用対効果についてもっとわかりやすく
する必要があると思います。従事者に対して、影響力についてもっと理論だけでなく実際面での支援をお願いしま
す。課題が顕在化している現状を改善して下さい。

男性 50代 福島 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

自給率や生産力を上げるためには、まず消費力を高くしなければならない。しかし今の大型量販店が主流の販売体
系では、消費は伸びないのが現実である。規制緩和により1つの地域に1つの大型スーパーではなかなか買い物に
も行くことが大変である。販売努力をしないスーパーよりは昔にあったような八百屋が復活できれば買い物に行く機
会も増えるし少量でも購入する機械が増えれば新鮮な農産物が手に入る。そして消費量が増えれば生産量も増える
ではないか。現在 生産用が消費量ではない。出荷した農産物が市場、量販店で破棄されている量はどのくらいある
か、農水省はわかっているのか。生産物を無駄にしないような政策を考えてから次に進むべきではないだろうか？

男性 50代 福島 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

自給率や生産力を上げるためには、まず消費力を高くしなければならない。しかし今の大型量販店が主流の販売体
系では、消費は伸びないのが現実である。規制緩和により1つの地域に1つの大型スーパーではなかなか買い物に
も行くことが大変である。販売努力をしないスーパーよりは昔にあったような八百屋が復活できれば買い物に行く機
会も増えるし少量でも購入する機械が増えれば新鮮な農産物が手に入る。そして消費量が増えれば生産量も増える
ではないか。現在 生産用が消費量ではない。出荷した農産物が市場、量販店で破棄されている量はどのくらいある
か、農水省はわかっているのか。生産物を無駄にしないような政策を考えてから次に進むべきではないだろうか？

男性
70代
以上

福島 その他 地産地消、食育
　日本型食生活で糖尿病予防をとの記事を読み、これこそ農水省が目指す食育の基本かと思われます。国民の10
人に１人が糖尿病または疑いのある人といわれている今、米を中心とした和食に戻さないと、糖尿王国になってしま
うらしい。自給率向上のためにも「ごはん一膳増量運動」をPRして、国民の意識回復に努めてほしいものです。

男性 50代 福島 会社員 地産地消、食育
近所のスーパーに地元で作られた野菜が並べられている脇に市場からの野菜が並んでいる状況を見ていると地元
の野菜は見栄えがよろしくありませんが、新鮮さは抜群に良いと感じられます。しかしながら、販売面積が狭くお客様
への購買意欲を掻き立てるまでには至っておりません。是非売るための一工夫をご検討願います。

男性 50代 福島 農業 農業経営、担い手 　戸別所得補償制度について、もう少しわかりやすく説明してほしい。

男性 60代 福島 その他
農地、耕作放棄地
対策

　最近田より畑の放棄が多くなり、荒れた土地が目立ち始めております。私は２、３年前より放棄された畑を借り受
け、ソバの作付を１００ａ行っています。補助金もなく、買い入れ価格も安く採算が取れません。土地が荒れないように
するのが精一杯です。一人で管理するのも限度があり、何とか部落全体で管理できればと思います。それには、少し
でも採算が合えば多くの人が参加してくれると思います。
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男性 50代 福島 その他
農地、耕作放棄地
対策

地方では農業に対する意欲も薄れ、また過疎化や高齢化、さらに後継者不足といった影響で耕作放棄地は増加の
一途である。特に、耕作放棄地を農地に戻すには、手間とコストがかかりすぎる。そのため、意欲ある人が諦めてし
まうケースも数多い。それに農地の場合地権者が複雑であり、一括した農地の利用が難しい。耕作放棄地を農地に
戻す場合に、行政による手厚い支援の施策が欠かせないと切望してやまない。。

男性 30代 福島 農業
農村振興、中山間
対策

　中山間地では田んぼが１０ａ区画がほとんどで、作業効率の悪いところが多いため、今回の戸別所得補償制度はと
てもありがたいです。ただ、今後ながく継続していくには、基盤整備が不可欠で資金面が心配です。また、すべて自
家産で加工して地域振興に役立てたいと考えても、周りに若者がいなく、連携して事業にできない現在です。

女性
70代
以上

福島 主婦
農村振興、中山間
対策

　（水害後の荒れ果てた田畑を眺めながら語る農民の声を聞いて）
「家は土砂に埋もれ、田畑は流され、手の施しようがない。国から災害後の様子を調べに来てはくれたものの、その
後何の動きもない。若者は村を離れていってしまった。残るはほとんどが高齢者。だからといって我々はあきらめた
わけではない。あの世の迎えが来る前に、国のお力を借りて田畑を蘇らせたいものである。」
　と淋しげに語る声が残る。どうにかならないものだろうか。

男性 50代 福島 その他 その他
　毎回資料を拝見させていただきますが、この資料を作成する方は学生さんですか。卒業資料のレポートみたいで、
第三者（それも素人に分かるように）に分からせようとしない資料です。莫大なお金をかけて作成しているようだが、
全くの無駄づかいと思われる。一考をお願いする。

女性 60代 福島 主婦 その他

　食品の安全・安心が消費者の一番の願いです。そのため、生産者の顔が見える安全な地産地消の店が各地で開
店し、大人気です。また、米の消費拡大のため、米粉を使った色々な食品が開発され、各地で試作発表会や試食会
が行われています。
　耕作放棄地の有効活用への取り組みも話題になっています。嬉しい限りです。このような取り組みに、是非農林水
産省の最大の協力をお願い致します。

女性 50代 福島 主婦 その他

企画部会第17回の意見。国内の農業諸問題の対応策として、23年度から新制度が実施され、農家を助ける新しい
試みである事は評価できるものと思いました。平坦地と山間地では生産状況に差があっても助成体系は全国一律単
価にする等の細々とした問題は出てくるでしょうが、農家が困らない対策として戴きたいと思います。尚、資料におい
ては「必要。」や「交付。」等、上から目線の区切る文章となっているので大変読み辛いです。

女性 60代 栃木 その他
自給力・自給率、食
料安全保障

食料自給率50％目標達成するために国民にわかりやすい形での提案が必要であると思う。主食用米生産の他に
麦・大豆・米粉用・飼料米・野菜などの生産を高めることにより国内の自給率を上げるということはわかる。農業を振
興させるために様々な政策が提案されているが、農家が誇りを持って日本国民の生きていくための根幹である食を
支えているという自覚を持ちそのために生活が保障される（個別所得保障制度等）こと。昔から伝わってきた日本型
食生活の素晴らしさを国策として取り上げてほしい。（ご飯と味噌汁、煮物、自給率が上がりませんか）
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女性 60代 栃木 農業
自給力・自給率、食
料安全保障

食料自給率を上げるために、米粉用米の生産拡大と言われていますが、米粉パンなどもすでに流通されています
が、これは加工業者に流れていくと思います。
パンなら米粉パンと思って買う人はいないと思います。この間、米粉の料理教室へ参加してきました。米粉特有のモ
チモチ感がありましたし、米粉でも作れるんだと思いました。
宇都宮のロマンチック村には、米粉消費拡大の為、新型の製粉機が1台ありまして、現在無料で米をひいてくれてい
ます。
全国的に広げる前に、消費者への興味、関心を持ってもらう為のイベントでの試食など普及活動にも平行して行なう
事が大切と思います。
米粉の普及が自給率アップへとつながるように、お願いします。

男性 50代 栃木
食品製
造・加工

自給力・自給率、食
料安全保障

フードアクションニッポンは、米粉普及拡大の一辺倒に感じます。
当社は、平成14年以降、麦わらぼうしの会の活動等により、栃木県産小麦の消費拡大を実践してきましたが、フード
アクションニッポンの米粉普及運動により、国内産小麦の自給率向上に大きく水をさされています。大量の国費を投
じ、民間が実践している自給率向上運動の障壁となる米粉普及運動は、真の自給率向上につながるのか疑問を感
じざるを得ません。

男性 50代 栃木
食品製
造・加工

自給力・自給率、食
料安全保障

　食料自給率を10年後に50％を目指す・・・。との事ですが、将来を考えると是非目指すべきと考えます。世界的な食
料危機も懸念されます。
　しかし、先ず、私見ですが、現状では、おそらく、消費者（国民）は食料自給率の言葉は聞いた事はあっても、食料
自給率を問題としては、意識していないのでは・・・と思って仕方ありません。消費者の方達が、どの程度考えている
のか。今後の食料に関係する　危機　の部分をマスコミメディアを通じて、国民に対して危機意識を高める必要があ
る。と言うより、急務であると思います。
　農家、生産者の方も同じであると思います。食料自給率向上も、先ず生産するところからのスタートと考えます。実
働を担う生産者の方達が、現状農業だけでは採算が合わないから、力が入らず、勤めをしながら兼業農家として生
活をつないで行く。将来、もし、食料危機になったら、農地を持っていたほうが勝ち・・・と考えている方はいないでしょ
うか。
　日本の皆さんが、農家の皆さん含めて、食料自給率の現状からの問題を、将来の　危機　として十分理解・認識し
て頂かなければ、食料自給率向上の目標や対策に対しての、成果は生まれにくいと思いますが、いかがでしょうか？
　出来るだけ多くの方達が、これ等の問題と危機を、理解して、それから、自分の子供や、孫達が将来困らないように
するには・・・今我々が、何をすべきか・・・の行動が起きることを願いたいと考えます。『小職も、2人の子供を持つ親と
して』
　余談ですが、今、日本は41％の自給率ですが、今の土地全部に作付けすると100％になるのでしょうか？世界の食
料危機を日本はどう考えているのでしょうか？今、日本は国産のお米が余っている状況の中でも、輸入しているので
しょうか？世界の中では食べ物も満足に食べられない国が、まだ、ある中で。
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男性 30代 栃木 流通業
農地、耕作放棄地
対策

農家を都道府県管轄の免許制にした上で、農業高校以上の専門学校修了者、資格試験合格者、農産物出荷経歴
証明済の試験免除者には転用以外の農地取引を自由化してはどうか。同時に一定期間以上製品出荷が証明できな
い地主農家の農地保有には特別資産税を課税＆官製土地合理化法人等を通じて公正な短期間貸付を実施する場
合にはさらなる税制上のメリットを措置。　耕作放棄地解消と意欲・能力を有する若手人材の参入誘導との両立が
可。

男性 50代 群馬 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

食料自給率の向上対策のために個別所得保障は、農業生産者にとって重要な施策となりますが、その前提として、
効率的な農業生産が可能となる基盤整備は欠かすことはできません。農地や水利施設等の保全整備に取り組む農
業者は、積極的に農業を継続していこうする意欲的な生産者です。このようながんばる人たちのための基盤整備に
係る施策と予算の確保が必要です。

男性 60代 群馬 その他
農地、耕作放棄地
対策

群馬県嬬恋村の広大な畑に風力と太陽光発電設備を造る。熱を起こし温室を造。年間の食料自給率を上げる提案。
当該地は寒冷地で通年の農業経営が不能。自然エネルギーを確保し温室栽培の野菜や花を造り農家の安定収入
源を確保する。建設省や地元自治体と協議し設備資金の確保を。嬬恋村経済は下落傾向にある。農業人口が減り、
畑が空いている。この事業により都会から人材の育成と雇用も望める。村の振興策と20世紀の近代農業を目指す。

男性 50代 千葉 流通業
食の安全、消費者
の信頼確保

仕事は水産食品の輸入卸売。主に東南アジア産品を取り扱っています。輸入当事者であるため、食の安全確保には
細心の注意を払っています。輸入食品が消費者の家庭まで届けられるまでには、業者・関係省庁の協力がなくては
できません。関係省庁の機能、事務内容を知りうる情報が欲しいです。

女性 50代 千葉 主婦
農地、耕作放棄地
対策

自宅（武蔵村山市）から農園（八王子市）に行く途中、多くの耕作放棄地を目にします。基幹的農業従事者の年齢が
年を追う毎に高くなり本来ならリタイアしている年齢層が農業の一線で働くことにムリがあると考えます。
農地を所有していても耕作しない人（または耕作できない人）達から、農地を有効に活用させる施策を求めます。

男性 60代 千葉 農業 その他
現在の農業共済制度(特に水稲共済について)について、どれだけの農家が満足しているのか。少なくとも当然加入
は有るべきではない。

男性 50代 東京 流通業
企画部会（第１８回）
の資料及び議論

将来、希望がもてる農業政策立案に期待。
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男性
70代
以上

東京 その他
自給力・自給率、食
料安全保障

　日本の食料自給率は約４０％であり、つまり海外依存率が６０％と言うのが実情である。農林省は自給率を向上さ
せるために色々な施策を実施してきましたがなかなか向上せず逆に減少の傾向があります。
　日本の農業が危機的な状況にある今を考えると自給力をあげるには、農業をする人を増やすことが大切である。高
齢化のため減少する農業人口に40歳以下の若手をいかに農業に従事させるか、行政として考えて行かなくてはなら
ないと思う。
　人間は食べるものがなければ生きていけない。当たり前の事ですが、日本にいると忘れてしまう。昨年アフリカ旅行
したとき、食料不足で満足に食事のとれない国民を見てきた。日本には食べ物が豊富にあるからである。しかしいつ
まで続けられるのか。
　将来も日本は食料不足国にならないと断言できるのでしょうか。
　自国で農業を維持し食料を作ることは当然すべきです。そして各国と交流をはかり、適正な輸出入をすることも大
切です。どの国でも農業者の暮らしが成り立つ施策を採りながら発展させていくことが大事だと思ってます。日本の
今の私たちの世代だけが良い目に遭う事態など、これだけ世界がグローバル化した中では知らないうちに農業が衰
退し、国民が饑餓への道をたどらないためにも、これからは政府、メーカー、農業従事者、消費者が一丸となって取り
組まなければならない。と強く思ってます。

女性
70代
以上

東京 主婦
自給力・自給率、食
料安全保障

食料自給力（農地担い手・技術）を確保して自給率の目標をかかげて、次に食料安全保障の確保にとマニュアルの
あることを理解しても国民は具体的にマニュアルの概要等は一般には難しく又知らないと思います。
今日本では世界中の食べ物が金さえ出せば簡単に手に入り、食べることができます。テレビや料理本には話題性の
あるものや珍しいもの高級食材などグルメとして目にします。
日本の食料自給率は4割と先進国のなかでも大変低くこのままでは安い農産物が輸入され自給率はますます下がり
ます。
生産者には農産物の安全・安心を高める生産をお願いしたい。
消費者には食の安全とは何かを考え、また医食同源等それぞれ意識改革が必要ではないでしょうか。
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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

　食料自給率の向上に向け、小麦粉の消費量の１０％以上を米粉に置き換える、新潟のプロジェクトを知った。若年
層に対する米粉の普及を図るため、学生米粉料理コンテストを開催したという。こうして自治体が本格的に取り組ん
でいるのはうらやましい事です。
自給率を上げるには、と何度も話し合い、何年もたっているのです。周りの庶民の生活はほとんど変わらない状態で
す。例えば、スーパーで米粉を買おうとしてもないのです。売れないから置かないと言われました。一人でがんばる問
題ではないのです。農水省は本気で自給率向上を目指しているのでしょうか。毎日の生活の買い物をする人、もっと
近い庶民の自給をすすめていくために、各界を指導し、取組をしていく政策作りをしていただきたいです。
災害も流行病も突然起こるのですから、間に合わないことのないようにと願います。昨今急がなければならないこと
に向けて、政府は早い対応もしています。この食生活は国民全体に関係することです。期待しておりますのでよろしく
お願いします。
　実際に農作物、畜産物を市場で買っているものとして、自給率を高くするために何がなされているのか見えてきま
せん。報道で言われても、少しの人しか緊迫感を持っていません。もっと庶民にわかるようにしてほしいと思います。
自給率が低いと言うことは昨年全世界がパニックになるのを免れたためよかったですが、インフルエンザのようなこと
が起こり、本当に食料が確保できなかったら、輸入に頼る島国はどうしようもなくなる。焦る気持ちを皆が持つようにし
たいです。
　上手に言えませんが、一案あります。末端の国民の意見として書きました。
　庭先で無駄に廃棄されている農作物を見るにつけ、また日本の米を大事に思うようにつけ考えさせられます。
流通や生産者の収入、国際的関係からやむを得ない輸入等考えて、実際問題として、できないことはある。それを踏
まえ、そのうえ、国産を利用する日を設け、システムを作り、義務付けして、定期的にて、売り買いできるようにしたら
どうでしょうか。国を挙げて窮した時の方法を皆に教え込む。国産大事を認識してもらう。自分はどこで手に入れられ
るのか知っておく必要と、廃棄をなくす自給を高めるのだと。ある地域で行うのではなく全体の意識が必要です。高齢
者が増えるのもわかっている。買い物問題も必ず起きてくる。今から省庁組んで、配達、ボランティア、も含めて自立
できる生活をできるシステムを考えていただきたい。

男性 50代 東京 流通業
自給力・自給率、食
料安全保障

地球温暖化等、様々な環境の変化により将来的に輸入に食料を頼ることが非常に難しくなると思われます。
自国のことは自国である程度まかなえるようにすることが必要と思われます。

男性 50代 東京 流通業
自給力・自給率、食
料安全保障

日本の農業の将来について心配ある。
輸入食品の安全性の確保、世界的な食料不足について不安を覚える。

男性 50代 東京 流通業
自給力・自給率、食
料安全保障

国として方針を固める。（国としての思想）
・ 自給率をどこの数値とするか？その考え方は？食料安全保障の観点重要
・ その後基本的食の安全度合い数値化
・ 上記に沿った落とし込みがよろしいのでは・・・・
・ 順番を間違えるとモグラたたきになる。ぶれる現象がでる。

男性 40代 東京 会社員
自給力・自給率、食
料安全保障

食料自給率を上げて、食の安全（量と農業）を図ってほしい。
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男性 40代 東京 その他
自給力・自給率、食
料安全保障

自給率が半分以下なので、農業技術の必要性を感じます。消費者が求めることは何か？安心安全な食材を確保す
るために生活者としても国産の食材や食育への理解、新しい農業技術への関心などが自給力、自給率アップにつな
がると思います。
新たな食料・農業・農村基本計画で何がなされるのか知識と理解を深めたいと思います。
自給率を上げるために学校給食に米飯の回数を増やす。野菜果物等の効能や栄養素などを広く広め、サプリなどの
補助食品が中心でなく、食材から栄養を摂ってもらうようなPRをすれば自給率は上がるのではないかと思います。

女性 20代 東京 会社員
自給力・自給率、食
料安全保障

日本人の食の変化に合わせて自給力、自給率を考えることは難しいと思うが、農林省としてどうしていきたいか、意
見を示してほしい。

女性 20代 東京 その他
自給力・自給率、食
料安全保障

日本ではこんなにおいしい米が沢山収穫されているのに、米離れが促進したりと問題が起きていることが信じられな
い。
輸入した小麦や穀物を使ったパンやパスタに頼るよりも日本のお米を食卓に多く取り入れた方が栄養バランスや健
康面も影響が大きいと思うのに残念です。日本人はわかっているようでお米のことをわかってない気がします。

女性
70代
以上

東京 主婦
食の安全、消費者
の信頼確保

「食の安全、消費者の信頼確保」の基本計画に賛同します。
問題は、どのように、いつまでに具体化していくかでしょう。
そして国民にとっては進捗状況の情報公開を強く望みますし、同時に国民の声も十分に収集して施策に反映してい
ただきたい。
したがってその仕組みをいかに開発するかそれこそ緊急の課題ではないでしょうか。

男性 60代 東京 会社員
食の安全、消費者
の信頼確保

　私たちの健康維持のためには、「食の安全」の確保が基本です。食の安全のための日常のチェック体制をどうされ
ているのか。特に輸入食品（野菜・冷凍食品）は不安です。輸入品へのチェックに対してはどうされているのか。消費
者への信頼確保のためより積極的なPRをすべきだと思う。
　農林水産省の生産者また消費者への様々な取組をもっとメディアにのせてPRしてください。私たちにとって農林水
産省の業務は日常生活を送る上で最も重要だと思う。

男性 60代 東京 流通業
食の安全、消費者
の信頼確保

中国の「冷凍ギョーザ」事件から2年たつと、現下の経済状況からか、再び安価な同国産のギョーザが売れていると
の報道を目にしました。より安い食材が「横行」すると同様の（中国産とはいいません）事故も起こりかねません。消費
者も安全とは無料で得られるものではないと認識する必要があると考えます。
貴省におかれてもこの点を何らかの方法で消費者に広く伝えていただければと思います。「安全・安心は当たり前、
売価にプラスされるのはとんでもない」との声をよく耳にします。確かに「高く売れるから特別栽培農産物を作るんだ」
という生産者もいるのは事実ですが、「当たり前」というのは消費者の生産者に対する一方的な思い上がりのような
気もします。消費者・生産者の意思の疎通が大切な時かもと思います。
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女性 60代 東京 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

農業を継続させるために戸別補償制度を導入するというのはどうなのか？疑問を持っていますが、それ以上にやは
り、食の安全は毎日、目に見える部分なので気になります。生産地を書いてあっても本当かな？と思うときもあります
が、そこまで疑っても・・・と信頼して買います。時にだまされた～と思うときもありますが、特に小売店の大安売！生
産地が書いてない場合がありその時はパス。近くの農家で直売しているのは安心して買います。小売店にも目を光
らせていただきたいと思います。

男性 50代 東京 会社員
食の安全、消費者
の信頼確保

食の元になる青果物の生産段階での安全はもとより、流通段階で最近はスーパー販売店などの店頭においての異
物混入や危険物混入など、生命にかかわるうえでの安全性の信頼確保と言うことで関心がある。
農水省としても何らかの対策を講じる必要があると思う。

男性 50代 東京 流通業
食の安全、消費者
の信頼確保

消費者の信頼を確保できる食の安全のアピールの方法と安全の保障の方法を考えたい。

男性 50代 東京
外食産

業
食の安全、消費者
の信頼確保

外国（特に中国）産の信頼ができない今は目の届く国内での信頼できる食材を作ってゆくことが大事かと思う。

男性 50代 東京 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

食の安全性が叫ばれるそばから、表示の偽装などが発覚する。行政の問題というよりもモラルの問題だろうが、業者
にはもっとしっかりしてほしい。命を預かっているという気概が足りない。

女性 50代 東京 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

消費者の間には、農産物に対する誤解や不安があると思います。「農薬」は管理が正しくでき、基準値を守られてい
れば健康に害はないと言うこと。
輸入品に関しても国産と同じ安全性は確保できている点について理解が不十分な気がします。
また「有機」についても環境面には配慮されている点は理解できていますが、それが慣行の農産物より「安全性が高
い」と誤解しています。安全性は同等であるという点はもっと啓発が必要であると思います

男性 40代 東京
食品製
造・加工

食の安全、消費者
の信頼確保

トレーサビリティーの記録と監査が必要と思ってます。
公開も必要だと思います。

女性 40代 東京 会社員
食の安全、消費者
の信頼確保

食料の安定供給の確保に大変関心を持ちました。
施策の体系図　フードチェーンの図はわかりやすかったです。全ての食品に対して、図のようであれば、食の事故が
起こる前に未然に防げると言う点がすばらしい。全ての食料に対して管理は難しいと思いますが、是非、国が、生産
者や製造、流通業者に協力を求め、実施していただきたいと思いました。

女性 40代 東京 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

小さな子供達を育てていると成長してからの不安がないように安全なものを作ってほしい。
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男性
70代
以上

東京 その他 地産地消、食育

食育という言葉を目にすることが多くなった。知育、徳育、体育の基本に食育を据え、健全な食生活を実践できる人
間を育てることにある。
特に重視されるのは、保育園や学校に通う子供達への働きかけである。栄養について学び、農業実習やそば作りと
言った経験は子供達も喜んでいる。ただし、時々大人の食育の方が大事だとも聞く。親の食生活の乱れに原因が多
いからであろう。1日の食事の中で学校給食が一番バランスがとれているとも言われている。私的な家庭の食事に行
政がどこまで関与できるのか、色々と問題もある。しかし不健康な生活が広がっている現状をただ見ているだけでは
ダメだと確信しています。

男性 60代 東京 流通業 地産地消、食育

食育教育活動に参加しています。
年に多い年で７～８回、少ない年で５回くらい、小中学校の生徒を対象に野菜果実を中心とした食育活動をすすめて
います。
しかし行政（東京都・足立区）では一銭も予算をつけず、私たち市場関係団体で持ち出しで行っている現状です。講
師料はもちろん、食材費まで負担しています。国として食育をすすめるなら一考をお願いしたい。

男性 60代 東京
外食産

業
地産地消、食育

地元の野菜を地元の消費者が喜ぶ顔がある農業をしなければならないと思います。
地元でできた野菜を少しでもいつでも開いているスーパー等にだしてよりよい品物を出す努力をすることだと思いま
す。

女性 60代 東京 その他 地産地消、食育
自給率を高めるためにも食の安全性を高めるためにも、CO２を減らすためにも地産地消は大切だと思います。
食育講座を開くときは参加者にできるだけ国産を、又近くで生産された食材を使うことをすすめています。
休耕地を減らすためにも農地を大切にしなくてはいけないと思います。

女性 60代 東京 その他 地産地消、食育

色々な省庁に関わっていると思いますが、例えば食に関する事でも消費者教育をもっと徹底していかなければならに
と常々感じます。
あまりにも未熟な人が多すぎます。
こういう事って家族の中で学ぶことが多いのにその学ぶ場が変わってしまったのでしょうか。

男性 50代 東京 流通業 地産地消、食育

耕作放棄地対策も必要だと思いますが、原点はやはり農村また山村の緑豊かな風景が日本国また世界の人々の安
らぎの一つではないでしょうか。
伝統を置き去りにし、世界に農業を任せてきたツケは甚大。
安くても栄養価の少ないもの、また安全・安心を心配しながら食したり、生産国表示をする前に、目に見える人々がそ
の国に適した土壌で生産されたものを毎日食べられたら、子供の食育にもつながるのではないでしょうか。

12



男性 40代 東京 会社員 地産地消、食育

　自給力・自給率を上げることも重要な課題ですが、地産地消の取組強化で、コスト、安全面等で利益があるし、子
供達の給食に取り入れることで、食育にもつながる。特に通学路で育った野菜達が給食で出てくれば、必然的に興
味を持つでしょう。
　いきなり重い課題からではなく、できることをしっかり行ってから。
　ただ、農業生産、雇用、担い手等は国がしっかりとした対策を早急に打ち出してほしいです。

男性 40代 東京 会社員 地産地消、食育

先日、宮城県のある生産者の方とお話をした時に、痛感しました。
地産地消といっても消費地の消費力が足りてなければ、商品への評価はつきません。
生産者としては必然的に大都市への販路を求めることになり結果的に首都圏集中の現状から変わることが難しいと
思います。
生産者側の努力だけに頼る地産地消はきっと継続することが困難でしょう。
疲弊している地方都市の経済を立て直さなければ地産地消は成り立たないのではないでしょうか。 .

女性 40代 東京 会社員 地産地消、食育 又消費者である私たちにも、子供の時から学校での食育の必要性を感じました。

女性 30代 東京 会社員 地産地消、食育
　食育の基本は家庭の仕事のはず。食材(肉・魚・野菜・果物)を買って調理し家族で食べる。週末だけでもよいから、
これが日本人の食習慣として再び定着するだけでも何かが変わっていくと思います。

女性 60代 東京
外食産

業
農業生産

　日本古来の野菜の掘り起こし、栽培、販売をしてほしい。形態等で輸送が難しいでしょうけど、地産地消にしない
で、幅広く広め、流通ルートも簡略化して、生産者の収益、消費者のために供給をしてほしい。
　耕作放棄地に関して、二期作、二毛作をするべきだと思う。
　農産物の価格安定を。供給を時期により、同一野菜の価格が変動がありすぎるときがあります。
　農産物の何も規定形のものでなく、不揃いの果物、野菜があってもいっこうに差し支えないと思いますので、生産者
の方々も少しでも収益を上げる意味でも、出荷してほしいです。農協も少し訳あり生産物も引き取り出荷を希望しま
す。

男性 50代 東京 会社員 農業生産 農業でも工業製品でも「ものは作って何ぼです」。是非つくれる仕組みにしたいです。

男性 60代 東京 その他 農業経営、担い手

　高齢化社会の到来と、農業それ自身の非営利性から農業の担い手がいなくなる現状に危機感を抱いている。一方
で農林水産省の不祥事は国民の信頼を裏切り、農業全般への希望を喪失している。一刻も早く、信頼性を回復し、
農の担い手に希望を与える行政になってほしい。
　自ら律する意味で農林水産省の自浄化に関する決意表明してもらいたい。高齢化、非採算性という農業の問題点
をどう克服するか、事例をあげて議論したい。
　営利主義のアメリカ式農法は参考にならず、国民のため農業としての北欧、キューバの例を学びたい。
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男性 50代 東京 その他 農業経営、担い手
農業生産者の高齢化
若者が他業種の収入と同じくらい収入があるように。

男性 50代 東京
外食産

業
農業経営、担い手

福島県の母の実家も江戸時代からの農家で、一時は何十人もの使用人を雇って手広く農業経営を展開してました。
しかし、戦後の農地改革で約３分の２の農地を没収され、そのショックは相当なものであったようです。それでも、まだ
まだ広い地が残り、一部の土地を他家に貸していたようです。
十数人いた家族も戦死・病死あるいは分家に出たり嫁いだりで、現在は７０代の夫婦で農業を守り続けていますが、
子供孫には期待できなさそうで今の代で本格的な農業は終わりではないかと思っています。
　この夫婦が作る米・トマト・アスパラガスは、その辺のスーパーなどで買うものとは遙かに味が違うだけに残念に思
います。代々受け継がれたその土地ならではの味が消えるのはとても寂しい限りです。日々日本各地でそのような
味が長い歴史から去っていくと考えられるだけに恐ろしい気もします。もう既に実施されていることですが、国が先頭
に立って、農業のイメージを大きく変革してゆかない限り、味の光が消えていく気がします

男性 50代 東京 会社員 農業経営、担い手 生産者に将来にわたって安心して農業に従事していただける制度・政策ができないものかと思っております。

女性 50代 東京 その他 農業経営、担い手
これからの農業を支えるための経営のノウハウを確立させ、その担い手の育成はとても重要だと思います。
それ次第では、日本の農業を維持することが期待できるでしょう。

女性 40代 東京 主婦 農業経営、担い手

農業だけでは生活してゆけない状況のため、農業を離れてゆく人がおおくなり、輸入品が多くなってしまう。そうなると
食の安全に不安を抱えるようになる。
農業1本で生活できる環境を整え、職を失って困っている人にも一から教えて自立していける様にすれば、かなりの
人々がいろんな面で救われる気がします。

女性 40代 東京 その他 農業経営、担い手 　担い手がなくなると輸入に頼るばかりで不安です。

女性 60代 東京 その他
人材育成、雇用確
保

耕作放棄地が増えているにもかかわらず、農業を始めたいと考える人には農地がないと聞いています。そのような状
況で農業の人材育成ができるとは考えられません。

男性 50代 東京 流通業
人材育成、雇用確
保

　人を育てるシステムの構築。指導農業師なる身分まで到達させために他機関（市場・商社・多農家）での長期研修
を要件とする。
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男性 50代 東京 その他
人材育成、雇用確
保

私はキャリアカウンセリングをしていますが、就職相談で第一次産業を目指そうという人物はこの就職氷河期におい
ても皆無です。魅力云々と言うよりも、農業で苦労するまでもなく、そこまで落ちなくても仕事はあるだろうと言うのが
本音のようです。つまり、「何かやろう」とか「夢に向かって」とかかつての大志を抱くという意識は日本人から失せて
いるのではないでしょうか。
そのようなこぢんまりとしたライフスタイルを望む日本人にとって、農業という職場ももっと形態を変化させていく必要
があると感じます。
都会から農村へ通勤し、給料をもらい、週休は2日有り賞与も有り、年金・保険・退職金もあるような、そのような職場
環境でない限り、特に若者は農業に将来を賭けようとは思わないでしょう。
旧態然とした農業農村では新しい労働者の参入はほど遠いと思います。社会主義とはまた違った農業経営形態や
組織を構築できないでしょうか。

女性 50代 東京 その他
人材育成、雇用確
保

我が家の息子は大学4年生ですが、いまだに就職先が決まっておりません。この不況の時こそ、若者が好んで第一
次産業に進みたくなるようなアピールをすべきだと思います。
魅力ある農業・林業・水産業をアピールして浮き足立たない若者の育成を目指してほしいです。

男性 40代 東京 その他
人材育成、雇用確
保

長引く不況で失業者があふれてゆくが、農業の担い手は減り、後継者不足は深刻さを増す。この多くの失業者達が
農家の手伝いができるシステムの構築を（一部の企業では農業の会社化が報道されていましたが。）

女性 30代 東京 会社員
人材育成、雇用確
保

農学部出身者がもっと日本の農業に携わる仕事に就けるようになるといい。
農業が利益を生み出せる仕事でなければ後継者は生まれない。

男性 60代 東京 その他
農村振興、中山間
対策

本来上記全ての項目が相まって農業の振興、再生が果たせるものと思っている。（項目によっては目的の異なりに
よって相矛盾するものもあると思うが、それを調整し、方向性を多様化していくことが官の役割ではないかと考えてい
る）
「農業の振興（あるいは維持）の重要性をどうアピールするか」についての具体的な方策を聞きたい。内需拡大と地
域振興が農業に結びつけられて議論されるようになったことは、以前い比べて「まし」だと思うが、金融危機が去り、
外需が回復すればまた影の薄いものになる危険性は高い。
そうならないように具体的に制度、仕組み、税制等をビルトインしていくつもりか。そこに果たす農林省の役割を含め
て教えてほしい。

女性 60代 東京 その他
農村振興、中山間
対策

　農業なくして国は成り立たない。
　豊かな穀倉地帯を列車や映像で見ると気持ちも豊かになり、働いている人々への感謝が自ずと生じてくる。こうした
農業を営む人々の暮らしをどうぞ守り豊かさにつなげてほしいものです。
　外国人研修をかねて後の労働力を頼らないこと。日本人が働くこと。
　長期的且つ大きなビジョンにたって日本の国の豊かさを(農業)ましていくことが大事。
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男性 50代 東京 会社員
農村振興、中山間
対策

　基本計画を策定するにあたり、一律に行うのは難しく、一定の基準に基づく、農村・農地の分類が必要と考えます。
その基準は平野部か中山間か、都市部かどうか、農耕地の広さ、主な作目、水利、自然災害のリスク、人口密度・構
成、自然環境、文化的遺産などです。そして分類ごとにメニューを作るべきだと思います。例えば、マイナス面が多い
中山間地は国が強く関与した特別なメニューを作ります。アグロフォレスティーの手法を活用、必要により村落を統廃
合、企業による農業参入を推進する特区の設定などです。
　個人的には中山間地農業に興味があります。
　そこで成立可能な農業は、大量生産、大量流通、低コスト生産という大きな流れの対極にあるものだと考えていま
す。まず自給自足分を除いてメジャークロップは除外するべきです。中山間地らしい農業形態のひとつに、山菜があ
ると思います。これは栽培品もありますが、採集品でも成り立つものです。自然からの採集はコストがかかりますの
で、採集地を集約するなどの工夫があるかもしれません。
農耕地を維持するには除草だけでも大変な労力が必要となり、老齢化が進む中山間地で耕作放棄農地が広がるの
は自然の流れです。上にはアグロフォレスティーと表記しましたが、耕地を無理に維持せず、昔の入会地や里山のよ
うな使い方をする土地に変えていくのが良いと考えます。自然の力を利用し、その土地にある自然の力を生かした土
地利用です。半耕作地とでもいえるでしょうか。私が籍を置く花き業界にあっても、山採りの切り枝などこの範疇にあ
ります。

男性
70代
以上

東京 その他
農地、耕作放棄地
対策

1月10日（日）夜のNHK教育TV。ETV特集は「よみがえれ里山の米作り・・・・」でした。耕作放棄田が増えている状況
下で、放棄田再生に取り組んでおられる様子が放映されました。なかなかのものでした。
一介の農家だけに任せることなく、組織的に取り組む必要性を痛感しました。

女性
70代
以上

東京 主婦
農地、耕作放棄地
対策

農地・耕作放棄対策について
2月2日PM7時30分NHKの「クローズアップ現代」で“荒れる畑・消える水田防止策”を見ました。
テレビを見てあのような状態から考え、都会人が農業をしたいと考えても難しいことが何となく理解できました。なぜ
あそこまで荒れた土地になってしまったのでしょうか。
地域の伝統や風習等都会人にはなじめない部分もあるのでは・・・。
農業だけに携わるだけとは違う難しさがあると思います。切り口をもっと深く視点も広く考えること

女性 60代 東京 その他
農地、耕作放棄地
対策

日本企業による海外の農地確保がありますが、詳しいことはわからないのですが、色々な面で割り切れない部分を
感じます。

女性 50代 東京 流通業
農地、耕作放棄地
対策

農業に関心のない地主に対しての働きかけをしてほしい。
法律で放棄地が活かせるようにならないか。

女性 40代 東京 その他
農地、耕作放棄地
対策

刑務所に入ってる人達に原野化した農地を使い労働させ、作物を作らせると良い。
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女性
70代
以上

東京 主婦 技術、環境

国内産小麦について
　昭和40年の28％が現在の14％。自給率ＵＰ生産拡大を希望。
　私たちは、国内産小麦を使用したいのに先日パン業界の方との話し合いの時、国内産小麦は食用パンには向かな
いような発言がありました。
　輸入小麦粉と国内産小麦粉との違いをお聞きしたい。どう違うのか。
　国レベルでも研究指導をお願いいたします。
　業界に対しても商品開発するよう自給率を踏まえて努力をしていただきたい。

男性 30代 東京 会社員 技術、環境
どの分野に当たるか分からないが、「新たな食料・農業・農村基本計画」の中にも有機農業を明確に位置づけてほし
い。消費者の信頼や地産地消、食育、担い手、農村復興、耕作放棄地対策、環境負荷の低減など、あらゆる分野に
寄与する可能性が高いと考えられる。

男性 50代 東京 流通業 その他
中央卸売市場の卸売業者（水産物部）ですので、卸売市場の将来について関心があります。
現在「卸売市場のあり方研究会」で取りまとめ中の「提言」（中間取りまとめ段階）に基本的に同意しております。

男性 50代 東京 流通業 その他

　農業の重要性を訴える番組を多くして国民の理解を深かめるようにする。テレビ等メディア活用
　国土保全・地域社会の安定・環境を守る。
　多くの国民は農業に親戚がいなくなり、百姓の現実を知らない。
　インターネットを商売の直接の道具にするのではなく、情報発信のツールとして再整備。新しい情報ハイウェーのイ
ンフラを各農政局が担当し、災害情報を含めてユーザーに提供する。直接農家に応えさせる。
・ 金儲けの道具にしようとするところにムリが生ずる。

男性 40代 東京 会社員 その他

農政ではないのかもしれませんが日本酒について意見があります。
世界的に例がない米を所得の基準にしてきた日本の伝統的文化である日本酒が存続の危機を迎えており、国策とし
て手を打つべきではないかと思います。
フランスのワイン、ドイツのビールのように法律で保護、奨励をし後世に残すべく文化的財産という認識をすべきであ
り、日本酒については酒税免除するくらいの思い切った改革を行っていただきたい。

男性 60代 東京 流通業 その他

　小生、青果物小売店。消費者のための農作物生産であるのに、ただ自給率を上げるために農家の保護経営等々
の対策では？
　消費者の生活、市場、大小の小売店、スーパー等の現場で消費者が何を求めているか、流通、市場の見直し等総
合的な検証が必要だと思います。青果物が大型スーパー、デパートで客寄せのために生産原価より二分の一、三分
の一で販売されていては生産者は生産意欲を無くしてしまいます。
　消費者のための行政について消費者と直接対話が出来るのは小売店である。小売店の減少は自給力が下がりま
す。
　行政がもっと流通（市場取引）にも目を向けて産地と食卓までを考えてほしい。

17



女性 50代 神奈川 主婦
食の安全、消費者
の信頼確保

家族の健康を担っている主婦の立場からはやはり食の安全という課題が一番に来ます。基本は100％国産。今は
ネットで検索しお取り寄せが可能です。ここでいつも考えるのです。中食・外食を省いて500円/人・日×365日×国民
＝約24兆円、24兆円産業として農業・漁業・畜産業等がどれだけ自覚をもってくれているかが疑問です。産業として
農業をとらえた見直しを行う時期ではないでしょうか？私たち消費者は見放せないのですから。見放したら食が手に
入らなくなるのですから。

男性 50代 新潟 マスコミ
自給力・自給率、食
料安全保障

　開会中の通常国会施政方針演説で鳩山首相は「地域経済を成長の源に」を標題にした中で農林水産業の振興に
言及している。「生産から加工、流通まで一体的に捉え新たな価値を創造する『６次産業化』を進めることにより再生
する。」という。これは部会でも指摘する国産食材の消費量増大へ向けた環境整備であり、消費面からのアプローチ
を含めた食料自給率アップと軌を一にするものだ。
　先ごろ北陸農政局が開いた生産者との意見交換では農商工連携強化などを求める声が上がったという。他産業に
も波及した総合的な自給率対策が必要だという指摘にほかならない。首相の言う「日本の食文化と高度な農林水産
技術の組み合わせ」を縦軸に産業間連携を横軸にした粘り強い支援策があってこそ５０％引き上げが見えてくるだろ
う。

男性 40代 新潟 その他 農業生産

　国の食料政策を論じるためには、国として長期的な計画と目標があるべきで、政権交代により小手先の対策に生
 産現場が振り回されることのない計画が必要であると思います。

　転作補助金を新規需要米に偏重し、今まで戦略作物として推進してきた麦・大豆・ソバなどは大きく単価を下げまし
た。集団転作で政策に協力し組織・機械整備をしてきたことに対する裏切り行為とも取れる対策に腹立たしさを感じ
ています。

男性 50代 富山 農業
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 海外農業投資について
 大豆・トウモロコシなどに関し、中南米・中央アジア・東欧等において、日本は、農業環境整備等に多額の投資を行
い、生産力アップを図ろうとしている。しかし、農業分野だけからものを言うのは視野が狭いと思われるだろうが、ア)
生産力を高め、商社を通じて安く輸入することにより、国内農家の経営圧迫につながっている。イ)フードマイレージ・
地球温暖化問題もある。ウ)未開発地の農地造成等で環境破壊を行っているなど、見直すべき時期に来ているので
はないか。負債も多い現在の日本国に、本当に必要なのか。今後は、自給自足が困難な農業後進国に対して、食糧
増産の支援を対象にするべきだと思われる。

男性 50代 富山 農業
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 国内の肥料供給安定化に向けた施策
　国内で肥料供給量アップを図れるよう、地域資源の見直しを図ることが大切ではないか。もっと、地域で廃棄や焼
却している肥料原材料があるではないか。その未利用資源をどのように使うか国が積極的に支援を行うべきだ。

18



男性 50代 富山 農業
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 自給率は絵空事? 
　H12年とH17年を比較し、H32年度の農業生産力について、これまでの傾向と同じ推移を前提として試算した結果、
現状より25%低下するとの試算が出ている。H22年2月18日の日本農業新聞で20年後60%と目標を掲げて施策を実行
するとのことでした。60%は、大変高い数値だと思いますが、期待しています。特に、できうる限りのことは、小さいこと
でも地道な対策・やる決意が必要です。幅広い意見を募集しながら、国民と一緒に達成するように力強く進めてくださ
い。

男性 50代 富山 農業
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 食料自給率向上のためのアプローチ
　資料からは、食料自給率向上のための生産面からのアプローチについては、ア)農地の有効活用 イ)新技術が中
心に考えられていますが、栽培する人づくりについては、記載がありません。人づくりなくては、農産物生産はあり得
ません。総合的な施策により、人づくり、組織作りにも取り組んでいただきたいと思います。

男性 50代 富山 農業
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 もっと国内産の利用拡大を
　国内産小麦の使用割合をみると中華麺やパン、その他主食用の使用割合は、1～2%しかありません。国内外の価
格差はあると思いますが、国内産をもっと使うように仕向ける施策を考えるべきです。国内農産物使用による税制面
等での優遇等はできないのでしょうか。また、国外産麦の政府買い入れ価格については、それなりの価格で購入す
るようにしてください。

男性 50代 富山 農業
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 世界の人々にはずかしくありませか?
　世界の人口68億人の中で、食料飢餓に陥っている人が10億人と言われている現在、各国から美味しいもの、珍し
いもの等を買い集め、食べ残りなどの食品廃棄物を900万トン排出し、そして、バーチャルウォーターやフードマイ
レージ上から見ても、地球温暖化の元凶ともいえる日本のあり様に対して、日本人の一人として反省せざるを得ませ
ん。自給率を上げることは、そこに住んでいる人にも、他の国の方にも、もっともよい施策であると思いますので、大
事な国策として取り組んでいただきたいと思います。

男性 50代 富山 農業
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 審議会企画部会(第18回)議事概要
  これまでのテーマより、取り付きやすかったのか『食料自給率について』の議事内容は、委員の方々からもたくさん
の意見があり、参考になるものもありました。これだけの議論があるということは、関心の深さの表れだと感じました。
茂木委員の意見で、「国内の生産資源を最大限活用して、輸入を減らしていくことが必要」と同感ですが、その対策を
率先して進める対策を練るのが全国中央会の仕事ではないのでしょうか。また、英国やEU諸国の農産物価格や農
業所得、直接支払いなどの支援策と食料自給率の関係については、全中で調べて、それを国策に提言したり、それ
を利用して一般の国民に理解できるようPRすることが仕事だと思います。いろいろな仕事があり大変ですが、がん
ばってください。
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男性 50代 富山 農業
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 平田委員に同感です。
 人間に一番重要なことは、食べることです。食料がないと、死に至り、取り合い等でけんかや犯罪が生まれてきてし
まいます。また、1日3度の食事を取らないことにより、子供の不健全な成長や肥満などの健康被害も生まれてきてい
ます。もう一度、国民全体が食に関心を持つためにどうしたらよいかを考えるべきです。国策でも、最重要課題にして
取り組むべきです。貧しい思いをしたこともない10代から50歳前半の方々に対する食の教育がされなかったのが原
因ではないでしょうか。国としては、反省するべきだと思います。これからの先を考えるに、幼稚園から高校生までの
食育が大変重要になると思いますので、文科省は自信を持って食育を進めてもらいたいと思います。

男性 40代 三重 その他
自給力・自給率、食
料安全保障

現在多くの国内農産物は安定供給が可能となり、買い手市場になっている。所得が上がらず、後継者が他産業に流
れている。自給率向上といっても輸入品より低い価格で生産できるのか。問題は日本への輸出国の農場で働く労働
者の賃金が安すぎることでないかと思う。海外農場において適切な賃金を払うことを問題にし、そういうところからは
輸入しないことはできないのかと思う。

男性 50代 大阪 その他
企画部会（第18回）
の資料及び議論

他国の農地取得の動きが活発化しているが、その流れに乗ることは反対。これが活発化すれば、必ず地域紛争が
多発する。それは食料安全保障と逆行するものである。国内自給率を高めることを根本に据えた方針をまず確定さ
せることが先決である。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 食料自給率、食料安全保障 食料安全保障意識(1)
食料自給率は日本への愛着を示す指数、即ち自国民の食料を自ら守る安全保障意識と思う。資料1-1p6はじめの囲
い文は「各国とも穀物自給率が最も高く、しかもほぼ100%以上」と国内で食料を賄う国際常識、農林水産省の“食料
安全保障意志”を積極的に記載願う（オランダは国土が狭く例外）。各国とも表向き自由貿易を唱えつつも国民の安
全保障は守っている証（自由貿易論のアダムスミス生誕地イギリスでさえほぼ100％）。もし市場原理任せの“国家意
志なき”で安全保障が確保されるならEU各国は積極的な農業保護を行わないはず。平田委員の「農業予算は2兆5
千億で、国家予算の3％くらいで、全体から見るとかなり低い金額」に同意で藤岡委員の「国家戦略局あたりでも食料
安全保障を考える時代」と思う。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 食料自給率、食料安全保障  食料安全保障意識(2)
鈴木部会長の「補償制度で予算を充実した部分が、また別の部分でどこかが縮小するということでは、国家戦略とし
ての食料政策は確立できない」はまさにそう。古口委員の「農道や土地改良も含め、一体的にやるべき」であり、その
ための政治主導ではないのか。大臣・副大臣・政務官のご活躍を期待する。また農林水産省は「各国とも穀物自給
率が最も高くしかもほぼ100%以上で積極的に農業保護を行っている一方、わが国の農業保護は少ない」事実を積極
的に国民に普及広報し、国民意識醸成を図るべき。その際、昨年議論した農政改革の成果を活用し、農政局の役割
である国民への理解浸透に際し優秀な普及広報活動は積極的に表彰すればよい。戸別所得補償とともに食料・農
業・農村の現状の国民理解浸透は大変重要。
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男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 食料自給率、食料安全保障 資料1-1 食料安全保障意識(3)
資料1-1p17(7)の4の「国産農産物が消費者に受け入れられることが大前提」ならば、思い切って所得補償を行い穀
物大増産して価格低下させて食料品業界等の国産使用を促進し、自国の食料は自国で賄う国際常識と国民負担の
意義の普及浸透が重要。岡本委員が述べられ、また資料1-1p15のとおり、生物多様性、フードマイレージやバーチャ
ルウオーターなど地球環境問題にも貢献。また、国内で余るなら、飼肥料や人道支援、輸出など多様に方法はある。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 資料1-1 p19 化学肥料の原料はほぼ輸入依存
岡本委員の「肥料となるリンやカリ等の資源確保」のご指摘は重要。例えば、家庭、飲食品業、ホテル等の食物残渣
等を分別収集し、行政、NPO、研究機関も含め各主体協働のもとに肥料生成する循環型地域社会の形成がなされな
いか。企画部会提出資料（食品産業の変革と新たな展開p13、技術、環境政策の総合的な推進p3、農村の振興p6）
や環境白書の循環型社会形成等と併せて考察すると面白い。農林水産省各局や環境省が連携し、しかも地域主体
なので自治体のご意見を踏まえ、国民一人ひとりの参加・協働による国内での肥料確保体制確立は食料安全保障
に資する重要課題。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 食料自給率、食料安全保障と日本の心の甦り（1）―国際貢献― 資料1-1p21
古口委員の「まずは「農業」というものを体験してみるという意味でも考えてみる必要」に関し、例えば第16回企画部
会での学生との農村交流も鑑み、市民や学生の参加・協働による耕作放棄地再生もあると思う。資料1-1p21に諸外
国の食料安全保障の事例でフランスは途上国の栄養不足人口削減のためFAOの議論を主導とあるが、わが国では
特に感受性の強い若い学生を対象に耕作放棄地再生の米とアフリカ等の人道援助を関連させて国際貢献を行い、
本体験を学会発表させ、素晴らしいものはFAOなどの国際機関で発表してもよい。学生意欲は高まる！

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 食料自給率、食料安全保障と日本の心の甦り（2）―国家安全保障と萃点（すいてん）―
食料安全保障の萃点は農地と思う。つまり必然と偶然の絡み合った縁が働きかけて時と場によって多彩な姿を観せ
る農地が潜在力と個性を発揮し息吹いているかor耕作放棄され勿体ない状態か。従来、穀物大量輸入と耕作放棄
地大量発生の農地の潜在力を発揮させない勿体ないことをしてきたが、食料安全保障は国家安全保障の課題で農
村衰退は国力衰退。農村振興局は土地改良の歴史的意義を継承して耕作放棄地を再生し、歴史・伝統・文化・生態
系の甦らせて美しく大らかな思いやりの心、日本の心を甦らせ広めることが重要。そして国際的視野を有する人材育
成・輩出し、農村および国家の品格を高めることが、根源的な意味での我が国の活性化に繋がると思う。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 食料安全保障 多様な連携軸を活かした住民参加による備蓄
今回資料でイギリスでの食料安全保障の事例が紹介されていたが、備蓄には国家備蓄以外に住民参加による地域
備蓄もある。第19回資料「多様な連携軸」を見ながら思いついたのであるが、例えば北海道のある町では雪冷熱を
利用して地球温暖化対策（省エネルギー）も鑑み事業者・地域住民・NPOが協力して備蓄。地域備蓄は地域の特徴
（生産される作物以外に気候や地形条件等）を活かす上、多様な主体の絆により食料と地球環境の関心が高まると
思う。
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男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 食料安全保障意識と多様な連携軸、循環型社会形成
これも第19回資料「多様な連携軸」を見ながら思いついたのであるが、基本計画の意見募集のHPに各主体が手を?
ぎあっているポンチ絵があるが、これに「農」を中心に循環型のイメージも追加して頂くと更によい。例えば家庭・ホテ
ルや食品業界、事業者からの食料残渣をNPOや民間団体、事業者等の協力の下に分別収集して飼肥料に加工し、
それを農家に受け渡し消費者、実儒者がそれを買う。そして地域資源を活用した飼肥料化に研究機関が関与し、行
政は全体をコーディネート。食料安全保障意識を各主体の絆、国民全体で共有することが重要と思う。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 行き過ぎた市場原理主義に基づく構造改革の過ちの総括を！（1）
 ―ポイント―

 他にもあると思うが、例えば次のとおり
1：従来は個々の業が地域に波及・裨益する物質至上主義であったが、成熟社会に移行し市場原理主義時代は終了

 し、人への直接支援の方が地域への波及効果が大。
2：始めに大規模化ありきは小規模農家排除。農山漁村の課題は過疎化であるが、従来施策は農業人口が多いとし

 て担い手を限定
 3：過疎化により農村コミュニティーが崩壊

 4：経済合理性追求からは地域共同体、心安らかな安心感は得られない。
5：国際市場は穀物メジャーが大きく影響し完全自由競争とは言い難い。市場原理に国家が国民を守る食料安全保

 障意志、国家戦略はない
 6：市場原理の“予定調和”は

  （1）現実には世界史で自由貿易と市場原理拡大が植民地獲得競争へ
  （2）資源無限大前提で地球環境破壊
 （3）仮想空間、机上理念で例えば異常気象などは市場原理と関係なし

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 行き過ぎた市場原理主義に基づく構造改革の過ちの総括を！（2）
 ―市場原理主義の予定調和が成り立つ前提条件―

市場原理主義はあくまでも平時が続く前提。平和（パクス）に慣れこれが常態化し、青天の霹靂に遭遇して、嗚呼、あ
の時ああすればよかったとなってはならない。食料は一日たりとも欠いてはならず、世界の趨勢は平時の状態が続く
市場原理の予定調和とは別次元の時代に入った認識のもと、農林水産省は市場原理主義の問題点を総括すべき。
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男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 行き過ぎた市場原理主義に基づく構造改革の過ちの総括を！（3）
 ―わが国の歴史から―

大戦後の恐慌、関東大震災、昭和金融恐慌（昭和恐慌）によって弱体化していた日本経済は、世界恐慌の発生とほ
ぼ同時期に行った金解禁の影響に直撃され、それまで主にアメリカ向けに頼っていた生糸の輸出が急激に落ち込
み、危機的状況に陥る。株の暴落により、都市部では多くの会社が倒産し就職難の者（学歴難民）や失業者があふ
れた（『大学は出たけれど』）。恐慌発生の当初は金解禁の影響から深刻なデフレが発生し、農作物は売れ行きが落
ち価格が低下、冷害・凶作のために疲弊した農村では娘を売る身売りや欠食児童が急増して社会問題化。生活でき

 なくなり大陸へ渡る人々も増えた。（以上（Wikipedia））
一方、我が国は明治以降人口増加し、米騒動後の1920年代から朝鮮等で産米増殖計画を実施。安価な米移入によ
り国内で小作争議が多発し国内農地の開発と廃止が繰返し。昭和恐慌に際し、高橋是清蔵相の時局匡救事業にお

 いて永続的な優良農地の造成を目指して初めての国営土地改良事業を実施。
現在で言えば減反政策による耕作放棄地増加、過った構造改革と世界同時不況の重なりによる国内不景気の一
方、食料を海外依存。戦前の歴史から学ぶべき点は多数。

男性 40代 和歌山 公務員
企画部会（第18回）
の資料及び議論

 行き過ぎた市場原理主義に基づく構造改革の過ちの総括を！（4）
 ―今後の対応策―

食料安全保障政策の企画立案には日本人の国家観、大局的視野、総合的判断力に加え、人間の尊厳尊重の視
点、情緒が重要。副大臣の「食料は国際市場に任せていてはダメ」「貿易立国ではなく内需を中心とした福祉国家を
目指す」に同意。市場原理主義と植民地政策、小作争議の歴史に鑑み、国内自給体制確立の重要性（国際市場依
存の問題点）、不況対策として従来型の貿易自由化対応の公共事業でなく、内需中心の人間の尊厳を尊重するセー
フティーネットの戸別所得補償をベース（岩盤）とした地域医療・教育等の6次産業、多様な連携軸、歴史・伝統・文化
の興隆、生態系保全、38万haにも及ぶ耕作放棄地対策などの日本版グリーンニューディールが重要。

男性
70代
以上

広島 農業 農業生産

地域の自治（交通・教育・福祉）が機能するには、農村人口が今より増えねばならない。そのためには、基幹の農業
が将来に明るい展望が必要であり、現在は他産業との所得格差が大きすぎる。今後、継続的に営農ができる所得の
確保、中山間地域で営農できる仕組みの構築を考えてほしい。例えば、米粉にしても、需要が生産を上回るようでな
ければ生産者が需要を開発するエネルギーはない。山間単作地帯に配慮し、家族中心に営農できるような過疎対
策、小規模農家や畜産、野菜、果樹に対して米以上に手厚い多面的助成が急務と考えます。

男性 広島 農業 農業生産
地産地消も大事です。適地適産も大事と考えます。当山間僻地では水田の湿状況、日照不足等から、大豆栽培をし
ていますが不作続きで無駄の骨折りと思います。米粉、飼料米に取り組みたいのですが、契約条件等厳しいので
もっと環境にあった、栽培選択が可能な制度をねがいます。

23



男性
70代
以上

広島 農業 農業経営、担い手

　新規就農者の研修を受け入れ、何人か就農して地域に貢献している。しかし、受け入れ農家の高齢化のため、負
担が増大していて限界と思われます。
　地域・時代に即応した研修施設の設置、新規就農者が研修終了後、即時就農できる技能の習得が必要だ。地域生
産者の新技術の習得のための施設資金や就農資金の支援をお願いする。
　また、第二次構造改善事業で畑地造成もなされているので、水稲のほかの作目や畑地にも所得補償や産地の安
値補償などの農家負担の権限、制度の充実を図っていただきたい。

男性 広島 農業
農村振興、中山間
対策

農業法人の経営は定年後の７０歳代が担当しています。それも死亡により人員減で益々高齢化となります。若者が
出ない魅力ある村になるよう米を始め農産物等収益増の政策を願い上げます。

男性 広島 農業 技術、環境
水田フル活用でナタネの導入は歓迎します。農業即食料の考えでなく産業分野（エネルギー）への貢献拡大は農民
の誇りを誘発します。

男性 広島 農業 その他
農業経営基盤強化準備金の取り崩しについて
５年以内を７年以内に変更して下さい。農業機械の耐用年数が５年から７年に変更されたため。

男性 広島 農業 その他
農業機械の導入におけるリース料1/2国費補助制度は継続して下さい。
農業政策が単年度に近いものが多く10年先を見通した農業法人の計画立案が困難。

男性 広島 農業 その他

農業法人の税制面で個人の青色申告では特別控除がありますが、法人の場合、青色でもありません。是非個人同
様に認めていただきたい。農業経営全体がいきづまり健全化に向け特に中山間僻地では組合員が苦慮しておりま
す。鳥獣被害対策は経費増の招来で時間も大きな損失であります。鳥獣被害は個人も同様です。税との直接な係わ
りはありませんが山村に居り、村を守る一助になると考えます。

男性 60代 山口 農業 農業経営、担い手

平成２２年度から実施される施策には中・長期的展望が見えにくい。基本的には若い後継者が意欲もって取り組み、
生活ができる農業でないと将来はないと思う。昭和の１ケタ（最も若い人で今年７４才）も昭和の最後頃生まれた人も
同じ施策で政治をやることはどうかなと思う気がする。
亀井大臣ではないがちまちました考えで目先の事しか頭にないような事では将来に希望が持てない。
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男性 60代 山口 農業
農村振興、中山間
対策

元土木技術者として：
　居住可能区域を減少させ、今の８割程度（放棄地は除く）の保存農地を緊急に決定する。それに伴い道路・河川の
維持は限定される。
Uターン農業者として：
　日本の借金が１０００兆円になるものとして、全員７５歳まで労働せざるを得ない。プロスポーツ、プログラマー等の
４０歳定年（事実上）以外についても、ほぼ５０歳以下（若い層がいないとすると）。最も遅いものが農業で５５～７５歳
が本気でやれば充分である。これを可能にするものが、小学校でやるべき「食育」でその気にさせることが根本であ
る（手遅れはありません。心の支援は重要です。）。
　FTAの乗遅れは致命的となりますが、最も厳しい立場に追い込まれるのが中四国農政なので早い決断が望まれま
す。（すでに遅い。カルタゴになることはありません。）自然に任せることだけはやめて欲しい（公務員の弱点である保
身と慣行をリセットする勇気がいる）。コメだけの自称農民は数は多いですが、守る必要はありません。

女性 50代 長崎 その他
企画部会（第１８回）
の資料及び議論

　自営業を始めるに当たり一番苦労したのが女性が起業するに当たり資金を貸し付ける金融機関がないことであっ
た。東京や大阪には女性起業に貸し出す機関（WWBジャパン等）はあったものの、起業当時、九州には存在しなかっ
た。
　これからの会議の中では、是非、事業資金についても議論してもらいたい。それぞれの思いを形にする希望とチャ
ンスの具体的な内容を知りたいと思う。

女性 50代 長崎 その他 その他

　私は小さいながらも自営業を営んでいる。県内の専門店に企画を持ち込み、地域のオリジナル商品を開発した。全
てを自分で始めると費用と時間が掛かりすぎることから、やりたいコンセプトがある場合は、異業種とのコラボレー
ションが必要である。自分で行動すると知識も増し、人との出会いもある。その上、自分の立ち位置から地域のこと、
日本のこと、世界のこと、地球のことまで興味を持つ切っ掛けになる。このようなことから、農業をしている人達だけで
農業を考える時代ではないと思う。

女性
70代
以上

大分 主婦 農業生産

　今の日本は輸入等により食料不足ではないが、グローバルに考えたとき、人口は増加することから、いずれ食料不
足が到来すると考える。先日、NHKの番組でロシア、韓国は他国の土地に農作物を栽培するよう、国を挙げて準備し
ている様子が放送されていた。
　今の日本は耕作放棄地をなくして、雇用を求めている人達の人材育成と複業化（建設業者）等を図っていくべきで
はないか。私たちは日本の食料不足を経験したことがあることから、二度と食料不足が繰り返されることない政治を
望む。

男性
70代
以上

大分 その他
農地、耕作放棄地
対策

耕作放棄地対策は個人農家では困難と思うので、国がこれを借上げ又は買上げ農業法人や異業種法人に貸与し作
物栽培に取組んでもらう。或いは植物工場用地として利用させる。これらを普及させるためには一定の国の財政的
支援が必要である。法人による経営は雇用にもつながると思う。未利用農地の活用方策を早急にたて食料自給率の
向上に努めるべきと考える。
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男性 50代 熊本 農業 農業経営、担い手

集落営農の組合長をしておりますが麦の担い手革新促進事業の固定払いと黄ゲタ交付金の算定方で意見します、
過去3年の実績で交付金を貰っている人もおりますが、現在作付けして無い人の為に今頑張って作付けしている人

 の交付金が減らされるのは納得できません。
これでは担い手も育ちにくいのではないでしょうか、早く見直しをして貰いたいと思います。、

男性 50代 宮崎 公務員 農業生産

 　担い手の減少や農村の疲弊が進行しているのは農業者所得が他産業に比べて低いからである。現在では、量販
 店の販売競争も激化しており、単価安の傾向に拍車をかけている。　国が、このような状況を放置すれば自給率の

 向上は極めて難しい。
　米の所得補償制度が実施されようとしているが、食料確保の観点から言えば、米だけでなく他の作物にも同様の政

 策が不可欠である。
　国土保全や食料保障は、国の最重要課題として取り組む必要がある。
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