
新たな食料・農業・農村基本計画の検討における 
国民からの意見・要望（第１回募集） 

【寄せられた意見・要望】総計４７５件 
【募集期間】平成26年2月26日～平成26年4月30日 
 
※提出頂いた意見・要望は、誤字脱字も含め、原文のまま掲載しています。 
※意見交換会等で出された意見・要望については、当省職員の聞き取りによるものであり、 
 発言者への発言内容確認等は実施しておりません。 
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提出方法 

ＨＰ 92 (28.8%) 

ＦＡＸ，郵送、持参 228 (71.3%) 

年代（法人、団体、不明は含まず） 

３０代以下 39 (12.2%) 

４０代 23 (7.2%) 

５０代 37 (11.6%) 

６０代 78 (24.4%) 

７０代以上 61 (19.1%) 

職 業 

農業関係 164 (51.3%) 

食品関連 17 (5.3%) 

流通業 5 (1.6%) 

地方公共団体関係 28 (8.8%) 

その他 106 (33.1%) 

意見・要望の分野※ 

全般 57 (17.8%) 人材育成、雇用確保 10 (3.1%) 

食料自給率・自給力、食料安全保障 33 (10.3%) 農村振興、中山間対策 27 (8.4%) 

食の安全、消費者の信頼確保 17 (5.3%) 農地、耕作放棄地対策 45 (14.1%) 

食育、食文化 9 (2.8%) 技術、環境 10 (3.1%) 

地産地消、６次産業化 14 (4.4%) 食品産業政策 2 (0.6%) 

農業経営、担い手 29 (9.1%) 農林水産物・食品の輸出 11 (3.4%) 

農業生産（水田、畑作、畜産、園芸、特産） 24 (7.5%) その他 32 (10.0%) 

○ 合計3２０件の意見・要望の提出を受付 

○ 平成26年2月26日（水曜日）にプレスリリースを行い、意見募集を開始 
  「新たな食料・農業・農村基本計画の検討における国民の皆様の御意見・御要望の募集について」 

・農林水産省公式facebook（3月3日、5日、7日、１４日、４月１６日）  

・農林水産省メールマガジン（平成26年2月28日発行 第577号）トピックスに掲載 

・農林水産省公式twitter（3月４日、４月３日） 

・FOOD ACTION NIPPON 公式ホームページ（トップページ）へのバナー掲出 

【農林水産省公式facebook】  

（件） （件） （件） 

（件） 

ホームページ、郵送、FAX等における意見・要望の募集状況について 
イメージ 

○ 既存の広報媒体等を通じ、意見募集について告知 

１ ※意見・要望の分野は提出者の申告による 



１．ホームページ、郵送、FAX等による意見・要望

性別 年代 都道府県 職業／業種
御意見・御要望の

分野
御意見・御要望

男性 60代 富山県 農業 全般

　高齢化社会の中、若い後継者や担い手のいない農林業、TPPがどの様になるか分からないが、食糧の安全保障、瑞穂の水環境に生態系の保全、いやしの農村空間を維持す
る事が大きな国土防衛となります。
　農産物が高値でも農業は内需産業ですので、金は国内で循環します。機械や肥料や農薬他農業に係わる品物が開発されます。もの作り貿易国の他産業の雇用に貢献してい
ます。そんな農業を守り若者が育つ社会教育に力を入れて行く事が大切と思います。

男性 30代 長崎県 公務員 全般
農地に関しては、農外従事者が所有する割合が相続等により間違いなくに増加することから、農家への周知ではなく、東京首都圏等の一般への周知を検討願いたい。
また、直接支払制度に関しては国際的に容認されている「緑の補助金」や「青の補助金」と日本の制度を各国の補助制度と合わせ一般に分かる形で議論するべきと考えます。

男性 60代 三重県 その他 全般
日本の農業が不振なのは、季節無視、地域無視、薬で種無し、未熟品で収穫し倉庫で熟成など身体に悪いものを作らせているからである。作物も身体もその土地の風土や四季
に順応して成長している。食物アレルギー問題は、日本人の食生活が間違っているという自然界からの警告と認識すべきであり、「おいしくて身体に良い本物を国民に味あわせ
る」という消費を増やす政策を推進すべきであると提言する。

男性 60代 東京都 その他 全般
今後、食品残渣にはお茶殻、コーヒ粕や竹筍残渣、家畜や鳥獣等の骨類や貝殻等の残渣等を高温焼成・ナノ及び微粉砕加工して安全・安心な素材に変えて植物由来系の高付
加価値と機能性（バイオマスプラスチック等）を高めた食品包装容器等で環境生活から「もつたいない」理念を提唱からIT化（UID等）した国際標準化検査機関を要望致します。

男性 40代 宮崎県
食品製造・加
工

全般
農業を取り巻く状況は大変厳しいと感じています。特に後継者問題やTPPなど国民の基本になる食に対して、もっと考えて若い人が夢を持って取り組みができるような環境を是非
作ってほしいと思います。

男性 60代 宮城県 会社員 全般
私の住む地域は平地農村であり、農地は圃場整備によって1ha規模に整備された。しかし、都市部から約6kmも離れ少子高齢化が進み、担い手の不足から農地の利用集積も進
んでおりません。世帯数や人口の減少の中で農業の維持・集落活動の維持には農業経営の企業化を図ることが必要であり、国や地方の助成のありかたが重要で農業・生活・販
売・教育・福祉・コミュニテイの一連の活動の図られることができればよいと考えます。（集落・地域総参加による企業化の樹立・・助成事業）

女性 30代 東京都 その他 全般
2014年は国際家族農業年です。国際社会は家族農業や小規模農業の社会的役割の重要性を認め、日本が進める経営規模の拡大や法人化、企業の農業参入促進といった開発
主義的農業政策とは違う方向に進み始めています。こうした国際情勢をつかみ、国連の問題提起を正面から取り上げて、新たな基本計画を策定して頂きたいと思います。国連世
界食料保障委員会ハイレベル・パネル著『家族農業が世界の未来を拓く―食料保障のための小規模農業への投資―』農文協、2014年をご参照下さい。

男性 40代 奈良県 農業 全般
成り立つ農業に。一定程度以上の農産物の再生産可能価格の維持。需要と供給のバランスを超えた時は国内外の食糧支援物資として活用。新規参入者と現従事者の同時支援
が重要。既存の農家の成功が新規参入者や後継者の増加につながる。農村社会の復活が地域社会の復活につながり、環境保全、過疎化など様々な社会問題にも必ず貢献でき
ると考えます。規模の大小だけではないと思います。よろしくお願いします。

男性 70代 群馬県 その他 全般

「米の会」解散宣言主意（四十五年間の回顧録）
一、コメづくり農業の将来展望に明るい夢を託せない現状。
二、コメの「消費（輸入洋食物化）と需要量減退（少子高令・人口減少化）」が食文化（副食化）異変で期待できない。
三、コメの生産資材（輸入原材料品）価格が高騰（三００％）し、「安い低米価（三０％）」で採算に合わない。
四、コメの収穫期は「年一回収入（兼業・副業化）」で農機過剰投資と所得不安定。
五、長期減反（離農促進策）の「猫の目農政（自給食料低迷化）」による“若者担い手不足”と「農政不信」が地域むら社会の貴重な共同体（互助精神）を「空洞化・荒廃化・喪失化」
し、“完全崩壊”させたこと。

男性 60代 秋田県 農業 全般
稲作野菜栽培と転作 枝豆 ホールクロック 大豆 栽培してます経費差し引くと 赤字です 年金で食事 おかず 買って居る 有り様 政府は農業所得 倍増と強調してますが 実施が見
えて来ません 農業には 上下 合って 低い下々の意見 集約されて 居ません 下々の農家は70パーセントもいます 政策に馴染まない地域も有ります 現場の声を ぜひ聞いてくださ
い 美しい大自然維持の為 古来の農業守るためにも お願いします 認定農業者です 後継者も居ます 頑張って居ます

男性 30代 兵庫県 公務員 全般
学校給食は、日々の食事について正しい理解と望ましい習慣を養ったり、栄養バランスのとれた食事によって健康の増進を図る役割があります。体と心、食文化を育む場としての
役割が高まる中で、国産の食材や地元の農水産物や郷土料理を献立に加えて消費量を増やし、耕作放棄地等の生産農地への再生、6次産業化による農産物・食品の開発への
一助による地域振興を図り、食の安全保障の確立を目指すことが期待します。
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男性
70代以
上

徳島県 食品製造・加工全般
学校給食、自衛隊、行政機関の食堂が率先して国産食材使用率を大幅に拡大し、消費活動が荒廃する国土や農地、山林、漁村の地域の活性化や地域振興が図られることによ
り、他国から輸入して大量に発生している食品廃棄物を減少させることが、世界的な批判を避けて国際的な名誉ある地位になると考えます。フードバンクや消費期限の延長など
の取り組みは根本的な解決になりません。地産地消と食育が低炭素社会の実現への一歩です。

男性 30代 滋賀県 その他 全般
「両親の年収と子供の学力の高い相関性」や消費増税により、低所得者層ほど食に関する意識やバランスが悪いと強く推測されます。せめて、健康な成人として子供を育てるた
めにも現在平均約4千円（1食当たりにして約230円）の学校給食費を大幅に増やし、旬の野菜や果物の消費を促すなど栄養を強く考慮したものであるべきです。将来の医療費削
減、国産品消費喚起のためにも役立ちます。

男性 40代 岩手県 外食産業 全般
沖縄や対馬など各離島で生産されている海産物、農作物や加工品（味噌、醤油、塩、砂糖など）、木工品などについて官公庁が必ず買い上げたりして、離島における雇用確保に
よって人口流出や外国人による土地買収を防ぐことができます。食の安全保障だけでなく離島地方の振興や国土の保全につながります。また、その離島に小規模ながら加工工
場や研究機関、気象観測施設等が設置されることを要望します。

女性 30代 兵庫県 その他 全般
年間約1700万トンの食品廃棄物（日本）、フードマイレージ、ヴァーチャルウォーターを大幅に低減し、他国が負担している外部不経済、国際公共財への負担を減少させるために
も、自給率を大幅に高めることが必須です。国産飼料による肉類生産の拡大及び国産農産物の加工品（味噌、醤油、塩、砂糖、油脂、酒など）への振興を図って頂きたい。また、
国産小麦及び米粉の消費・使用の拡大が重要です。

男性
70代以
上

兵庫県 その他 全般
両親が共働きや核家族化により、料理に時間をかけることができなくなっています。水産物は肉類に比べて技術を要し、野菜と組み合わせたメニューを提案しづらいといったことも
課題もあり、水産物より肉類の使用頻度が高くなり、水産物の消費が低迷している中で、学校給食の魚食率・水産物使用の拡充を強く求めます。家庭で減少した分を給食で補
い、栄養面や味覚形成、日本や地元の食文化を学ぶきっかけとして頂きたいです。

女性 40代 京都府 主婦 全般
民間企業の社内食堂や介護事業による配膳サービスをおこなっている企業の国産米使用や国産農水産物の使用を促すためにも、税制優遇や補助金などの刺激策を実施するこ
とによって6次産業化の一助になると考えられます。福祉サービスと農業と食育の融合は、高齢者雇用や障害者雇用、ニート等の社会復帰教育プログラムの一環になります。兵
庫県の豊岡市の食堂でその可能性を感じました。

男性 30代 鳥取県 その他 全般
高齢化や人口減少時代を迎える中で、国産農産物の需要の拡大の短期で即効性のある学校給食、自衛隊、行政機関の食堂、連携して協力する社内食堂で国産品消費を促しつ
つ国内農業部門の強化と編成を実行していくべきではないでしょうか。最後に必ずコスト度外視で素材や調味料（味噌、醤油、塩、砂糖、油脂、酒など）の国産品使用100％を要望
致します。特に離島における生産物の消費喚起を政府は責任を持つべきです。

法人 法人 大阪府 その他 全般
昭和55年頃の日本の食生活は、米・野菜・果実などの多様な副食から構成され、栄養バランスの点で理想的と評価されていました。しかし、米の消費量は減り、畜産物や油脂の
消費量が増えた結果、肥満や生活習慣病が増加しています。食生活は、日本の農業のあり方と密接に結びついています。国産品が安全性やおいしさ、鮮度などの点で海外産に
比べて優れていると感じていますので安定かつ安全な供給体制の確立を要望します。

男性 30代 京都府 公務員 全般
日本人の食生活は、経済的な豊かさが増すとともに大きく変化した。昭和40年当時、日本の食料自給率は現在のイギリス並みの73％でした。当時と現在とを比べてみると、国内
で自給できる米を食べる量が減り、代わって飼料や原料を輸入に頼らざるを得ない畜産物（肉・卵）や油脂の消費が増えています。これは、国産飼料自給率の向上による畜産業
の自給率向上が重要です。耕作放棄地での飼料用作物の生産拡大を希望します。

男性
70代以
上

徳島県 その他 全般
高齢化、耕作放棄地の増大等を抱える中山間地域において、高齢者を積極的に活用するとともに民間事業者との連携による農業の構造改革を進めることにより、耕作放棄地の
再生、農産物・食品の高付加価値化等の革新的農業を実践し、輸出できる農業のモデルを構築する。コウノトリを育む農法など生物多様性を図る日本で稀有な存在でブランドを
確立しつつある兵庫県北部の但馬地域を国家戦略特区として農業の深化・進化を期待します。

男性 50代 愛知県 公務員 全般

国民が安全で安心して生活できるよう食料の安定供給を将来にわたって確保する必要がある。そのためには、従来の個別補償制度ではなく、耕作放棄地や不作付地の解消を図
り、生産性の向上を図るため、個人から組織による生産体制の移行を図るための支援に重点を置き、農業・農村の活性化を図り、我が国の食料自給率の向上を図ることが重要で
ある。
また、TPP交渉により安価な外国製品の増大が懸念されるが、輸入食料の安全性を確保するためのための取組の強化や我が国農産品の輸出促進に対して戦略的に取り組むこ
とも重要であり、港湾、空港における食糧ターミナルを整備し、品質の管理を行うとともに、効率的な輸出入手続きを確保することも重要である。

女性 50代 北海道 農業／水稲 全般

1 . 国が責任を持って、福島の農業者が安心して農業ができるようにして下さい。
2. 地域のくらしが成り立たないほどの競争を農業者にさせないで下さい。
3. 個人の意見より、組織の意見を重んじて下さい。農業はもともと、年齢、体力、土地条件、気候風土、経験、技術などの差があるものです。だからこそ助け合って生きてきたので
す。個人ができることは限度がありますが、組織はお金よりも理念が先行し、簡単に変化しないものですからきっと国の役に立っと考えます。

法人 法人 茨城県 不明 全般

１、土地改良施設の老朽化への対応→国土保全機能も鑑み、農家負担の軽減策を
２、高令化による耕作放棄地の増加→地域環境を保全するための、土地改良区の役割が大きくなっている。維持管理費の軽減策を
３、米価の安定を図り、農家所得の拡大を
４、農業の果たす役割を、広く伝えて欲しい。

男性 70代 茨城県
改良区理事長
（農業）

全般
日本の食の安全をどうするか、それは即ち命を守り、日本民族の活力と発展に繋がる基本である。その観点から農政が語られなければならないと考える。担い手といえども60歳
を過ぎている現状の中で特に稲作農業は規模拡大にともない、大区画化の必要性が生まれる。その再整備の資金とその後の管理に国の具体的な資金計画はどうなのか？土地
改良区の果たすべき役割についての指針について方向性を出してゆくべきと考えている。
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女性 60代 岡山県 主婦 全般
安全な食料を安定的に自国で供給すること＝農業は国の基本です。農業が就職する場として魅力あるものであるためにフランスの例なども参考に、補助金のあり方や就農システ
ム等総合的に考え直してほしい。

男性 40代 岡山県 不明 全般
農政の制度が複雑すぎます　問題は農業がもうからないことこの１点にあると思います　農政は所得補償のみをすればいいと思います　例えば　１俵○○○○円つけ足して買い
とるなど　シンプルに　全ての施策をやめれば、かなりの財源が充てられます　もうかるようになれば、他の施策はなくとも　全てが好転するように考えます→（担い手確保　放棄地
防止など）

男性 70代 岡山県 会社員 全般 農業経営の先に５年後くらい担い手又水田の守って行のにどうしたら良いか。考える所有ります。

男性 60代 愛知県 農業 全般 TPP反対

男性 70代 愛知県 農業 全般 地産地消の充実と農林水産物の輸入制限より輸出の拡大に農林省は特につとめる必要を考えていく事。

男性 70代 愛知県 農業 全般 全農家の安定的で健全な運営に資する施策を望む。

男性 60代 秋田県 農業 全般
政策の決定からその詳細が決定するまでに、非常に遅いと感じる。現場では、既に営農計画を策定する時期となっている。
生産現場では、詳細（例えば、米粉用米の取組詳細）がわからなければ、取り組む内容も決定できないため、困っている。
現場の意見は、しっかりと受け止め反映をして頂きたい。

法人 法人 北海道 一般事務職 全般 「食料・農業・農村基本計画」の策定にあったては、道内各市の意見を尊重して、策定していただきたい。

女性 70代 鹿児島県 自営業 全般

食料自給率や失業率悪化のニュースを耳にするたびに思うことがあります。
［貿易赤字が大きすぎず、失業率が深刻ではなく、国の借金も今の半分かもっと少なく、自然災害は有っても、生産状況が少なすぎることも多すぎることもなく、ずば抜けて良くは
ないが、全国的に大きな問題が少ない。そんな年か年代があったのだろうか？］有ったとすれば、その時のあらゆるバランスを参考に、各々の市町村が共生ではなく、今（お金を
かけずに）出来ることがないだろうかと考えます。

男性 70代 愛知県 農業 全般 TPPは農業関係の５品目は今まで通り守ってほしい。

男性 60代 富山県 会社員 全般
当地区の耕作農家は「65歳～80歳が6割、80歳以上が3割」でリタイヤ荒廃地目前の状況です。農村基本計画制度の理解を求めるのは厳しい現状ですが、まず多面的機能支払
い制度加入から取り組み、未加入の中山間地域直接支払制度加入も含めて理解を求めていきたい。

男性 60代 徳島県 農業 全般
　農政は大規模化と効率化にカジを切っていますが農村と農業の調和のとれた発展の為に小規模農家を切り捨てる政策は許されない。日本民族の命をつないできたのは五反百
姓ということをわすれないでください。

男性 30代 長野県 農業 全般
日本は、平坦地から山間部まで条件の異なる農地混在している。平坦部は規模拡大のメリットがあるものの、山間部では規模拡大のメリットは薄い。現在の農政は平坦地も山間
部も同じ視点で施策が行われているように思える。平坦地と山間部は進めむべき農業の姿が異なるのため、農政は、その点に配慮してほしい。

男性 60代 愛知県 その他 全般
土地改良事業の着手に当たっては、受益者である3条資格者の同意を必要としているが、受益者に費用負担が発生しない防災事業などにおいては、関係する土地改良区の総代
会の議決により事業同意を了することとしてはどうか。

法人 20代 東京都
食品製造・加
工

全般

TPP、食の安全保障  
各国の国益、仕組みはあろうと思いますが、日本の聖域関税は世界的に特異なところが残ります。優先順位とタイムテーブルを設定し、国際問題の摩擦として残しておくのではな
く、TPP協議の間に、関税を下げる方向性、補助金として対応するよう国内問題としての調整化する動きはしないのでしょうか。
全く何もしないのであれば、農産品などの産業力は決して強くならず、集約や効率的経営も進まない。非耕作地拡大が叫ばれて久しいのに、食に関する安全保障と将来の農林水
産のありかたのチャレンジや輸出産業化の方向性が聞こえてこない・・・？政府・官・関連大企業の怠慢であろうと思います。
改善しない？、ただただTPP反対と言うだけならば、農林水産省の存在の多くが、税金の無駄使いです。

法人 40代 神奈川県 その他 全般
30年以上の長期的な視野を持った基本計画策定を望む。人口減少社会到来にあって、今後も米の実需は減少し、輸入穀物の需要は変わらない。減反政策廃止は徹底すべきだ
が、水田稲作面積の現状維持は困難である。麦、大豆、とうもろこし、菜種等の増産を見据えるべき。生産誘導政策もあるが、これらの実需者に対して国産品の消費誘導政策を
行い、WTO対策を踏まえた環境政策として実効性のあるものとされたい。
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法人 40代 神奈川県 その他 全般
WTO体制が国土の基盤となる第一次産業と、農山村維持の制約となってはならない。生物多様性と地球温暖化防止、持続的循環型社会構築のため、農業分野では在来種子等
の知財権の保障体制構築、遺伝子組み換え種子の排除、有機農業等による化学製品およびエネルギーの低投入生産技術の普及が必要である。合わせて、高齢者が持ち、失わ
れつつある地域的な伝統知を活用する方策を積極的に行って欲しい。

女性 50代 奈良県 その他 全般
過去10年あまりの生協の活動の中で思うこと：海に囲まれた日本で、その食糧のあまりにも多くを世界から調達している現状、それをむしろ推進する政策が国で進められているこ
とが大きな疑問です。国土も資源も限られてますが、豊かな食料を生産しうる能力も工夫も日本の中にはあります。限られた字数では描けませんが、これまでかろうじてあった能
力も絶やすのではなくやる気が出る仕組み、やる気を育てる施策を本気で国は作ることを期待します。

男性 30代 愛知県 公務員 全般
食糧安全保障の観点から、国内自給率を向上させることは重要であるが、飼料用の穀物のほとんどは当面、海外に依存せざるを得ない。そのような中、世界的な獲得競争が激
化する穀物の安定的な確保には、物量を確保し一括輸送する体制を整えることが重要であるため、共同輸送の促進や輸送に必要なインフラ整備も必要であり、省を跨いだ政策を
促進して欲しい。

法人 法人 兵庫県 農業団体 全般

・家畜伝染病の見直し
　牛白血病の届出伝染病から法定伝染病への格上げ、及び家畜共済対応を行うこと。
・子牛価格安定対策事業の見直し
　肉用牛繁殖経営支援事業の制度化への変更を行うこと。
･畜産物ブランド強化・消費拡大推進
　「神戸ビーフ」等の海外輸出拡大に係る県内食肉センターの早急な整備を行うこと。
・機械設備等を導入する場合は、国内はJIS規格、外国製品は各国の基準を満たす事を要件とする取り決めを行うこと。基準を満たさないものは非関税障壁扱いとすること。

男性 60代 愛媛県 農業 全般

　今都市部で働きがいや生きがいを失いかけている若者が多くいると聞きます。
　これらの若者に生き生きと生活できる場として、次のような方法がとれないでしょうか。
・山の中や過疎の耕作放棄地と住居（空家）などを手当てし、
・農業普及員などが無農薬、有機農業を指導し、
・消費者への直接販売するなどの経営指導を行い、
・若者たちの古里作りを支援する
といった一貫性のある総合的な対策を取れないでしょうか。
　現在も就農対策など様々な個々の対策はありますが、今一歩踏み込んで若者の生きがい作りを目標とした新しい生活スタイル創造プランとでもいうものを国の政策の一つとして
できないでしょうか。

法人 法人 岡山県 港湾運送業 全般

　私共は、水島港(倉敷市)に於いて外国より輸入される小麦・とうもろこし等を取扱っております穀物埠頭及びサイロを運蛍する港湾運送事業者です。中・四国地方は全国でも有
数の鶏卵・ブロイラーの産地であり、また豚・牛の斎産の盛んな地域であります。このような地域の中、水島港は瀬戸内海の中心部に位置しており、内航船・トラック輸送の利便性
から瀬戸内近隣の飼料メーカーへの物流拠点としての役割を果たしております。
　近年、輸入穀物の取り巻く環境ほ中国や東南アジアの食生活の変化により、世界的に穀物原料の獲得競争が激しくなっており、輸入穀物の価絡高による飼料価格も高くなり畜
産農家は採算面で厳しさを増し、廃業する農家も出て来ており国民の食の安心・安定供給が危慎されます。
　そうした中で現在、物流コストの削減が望まれており、更に、現在日々大型化していく大型船による原料の大量輸送による安定した原料の確保および近隣諸国に対する「買い負
け」しない港湾物流の強化のため、国土交通省主導のもと、全国の港湾から国際バルク戦略港湾を選定し整備を進めて頂いております。
　国内の著書鶏・畜産業に取っても、大容量輸送による飼料原料の価格低下に繋がる事となり、採算面の向上による業務の維持拡大、および食の質や安全面において近隣誇国
のなかで最も優れているmade in japanの肉製品の国際競争カの確保や現在の日本において最も危惧されている国家の食の安全・安定の強化・補完にも繋がるものと考えており
ます。
　農林水産省に於いても是非とのご検討の上、国際バルク戦略港湾の推進に協力して頂きますよう、お願い申し上げます。

団体 団体 兵庫県 不明 全般
　食料・農業・農村基本法の４つの理念の中で、特に農業の持続的な発展・農村の振興について、中山間地域が主眼であるべきが、最今の政策は、地形地理的優位な地域に、対
外的な競争に主眼がおかれている。中山間地域に多数の農業経験者が存在し、国土の保全を担っている。全国一律の政策でなく地域の特異性がだしやすい政策が必要となって
いる。

男性 50代 愛知県 公務員 全般

　食料自給率の低い我が国において、国内農業をノウハウも含めて維持・拡大することは大変重要であり、農業の担い手及び農業に必要な環境を確保していくことは不可欠であ
る。
　これに加え、大豆や小麦等の海外依存率の高い穀物、飼料原料等の農業を支える物質の継続的な輸入については、海外農業投資の促進に加えて、海外からの原材料の調
達・輸送・加工・生産に係る役割分担を踏まえ、省庁が連携した一体的な対応について検討・取組を進めてほしい。

男性 50代 滋賀県 農業協同組合 全般

〇コーディネーター機能を担える人材が農村には少ないため、農村現場での地域資源を各種産業成長に繋げるには、６次産業化や連携をサポートできる機能を実現できる人材
を行政や農協に配置し、その支援に取り組む必要性があります。
〇創造プランにより農業イノベーションを巻き起こす為には、都市と農山漁村の交流を深め五感をもって体感していただけるシステム作りがより一層求められます。このことは「農
耕民族のDNA」を呼び覚ますことができ、そのためにも都市周辺農業・農村の役割は大きく、人口減少や高齢化が進む農山村部へのゲートウェイの役割を担う施策支援があれば
有効と感じます。（農山漁村ネットワーク）（私見）

法人 法人 兵庫県 農業団体 全般
・設定した目標自給率（50％）を絶対達成すること。
・農業者・農業団体、食品関連事業者、消費者、行政の役割を明確にするとともに、計画の毎年度の進捗状況や今後の改善策についても広く周知することで国民全体が確実な目
標達成に向けて共通認識を持った取組みをしていくこと。
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法人 法人 兵庫県 農業団体 全般

１，農業生産や農地保全・農村生活において、鳥獣被害は深刻な状況にある。このため、鹿・猪などの駆除を徹底する施策を要望する。
２，わが国の農地所有の実態などから、耕地や労働力を有効に活用して生産性を上げるためには、家族農業形態が最も適しているものと思われるので、家族農業経営が大事に
される施策を要望する。
３，「食料自給率５０％の達成を目指す」としていることに対して、各都道府県で地産地消に基づいた自給率目標を設定するなど、地域段階での取り組みに対する施策を要望す
る。
４，兼業農家や小規模農家が再生産可能とする施策としての戸別所得補償制度を見直すこと。
５，TPP交渉を見据えた食料自給率の目標設定と食糧確保対策の実施が必要。

法人 法人 兵庫県 農業団体 全般
農業生産および食料の流通において石油系の燃料が不可欠である現状を考えると、持続的な農業経営、食料の安定供給等には、石油エネルギーの確保および安価な供給が欠
かせない。
　しかしながら、新たな食料・農業・農村基本計画のポイントには、この点の言及がないように思われる。石油エネルギーの確保と安価な供給について、加えるべきではないか。

男性 不明 福島県 農業 全般
あらゆる農政は、地区単位、集落単位を今後は一切止めて、個人単位、１人１人の農業者単位の農政に一変すべきです。つまり、個人個人を応援し、個人個人をサポートする農
政の方針へすみやかに大転換すべきです。それがより現代的な農政の姿です。
今、より良い、より立派な農政の諸施策へ変えましょう。

男性 不明 福島県 農業 全般

農政を考える上で、「現場主義」に徹して頂くよう要望します。常に現場の人や農業に関わる人の姿や考えを聞かねばならないのです。それでこそ立派な農政が可能なのです。そ
して、農政を考える会議や会合等に、農業者を半分位参加させて、会議を進めて下さい。現代の農業者が何を考え、何を思っているか、何を欲しているかがよく判るようになりま
す。最後に現在生活を立てている農業者に、様々なアンケートを何度も出して、「現場の声」を調査して頂きたい。昔の考え方は現代では地方農村でもなくなりつつあります。都会
も農村もすべてが現代なのです。農業者も含め誰もが現代人です。昔の政策は現代及び現代人には合わないのでやめるべきです。

男性 不明 福島県 農業 全般
官尊民卑の廃止、解消、官尊民卑の前近代的な視点ではない、国民主体、農業者１人１人が主体の視点を持って、農政やその他の政策を考えるよう要望します。現代はすでに
現代です。いつまでも明治時代ではありません。だから官尊民卑の視点は全面的に止めるべきです。

女性 60代 富山県 農業 全般
農政がコロコロかわるたびにふりまわされるというのが現実です。
もっと、現場を見て、そして国民の意見をしっかり聞いて政策をとらえ、実行しほしいと思います。

男性 50代 福岡県 会社員
食料自給率・自給
力、食料安全保障

新聞報道等では農業に関して改革の記事が掲載されているが、民間会社の社長など他産業からの意見であり、内容の信憑性について疑義がある。どこかに我田引水の意識が
無いか。所管する農水省が今回の基本計画の議論でしっかり専門的立場から議論すべき。
特に、国民に日本の農産物をしっかり供給することが農業の役割であり、自給自足（自給率）は、過半数（50％）以下になってはならないと思う。
中長期にそれを達成するための施策を専門省庁が確立すべき。農水省がしっかりすべき。農業の政策は中長期の目線が必要であり、5年ごとに大きく変えることは好ましくない。
前回の基本計画にあるとおり、自給率目標はその値を下げるべきではない。議論や計画は、事務局責任によって継続性を担保すべき。

男性 50代 佐賀県 食品卸売業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

世界的に異常気象となっている現在、安定的に食料を供給できるか今後大きな問題になってくると思われる。その中で日本として早急に自給率の向上に対策を打つ必要があるの
ではないか。

男性 70代 群馬県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

I 　自給率と自給力への考察
○　自給率基準のカロリー換算評価矛盾点とは
　　　理由：輸入資材原価の生産変動費依存大
○　自給力の算出基準比較対照難点
　　　理由：供給カを量と金額換算格差大

男性 70代 徳島県 無職
食料自給率・自給
力、食料安全保障

退職者にとってカロリー自給率では分かりづらい。金額ベースで国産品にどの程度消費者は金をさいているかが問題である。貧困になるほど安いものを良いものより買わざるを
得ないのです。（モニターでもこんなこと論じてはいかがですか。モニターの意見です（現在））

男性 40代 兵庫県 その他
食料自給率・自給
力、食料安全保障

民間で唯一採卵鶏の育種改良を行う法人の営業所長を務めています。食料自給率向上や食料安全保障の観点から「純国産種の意義」について広く国民の皆様に知っていただ
きたいと常に思っています。家畜改良センター様や弊社の取り組み等を通じ、純国産種の存在を知っていただき『種の重要性』を理解してもらえるような機会があればと願っていま
す。

男性 70代 長崎県 エッセイスト
食料自給率・自給
力、食料安全保障

ＴＰＰという日本農業の危機の状況下、成否次第では壊滅のみちをたどることにも。日本古来の食生活、換言すれば日本を支えた命脈、瑞穂の国を守ってきた米をはじめ地方に
は第１次産業で自給率をアップが不可欠。工業立国より優先すべきです。

法人 法人 鹿児島県 その他事業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

食料自給率、自給力、食料安全保障について、国民の中に危機意識が軽薄すぎるのではないか。日本の食品安全基準が世界のスタンダードになっていく為の動きを国策として
進めるべきと考える。安全な食料自給なくして、本当の独立国ではないと、国民が考える教育の推進をのぞむ。
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男性 40代 北海道 その他
食料自給率・自給
力、食料安全保障

H22年策定の食料・農業・農村基本計画にて食料自給率の目標を50％と設定しているが、それに対する実効的な強化策が見えない。今後、先進途上国の人口増加、経済の高度
化から食料争奪戦が懸念される。今後の見通しと今の日本の食料自給率を鑑みた時、どうすべきかという国民的議論が必要だと思う。お金を出せばいつでも自由に食料を輸入で
きるという思想は非常に危険。家族（自国民）を飢えさせて他人（他国民）に食べさせる人（国家）はいるのだろうか？この食糧危機を真剣に国民間で議論して欲しい。

女性 40代 兵庫県 その他
食料自給率・自給
力、食料安全保障

学校やテレビ等で日本の食料自給率の低さを学んだのか、小学6年の娘は日本の食料自給率を上げるため、お金を貯めて大人になったら農地を購入する。と言っています。その
ころどれだけ農地があるのだろうと私は思ってしまいます。

男性 70代 兵庫県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

今迄は食料＝米。健康に、維持するには毎日30品目の食べ物を穫ると良い。
農家は安易な米生産にはたずさわるが技術や資材労力の要る野菜や果物（果菜含む）にはなかなか及んでいない。全ての欲望の原点ー食にある。(それにしては生産者の努力
が低い？）多様穀類を生産する。
調理の努力、電気屋さんの努力に比べ農家の品質向上努力が劣っている？
農家のレベルUP　知識、技術、（素材の改善）
食料の変革＝米、麦、芋　健康から考えた認識
先進国＝（自給率高い）農産物の輸出国
国が栄える＝農家が活き活きとする。自然が保たれる。医療費を減らす
・補助金が多すぎる、技術をフルに出し、知恵を出して取り組んでる農家に陽を当てる。
・農地管理費として補助金を出す。大面積（荒地を無くす）
（案）
･外国では徴兵制度がある。日本では就農制度を設けては、例えば2年農業　体験を義務づければ、この間に農業、自然について学ばせる（全国民）
･有害鳥獣害の減少、害を及ぼさない数の維持（駆除）

男性 60代 愛媛県 農林業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

　日本で自給・自足出来る分については自立し、不足の食料や果物や日本で生産出来ない物については輸入する方法はどうか？

男性 90代 高知県
高校教師退職後小
百姓1.5反（米のみ）

食料自給率・自給
力、食料安全保障

　古い乗用トラクターで耕やし、それから後はすべてライスセンターにやってもらっていますが、米の値段が安いので、米を全部賣ってもライスセンターへの支拂いには足りませ
ん。
　農機具の修繕や害虫防止や田役費等は別に必要です。ＴＰＰで更に米價が下がることのないよう希望します。米価を上げるよう切望します。

男性 70代 愛知県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

TPPによる自給率の低下、食の安全性低下を防止する。

男性 50代 愛知県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

２０５０年の食糧危機に対する準備は？中山間部の農村の高齢化に対する今後の対策は

男性 不明 愛知県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

新事業者　かく地域に参入させ農業事業（特区）の用な物を作り農業生産のかくだいをはかり食料自給率を上げる

男性 60代 愛知県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

食料自給率は、カロリー計算で４５％以下。海外に依存しているのは、食料戦争に対応できない。

男性 60代 秋田県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

米粉用米を取り組んだ場合、交付金が収量に応じて５.５万円から１０.５万円になるが、標準単収値は市町村等の当該地域に応じた基準となる。
私の地区は、市の配分より農業共済の引受単収が６０kgも収量が低く、実単収も農業共済の引受単収となる。
このような場合、主食用米品種で米粉用米を取り組むと当然収量が上がらず、交付単価の基準額８万円には届かず減額されるのは目に見えている。
標準単収値の設定に当たり、農業共済の引受単収を使わせてほしい。市の標準単収値はあくまでも平均値であって、不利地域の実単収に合っておらず、生産者が努力しても報
われない。どうにかならないものか？

男性 60代 秋田県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

生産調整部分の対応として米粉用米を取り組み、交付金も基準の８万円を受けるため多収品種（秋田６３号）を作付けした場合、今契約している需要者からは良い返事が得られ
そうにない。
また、多収品種（秋田６３号）の種子は無いという事も聞いている。
生産現場では、３月末まで平成２６年産の営農計画書を提出しなければならないが、このような状態では、計画を立てられず大変苦慮している。

男性 60代 秋田県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

米粉用米の数量払いによる助成は、農産物検査機関の数量検査を受けるとあるが、説明では品質も検査内容に含まれると聞いている。
これまでも、米粉用米を取組し、需要者に渡してきたが品質クレームは一切なかった。こうしたことから、検査は何をどう検査するのか非常に疑問である。
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男性 60代 北海道 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

政府は、農産物の自給率50％目標とすることをかかげながら、TPPなどと言う国民に内容を明らかに示さなで、１部大企業の言うなりになっている。農業を守ると言いながら、産業
競争力会議、規制改革会議のメンバーに農業の現場を知らない者が、「農協と法人が対等に競争し合うべきだ。」と批判したり、農業つぶしを後押しする言動は我慢ならない。世
界的に食糧不足が言われている現在、せめて自国で食糧をまかなうのが、環境にも国民全体にも将来共生き伸びる道と信じたい。

団体 団体 滋賀県 地方公共団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食料自給率の考えかたについて
　畜産における飼料、耕種作物における肥料、ハウス園芸における燃料費など、輸入に頼る部分をより詳しく計算に入れることで実感としての食料自給率になると考えます。
　また、その生産工程が、可能性として１００％国内で賄えない場合、「食料自給率」という単語の意味付け・意義付けを検証する必要があると考えます。

法人 法人 滋賀県 農業協同組合
食料自給率・自給
力、食料安全保障

　平成26年産からの農業・農村政策が決定し、生産者の今後の農業に対する声は、不安を隠しきれない様相です。特に生産調整（需給調整）の5年先に向けた、生産者独自の生
産に移るといった不安感が先行している感があります。先日、地域センター様から、農業政策とりわけ「経営所得安定対策」の概要と、管内農地集積にかかる「農地中間管理機
構」事業協力の内容でお越しになりました。
　今年度からの政策改正によって、根本的な農業基盤が大きく改善されるとした見方は、長期的な不安感も乗じて、困難な部分もあるかと判断します。また、その席上でも申し上
げたのですが、その諸問題の根本的な要因として、日本の主食「米」の消費が減少していることが起因していることは事実でありながら、生産面での規制・制約に視点が向きすぎ
ている点を申し上げさせていただきました。
　極端に表現すれば「米を食する法律」といった、主食を守る政策等の考え方もあり得るのではないかといった意見です。米の消費を、国を挙げて行うことで、食、文化、環境、経
済、福祉に繋がることを、広くアピールする必要があるのではないでしょうか。
　もう一点、国内の地域性を考慮した政策の在り方を申し上げました。水田農業の規模はもちろん、再生産価格の異なる地域が存在するにも関わらず、制度一本化の政策（中間
管理機構集積率に応じた交負単価の設定差は別として）は、管内住宅混住化の進む我が管内としては、やや課題として挙げられると感じております。
　いずれにしても、農地並びに農業者の維持、生産力の拡大を目指し、地域の要望に応えられるよう、あらゆる選択肢を考慮しながら、事業に取り組みたいと考えております。

男性 30代 大阪府 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

　農業従事者の確保のため外国人研修生を取り入れていますが、この研修生達を循環させる方法を考えています。双方にメリットのある関係を構築するために帰国後の研修生
の母国での農業生産で協力しあう関係をつくりたい。技術を輸出し、その技術を学ばせるための人材を輸入するしくみ。そのベース作りになるため視察～現地生産にとりくむ体勢
までの助成がほしい。
このスペースでは書ききれないのでビジョンを直接聞いてほしい。

男性 50代 大分県 公務員
食料自給率・自給
力、食料安全保障

米は日本の主食であり、食糧の安全保障を確保するのは、国の務めだと考えます。食糧が不足した時代は、農家は拠出制度で不良米、芋がゆ等で、国民も日の丸弁当で飢えを
しのぎ、生き抜いてきたことは、既知のとおりです。米過剰の時代にあっても、世界的にみれば不足している地域もあり、日本、輸出国にあっても不足する事態があることは、想定
外のことではないと思います。米の需給調整、備蓄、また、現金ではなく、米の人道援助等を行っていくことは国の重要な役割と考えます。

男性 70代 大分県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

一端世の中に異変があれば、食料も海の向こうにたよる事は出来ない。食料の安全保障はどこにもない。フランス農博がかって「日本ほど農業の適地はない・・」それは水が豊か
にあるからだ。ヨーロッパの先進諸国も米国もどこも自給率１００％以上。我が国の為政者が自給率向上について、ひと事もふれる者がないのはなぜか？私の七不思議である。

男性 70代 長崎県 無職
食料自給率・自給
力、食料安全保障

食料自給率に注目しています。これを都道府県別に見ますと、東京都などの大都市の２％台から東北の１００％近い県など千差万別です。ところで、わが長崎県は全国の平均値
３９％なのです。もっとアップさせる努力が必要ですね。

女性 50代 愛知県 主婦
食料自給率・自給
力、食料安全保障

世界全体で考えれば、近い将来、食料が不足することは明らかです。お金にまかせて他国に依存する体制、食料を奪い合う体制では、不安は募るばかりです。私たち国民は、食
料を自給できる、すなわち確保できる安心感の土台があってはじめて、国家を信頼できます。自給率を上げ、食料生産のモデルをつくることこそ、先進国の役割です。庄内の地域
資源循環モデルなど、先進事例も出てきています。農地を保全し、畜産を守り、危機管理に徹してください。

法人 法人 滋賀県 その他
食料自給率・自給
力、食料安全保障

現行の基本計画では、まえがきにおいて
  世界最大の食料純輸入国である我が国は、「経済力さえあれば 自由に食料が輸入できる」という考え方から脱し切れていない。
という記述があるが、現在の経済界トップの発言などをみると未だにその考え方が強いと感じられる。
 国を挙げて食料自給率・自給力の向上、食料安全保障について、強く意識する必要があるが、これまでの食料自給率目標の設定は、実現可能性が低いため、より実態を踏まえ
た具体的取り組みの例示に合わせた数値を設定し、確実にその実現を図るべきである。

男性 70代 大分県 農業
食料自給率・自給
力、食料安全保障

食料の自給率は、本来１００％が望ましいが、日本は平和ぼけして食料の安全保障の考えが０に等しい。ある程度の価格保障は必要で、地産地消を徹底し、無い物を他地区より
補充し合うとか。
日本の農地はほとんどが中山間農地で、大規模農業は不可能であり、益々農地は荒れてしまう。企業にまかせると効率の悪い中山間地はほったらかしとなる。

男性 80代 広島県 無職
食料自給率・自給
力、食料安全保障

　今TPPで問題がでているが本日の話を聞いて食品ロスが多いのに問題がある。これを気を付ければ多少共良くなるのではないか。

男性 40代 愛知県 公務員
食料自給率・自給
力、食料安全保障

　我が国の食料安全保障を考える上で、新興国の食料需要増加による飼料穀物の高騰が懸念されているところである。しかしながら、その対策は割高な国内飼料穀物の増産な
のだろうか。まずは、飼料穀物の安定的確保が検討されるべきであり、そのためには、海上輸送費の低廉化のための一括大量輸送への対応や、荷主企業の連携による輸入効率
化の促進など、関係省庁が垣根を越えて検討されてもよいと考える。
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団体 団体 青森県 地方公共団体
食料自給率・自給
力、食料安全保障

　飼料用米について、単收に応じた単価での面積払いに変更したが、多収性専用品種も不足している中で、国がことある毎に飼料用米の潜在需要量が450万トンあると、アピール
しているが、地域の中でも、条件の有利・不利が当然存在する中で、地域の平均単收を基準にすることは、意欲的に飼料米に取り組んでいる農業者でも交付金が前年度から減
少となる農業者もあり、農業者が不公平感を抱くことも理解できる。前年度までの８万円の単価を最低ラインにした制度設計が、農業者には、受け入れやすかったのでは。

女性 不明 長崎県 団体代表
食料自給率・自給
力、食料安全保障

強い農業にするための生産コスト軽減等の技術開発や研究をしっかりと進め、国民、消費者にも、分かりやすく知らせてほしい。

女性 20代 奈良県 会社員
食の安全、消費者
の信頼確保

原料原産地の表示を飲食店のメニュー表示の中にも明記したほうがうより信頼・安心て料理を選ぶことができると思う。

男性 40代 兵庫県 水産業
食の安全、消費者
の信頼確保

新たな基本計画には漁業・水産業における具体的な計画を入れて頂きたいです。漁業における問題点も燃油高騰、価格安、後継者問題など農業の方とよく似ております。ただ
し、農業と違い（養殖業以外は）自然の魚を我が物のように漁獲し、資源の枯渇と価格安によって経営が苦しいのは自業自得とも思います。資源管理や価格安定の為の努力をさ
れている漁業者も増えてきています。そのような漁業者を応援して頂けるような基本計画をお願い致します。

女性 60代 佐賀県 主婦
食の安全、消費者
の信頼確保

道の駅、海の駅などがありますが、個人で朝採り野菜が安価で出されておりますが、残留農薬がどの程度なのかが心配されます。

女性 70代 佐賀県 主婦
食の安全、消費者
の信頼確保

・食の安全というのはお菓子、デトルト等沢山の色素が使われているのにおどろいています。その色素を幼い子供が食べ続けたら何年かたって「ガン」にかかるだろうと思うと心配
です。植物の色素を是非普及してほしい。
・食育は郷土料理をもっと普及して米粉料理や野菜の持味を広めてほしい。

女性 70代 佐賀県 主婦
食の安全、消費者
の信頼確保

食の安全という意味で現在は、アジアの国（中国→農薬）などから輸入されているが、現物が日本に来てカコウされると、日本の生産となるとか。おそろしい。私達の時代は良いと
して、孫、子の時、こわい。毎日３食頂いているが、安心して食べたいものである。食改会員の一人として、もっと米粉の料理方法をﾚｼﾋﾟを現場で取り入れたい。

女性 50代 宮崎県
地域コーディ
ネーター

食の安全、消費者
の信頼確保

熱心な若手農家が生産履歴を管理しやすいＩＴを導入したり、グローバルＧＡPを取得したりするための助成をすすめていってほしい。特にＧＡＰ取得のための試験費用やコーディ
ネータ料などを軽減できたらと思います。

女性 70代 熊本県 不明
食の安全、消費者
の信頼確保

食品の添加物・食の偽装問題・商品量目の適正化・食品輸入国の偽装表示等々、消費者団体として多くの不安を持っている。食の安全安心は、生産者の意識・企業の意識の向
上と国の監視が重要であり、国民も健康づくりは食卓からと、関心を持って活動していく必要性を強く感じる。

女性 80代 大分県 消費者団体
食の安全、消費者
の信頼確保

生産地の偽装表示があれば生産者にとってもイメージが悪くなる。消費者の信頼を裏切ることのないよう、自然農法を基本に生産～流通～消費のバランスが崩れることのないよ
う、安全性をゆるがすことのないよう、食品ロスの問題は今後大きな問題となってくる。農地を精一杯生かして農作物の生産確保から６次産業までの部門で誇れる農作物～６次産
業へのプロジェクト化を進めてほしい。

女性 60代 岡山県 不明
食の安全、消費者
の信頼確保

食の安全について
無農薬米とか野菜とか表示されていますが、絶対にありえません。あくまでもそれに近いものは販売されているのでしょうが、「○無」（注：まるの中に無）というものを種の時、苗の
時から薬づけで作られるのです。お国の役員さんは、年間を通じて、農業をされてみてください。よくわかりますから。

男性
70代以
上

岡山県 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

過年発生の●●●（注；原文には個社名記載）の食肉偽装に代表される食品の偽装表示が、今なおテレビや新聞で報道される事は誠に嘆かわしい問題である。私たち消費者が
その食品の安全、安心を確認できる唯一の拠り所は、その食品に貼られた、あるいは印刷されたラベルなどの表示内容である。多くの食品メーカーが適切な表示をしている中、一
部の業者において不適切な表示や判りにくい表示がなされている事は残念である。少しでもこれらの問題が是正されることを強く望みたい。

男性 50代 千葉県 情報関連
食の安全、消費者
の信頼確保

酪農地で、疫病が流行するのを防ぐため、外部からの人の出入りを規制していますが、国籍を問わず、罰則規定を科すべきでしょう。立て看板で、罰金を科すなどと農業者の方が
書かれていますが、あれでは、外国籍の観光者を中心に簡単に入られてしまいます。強制できる法整備が必要と思います。

男性 50代 北海道 流通業
食の安全、消費者
の信頼確保

私は、札幌市場に開市日にはかならず市場に出入りをしています。納品業者などの仲間もいますが、東北震災の影響で未だに、札幌市の公共機関では福島県だけでなく北関
東、山形県までの青果物の納入ができない所があります、国が安全だと言っているのに、民間ではなく公共機関がこのような取り扱いをするのに納得ができません、頑張って再起
をかけている生産者の方にも影響がでます
国からの通達を強く行えれないでしょうか。

男性 60代 三重県 その他
食の安全、消費者
の信頼確保

●●●（注；原文には個社名記載）などのような品の安全・安心は、他の「誰か」に任せられませんから、商品の品質などに、●●●（注；原文には個社名記載）が100%責任を持ち
ますとテレビCMで四六時中放送しています。しかし、産地偽装米（●●●●（注；原文には個社名記載））のような社会問題が発生した。今後、CSR、BPO的な責任と農水省のト
レーサビリティ能力や行政がなめられないように強い食の安全と安心の信頼回復に全力を挙げて頂きたい。
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男性 50代 三重県 農業
食の安全、消費者
の信頼確保

農水省や消費者庁は、大腸菌が発見された韓国など衛生意識の低い国の食品の徹底排除、遺伝子組み換え食品や表示偽装、国産品と言いながら外国産という産地偽装につい
ては徹底的に取り締まりをおこなって頂きたい。原材料だけでなく国産100％や国産使用（率の表示なし）という宣伝や表示についても厳しく行政としての職務遂行を強く要望しま
す。安全と安心の積み重ねが日本産農水産物の輸出拡大の基礎となります。

男性 60代 愛知県 農業
食の安全、消費者
の信頼確保

我々農家は、日々安心安全な作物作りに努力しておりますが、消費者の方々も、多少の虫の食害について、それこそが安全でありますのでその点を気にかけていただきたい。

男性 70代 愛知県 農業
食の安全、消費者
の信頼確保

消費者の信頼こそ農業の発展となす

女性 30代 岡山県 主婦
食の安全、消費者
の信頼確保

産地等の偽装が目立っているので、表示を見て買っても信用できません。
育ち盛りの子供に安心できる物を食べさせたいです。

男性 30代 京都府 会社員 食育、食文化
ヒトにおいて、各年齢、生理状態（疾患や性別）で最も適した栄養は、最先端の研究でも不明な点が多い。この研究を詳細に取り組むことは、人類の健康維持・増進に必須であ
る。そのためには、様々な動物種での知見が有用なことがある。中でも畜産動物を用いた研究は、産業動物の生産性向上に貢献するだけでなく、ヒトにおける栄養学の基盤として
重要であったし、これからも同様である。

法人 法人 兵庫県
底引網漁業・
水産加工業

食育、食文化

食育、食文化について、2000年代に入り、我々昭和40年代以降の世代が親となり子育てに勤しんでいる中で、食という物に対して我が子に美味しさだけでなく、楽しさ、面白さをど
う教え、伝えられているか？毎日の食事を楽しく過ごせているか？
また、自分が親から受け継いだ正しい食の知識や常識を正しく子供に教え、伝えラレ手いるか？
これは国民の1割もできていないように思います
自由化、便利さ、個人主義、核家族・・・と様々な世の中の理由のせいにせず一人一人が考えていかなければいけない問題です。どうか食の楽しさ、素晴らしさをうまく世に伝える
ツールを考案してください。

女性 70代 佐賀県 主婦 食育、食文化
昔からの和食の普及を大いにしたいのですが、若い人の和食離れが進みすぎ、もっともひどいのがコーヒーとハンバーガーの朝食をすすめるＣＭが多すぎると思う。郷土料理を
研究し、本来の日本の国土に合ったものを利用し食べさせてあげたい。うす味の野菜ﾀｯﾌﾟﾘを朝、口にすることを教え、味覚を正常に戻すように指導を宜しくおねがいします。

男性 50代 新潟県
食品製造・加
工

食育、食文化
日本食がユネスコ文化遺産に登録され、一汁三菜、郷土料理等我々日本人が受け継で来たはずの食文化、今は如何なっているのかを考え正すべきではないか？。本家の我々
日本人が日本の食文化を知り、後世に伝え引き継いでいくことが我々日本人に課せられた使命、どのように教育し伝え残していくか。

男性 20代 滋賀県 農業 食育、食文化
国民の農業に対する関心や理解が低すぎると感じる。もっと積極的な食育を学校などでおこない、子供のみならずその親などの大人にも「再食育」をするべきだ。TVやインター
ネット等のマスメディアでしっかりと認知させよう。

男性 50代 京都府
食品製造・加
工

食育、食文化
世界中に宇治茶を販売しておりますが、味覚に対して繊細な味を日本人以上に判別できる国民がおりません。しかし、今やそれは昔の事になりつつあります。伝統的農産加工物
の摂取量が少なくなって、日本食の引き算の料理文化によって引き出され賞味されてていた、物の味を体験できていないからだと思います。

男性 40代 愛知県 農業 食育、食文化 和食が世界文化遺産になったのだから学校給食も和食に統一すべきではないが、和食にできないとしても、パンをやめ、ご飯にするべきだと思う。

男性 70代 岡山県 農業 食育、食文化 　将来前途ある子供達に日本食の素晴しさを教育する事が大切である。

女性 70代以上香川県 主婦 食育、食文化
4月18日四国新聞記事。香川県三豊市の●●高生（注；原文には高校名記載）が、昨年地域特産の三豊ナスでナスジャムを商品化した。今年はナスジャムを使ったスイーツの開
発に乗り出し、協力店や企業を募集中の内容。この取り組みに習って農地、耕作放棄地を利用し部活動等で、優れた指導者と学生の若い発想で各地域で競争開発して競うのは
如何か。時々、園児、小学、中学生も農作業に参加し交流しながら食育する

男性 50代 京都府
食品製造・加
工

地産地消、６次産
業化

FTAが導入されて、我が国の小規模生産家を自立させるために6次産業化は大きな選択肢ですが、それを進めようとする行政は、花火を揚げるだけと捉えられていると思います。
先般も行政関係の紹介で、農産物協議会の70代男性お二人が、六次産業化に付いて話を聞きに弊社へお越しになりました。生産家にとって行政の指導に下色々とパンフレットを
作ったり努力をなさっているのですが、行政と同じく花火を打ち上げておられるだけで、牛の涎の如く湧き上がる施策を実行できないでおられます。
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男性 60代 高知県 年金者
地産地消、６次産
業化

当地安芸市ではハウスの茄子が主力ですが、ハウスに資金がいるせいか６次化は市場や一部の中央農協でしか進んでいません。個人の農家でも何人かで取りくめるようなご指
導をお願したいと思う。おもに資金面で実行できない農家が多いです。

男性 60代 佐賀県 不明
地産地消、６次産
業化

餅加工をしてます。又、こういう講習会をして下さい。

男性 60代 鹿児島 その他
地産地消、６次産
業化

私の住んでいる鹿児島県は、養豚、養鶏が盛んな県ですが、最近ここ2～3年スーパーには鹿児島県産の豚肉、鶏肉が少なく、国内産と書かれたのが多くなっています。
鹿児島県でも、もっともっと地産地消を啓蒙してください。

女性 70代 山口県

土地改良事業団
体連合会
やまぐちミドリ
ネット女性の会

地産地消、６次産
業化

１．担い手として女性の位置づけ、経営の担い手として位置づける。
　　生産法人の中の女性の位置づけを明確にすること。
２．土地改良事業団体連合会の理事として女性を加えること。
３．地産地消　６次産業化に取り組む女性達の活動費の支援を一層支援することの明記
４．集落の環境整備（住みやすい）を推進してほしい。

男性 70代 岡山県 自営農業
地産地消、６次産
業化

　稲、麦、玉葱栽培農家の場合６次産業化えの最良のステップにはどんなものがありますか。

法人 法人 広島県 飲食・加工業
地産地消、６次産
業化

　一社で六次産業へとの発展が望ましいですが　生産　加工それぞれが現状で精一杯　手を繋ぎ合う事も理想ではありますがとても難しい問題が多々あります。弊社は飲食業の
傍ら特産加工品作りに試行錯誤１０年にしてようやく●●●（注：原文には商品名を記載）というヒット商品を生み出すに至りましたが　開発にかかる経費は多大なもので苦しいか
らと始めた特産品作りも大手に認められるようになるまでには現実的に更に著しく追い詰められてゆき　何時かは地域を支える産業に発展させたいと夢見ては居りますが・・・特産
品の加工業にもせめて開発試作等に対する御支援お願いできればと思います。

不明 不明 山口県 農業
地産地消、６次産
業化

●●●（注：原文には個社名を記載）はみそ、豆腐、料理等つくっておりますが、その材料の米、大豆は農業法人●●●●（注：原文には個社名を記載）で作付しております。髙令
化し、機械化し省力化してまいりたいが予算が確保できず因っています。

男性 60代 愛知県 農業
地産地消、６次産
業化

高年齢農業者で作物を作り、その場で加工できるような施設の補助を大きくし夢のある農家をつくってほしい

男性 60代 愛知県 農業／果樹
地産地消、６次産
業化

安全で安信のできる作物をアピールできる場所をもっと多く

男性 60代 愛知県 飲食業、農業
地産地消、６次産
業化

現在飲食店を経営し稲作ハーブ野菜等を生産し店舗にて加工、販売をしております。パンの製造もしております。今後は小麦の生産し二毛作に取り組みたいと思います。良い制
度がありましたらご指導をお願いします。

男性 40代 兵庫県
食品製造・加
工

地産地消、６次産
業化

生産者団体などは種々の補助を受けやすいが、一企業では受けられない補助が多すぎる。農産物を実際にビジネスにしているのは企業が主であると思われるので、方向転換を
検討してほしい。

団体 団体 鹿児島県 地方公共団体
地産地消、６次産
業化

　地域農業を取り巻く状況は、厳しく、農産物の価格低迷に加え、燃油高騰等による=ストの増加により、農業所得が伸び悩んでいます。産地としてもIPM(総合的病筈虫・雑草管
理)に積極的に取り組みながら、生産資材の効率的利用を図ってまいりますが、国においても燃油商勝対策や低コスト対策に向けた技術開発にご尽力いただきたい。

女性 70代 富山県 農業
地産地消、６次産
業化

これまで視察に行った所は、ＪＡのバックアップがしっかりしていたように思いました。

男性 30代 北海道 農業 農業経営、担い手
農家戸数の減少で、一戸当たり耕作面積が拡大し続けて、各種作業が間に合わなくなって来ている。そこで、地域に作業受託組合作りを推進する金銭と法的支援を要望する。機
械償却コスト低減と繁忙期の分散を狙う。地域の半分くらいをこなせる組合を目指し、農地と労働力人口の維持を図る。

男性 70代 兵庫県 不明 農業経営、担い手
高齢化が進み、若者の農業離れの為、大型農家に耕作を依頼するようになり、大型農家は作りよい面積の広い良い所を耕作するため、営農を立ち上げたくても、小さい田や畦の
大きい所になり、採算が取れない。国や県が中心となり、高齢者を使って営農をすればよいよ思う。

男性 70代 群馬県 農業 農業経営、担い手

Ⅱ　持続可能な農業経営への提言
○　持続可能を前提条件の農業経営とは
　　理由：資本生産性と労働生産性向上は不可能であり、土地生産性(生態循環型)経営可能、それは、農業の基本となる有機生命生産であって工業的無機生産と全〈異なる産業
である。
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男性 70代 群馬県 農業 農業経営、担い手

Ⅲ　将来に期待可能な担い手育成策
○　若者に魅力と誇り在る産業化とは
　　対策：やりがい、いきがいがもてるとと
　　　　　　それには、安定収入補償の保証確立化である過去の農政は、不信感的な「猶の目隠し策」といえる。

男性 60代 滋賀県
水稲農業協業
組織

農業経営、担い手
現推進の「人・農地プラン」について　営農組合を組織していますが、個人農業者への助成金など有利な事がありますが、組合組織のメリットは少ない。又、営農又は協業体組織
の施設（コンバインやトラクター）などへも補助金体制確立をも考えてほしい。地域小規模組織は中途半端なのか今後の不安があります。

男性 50代 愛知県
農業、農作業
受託作業者

農業経営、担い手 中小規模農家の自然環境災害等による経営悪化に対する農協及制度資金の借入れ等の緊急処置等を検討して欲しい

法人 法人 富山県 農業 農業経営、担い手
　経営所得安定対策について、任意の営農組織も法人でも同じ率の交付金ですが、法人の場合、法人税、所得税として国に還元しています。任意と法人との差がなければ、任意
はメリットなく法人にしません。差を設けるべきで、別枠か予算内かどちらかで。

女性 40代 京都府 農業 農業経営、担い手
有機農業をしていますが、最近若者がしたいと始めますが技術が未熟な為、生産能力も上がらず取り引き出来るような良品もまだ少ないです。若手を育てたいのですが、こちらも
経済的余裕が無い為、研修生を断ることも良くあります。若手を育てる援助をもっとして欲しいです

男性 60代 熊本県 農業 農業経営、担い手
農業経営は（H14）以降は大変である。所得補償の半額、26年産の米価の不安、消費者の米ばなれ、高齢化による耕作放棄地であり、後継者に農業をやれとは言えない。自身の
天草地域では中山間地で他地区とは比較できない。今のままでは日本の農業は消滅し、明日の未来はないと思う。

男性 70代 岡山県 農業 農業経営、担い手

農業の後継者・担い手が不足して、耕作放棄地が増え続けている。若者にとって農業が収益面で魅力がなくなっているから新規就農者は極端に少なく、このままでは衰退が続く。
国家プロジェクトとして徴兵制に代わる徴農制を創設し、国民全体が国土を守る農業の重要性を認識してもらう制度つくる。若者は学校を卒業したら一定期間必ず農業に従事（３
～５年）しなければならない。
その間に農業の魅力・重要性を教育し、新規就農者の増大を促進する仕掛けづくりを提案します。

男性 30代 北海道 農業 農業経営、担い手
近隣農家が辞めるタイミングがわからず、残った担い手が設備投資するタイミングに迷っている。人農地プランが補助金もらうための手段としか機能していない。農地を引き受け
た農家への手厚い支援を要望する。

不明 不明 滋賀県 農業 農業経営、担い手 機械購入時の補助金が全く購入条件の枠に入らず（麦１２０反以上）等補助金申請を全て受け取ってもらえない。弱い者いじめはやめてほしい。農地は守っていきたい。

男性 60代 滋賀県 農業 農業経営、担い手
2月5日に農事組合法人●●●（注：原文には個社名を記載）（構成員25名）を有志で立ち上げ、人・農地プランに位置づけされ、地域集積協力金（26年度対応）や経営転換協力金
（25年度対応）の申請に取り組んでいますが、農地中間管理機構の組織化が不明瞭な状態で、各種の申請にてこづっています。法的に経過措置を講ずることにより、農家の先行
き不透明感を払拭いただくよう要請します。

男性 不明 兵庫県 公務員 農業経営、担い手
共済制度（農作物）の強制加入について、農家の不満は非常に大きいものがあります。農家の意思や形態、地域の被害等に関わらず面積要件だけで、一律加入させる制度が農
業の経営安定に資するとは思えません。強制加入見直しの議論を行っていただきたい。

法人 法人 奈良県 土地改良区 農業経営、担い手
土地改良区の運営は賦課金で成り立っております。今後予想される担い手不足の増加それに伴い耕作放棄地の増又、農業収入の低収入等により未収賦課金の増加が考えられ
ますので抜本的な施策を要望します。

男性 60代 愛知県 農業 農業経営、担い手 農業補助の対策の充実

男性 60代 愛知県
JA営農セン
ターパート

農業経営、担い手 担い手の育成

男性 70代 愛知県 農業 農業経営、担い手 農業品の経費減には限度があります。世界の食品との競走には弱い立場にある日本横行であると思う。一層の国の支援を要望します。

男性 60代 愛知県 農業 農業経営、担い手
今後の農業は認定農家や担い手大規模農家に集約されて行くと思うが、小・中の兼業農家も農村の重要な役割を果している。生産物の大小だけで、地域の人的役割を担ってい
る農業関係の人材を切り捨てないでほしい。ある程度、中間的農家・兼業農家への支援策を継続すべきである。

男性 70代 愛知県 農業 農業経営、担い手 農地法の大改正し誰でも農業に参入できるようにすべき。農地の売買、取得は自由にすべきです。
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男性 30代 青森県 公務員 農業経営、担い手
当市は主に畑作農家（長芋、ごぼう、人参、大根、にんにく等）が多く、減反率としては県内でも有数の農業経営を行っています。
当市でも担い手不足が大きな問題であり、担い手に対して手厚い補助や新規就農者への援助（農業機械が高額な為購入出来ない）を今まで以上の政策を要望します。

男性 60代 北海道 酪農 農業経営、担い手
法人経営への支援
　「農の雇用事業」の充実と手続きの簡素化、強い農業作り交付金等による、雇用者住宅への助成処置。
雇用者をのれん分けで新規就農出来る仕組みと支援。

男性 70代 岡山県 農業 農業経営、担い手

①担い手や認定農業者の条件について
　経営面積が2haぐらいでも１年間に米を2ha栽培と麦や野菜を2ha栽培する様な場合等　合計で１年間に4ha以上栽培するような場合は条件（経営規模）を満たしていることにして
いただきたい。
②農政が担手や認定農業者に片寄っているように思える。（農機具購入や補助金等同等にお願いします。）

男性 30代 長野県 農業 農業経営、担い手
青年就農給付金について、非常によい政策だと思います。ただ、就農計画が通れば、その後は何の制約もなく給付金を受けることができるため、多くの受給者は、給付金を経営
の拡大ではなく生活費に回しているように見受けられます。就農計画の中で、5年後の目標を達成するために必要な、面積の拡大、施設や機械の導入等を実際に行っているのか
を毎年精査するよう制度を導入し、確実に実行していない受給者に対しては、給付金を打ち切るような制度が必要だと思います。

男性 60代 岡山県 農業 農業経営、担い手
　収入減影響緩和対策（ナラシ）について各地に於いて標準単価に○○（判読できず）が有ると思うが、当岡山県に於いては県の標準金額の登録がなく全国標準を基準としている
為実情に合って無いと思われる
　農政局よりその点県に対し指導を求めます。

男性 50代 滋賀県 農業 農業経営、担い手
農業政策で農業機械購入に際して補助事業がありますが、その条件にトラクターは8haに1台または3人以上のグループでないと事業取り組みができません。現在の農業技術は、
高価な機械や幅広い作業機を活用するように指導がされる。個人で農業に取り組む農業者にしてみれば、枯渇した条件でふるいにかけられる事で、せっかくのチャンスを逃すこと
が大変歯がゆく、補助事業の条件も現状に合った変更の検討をお願いしたい。

法人 法人 兵庫県 農業団体 農業経営、担い手

・農業用の温室の建設は農業用施設として扱い、コンクリート張りでも建築基準法から除外すること。
・全ての雇用制度にかかる助成制度を期間限定にせず、効果が確認できるまで実施すること（緊急雇用、就農雇用制度等）
・農業者の高齢化、後継者不足により労働力不足となっており産地の維持拡大が困難となっている。その中で、外国人技能実習生を導入する地域もあるが、外国人技能実習生で
はなく、直接外国労働者として雇い入れできるようにすること。また、申請手続き等を簡素化すること。

女性 70代 長崎県 主婦 農業経営、担い手
古より、日本は瑞穂の国と言われ、現代に至っても天皇様のお手植えや蚕の様子などされておられる。資源のない我国が外国進出をする政策ではなく、大企業物作り優先政策
の仲間に今こそ農水産業経営に力を入れ、担い手である若者が安心して暮らせるよう法人化すべき時と考える。過疎化を防ぎ、需要率アップをする事、これらが今後の日本の生
きる道と考える。

男性 60代 富山県
会社員
（建設業）

農業経営、担い手

兼業農家で組織する任意の営農組合（●●●（注：原文には個社名を記載））を法人化しようとしている。
しかし、我々の代の跡の後継者を探そうとし、アンケート調査を行ったが、ほとんど見当たらない。
７～８年は我々の代で頑張るつもりであるが法人化した組織が将来どうなるかが心配である。
農地バンクがどこまで関わってくれるかお聞きしたい。

法人 法人 東京都 農業関係団体
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

（国際的な飼料穀物価格の高騰等について）当面の措置として、輸入先の多角化、国の対策として、飼料米の生産拡大の助成措置等が講じられましたが、問題の基本的解決に
は、程遠い状況にあります。今後、世界的な人口増加、所得水準の向上等による穀物需要の増加、石油資源の制約などによるトウモロコシのバイオエタノールへの転換等の代替
需要などの諸事情を考慮すると、３０００万tに及ぶ飼料穀物の海外からの安定確保には、限界があるものと考えられます。

男性 70代 宮崎県 農業／水稲
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

良い水田が耕地整理で出来たのに、水不足は年によって発生する。又家庭からの汚水、大規模の畜産からの汚水が常に流れてくる。改善できない今の時代にこんな汚水を流し
てよいのでしょうか。別に畑カンのように水がある時にタンクにためておき、利用する方法を事業でできると解決すると思います。

男性 30代 宮崎県 団体職員
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

農業生産の分野について、どのような生産方法をとればよいか深く追求してもらいたい。

男性 50代 鹿児島県 農業
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

畜産業を営んでおりますが、1次産業全般においてですが、生産量拡大に挑み、若い世代に引き継ぎたいのですが設備投資に多額の資金が必要で、金融機関に相談しても農業
という業界に非常に後ろ向きで融資が受けらいないのが現状です。なんとか対策をお願いしたい。

男性 60代 秋田県 農業
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

米余りといえども、食料自給率向上等を考えると、米中心の農業政策が最重要と思います（日本型食生活の中心）。世界的に見ても食糧不安が言われています。農業は企業のよ
うにはいきません。水田の機能は、国土をも守っています。今まで以上に、水田中心の農業政策に手厚い助成を望みます。
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男性 30代 北海道 農業
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

地力の維持のために輪作 堆肥 緑肥を更に推進する助成を要望する。

男性 30代 北海道 農業
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

馬鈴薯の収穫と選別を分けたモデル事業に支援をお願いします。     
農協単位などで選別ラインを整備し、圃場ではとにかく早く芋を回収に専念することでより省力に大面積をこなす。農家戸数減に対応するために。

男性 50代 愛知県 その他
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

「攻めの農業」として、高い目標や理想を掲げるのはよいが、もう少し現実に即した数値を示すべきである。
また、一般農家の声を積極的、かつ直接聞き取ることが必要だと思う。

男性 40代 鹿児島県 団体職員
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

今後ＴＰＰの行方が見えなさすぎて不安。

男性 60代 岡山県 農業
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

　年よりが多いので耕作くもたいへんだから集均農地してほしい

男性 70代 愛知県 農業
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

農業生産を継続できない場合の対策について充分検討する必要がある。

男性 70代 愛知県 農業
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

昭和３０年代に水田耕地整備がされたが機械の大型化により道路巾、排水路等々が悪く、水田が湿地化して困っています。再度の整備をお願いしたい。

男性 70代 北海道 農業
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

北海道は我国最大の食糧生産地として、国の施策以外にも独自（北海道）の奨励策を構築し、農業者の意識改革の啓蒙を要する。（補助金依存からの脱却等）

法人 法人 兵庫県 農業
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

大豆の数量払いについて　規格外については除外されているが、実態は市場流通されていることと価格についても取引が成りたっているなど食用として通用していることなどにか
んがみ、数量払いの対象とすべきです。農家（組織）の手取り確保の観点から是非対象にしていただきたい。　全国展開の政策のため、責任ある統一見解をもらいたい。

男性 50代 福島県 会社員
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

カントリーエレベーターの増設をお願いします。
秋のもみがらの処理の対策でございます。
春先の水の対策です。約３０年春先は水が少なくて作業に苦労しております。
以上
５月の連休中の作業の為です。

男性 50代 新潟県 外食産業
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

ダッタンソバの水分が15％から16％に変更になったの何が理由でしょうか？1％水分が多くなると、ダッタンソバの持つ機能性食品のルチンが製粉時、甘皮が挽かれずルチンの少
ない粉になります。是非、15％にしてほしい。

男性 60代 千葉県 その他
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

「食糧自給率の向上等に資する農業生産基盤整備の推進」を謳っているが、平成26年度の当初予算を見ると千葉県への割当額が予算要求額の33％で千葉県へのペナルティ予
算と思ってしまう。当土地改良区は地域排水も担っている排水機場を受託管理しており、現在、基幹ストマネ事業で補修を行っているが予算減のため、事業の完了年度が延びて
しまい、当然、効果発現も遅れることになる。施策と予算が合致するよう予算担当者には奮起を願う。

法人 法人 兵庫県 農業団体
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

・加工業務用需要に対応した契約取引を拡大するとなっているが、畑作では収量は多くそれでも良いが、淡路のような水田では収量が少なく、もともと契約単価も安い交渉となり、
農家所得につながらないのではないか？
・各産地、特色ある農産物の生産が基本であるが、販売方法は物流のあり方など生産者に不利な部分が多い。また、国内での産地間競争も生産、品質向上のためには大事であ
るが、輸入品への対抗を考えれば産地間協力も必要である。
・野菜価格安定保証額は、９年から６年平均になったので、不安定な保証額となっている。制度を見直し各産地および全品目が自ら再生産できる単価となるように早急に見直しを
行うこと。

団体 団体 鹿児島県 地方公共団体
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

農業生産(畜産)
これまで経営安定対策により音産農家は経営を維持することができたところであるが、現在交渉中であるEPAやTPPなど、決定を見ない中でも経営中止を検討している農家や不
安の中で経営を行っている農家がいる。飼料作物栽培による農地保全、資源循環といった面も持ち合わせていることから、今後も経営安定対策を継続・充実させていただきたい。

団体 団体 熊本県 地方公共団体
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

　集落営農組織の再編統合等により、経営規模が100haを越えるような広域営農法人が設立される事例がでできており、このような大規模経営に適合した省力裁培技術や品種の
開発・導入等を進めるとともに、低コスト生産体制の経営モデルとして、基本計画に位置づける必要がある。
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団体 団体 熊本県 地方公共団体
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

　新たな米政策に対応し、生産者が安心して、自らの経営判断で需要に応じた生産が行える状況を実現するため、飼料用米・米紛用米に対する助成制度の継続的な運用等を明
記すべきである。

男性 50代 滋賀県 兼業農家
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

現在無農薬でなく減農薬による稲作をしているが、地域防除協議会による指導と相いれない部分が有り、施薬の時期により殺虫剤不施用の田の害虫が薬剤散布後薬効が無く
なった田に拡散し、虫害が出た場合の補償の話が出た事例があるなど施策に対する他耕作者への理解・説明等お願いいたします。

女性 60代 富山県 養鶏
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

えさ代の値上げ、卵の販売に大きくかかわり、バランスがむずかしい時代となっています。

女性 60代 富山県 酪農
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

円安でえさ代が高くて経営が大変です。
畜産農家が減ってきているのに飼料用米を作っても意味がないのではありませんか。
畜産農家をやめた牛舎があいているので募集してほしいです。

男性 60代 奈良県 農業
人材育成、雇用確
保

私は、集落営農組合を立ち上げて6年になります。
毎年3～4aの耕作放棄地を再生し、現在1.6haになりました。
組合員は12名で平均年齢は68歳ほとんどが集落外の農業未経験者です。
集落の専業農家（指導農業士）さんに組合の技術顧問に入ってもらい、農作業の指導を受けております。
経営は、米と野菜、米粉の販売が主です。
国の補助も受けていますが、何とか運営出来ています。
課題は若い後継者育成です。
将来性を考えると6次産業化が良いのではと勉強中です。
私は、6次産業化は2次・3次産業との融合と考えています。
異業種経験者の協力を得ることが絶対条件です。
私自身は、機械関係の高度熟練技能者で、昨年から同級生で地方銀行融資担当経験者を組合員に入れました。
目的は、銀行との取引可能な経理処理システム作成の為です。
今後若手後継者に、今の組合を引き継いでもらい事業化するには、2次・3次経験者が農作業を実践し（分析し）、作業手順書（農業機械整備・修理を含む）を作成する事です。そ
の上で、個々の組合に会った基本的な経営システムを構築して、引き渡す事だと考えています。

男性 30代 兵庫県 農業
人材育成、雇用確
保

農作業サポーターバンク（非ボランティア）のような制度を要望いたします。
黒豆・野菜（2ha）を生産している新規就農農家です。
必要な時期に必要な労働力の確保がむずかしく、不要な時期に労働賃金が発生し、必要な時期に雇用できなくなったりすることがあります。
シルバー人材センターや障害者自立支援等の取り組みで臨時雇用等も可能ですが、賃金や労力が見合わないことが多い状況です。
6次産業化、法人化するなどすれば解決することではありますが、途中段階にある経営体にとって、特に中山間地域においての人材確保は深刻な問題の1つです。
地域によっては、高齢農家を対象にボランティアを派遣する取組もありますが、ボランティアより雇用を生む取組を推奨すべきと個人的には思っています。

男性 30代 青森県 その他
人材育成、雇用確
保

高齢化であと10年後のために、日本型直接支払制度を創設し地域で農地農村を守る施策は、現状になってしまった今であればベターな制度かもしれません。しかし、10年後新規
就農者がいなければ本施策も意味を持たなくなると思われます。農業が楽しい、農村が好きだという考えは子どものころに植え付けなければ、絶対に新規就農者は増えません。
文科省と連携して学校教育に農業、食育、農村環境とふれあう機会を作らなければ、本当に日本の農業は壊滅してしまうと考えます。地域コミュニティに大事さを学校教育で植え
付けさせれば、自ずと農業は再生していくと考えます。

男性 60代 岡山県 農業
人材育成、雇用確
保

水田で米以外の作り方を知らない私（Uターン退職農業者）には、指導も講習もなしには何もできないのが現実。地域にマッチした研修・指導会を企画・開催をしてほしい。

法人 法人 岡山県
農業（生産及
び販売他）

人材育成、雇用確
保

　独立就農型への支援は、１世代のみの人材確保にとどまざるを得ないが、農業法人組織への支援はその法人が存続する限り、地域の担手、人の誘致等世代を超えた永続的な
効果をもたらし、農村部における雇用確保としての受皿としても大いに期待するものであり重要な存在であると考えています。

男性 60代 愛知県 農業
人材育成、雇用確
保

農業生産者の高齢化対策に若者が農業生産に目が向けられる様みりょくある方策をこうじていただきたいです。

女性 不明 長崎県 食堂
人材育成、雇用確
保

当方、障害者の作業所のため、人材育成、雇用確保（病院などで囲みこむため）は困難である。又、生活保護の方には、人材育成及び雇用確保の面での活用をお願いしたい。

男性 60代 北海道 酪農
人材育成、雇用確
保

毎年200戸を越える離農が続く北海道の酪農、担い手確保、人材の育成、雇用の確保が急がれる。農外からの人材確保と育てる仕組を作らねば、外国人研修生も含め教育の場
を作ってほしい。外国人研修生については、三年を越え、長期に渡り、又、再入国出来る仕組を。
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男性
70代以
上

岡山県 その他
人材育成、雇用確
保

今後、日本は日本の成長を担い、社会保障を支える15～64歳までの生産年齢人口が大幅に減少する。日本の社会が今後とも継続して成長していくためにはこの生産年齢人口を
維持する工夫が今の社会に強く求められており、高齢者の雇用と共に女性の更なる社会進出が重要となる。特に女性が社会進出し易い環境を物理的にも精神的にも作る事が極
めて重要となる。農林水産業界においてもなお一層、女性が働きやすい、女性に優しい雇用環境が作られる事を期待したい。

男性 不明 福島県 農業
人材育成、雇用確
保

人づくり政策を要望します。地方農村には、そこに住む一般住民、一般市民には優秀な人材が極端に少ないのです。今や農村は無学無能な人だらけの世界です。どうか、多くの
知的人材を育てる政策を要望します。すみやかに知的な人材が沢山排出して頂きたい。頭脳優秀な人材が多く住んで、農村が活性化すべきです。

法人 法人 東京都 農業関係団体
農村振興、中山間
対策

現行の中山間直接支払制度は、創設後、１４年を経過、平場の農業でも、所得補てんを必要とする時代に、平場と中山間地域の傾斜度の生産性格差を補てんするために支払う
という制度は、この１４年間における社会経済環境並びに担い手の不足、農業所得の大幅な減少、サラリーマンとの所得格差の拡大等、その後の事情の大きな変化により、すで
に時代遅れになっています。平場と中山間傾斜地の生産性格差の算定根拠についても、現在、実態と大きく乖離しているものと考えられます。また、農山村において、高齢化が急
速に進む現状においては、現行制度における５年間の事業継続義務（中途解約の場合には補助金返還規定）は、事業参加者の制約に繋がり、更なる耕作放棄に繋がるので、制
度の全体的趣旨から見て、見直し、再検討すべきであります。

法人 法人 東京都 農業関係団体
農村振興、中山間
対策

（中山間地域直接支払制度について）担い手問題、耕作放棄、鳥獣被害などが深刻化し、疲弊の一途を辿っている中山間地域の農山村の実態等を踏まえ、基本的な見直しが必
要と考えます。農政改革元年と言われる２６年度の中山間地域の直接支払を、現行制度どうり、同額を持続するとした決定、多面的機能としての「農地維持支払」、「資源向上支
払」は、農政改革元年の対応としては農山村現場において、十分な検討等がなされないまま決定され、安易に実行に踏み切られたと思われます。

法人 法人 東京都 農業関係団体
農村振興、中山間
対策

私どもは、ＥＵの条件不利地域対策等をも参考としつつ、日本の中山間地域における農林業者は、地域の自然環境と景観の保全等の担い手として、また、農山村地域の国土の
保全、管理、今後、大いに期待される観光業等を行う担い手として、適切に位置づけ、農山村の若者による定住人口が、極力、増加するよう、これらの担い手や組織に対する「直
接支払い・所得対策」を講じて頂く必要があると考えます。
平成２６年度の予算措置は一歩前進ではありますが、さらに充実しなければ、農山村の定住人口の減少傾向を抑制し、中山間地域の活性化、農山村の再生は、至難であると考
えます。

法人 法人 東京都 農業関係団体
農村振興、中山間
対策

今後、国内において、調達可能な飼料資源の見直し、検討を行ったうえ、国内の最大の土地資源を擁する森林・余剰水田等への草食家畜等の放牧による「未利用国土資源の畜
産的利用」の全国的展開を検討し、徐々に、草食家畜について、人が食用とする穀物依存から、自給飼料や草地等を利用する方向に施策を転換すべきものと考えます。
すでに草食家畜の放牧技術は、民間の放牧畜産優良事例の取り組みにより、開発、確立されています。
また、国土交通省と協議のうえ、肥沃な土地に自生する河川敷地の草地資源の有効、かつ、適切な畜産的利用を、積極的に検討、実施に移すべき時期に来ていると考えます。

法人 法人 東京都 農業関係団体
農村振興、中山間
対策

縦割り行政のもとで、今日に至るまで、国として、「まともな農山村の定住対策（地場産業の育成、就業機会の創出、交通、生活環境の整備等）」に取り組まれて来なかったことが、
今日の農山村の過疎・高齢化現象を招来している、大きな要因の一つと考えられます。

法人 法人 東京都 農業関係団体
農村振興、中山間
対策

東日本大震災以降、地方自治体において、首都直下型地震、東南海地震等への対策の検討が進められており、今後、原発直近の地域から、安全な地域への住居の移転、人口
の移動が生ずる可能性があるものと予測されており、その取組み、検討も行われています。
多くの中山間地域は、安全、安心の受け皿になりうる環境条件を、相当程度具備しているものと考えられます。中山間地域対策の中で、今後の重要な検討課題として、その方策
も検討する必要があります。

法人 法人 東京都 農業関係団体
農村振興、中山間
対策

新たな基本計画の見直しの中で、これまでの「農山村の定住対策の総点検」を行い、縦割り行政の下で、これまで「まともな農山村定住対策」が行われて来なかったこと、国家百
年の計、持続可能な国家の構築等を総合的に考慮し、①都市と農山村の望ましいバランスのとれた人口配置割合、②そのための望ましい産業構造、③自然エネルギー開発を核
とした地域の活性化、④首都直下型地震、東南海地震などを踏まえた「安全安心の居住地づくり」、⑤道路交通網、生活・文化環境の整備等についても、総合的な検討を行い、地
域の実情に応じた「新たな農山村定住対策」を構築して頂く必要があります。

法人 法人 宮崎県 農業生産法人
農村振興、中山間
対策

私達の生産する地域、生活の場である中山間地域は担い手の減少、高齢化に加えて、鳥獣害が深刻化し、意欲の低下に繋がっている。国土の保全や平野部の産業を守る為に
は中山間地域の多面的機能の維持は最重要と考える。中山間地の農業の所得の向上を基本とした更なる対策に期待する。

女性 70代 京都府 不明
農村振興、中山間
対策

農村では高齢化が進み家や土地の維持管理が困難になって来た（空家もも増えてきている）。特に身内で本人が死亡し跡取りがなく（断絶）家土地の維持管理が出来ないので私
の方（これも高齢）で何とかしているが固定資産税や家の管理費で二重の出費に苦慮している。家断絶後の維持管理について将来を思い苦慮している。（不便な地では借り手も
買い手も無い。）

男性 30代 兵庫県 農業
農村振興、中山間
対策

多面的機能支払制度について、説明会に参加していましたが会場が紛糾するような場面がありました。
対象地域を局所限定し、最低賃金＋必要経費をほぼ賄えるくらいの支援がなければ農地や水路・農道・河川の畔等を維持していくことが、近い将来不可能になります。
もしくは、認定農業者や認定を受けた法人等に限り、草刈等の雇用労力を支援する仕組みがあれば、中核的担い手が大半の農地を維持していくことができると思います。

男性 60代 熊本県 自営業
農村振興、中山間
対策

里山の復活ということで、竹林整備にとりくんで行けば良いと思います。竹粉で土壌改良や食品添加物としての活用もできると聞きました。竹林で景観の支障の竹林を伐採し（部
分）その後に多く出る筍で高齢化集落を元気づける策を図りたいものです。竹粉製造機は高額だそうですぐ取り組めるものではありませんが（個人としては）行政パワーで竹粉製
造機のリースでも始めてもらいたいと思います（外郭団体でもＯＫと思います。）
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女性 不明 宮崎県
梅（野菜）生
産、加工、販
売

農村振興、中山間
対策

私は市内に住む傍ら、中山間地２ヶ所に梅園を持っています。中山間部の集落が高齢と後継者不在から荒れるのを見かねました。今（仕事のない若者）と良く聞きますが、中山間
部には住む家も畑もあり、監理の作業員も必要です。自給自足しながら、農作業手伝いで小使銭を稼ぎ、大自然の中で知恵を絞りながら、一度きりの人生を自由に暮らせて自然
も守れます。

男性 70代 愛知県 農業
農村振興、中山間
対策

集落営農（２９ha－６７名）で中山間、農地水双方の代表です。中山間地は集落と農地水は切りはなせません。２つの交付金制度を上手に組合せ共同活動に取組んでいます。制
度・事業は継続が大切です。法制化し、中山間地へのハンデを地ならしし、共同活動しやすい制度事業として提供頂くことを切望します。

男性 60代 熊本県 農業
農村振興、中山間
対策

現在、地域営農について、10年後のこの地域で誰が担い手になって約35haの水田を今後後世にうけついで行くかという問題に取組んでいます。農業競争力強化基盤整備事業に
ついて、現在実施する方向で全体会議中ですのでよろしくお願いします。１、区画整理　２、道路の改良　３、用排水路の改良などです。

男性 不明 静岡県 農業
農村振興、中山間
対策

火山灰土のため保水が乏しいので畠地灌水がひつ用です、

男性 60代 岡山県 農業
農村振興、中山間
対策

　これからの農業経営について、大型化・担い手を進めていますが机上論ではなく現実の問題として中小農家が支えておるのが現状。
　米１俵の単価が１万円少しというのはあまりにも安すぎる。一回外食すれば数千円も必要。
　一人年間の米消費60kg程度、主食が年間に２万円というのはどう考えてもおかしいと考える。

男性 70代 岡山県 農業
農村振興、中山間
対策

　中山間地方（山際の田んぼ）イノシシが４～５年前より頻繁に出没し稲作が不可能です。４年前より減反廃止全面植付（稲作又大豆等秋の収穫は無理です。）ですが、麦作は春
先から収穫頃は子育ての為出てきません。麦等の補助金を引続き出すことは事は不可能ですか。今後も稲作作付は無理な為補助金の要望を（麦作）伏してお願いします。

法人 70代 宮城県 農業
農村振興、中山間
対策

農村振興は農業を単に経営面積だけから見るのではなく、１つの社会として、教育、文化、福祉、医療、交通等々、村が成り立っていくための要素が満足される様な政策が必要で
す。国土保全不安と人口偏重は農村政策の実態をもの語っていると思います。
日本人はもともと農耕民族、文化とは耕すことだとの思想を呼び戻したい。スイスやドイツ、オランダの様な国としての農村の位置づけが欲しい。

法人 50代 青森県 農業
農村振興、中山間
対策

中山間支払いはいらない。払うべきでない。税金の無だつかい。（大型、中型機械で耕作できるところには支払うべきでないと思う）
棚田は別です。農家を甘えさせている。

男性 不明 富山県 農業
農村振興、中山間
対策

農業が機械化され、残る重労働は草刈りのみになっている。今年より始まる、農地維持支払いで3,000円/10aが計上されているのは有難い。欲を言えば、5，000円/10aにならない
かと期待している。

男性 不明 茨城県
団体役員
土地改良区

農村振興、中山間
対策

○新政策の農地集積、集約は相当な効果が期待できますが、中山間地（平坦地であっても点在する谷津田等を含む）については大型農機での作業が困難なため、政策に配慮が
必要。
このまゝでは条件の良い所は生き残れるが、その他の所は放棄地化し、人口が更に減少することが危惧される。
（極論ですが、米価が60K当15,000円以上であれば後継者問題や耕作放棄地問題等も大幅に改善される）

男性 60代 宮崎県 無職
農村振興、中山間
対策

私の今住んでる山之口、五反田は、高齢者が部落の半数以上をしめて、15年ぐらいで田畑を作る人が２、３人なるような気がします。
　中山間地が多く、土石流指定のため（部落の大部分）家を作るのが難しい事もあり、若者は町（部落）より、別の町に住む人が多い。

法人 法人 滋賀県 農業
農村振興、中山間
対策

我々は、美しい農地を後世に引き継ぐため20年前から集落営農に取り組み、更に今春農事組合法人を設立したところであるが、営農活動の一番の悩みは獣害である。獣害フェン
スも徐々に延長しているが、河川や生活道の関係から完全に敷設することは困難な状況下にある。このため転作作物も栽培できず、経営状態は年々厳しくなっている。このまま
推移すれば、若手の参入は非常に難しく、やがては法人の解散だけにとどまらず耕作放棄地が出る事も避けられない。抜本的な獣害対策を講じられたい。

男性 60代 高知県
土地改良区理
事長、町議会
議長

農村振興、中山間
対策

　中山間地域においてはTPP対策と同時に中山間地域独自の農業政策が必要。
　山間地でも生活できる農業の取り組みを担い手に集約すること（大型化）
　集約型農業の推進（事業費への支援）

男性 50代 高知県 団体職員
農村振興、中山間
対策

　現在、中山間直接支払いを受けている集落協定組織等が本年度より多面的機能支払いの農地維持支払交付金を受ける場合、中山間の共同活動の泥上げ、草刈りの必須要
件についてどの様な対応となるのか？
　又、中山間で農業生産活動を行って行くには、泥上げ、草刈りは当然の活動であって、必須要件からの除外の願いと、条件不利地で農業生産活動を行うことへの支援対策と捉
えていただきたい。

男性 不明 福島県 農業
農村振興、中山間
対策

「日本型直接支払制度」の早急なる廃止。
もし、上記の内容を続ける場合は、各市町村と言う行政が、行政単位で、国からの助成金等で、市全域を、業者委託の形で行うことを要望します。
つまり、現在の集落単位、地区単位を全面的に止めるべきです。集落や地区には、地方公務員と同じ位、頭脳や知性や知識のある人は１人もいませんので、いつも悪い方向や、
最も愚かな方向に向かいます。だから市の公務員の頭で考え、判断した方が返ってよいのです。地区住民は無学無能な人だらけで、パンフレットも読めないのです。
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男性 70代 石川県 農業
農村振興、中山間
対策

私の居住地は山間部で、最近は中山間地域直接支払制度と戸別支払制度を柱としながらも、なお、赤字補てんのため年金をつぎ込むなど、採算無視の立場でかろうじて集落機
能(ため池、用水、農林道の保全、山林の保護等)を維持してきた。
しかるに、今般の改正、特に戸別支払制度の実施的後退により、集落機能の維持が不可能となる。
一集落の崩壊の影響は、関連性の強い近隣集落に及び地域一帯(少なくとも８集落)は立ちゆかなくなる。

男性 30代 兵庫県 農業
農地、耕作放棄地
対策

「中山間地において草刈労力の雇用や獣害対策への支援がどうしても必要になってくると考えています。」
中山間地にて黒豆や野菜を2haほど生産している新規就農農家です。
1圃場が10a～20aのところがほとんどで、草刈労力が大きい点や獣害被害が大きい点で、大規模化したいのにできないジレンマを
抱えております。地域内（10ha）で今後中心的な担い手になる農家も1人か2人しかおらず、大部分の農地が耕作放棄地になる可能性が高いと思っています。

団体 団体 和歌山県 地方公共団体
農地、耕作放棄地
対策

由良町においても、少子化、高齢化により耕作放棄地が増加する傾向にある。農地の有効活用を行うためにも補助金の充実や、耕作するほど利益を得られるような需要と供給を
調整できる制度が必要だと考えられる。

男性 40代 宮城県 公務員
農地、耕作放棄地
対策

【農地の国有化】農地は公共財。国土保全，環境浄化，命の源。農地の売却先を国に限定。商業利用は所有者が農地を国に売却。国は商業地で売却。初期費用のみ税金。以
後、売却差益や貸出料。国有化で、農業選択の自由（後継者誕生），農地集約，品種ゾーン形成，人口減少への生産調整，輸出・輸入農産物への生産増強，公共用地・災害緊急
用地の確保，失業者・就労保護世帯・障害者への就労支援。無駄な出費を削減し国債償還財源を創出。

男性 60代 熊本県 自営業
農地、耕作放棄地
対策

広大な農地を非農家の人が耕作するには機械も労力も必要なので難しいと思いますが、そう広くない農地（例えば10a前後）の放棄地は関心ある人が耕作できる様に市民貸出し
をしてもらいたいと思います。狭い農地で荒廃している処もある様です。借りた人はそこで収穫した野菜を直売所あたりに出荷できる様にすれば、地域の経済や携わる人の健康
度や農地の景観度も向上すると思います（非常に微々たるものでありますが、現状を変えてゆくという点では意義があると思います。この小さな点をやがて面にしていきたいもの
です。）

男性 60代 島根県 農業
農地、耕作放棄地
対策

中山間の水田は変形で小さい。地目「山林」を水田と交換分合し整形化した基盤整備をして合理化経営がなります。国が個人経営を10～30aを目表に整備されたい。90～95％の
助成金がほしい。

男性 40代 滋賀県 農業
農地、耕作放棄地
対策

中山間条件不利なのに、耕作者がこれから減少するのに、維持管理が不安です。
設備及び水路老朽化による耕作者に掛かる担い手負担の増大を軽減出来る様にしてほしい。

団体 団体 和歌山県 地方公共団体
農地、耕作放棄地
対策

本町の場合、傾斜地での果樹栽培が大部分を占めており、農地の高齢化に伴い農地の使用貸借が増加している。現在、担い手への農地集積については町及びJAによる斡旋で
貸借を行っており、そのような中農地中間管理事業において、公募による貸借権の設定を実施してもあまり効果がないと考えられる。平坦地の水田地帯に主眼をおいた事業だけ
ではなく各地域の実情を把握し、地域にあった事業を実施してほしい。

男性 60代 長崎県 卸売市場営業
農地、耕作放棄地
対策

棚田が棚畑が荒れている。トラクターの入る道を棚の上から下まで整備して、若人を営農給付金で入植さすべし。新漁港、ダム建設の予算を転落防止付トラクターで運転できる畦
を作らないと日本の未来はない。

男性 60代 長崎県 農漁業
農地、耕作放棄地
対策

高齢化により農作業ができない。イノシシ、鹿により獣害被害で作る意欲をなくす。若者の流出により、担い手不足の解消。
構造改革は必要ですが、中山間地域（耕地の狭い所）での集団化はいかがなものか。

女性 50代 鹿児島県 主婦
農地、耕作放棄地
対策

私の住む鹿児島県霧島市でも農業の高齢化が進み、米をつくっていた家のたんぼが休耕地になった。後継者もいないので、後が心配だということで休耕地に太陽光パネルをとり
つけ、再生可能エネルギーとして、活用する事業にふみきった。金融機関の融資をとりつけ、三基を休耕地に設置することになった。これから先、農地・耕作放棄地対策がどうなっ
ていくか、見守りたい。

男性 40代 長崎県 公務員
農地、耕作放棄地
対策

島原市人・農地プラン検討会で出た意見ですが、未相続農地の利用権の設定ができず、耕作放棄地となっている状況が見受けられます。共有持分の2/1の同意が得られれば利
用権の設定ができるのですが、年数が経つにつれ、同意の取得が困難になっています。農地を借りたくても借りれず、隣地が荒れていく状況もあるとのこと。何か農地を守る方策
ができないものでしょうか。

男性 不明 熊本県 不明
農地、耕作放棄地
対策

現場では耕作放棄地が拡大しています。それは後継者がいない相続者が農地の管理が出来ないといった問題が発生しています。認定農家を中心として地域全体の話し合いが
必要だと思います。地域地域のリーダーにここは活躍していただき、そのために現場の人たちに宿泊代、日とう代、事務費等を支給して、やる気のある人に農地を早く集積する必
要があると思います。
よろしくお願いいたします。

女性 70代 鳥取県 主婦
農地、耕作放棄地
対策

農業に新規参入したいとする若者に農地取得が容易にできる法改正がなされるべきと思う。放棄地や近隣の田畑の後継者不足で売却希望の地主があっても、農地を所有（3ha?）
しなければ取得できないことは不合理であり日本の農業の将来を憂う。

男性 30代 北海道 農業
農地、耕作放棄地
対策

昔の水利作工物がどんどん寿命を迎えている。取水口から水路までを統括して工事できるようにして欲しい。現行では取水口は水路と同時に工事出来ないのがネック。水路の維
持管理は機械化出来ない。より改良区に管理を頼れるようにして欲しい。
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男性 60代 岡山県 農業
農地、耕作放棄地
対策

作業委託が増えているが、大型農機で畔も農道も荒らし知らん顔、雑草も多く手入れも悪い。「忙しく手を入れる暇がない・人手はかけれない」では益々農地は荒れてくる。
新農業政策案は、説明もなく理解できていないが、個人農業者には不利な認定農業者向けにしか見えない。個人で頑張っている農業者の対策もしないと、農機具も高く、廃業者・
不耕作地もさらに増える。農村の先はない。

男性 40代 兵庫県 農業
農地、耕作放棄地
対策

現在の農地は『管理費』をもらって管理する（それに準じる）状態になりつつあると思うが、国の政策では借り手に余計な負担が生じ借り手が躊躇しかねない。また、獣害等が発生
しやすい農地（農家が作りたくない農地）と作ってもよい農地が同じくくりになった時には作ってもよい土地まで耕作放棄地になりかねないと思います。

男性 60代 大分県 農業
農地、耕作放棄地
対策

山間地に在住しているが、山間地は高齢化で耕作放棄地が目立つ。先月、H24年度から開始された？「人・農地プラン」の説明会に初めて参加した。市の職員の説明では、当面
は優良農地、それも田んぼが対象とのことで、すべての農地が対象ではないのに驚いた。畑や休耕地など登記上の全体の農地から見たら一部しか対象にしない取り組みは、『絵
に書いた餅』ではないのかと疑問が感じたので、この分野を選んだ。

男性 不明 千葉県 農業
農地、耕作放棄地
対策

中間管理機構について優良農地だけが対象では耕作放棄地対策にはならない。条件の悪い農地についても考えて頂きたい

男性 80代 愛知県
農業／ハウス
巨峰・露地柿

農地、耕作放棄地
対策

現今の社会情勢・農業の認識は流動的で日進月歩である。特に農業は特殊性が高く、農地無くしては成立しない。弊地新城市においては、ここ１５年来、耕作放棄農地現象が激
しい。市としての対応政策が重要で、各行政区へ一任し、指導法原案を示して処置して頂きたいと考える。農地所有者は責任を感知して欲しいものである。個人→区→県→国。強
力に。

男性 70代 愛知県 農業
農地、耕作放棄地
対策

都市近効農業は若者不足により、農業の後継者がいない。これは、他の産業との比較した場合経済的に割が悪いからである。このひずみを何んとか、ならないだろうか？。

男性 不明 愛知県 不明
農地、耕作放棄地
対策

今後の対策をお願いします

男性 60代 愛知県 農業／水稲
農地、耕作放棄地
対策

高齢化による耕作放棄地対策をしてほしい

男性 70代 愛知県 無職
農地、耕作放棄地
対策

自分も７０才になり、今まで兼業で細々とやってきましたが、自分の分もままならず、他の人に頼んでいるところも（２～３カ所）ままならない。毎日それば頭からはなれず、なんとか
耕作放棄地の問題をと思います。

男性 60代 愛知県 地方議員
農地、耕作放棄地
対策

農地も以前は資産という観念があったが、今となっては不良資産になってしまった。レジャー農業（大規模な家庭菜園）産業にしてゆくしか耕作放棄地を保全してゆくのは難しいと
思う。たのしみながら語らいながら入場料を取ってのレジャー農業アミューズメント対策を願う。

男性 60代 愛知県 農業
農地、耕作放棄地
対策

子供のサラリーマン化により農地を耕す意欲がないので地域での担い手の育成と、担い手への助成対策をお願いしたい。

男性 60代 愛知県 農業／稲作
農地、耕作放棄地
対策

耕作放棄地対策には耕種・畜産農家にて複元する、その経費の補助金を考えてほしい！

男性 60代 愛知県 無職
農地、耕作放棄地
対策

耕作放棄地が多い。土地改良を行った結果小規模農家の行すへが難しい。

男性 60代 愛知県 農業
農地、耕作放棄地
対策

農家で実際に作業に従事している人の高齢化に伴い耕地の放棄が一段と進んでいます。この対策として国は強烈な補助として従事者が一般サラリーマンと同じレベルでの金銭
補助をして若い人材を確保すべきである。従来の発想にとらわれず思いきった対応を強くお願いしたい。

男性 70代 愛知県 農業
農地、耕作放棄地
対策

耕作放棄地には２通りあると思う。
１　担手がない
２　稲作しても利益がない
以上の２通りと思う
１番代表の米価の確保が一番重要ではないか。

男性 60代 愛知県 農業
農地、耕作放棄地
対策

私のまわりに、リタイアされた方々が増えてきました。また、耕作放棄地が目に見えて増えてきています。そういったことをふまえて、元気あるリタイア組に新たな仕事場としての放
棄地の活用対策をお願いしたい。
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男性 60代 愛知県 農業
農地、耕作放棄地
対策

将来は土地流動化も必要と思われますが、無秩序な開発は厳禁願います。担い手になやんでいます。

男性 60代 秋田県 農業
農地、耕作放棄地
対策

農地中間管理機構は本当に今年から機能するのか？
当地区では、年齢の関係から離農する農家が出てきている。今年も１人が離農する予定と聞いている。その方は、離農しても田んぼが荒れていくのは忍びなく、どうにか耕作して
くれる人がいないか探しているが、見つかっていない。
機構は、こうした方の思いも受け止め、農地が農地として存続する役割を持っていると感じている。
この改革は、農業の未来が開けると感じている。また、かなり期待している。

法人 50代 青森県 農業
農地、耕作放棄地
対策

農地の集約の前に１haなみの水田への整備（インフラ）がなされていないと無理です。
私がいくら拡大したくても、中間機構がどのくらいできるのか。
青森市新城（天田内地区）、岡町地区、油川地区等整備率０％です。
地区の人・農地プランでも云いました。この地区はもう何年ももたない。

男性 30代 青森県 公務員
農地、耕作放棄地
対策

保全していくべき農地がある一方で、すでに荒廃化が進み、仮に再生しても営農が諸条件により見込みが立たない農地もある。これまでは農地の再生について特に力を入れてき
たが、非農地への手続きは法律手続きとしては周知されている一方で、具体的取扱いについては各自治体においてマチマチの印象を受ける。
各農業委員会の判断を優先するということであればそれまでだが、非農地手続きについて十分に把握がされていないことが、先にあげたことの理由となっているならば制度、手続
きの十分な理解が必要と考える。

男性 30代 愛知県 土地改良区
農地、耕作放棄地
対策

食料自給率を向上させるためには、耕作放棄地を減少させることが必要不可欠であるため、そのためには農業の重要性、魅力をアピールし、若い担い手の農業従事の促進、農
業経営の安定化を図る必要があると思います。農業を活性化させる方策の策定を期待します。

男性 60代 宮崎県 農林業
農地、耕作放棄地
対策

耕作放棄地を減らすなら減反政策（補助金）はなくさないほうが良いと思います。WCSばかり手厚くするよりも、田畑の飼料作や野菜、園芸作物も多くしたほうが耕地保全にもつな
がると思う。希望ですが農業用機械も高額で、買いたくても買えない中小農家もたくさんいます。機械購入にも補助金制度を考えてほしい。耕地を守っていく人達を手厚く保護して
ください。

法人 法人 青森県

農業資材小
売、農作業請
負業、米穀卸
売業

農地、耕作放棄地
対策

日本の社会状況、気候、風土等にマッチせず、経済的に採算が合わなくなったため放棄地が増えたのであって、国費を投じて田、畑に還元したとしても、経済的、景観的に言って
も社会的合理性が高くなるとは思えないのですが。

男性 30代 長野県 農業
農地、耕作放棄地
対策

耕作放棄地対策として、耕作放棄地の固定資産税を宅地並みに変更する制度を導入することを提案します。これにより、農地の所有者は、耕作をするか農地中間管理機構等に
貸し出す、または売却する必要に迫られ、農地が農地として有効に利用されることとなる。

男性 40代 兵庫県
食品製造・加
工

農地、耕作放棄地
対策

耕作放棄地についての統計は公表されるが、具体的にどんな土地の耕作が放棄されているのかが判らない。企業として参入を検討するにしても、検討のしようがない。

法人 法人 滋賀県 その他
農地、耕作放棄地
対策

現行の基本計画では、優良農地の確保と有効利用を実現し得る政策の確立として
  農地転用規制の厳格化、耕作放棄地の解消に向けた対策の推進等により優良農地を確保するとともに、農地を耕作する多様な農業者の確保と作付拡大を通じて、不作付地の
解消、耕地利用率の向上を図る施策を整合性を持って講じ、農地の有効利用を図ることとする。
との対応方向が示されているが、今回の農地中間管理機構の創設においても、条件不利地など最も耕作放棄地になり得る農地については、事実上、事業の対象としないことと
なっている。
 一方で規制緩和と称して企業の農地取得を容易にさせようとする動きがあり、6次産業化を隠れ蓑とした優良農地の農地転用が多発する恐れがあるとともに、わが国の食料安全
保障においても非常に重要であることから、農地転用規制の安易な緩和措置は避けるべきである。

団体 団体 鹿児島県 地方公共団体
農地、耕作放棄地
対策

転用規制の柔軟な対応
圃場整備事業等により大型機械作業が容易になり、生産性が向上してきたところであるが、一方で農業後継者が農村集落内に家を建てる際に、適当な宅地が磁保できない状
況にある。優良農地を継続して耕作する農業後継者が、農村部に拠点を構えることができないことは、農地の集約化の妨げや農村の機能低下につながるのではないか。

男性 50代 愛知県 会社員・農業
農地、耕作放棄地
対策

　いまだ中山間地の耕作放棄地が多く感じられます。また耕作を行っている農地でも農業生産法人に補助金目当の耕作を行っている農地を見かけます。全国一律な農業政策で
はなく真面農業者が報われる農政をお願いします。

男性 70代 滋賀県 農業
農地、耕作放棄地
対策

　当地区は、一部の反対から未圃場整備地区のため、圃場形状道路、水路、水利等農業経営は至難極まりない。営農組合が任意で畦畔を撤去し、作付し易いように一部取り組
んでいるものの、整備地区からすると比較できない。農地の維持の為、小規模な圃場整備が出来ないものか、先が心配である。

団体 団体 青森県 地方公共団体
農地、耕作放棄地
対策

　農地中間管理機構では、受け手が見つかるまで農地を預かり、ある程度の管理もできるということだが、りんご園の管理には、薬剤防除が必要となるなど、水田や普通畑よりも
維持管理に費用がかかるため、積極的に借受けしないことが予想される。
　ついては、果樹栽培地域の実情を勘案し、積極的な借受けを進めるとともに、出し手と受け手の両方にメリットがあり、貸借が進むよう制度を検討いただきたい。
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男性 60代 岡山県 会社員
農地、耕作放棄地
対策

減反政策を進めて来て、一方で耕作放棄地対策を考えなければならない相対する現状をどの様に打開するのか。小規模とは言え、自己保有地を耕作放棄しないため水稲作付し
ているが減反が進むと農機具を手当てする意欲もなくなる。結果耕作放棄地が拡大すると考えるが。

法人 法人 東京都 農業関係団体 技術、環境
北海道等の国、公有林のウエイトの高い地域において、被害を受けた農林業者は、国公有林内で、増殖した鳥獣が、周辺地域に出没して、農作物を食い荒らしており、国公有林
内における鳥獣の増養殖を規制する措置が必要不可欠であると指摘しています。
こうした事態に対処するため、国公有林内における鹿などの有害鳥獣の駆除を、国が責任を持って実施すべきであると指摘しています。

法人 法人 東京都 農業関係団体 技術、環境

（国公有林内で増殖した鳥獣による被害について）こうした事態を踏まえ、そのための手法として、これまでと異なる実効の上がる抜本的な対策を可及的速やかに講ずる必要があ
ります。
そのための対策として、①国は国有林内の鳥獣の生息数等を把握したうえ、②適切な生存数を上回る有害鳥獣の駆除目標を定め、③非常緊急の措置として、国有林内におい
て、国の責務として、駆除を必要とする鳥獣の計画的、積極的な駆除対策を実施すべきであります。その方策として、次のようなことが考えられます。
　①国有林内における鳥獣の生息数を把握し、必要な捕獲目標数を算定する。
　②①の捕獲目標数に対応した有害鳥獣の駆除目標を定め、必要な一定の駆除計画を設定して、年次計画により、駆除を実施する。
　③上記計画に基づき一定期間の駆除実施時期を定め、その間の国有林内への人畜の立ち入りを禁止して、計画的に駆除を実施する。
　④猟友会等のハンターの絶対数が不足する状況に鑑み、自衛隊の協力を求め、鳥獣駆逐部隊を創設する。鳥獣の駆除効果を上げるため、自衛隊員について、所要の訓練を
行うなど、必要な鳥獣捕獲目標を達成する措置を講ずる等、非常、緊急の措置を講ずること
国立公園、国定公園、都道府県自然公園、大学の演習林、大企業の私有林等についても、上記の国有林に準じた措置を検討する必要があります。

法人 法人 東京都 農業関係団体 技術、環境
鳥獣被害は、上記の国公有林等の所在地のみならず、全国の農山村にも、急速に拡大している状況に鑑み、美しい農山村を守るため、上記の国公有林対策に準じ、国の責任に
おいて、緊急に、有害鳥獣の駆除対策を実施するため、所要の措置を具体的に講じて頂くことを強く要請いたします。

法人 法人 東京都 農業関係団体 技術、環境
今後、長期的視点から、農山村を守るためには、農山村地域において、地域住民、自ら狩猟免許を持ったハンターを育成することが重要な課題です。そのためには、免許取得期
間の短縮、多額の免許費用の負担軽減措置を講じて頂くことが重要な検討課題です。

男性 30代 北海道 農業 技術、環境 バイオエタノールやバイオマス発電のために水田を活用出来ないか。

男性 70代 群馬県 農業 技術、環境
食料生産を生業とする農業経営から「マネ資本主義優先」の商品化する利潤追求の企業参入経営体農業では、自然環境保全型による生態的循環農業など全く考えられず、有機
的生産から合理的企業化の無機的生産とする効率多収益を前提経営になる。それは人類の地球資源を略奪枯渇化する農法と言える。

男性 60代 岡山県 農業 技術、環境

◎大規模農家が多なり、水路・道路の保全又大型機材にて道路封鎖等問題が多有る。
◎上記において、農地（水田等）を多く買い、借り受ける企業において農作物よりも、汚水処理等の汚泥をカンジュク化した物（？）を水田に多量に散布、汚水等により排水路に流
出（赤ぽい）、凝縮材（酸化鉄系）か？瀬戸内及び児島湖保全法にて集めて、お金をかけ処理した物を又、外に流出して富栄養を再びサイクル化に○○（文字判別できず）させて
いる様に思える。

男性 50代 福島県 団体職員 技術、環境 農地の耕作放棄地が拡大している状況にあるなかで、電力開発として太陽光発電に対し助成、または設置できるような整備をお願いしたい。

男性 50代 大分県 漁業 技術、環境
里海づくりが必要だと思います。急速な環境の変化に海（自然）の方がついていってない気がします。私自身藻場造りを長年やっていて里山と里海のつながりが弱くなっていると
思います。

男性 不明 福島県 農業 技術、環境

「農業版エコポイント制度」を創設する事を要望します。
現在、生活の為に仕事をしている農業者１人１人を応援する改革の１つとして、この制度をすみやかに作って下さるよう要望します。肥料、種子、黒マルチ、ビニール、土壌改良
材、大小の農業機械等々、農業は色々なコストがかかり、野菜や米等を作っても、中々利幅が出ません。農業を今その時にしている誰もが助かる政策として、この農業版エコポイ
ントを要望します。
農業者１人１人が生き生きと働ける農政へ大転換して下さい。少ないコストで大きな利益を得られる制度です。農業者１人１人に夢を持たせる農政の視点を持って、あらゆる農政
を考えて下さい。

女性 不明 熊本県 農業 食品産業政策
国内の農業は世界に負けない品質の高い商品ではあるが、売り先は農協頼りが現状。我が社のような所は開拓して販売につなげればなりません。６次産業化にも取り組みたい
のですが、農業では利益も出ないし、資金もないのが現状です。有機農法で差別化した物を作ってはいますが・・・。利益が出る農業を考えて下さい。

女性 60代 佐賀県 もち製造業 食品産業政策
主人がもち米を作り、私がそのもち米を使って、もち類を加工し、生産者の店や道の駅に販売をお願いしております。（まだ3年ですが）。これから先、もち米をつかった商品開発を
していきたいのですが、新商品についての講習や助言があれば参考にしたいのですが。（なかなかアイディアがうかばないので）

法人 法人 鹿児島県 水産加工業
農林水産物・食品
の輸出

国内での魚離れが加速する一方で、世界に目を向ければ日本食ﾌﾞｰﾑ。ﾀﾝﾊﾟｸ質豊富な魚の効率的、経済的物流確保に注力をいただきたい。ﾉﾙｳｪｰのｻｰﾓﾝが良い例。日本を代
表するﾌﾞﾘを世界へ広めていただきたい。（効率的なﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰの確立）（例）鹿児島から北米へ輸出する場合、効率的な物流。
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男性 30代 東京都 その他
農林水産物・食品
の輸出

貿易はコンテナ輸送が基本という観点から政策を考えるべき。コンテナ輸送では1回の輸出で5～15トン近い生産量が求められるが、安定的にこの生産量を確保できる農産品を重
点的に補助するべき。また保冷コンテナの安定性は非常に優れており、この点も生産者に告知してほしい。輸出の段階で小口配送をイメージしている現在の政策は根本に誤りが
ある。例えば「農林水産物・食品の輸出に係る物流検討会」のメンバーも海運関連事業者（キャリア、乙仲）や冷蔵庫業者、大手商社、食品輸入業者、コンテナ業者、液体輸送業
者などをメンバーにすべき。また、動物検疫所、植物検疫所の責任者も参加させ、現状を報告させるべき。検査のためにコンテナを何度も移動させるコストが発生しているなど課
題点が見つかるはず。

男性 60代 東京都 その他
農林水産物・食品
の輸出

ニホンミツバチや日本在来種22種確認されているマルハナバチ等の絶滅も含め訪花昆虫と共生し日本独自の農業生産で「持続可能な世界生きものブランド食品」を目指す事ご
要望致します。

男性 30代 奈良県 流通業
農林水産物・食品
の輸出

輸出目標の達成をに向けて、輸出戦略にも触れているように、私も下記の2点が非常に重要と感じる。1食品加工工場の海外進出、2そこに向けた農産原材料輸出。日本で一次加
工した食品の場合、現地で戦える価格に合わせるのは難しい。一次加工を海外に移転し、加工原価を押さえて『MADE BY JAPAN』ブランドを広げる為の原材料輸出を進めること
で輸出目標が達成出来ると考える。日本からの原材料輸入を見越した企業・農業法人の海外進出に補助を付ける等。

男性 50代 京都府
食品製造・加
工

農林水産物・食品
の輸出

農産物格付での50年100年先を見越した、戦略。EU圏AOP・AOC・ACで歴史的に格付された農産物で、最も利益を享受しているのは、フランス農政でしょう。シャンパンやロマネコ
ンティはその最たるものです。これは、仏ファッションと共にフランスの勝利といえます。先ずアジアに於いて、この仕組みを取り入れて中国からの規模の脅威やFTAから自国農産
物を守るべく、利用しなければならない。

男性 50代 神奈川県 その他
農林水産物・食品
の輸出

国がすすめる飼料米は、主食米と区別がつかず混入される恐れがあるので、ここは思い切って輸出も可能なインディカ米を奨励してはどうでしょうか。動物に食わせるよりは、人
が食べるということでインディカ版コシヒカリも可能かと思います。研究機関も挑戦しがいがあると思います。

男性 不明 熊本県 林業
農林水産物・食品
の輸出

現在中国向け、木材の輸出が増加しているのは歓迎したいが、低質材が多く本格的な輸出になっていない。国内での需要が落ち込む中で、良質材の輸出に期待したい。そのた
めにも、国の機関を通して、ＰＲが出来ないか検討していただきたい。

女性 60代 鹿児島県 主婦
農林水産物・食品
の輸出

グローバル社会になって、輸出できる事は良い事だと思っています。が、反面日本の日本の人の食料を思うと喜んでばかりはいられないと思います。環境問題、汚染問題等必要
量だけにとどめてもらえたらと思っています。

男性 20代 神奈川県 会社員
農林水産物・食品
の輸出

輸出振興かつ日本産食材のプレゼンス向上のため、逆説的ですが現地で安価な日本の野菜が作られる体制が必要だと思います。どうあっても高級品、嗜好品とならざるを得な
い日本産食材を売るためには、ハレの日、贈答品以外でも日本食材が使われていて、調理法が広く知られている必要があるからです。
そこで海外の農業団体で、日本人によるアドバイスを受けて、日本の食材を生産しており、日本に輸入していないという条件のもと、日本産食材の裾野を拡げる団体を支援するこ
とは出来ないでしょうか。 経営者は日本人、農閑期の日本人農家をアドバイザーに、現地の人を雇用すれば色々な面でメリットも大きいと思います。
食は経験から始まります。小さい頃には現地産の安めの日本食でも本物を食べていれば、歳を取り余裕が出たときには高いものを選ぶかもしれませんし、贈答品にもなり得ま
す。また一生に一度は日本に直接行きたいと思う人も増えると思います。 
よろしくお願いします。

女性 不明 三重県 水産流通業
農林水産物・食品
の輸出

今現在、中国や韓国海外等の要望がある活魚ですが、韓国においても書類（提出用）が多く、中国においては活を輸出できない。できるようにしてほしい。営業活動（個人事業で
あっても）にもっと支援してほしい。手弁当での販路拡大たいへんです。

法人 50代 青森県 農業
農林水産物・食品
の輸出

輸出する農産物にもっと世界と戦えるだけの補助金を出してほしい。
全農が米の輸出を積極的にやるべき。JAは農家から搾取するだけではだめです。米を秋に買い取って己で販売してもうけて下さい。中味が不透明すぎ。よく農家がだまっている
のかな。考えられない。

法人 法人 東京都 農業関係団体 その他

　新たな「食料・農業・農村基本計画」の見直しにおいて、私どもが提案している、①都市計画の生産緑地制度を改正し、「生産緑地に、施設用地、屋敷林等を含めた緑農地制度
の創設」、②農村地域振興法の改正による「緑農地制度を都市農業振興地域に指定する制度の創設」、「これに関連した相続税、宅地並み課税等の税制の改正について、可及
的、速やかな検討をお願いするものです。
　都市農業者は、新たな基本計画において、新たな都市農業振興関連法制度の創設、整備を的確に位置づけ、今後、都市農地関連制度の改正、都市農業振興特別措置法の制
定等に、可及的、速やかに取り組んで頂きたいと願っています。

男性 50代 佐賀県 農業 その他
日本の農業が衰退した一番の原因は、アメリカ的発想により安い物は外から買ってくれば良いとした政策、大規模機械化農業で生産コストを下げ世界的に通用する農産物生産、
耕作放棄地削減などいかにも正しく聞こえるが、価格競争ばかりに捕らわれ消費者・実需者の要望など現場との相違の政策を行ってきたツケが回ってきただけの事。農協などの
代表の意見を聞くから、尚更おかしくなっている。

男性 30代 兵庫県 農業 その他
収入保険制度について、主要作物だけでなく全ての農畜水産物を対象にしていただきたくご要望いたします。
また、販路が市場やスーパー等から直売所やコンビニ、インターネット等による直接販売へ変遷しつつある状況で、今後は販売先により柔軟に基準となる価格を設定できるような
仕組みが必要になってくると思っております。
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女性 30代 東京都 会社員 その他

国土が小さいにもかかわらず、フードマイレージがアメリカの3倍以上もある日本は、自分も含め、輸入に頼りすぎ、ぜいたくを極めすぎています。異常気象が常となる中、他国に
頼りすぎず、作物を作ることができる環境をより長く保つための施作が急務と思います。
食育の希望
・食物が育つ環境、育てる人、食べ物を作る人への感謝の気持ちを持てる
・どんな環境でも生きられる
農業政策の希望
・小規模農家や、有機農業などを守る施作

女性 70代 福島県 無職 その他
福島市は３月～４月に除染をやる予定になっていますが、除染物を敷地内に置くことになっています。安全第一に思のなら人家の近くにおかず、山林の用地を確保してほしい。除
染作業の員請も大手ゼネコンでなく、地元企業を優先すべきです。

男性 不明 和歌山県 不明 その他
組合員の高齢化、耕作面積の減少、放棄地の増大、農業後継者の問題もあり改良区の維持管理費用がかさんできます。「農地維持支払」制度が新設されるに当り直接改良区に
も、簡素な手続きで交付金が降りるような制度にしていただきたく思います。大地の恵みによる自給率の向上、宅地化されてそこに住む住民との共合性水路使用の問題も出て、
農業用水路だけの維持管理は難しくなってきています。ご一考の程よろしくお願いします。

不明 不明 新潟県 製粉業 その他
　新規需要米制度の弊害について
　小麦粉代用で始まったこの制度は、製菓材料業界において、こめの粉として流通しておりますが、末端ユーザーが従来のお菓子等に使用されても、それをチェックすることが出
来ないシステムなので業界に混乱が見られます、以前のように加工用米で統一し、価格も均一にしていただければ、正当な競争がなされ混乱は回避されると思います。

男性 10代 神奈川県 小・中・高校生 その他

この度は、ある一つの疑問ないしは提案があり意見を送らせていただきました。現在、国の抱える問題の一つとして、コメの需要量の低下が挙げられますが、私はこういった方法
で解決できるのではないかと思います。それは、「ポスターに芸能人を起用する。」という方法です。国内での需要を高めるにはこの方法が有効だと思われます。現状として若年層
のパン、麺類の依存度が高まっています。このままだと世代交代によりさらにコメの需要量は右肩下がりになっていくと考えられます。そこで、若年層の食への意識を変えるため、
若年層に人気が高い松岡修造さんのコメの購買促進ポスターの発行を推進します。そのポスターを小売業者または駅など人目につく所に貼っていくということです。とは言うもの
の、なぜ松岡修造さんなのかというと、彼はネットやお茶の間でも高い人気があり、また自身も「お米食べろ」と呼びかけ、自らコメ農家に出向くほどのコメを愛する人だからです。
私の家はコメの卸売、小売をしていますが、以前AKB48のコメの購買促進ポスターを貼ったところ、地域の人々が店に出向きやすくなったという結果もあります。是非芸能人の起
用をしていただければと思います。

男性 50代 京都府 その他 その他

今回のアンケートで、食育、食文化・地産地消、6次産業化・農林水産物・食の輸出に意見を述べさせて頂きました。私はこれまで、大学等でお茶や食・輸出・格付け等に関して話
をさせて頂きましたが、産（弊社以外）官学がかみ合っていない。弊社の考えとかみ合っているのは消費者との思いが多少なりとも有ります。話は飛びますが、対外的に9年前から
お茶とチーズのマリアージュや硬水地域での日本茶の普及の為に、天然炭酸水で煎じる『うたたま茶・Th? vert p?tillant・sparkling Tea』や格付けの為のブレンドしない単一畑のお
茶を推奨しています。大きなお茶屋さんや学者さんの意見も良いでしょうが、中央で私の様な者のが発言できれば、生産家の役に少しでも役立てさせて頂けるのではないでしょう
か？ 200字では少ないです。

男性 60代 富山県 農業 その他
　行者ニンニクの種苗200ポットを平成9年に買って16年になりますが、現在は20aの畑に植え付け又ポット苗15,000ポットに増えています。一昨年種を1kg、昨年は200gをまいて楽
しんでいます。霊峰立山修験者の命の看板を造り、いつしか立山町の特産になるのを夢みています。一度見学に来て頂けると幸いです。

男性 40代 大阪府 その他 その他
学校給食において、海外の食材や食材を利用する際には、フェアトレードされたアフリカ諸国や南米を中心とした発展途上国の食材であるべきと考えます。義務教育期間で、食を
通しての授業（社会、地理、国際関係など）を学ぶことができ、消費を通じてODAやJICAなどと違った形での国際貢献できます。もちろん、安全性や栄養面を考慮して頂くことは必
須です。

男性 30代 岡山県 会社員 その他
1人暮らしの増加に伴うコンビニやスーパーの無休・24時間化などが、外食や持ち帰り弁当などのいわゆる中食、インスタント食品の普及を進めました。食べたいものがいつでも手
に入る便利で豊かな食生活も、行き過ぎるとさまざまな問題を引き起こします。店舗の無休・24時間化は、過剰な食料在庫や、年間約1900万トンうち、家庭からは1070万トン（国民
1人あたり84kg）もの食料廃棄を生んでいます。世界の恥です。

男性 60代 滋賀県 その他 その他
圃場整備完了後、約50年が経ち用排水施設が老朽化し、その改修に貴局所管補助事業を活用し実施しているが、地元負担金の捻出に大変苦慮している。付加金を値上げする
対応もあるが、これ以上の農家負担は、高齢化、担い手不足から離農、農地の荒廃化が進み農村環境が破壊する。より一層の支援を。

男性 70代 愛知県 農業 その他 優良農地耕作放棄地を少しでもなくする様な対策をお願いします

男性 不明 不明 不明 その他
農業の先行きについて政府が長期計画、方向性をしっかり示し、農業従事者が案心して仕事に従事出来る方向を示すべきだ。ねこの目がかわるように計画の変更をすべきでな
い。これでは、後継者の生活が不安定で無くなるのは当然と思われる。もっとしっかりした長期計画を望む。

法人 50代 青森県 農業 その他
JA内に再生協議会がある市町村が、多く米をJAに出さない人はかなり意地悪されていると聞く。問題あり。中間機構もそうなる感がする。集約の時など、優先順位等で、JAは地
域を良くする考えはなく、おりこうさん農家（よくJAを使う人）を一番に考える。（昔、スーパーL資金で、JAに一度決まった融資を止められたことがある。それ以来、JAとは極力かか
わらない様にしている。）
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団体 団体 滋賀県 地方公共団体 その他

畜産の振興について
　牛は、かつて厩で家族の一員として飼育されていた時代から、郊外型の畜産となった。さらには、家畜伝染病予防の観点から、関係者以外の立入りを禁止する状況となってい
る。
　このままでは、畜産はますます人里離れた場所に追いやられるだけでなく、国民は生産現場としての畜産に親しむ機会を奪われることになる。農村の発展と含めて考慮願いた
い。

男性 60代 北海道
JA代表理
事組合長

その他
一人一票の民主的運営の限界を感じる。経営規模の拡差が広がり、大きく考え方に差が出て少数の前向きに取り組もうとする組合員を多数派の現状維持組合員がブレーキをか
ける。権利は一人一票で責任負担は規模の大きさで負担する不平等差。JAもスケールメリットがきちっと発揮できる仕組にならなければ。時代に即応した農協の型

男性 60代 北海道 酪農 その他
法人経営の育成と支援、特に酪農に於いて200戸を超える離農をカバーしているのは大型法人である。又、法人には外部から雇用者を入れ育てて新規就農に導びいたり農家の
お嫁さんに向けたりの担い手を育てる能力がある。その事を評価して、一戸一法人でも各種保険制度や退職金制度等、整備され多数の雇用者（例えば10人以上）を有している法
人については複数戸法人と同じ扱いをして支援する仕組を。

男性 90代 高知県 元高校長 その他

（１）学校給食はごはんで。
児童生徒はパンよりごはんを好む。
（２）米の値段を高くしてほしい。
農機具や肥料、薬剤等の価格が高いので、それに相応の米価でなければ農業経営はできない。

男性 70代 大分県 漁業 その他
私は中学を卒業した時から家業の漁業を始めて今では６０年が経過しました。この６０年間の中で思う事は、極単とも言える様な漁村の衰退です。自然環境の変化で、漁獲の減
少が進む中で、食の変化からでしょうか魚価の低下は、３０年程前に比べると単価以下になっている魚種が多いと思います。昔の漁村に戻る事が出来ればと思います。

男性 30代 兵庫県 公務員 その他 都市部における農地、農業の役割（景観、緑地、教育、防災など）を見直すとともに、生産緑地制度などを踏まえた経営モデルの構築。

女性 40代 大分県 主婦 その他
「食料・農業・農村基本計画の見直し検討がスタート」という事ですが、あまり大々的に公表はされなかったのでしょうか。新聞は毎日目を通していますが、記憶には残っておりませ
ん。農家の方々もそうですが、食料を購入する一般市民もＴＰＰの行方が心配です。この様な前向きな計画があるのなら、もっと大きく取り上げても良いのではと思いました。

団体 団体 大分県 農林漁業団体 その他
現在、農水省が掲げています農業政策によりますと水田のフル活用の推進など、これまで以上に水需要が増大されると思います。当改良区としては、政策に沿った水利権の見直
しをして頂かなければ十分な用水の供給ができず、農作物の生産に影響を及ぼし、組合員の不安と混乱を招きかねないことから、政策展開と同時にその政策に合った水利権とな
るよう見直しをお願い致します。

法人 法人 兵庫県 農業団体 その他
・現在、ＪＡに対する批判が出ているが、ＪＡは、農協法で縛られている部分も多く、土地、農地を取得する場合でも総代会決議が必要であり、スピード感を持った事業展開が困難
なことも多い。手続の簡素化が望まれる。また、共済事業でも自動車共済の法人加入及び営業類似行為車両の引受用件緩和など事業制約の緩和が必要。

男性 60代 兵庫県
嘱託職員
獣医師

その他

シカの獣害対策
　シカの獣害は農林業被害、森林下層植生破壊による生物多様性そう失、交通事故等、環境を著しく悪化させている。
　生態系において、草食動物の上位の肉食動物がいないのが問題だが、人間が頂点にいる。しかし捕獲を猟友会に丸投げしているために効果は上がるどころか増々状況は悪化
している。猟友会以外の捕獲組織を国において立ち上げるか、既存の公務員（自衛隊等）を活用して早急に個体数管理しなければ、森林は再生しない。

団体 団体 青森県 地方公共団体 その他
　今回の見直しについてではないが、産地交付金のビジョンを描くに際し、野菜等の品目別の地域の平均所得等の統計データがないと、具体的なビジョンを画くことは難しい。
　現在は、このような統計データは国から公表されていないが、農産物の所得等についての統計調査に取り組んでいただきたい。

男性 不明 福島県 農業 その他
公務員改革を要望します。農政やその他の政策で、知恵を出す公務員を優遇し、余り知恵を出さない公務員を冷遇すべきです。知恵を出して仕事する公務員には昇級させボー
ナスを支給、余り知恵を出さない公務員には降格させボーナスを与えないようなメリハリのある改革を強く要望します。その結果、知恵のあるよりよい政策が可能となるのです。

男性 不明 不明 不明 その他

　新たな国内需要に対応した農林水産物として、自然農法(付記参照)による農産物の普及を要望いたします。
　自然農法は付記のように健康改善をはじめ多くの効用があると考えられます。
　特に健康に関しては国民医療費の急騰と、それにも関わらず子供から大人まで不健康な人間が増えており、国民生活・国カへの悪影響が憂慮されます。
　このような状態が自然農法によって改善されれば、国民生活にとって大きな朗報であり、『農林水産業・地域の活カ創造プラン」の目的達成にも有効と思われます。
　しかしながら、この効用は一般によく認められているとは言えないため、経済特区に準じたものか何らかの方法で実証することが望まれます。
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男性 不明 不明 不明 その他

〔付記〕自然農法について
　自然農法と称するものは幾つかあるが、ここでは以下のような自然農法および有機農法を総称したものとする。
　すなわち、森林や林のような土壌に模して耕土を作り変えれば、健全な農作物が出来、健全な農作物を食した家畜や人聞は健康になるということにある。健全な土壌を作るため
には、化学肥料を使わず、枯れ草や枯葉など植物性材料で作った堆肥を用いる。
　有機農業の大家英国人のハワード郷が採用・普及した農法はこれに該当しているが、わが国では五条市の築瀬義亮医師、世界救世教教組岡田茂吉師や奇跡のリンゴの木村
秋則氏の農法があげられる。
　この農法による健全な作物を摂るととで、難病が治った/食欲不振が治った/アレルギー・低体温が治った/感冒・カタルが減ったなど健康が改善され、その結果工場などの労働
現場では勤労意欲が増した/学生、学童は、不登校が治った、学業が向上した、激しい勉強やスポーツでも満足できる健康状態になった/家庭が円満になった/出生率の増加が見
られた等多くの事例がある。
　家畜では口蹄疫にかからないばかりか軽い症状なら治ったなどの事例がある。
　しかしながら、これらの効用は一般に認められているとはいえないため、何らかの方法で実証されることが望まれる。

男性 不明 不明 不明 その他

　なお、自然農法や有機農法と称するものの中で動物性の堆肥などを用いた農法は、動物性堆肥自体が自然界では一般的に存在するものではなく、また飼料に農薬やホルモン
剤などの化学物質あるいは硝酸態窒素など健康に悪影響を及ぼすものが含まれているため、問題があると考えここでは対象外する。
　国民の健康への関心の高まりとともに、自然農法を実施する農家は増えてきてはいるが、「難しく、減収リスクがある」「手間がかかりコスト高のため販路が限られる」等の問題認
織があるため余り普及していない。
　健康改善などの効用が実証され、効用分の費用を自然農法の普及に振り向ければ、意欲ある農家の参入が期待できよう。
　自然農法は自然の摂理や作物の生育状況に対応したきめ細かな処置が必要であり、大規模化には適さず、農業基盤整備を前提としても内地で畑は数ha、水田でその数倍(10
h a以上の例もある)が限度と考えられるため専業農家戸数の大幅減にはならないと考えられる。
　また無農薬などで安全かつ美味な農作物の生産、環境改善、土や動植物との触れ合いなどで6次産業化の市場規模拡大などの可能性が大きくなろう。
　自然農法は、人間にとって最も重要な命や健康を支える「食」と「環境」を根本から改善し次世代に継承していく可能性を持っていると考えられる。

団体 団体 鹿児島県 地方公共団体 その他
　志布志港は、南九州地域の畜産を支える配合飼料の生産拠点となっており、平成23年には、国の「国際バルク戦略港湾(穀物部門)に九州で唯一指定されている。
　配合飼料の主要な原料であるトウモロコシの安定的かつ安価な輸送の実現により、わが国の省産品の生産コスト低減により国際競争カを向上させるため、大型バルク船に対応
した重点的な港湾整備の推進をお願いしたい。
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意見・要望の分野※ 

全般 20 (12.9%) 人材育成、雇用確保 1 (0.6%) 

食料自給率・自給力、食料安全保障 6 (3.9%) 農村振興、中山間対策 18 (11.6%) 

食の安全、消費者の信頼確保 4 (2.6%) 農地、耕作放棄地対策 34 (21.9%) 

食育、食文化 2 (1.3%) 技術、環境 15 (9.7%) 

地産地消、６次産業化 8 (5.2%) 食品産業政策 1 (0.6%) 

農業経営、担い手 21 (13.5%) 農林水産物・食品の輸出 5 (3.2%) 

農業生産（水田、畑作、畜産、園芸、特産） 15 (9.7%) その他 5 (3.2%) 

○ 平成２６年２月２６日以降に、農林水産省が実施する「今般の施策の見直しに関する説明会」等の意見交
換会、説明会等において、参加者の発言の中から、基本計画に関する意見・要望を集約し、整理 

（件） 

農林水産省が実施する意見交換会、説明会等における基本計画に関する意見・要望について 

○ 合計155件の意見・要望を集約 

職 業 

農業関係 34 (21.9%) 

食品関連 2 (1.3%) 

流通業 1 (0.6%) 

地方公共団体関係 99 (63.9%) 

その他 10 (6.5%) 

（件） 年代（法人、団体、不明は含まず） 
３０代以下 0 (0.0%) 

４０代 5 (3.2%) 

５０代 14 (9.0%) 

６０代 24 (15.5%) 

７０代以上 2 (1.3%) 

（件） 

２６ 
※意見・要望の分野は当方の整理による 



２．意見交換会、説明会等における意見・要望

性別 年代 職業
都道府
県

説明会・
意見交換会等名称

御意見・御要望等
の分野

御意見・御要望

不明 不明 地方公共団体 滋賀県 政策説明会 全般 各種施策の推進に当たっては、地域により取組の選択ができるようなものとすることも必要である。

不明 不明 地方公共団体 滋賀県 政策説明会 全般 担い手、自給的農家及び非農家を含めた地域(集落)興しとなるような農政を期待する。

不明 不明 不明 鹿児島 面談 全般
・政権交代の度に変更する農政は、地方行政や農家にとって分かりづらい。
・良い政策は変更しないことが大切と考える。
・米をもっと日本国民に食べてもらえる政策が必要、また備蓄米を海外の飢えている人々に供給すべきと思う。

不明 不明 農業 熊本県 面談 全般
農業経営上、農機具等は必要不可欠です。また国が進める規模拡大を実施する場合には農機具の大型化も併せて行わなければ効率化につながらないが、農業政策が
途中で変更されると借入金の返済プランも変わり農業経営には大変困ったことにります。このため、農業政策は10年程度の長期スパンで継続的に実施することを要望し
ます。

不明 不明 農業 青森県
米生産に係る制度
説明会

全般
農政の転換する場合、現場農家の声を聞いて欲しい。決まったことを情報提供するだけになっているのではないか。米の所得補償交付金があったため、米価を押さえ込
まれたのではない。平成24年産は、東日本大震災の影響で高騰したのでは。この交付金があったため、農家意識も低下したし、今後、価格も回復しないのではないか。

不明 不明 集落会長 福島県
集落農政推進協議
会会長会議

全般 政権が変わるたびに制度が変わらないようにして欲しい。

男性 60代 地方公共団体秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

全般
生産調整や６次産業化・複合経営などの施策に行政が関わり過ぎてしまうと、農業者が他力本願になってしまう面がある。農家や流通団体が自ら取り組めるような施策の
仕組みを考えていくことも必要ではないか。

不明 不明 農業 岩手県
ＪＡ冬期支店座談
会

全般

今般の農政改革は、足腰の強い農業としていくということは理解出来るが、現状では、後継者不足や若者に魅力ある農業にはなっていないと感じている。他産業との所得
格差が生じているなかで、我々高齢者は、農業・農地に対する愛着、消費者に安全な農産物の供給するという使命感を持ちながら営んできた。これからの若者は他産業
と比較して所得格差があれば農業を継がなくなるのではとの懸念がある。ビジョンでは魅力のある農業を目指してると思うが、今回の改革が絵に描いた餅に終わらないよ
うにしてほしい。

不明 不明 農業 岩手県
平成２６年産米に
係る地域座談会

全般

今、農家は苦悩している状況。そのうえにたって質問したい。①少子高齢化で農業を始めようとする者がいないことについての見解を。②一方で、ＴＰＰなど関税引き下げ
圧力の中で外国との競争にさらされ、その上でこの制度を活用して農業で成り立つような経営ができるのか。③主食用米が減っている中で飼料などの穀物栽培に転換す
るというが、これも諸外国との価格競争で勝ち残れると考えているのか。④このままでは関税引き下げによって国はますます農家の保護を強めなくてはならなくなるが、将
来どのようにしようと考えているのか。農家は非常に不安である。

不明 不明 認定農業者 福島県
認定農業者と農業
委員との意見交換
会

全般
日本農業の今後の方向性がわかりにくい。政権が交代して独自色を出してきたのも判るが、認定農業者に集中してみたり、自給的な農家を対象に対策したりと農政の方
向性が定まっていないと感じる。正に猫の目である。国として農業を今後どうしたいかをわかりやすく示すべきではないか。

男性 50代 消費者団体 新潟県
消費者団体との意
見交換会

全般

「新たな農業・農村対策について」情報提供いただいたが、生産・販売に対する政策のてこ入れを行ったとしても、消費者にどう受け入れてもらえるか、消費者向けの予算
が少ないと感じる。消費者向けの政策を柱に農家を支えることが必要ではないか。食べる人と作る人、感じる互いの意識の溝をうめる政策により農業・農村をよみがえら
せる政策をお願いしたい。

不明 不明 農業 福島県
新たな米政策説明
会

全般
米の直接支払交付金が一方的に半額とされ、４年で廃止となったことは納得出来ない。２５年産米は価格が３千円程度下落し、今年の米は一万円を切るのではと危ぶん
でいる。このような状況で、TPPが決まれば米農家の経営は成り立たなくなる。将来展望の持てる農業政策を強く要望する。

不明 不明 地方公共団体岩手県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

全般 沿岸被災地では、農地の復旧が遅れ、平成30年にならないと耕作できない農地もあるので新制度に一斉に対応するのは、非常に厳しい。

不明 不明 地方公共団体岩手県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

全般
小規模の農業者にはやめてもらい、大規模な担い手に集約しながら、農林水産業を強くしていく政策に見え、農家への説明は容易でない。この方向で進めていくのであれ
ば、今後は安易に政策を変えないでほしい。

不明 不明 地方公共団体山形県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

全般 どこまで規模拡大を目指せばいいのか展望が見えない。５年先を見通した継続的な施策を。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

全般
国では農業改革を進めているが、当町では除染が始まったばかりで帰町できるのは３～４年後と取り残された状況となるので、帰町後、国から様々な政策を受けられるよ
うにしてほしい。
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不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

全般 農業政策は、常に一律に同じことをさせるのでなく、農業者へ責任を持たせるためにも例えば、２～４のケースを提示し選択権を与えるような制度とすることが必要。

不明 不明 地方公共団体宮崎県 会議 全般
農政の政策・制度に関する内容が毎年のように、廃止、変更さらには新設等もあり、内容についても非常に多岐にわたり、なかなか覚えきれない状況にある。緊急な措置
に関する制度は別として、農業者の経営の安定を考えて頂き、せめて複数年は同じ政策を継続して頂きたい。

不明 不明 地方公共団体宮城県
新たな農業・農村
政策推進打合せ

全般
強い農林水産業の推進の政策が進められ、６次産業化や輸出に力が入っているが、成長産業としての農業政策とは別に、大多数の農家に対する下支えの政策が必要で
ある。農村は、農産物の生産と環境の保全と都会への労働力供給をして、経済のクッションの役割をしてきた。そのことを踏まえた施策を進めていただきたい。

男性 50代 地方公共団体滋賀県 打合せ 全般
・日本の農家はほとんどが兼業農家であり、兼業農家をどうするかが課題。兼業農家を見捨てる施策ではいけない。兼業農家を潰さない施策を考えて行く必要がある。
・一律的な施策では、その範囲内でしか動けない。施策の枠の中で、地域ごとに細かく展開出来、広く動けるものであると有り難い。

男性 60代 農業委員 岐阜県
地域農業再生協議
会

食料自給率・自給
力、食料安全保障

水田フル活用の取組として、戦略作物を支援・奨励されることは良いが、本来的な米飯の消費拡大の取組（学校給食・消費拡大・和食文化等のＰＲ等）について、今以上
に強化・推進をして頂きたい。

不明 不明 農業 宮城県 生産調整説明会
食料自給率・自給
力、食料安全保障

国からの生産数量目標が配分されなく５年後を見据えて、早急に「県、町、ＪＡ等」による協議組織をつくるべきである。

不明 不明
地区総代及
び実行組合

長
宮城県 地域の学習会

食料自給率・自給
力、食料安全保障

米の過剰は、過剰作付けや、特に大きな要因として、くず米(中米）から主食用に年間７０万ｔ回っている。これを解決しなければ米の過剰はなくならないのではないか。全
国組織のＪＡが全て買い取るなどの対策も必要だが、国もこういったことに対してを指導をお願いしたい。

不明 不明 地方公共団体福島県
農業再生協議会幹
事会

食料自給率・自給
力、食料安全保障

飼料用米は戦略作物助成において数量払いが導入され、県域の産地交付金で主食用の品種でも１０，０００円／１０aが交付される。加工用米は産地交付金で複数年契
約に対する助成が追加配分される。このことから、取り組みを希望する農業者の増加が見込まれる。しかし、JAが全農を通じて取り組める数量には限度がある。よって、
新たな実需者の掘り起こしについて、国にもお願いしたい。

男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
食料自給率・自給
力、食料安全保障

国内の食料自給率は４０％となっているが、もっと日本の食材の良さをＰＲすれば、伸びるのではないか。
日本の農産物は高いと言われているが、水田や農地を活用し、もっと付加価値をつければ、売れると思う。

不明 不明 農業 青森県
認定農業者の会勉
強会

食料自給率・自給
力、食料安全保障

畜産農家としては、安い国産飼料の安定供給が希望である。そのためには、流通コストを削減することが重要であり、飼料米等が生産者から直接畜産農家に供給される
必要がある。一つの考え方として、畜産の盛んな地域に飼料用米の集荷・供給施設（ＳＧＳ加工等も視野にして）を国として整備し、外国産飼料より安価で安定的な供給体
制を確保願いたい。

不明 不明 農業 福島県
経営所得安定対策
説明会

食の安全、消費者
の信頼確保

私は、価格が主食用米の半値程度の加工用米を取り組んでいる。昨年、加工用米を産地偽装のうえ主食用米として流通させる事件があった。行政は、業者に対する調査
や指導を行って、未然に防ぐべきである。

男性 不明
食品関連会

社
北海道 食育セミナー

食の安全、消費者
の信頼確保

食の安全・安心を消費者が求めている時代なのに事後処理ばかり目につきます。食の事故・事件を防止する法整備が遅れている現状だと思われます。これでは、食糧輸
出で外貨を得る国には成れません。HACCP認証などを急いでほしいです。

男性 50代 消費者団体 新潟県
消費者団体との意
見交換会

食の安全、消費者
の信頼確保

　地域の環境をいかに守るか、近年ミツバチの大量死が問題となり、ネオニコチノイド系の農薬が原因と疑われている。ヨーロッパのＥＵ諸国では使用が禁止されたが、農
林水産省は原因物質として認めていない。原因が不明なものについても疑われるものは規制が必要ではないか。

女性 70代 消費者団体 新潟県
消費者団体との意
見交換会

食の安全、消費者
の信頼確保

　ヘリコプターによる空中散布に反対する取組みを２８年間に渡り続けた。その結果大型ヘリコプターによる散布は廃止されラジコンヘリによる散布に変わっていった。農
薬の拡散という意味ではまだ不安がある。自分たちが動かないと政策は変わってこないと思う。

男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

食育、食文化
健全な食習慣、食文化、食の安全など、食に関する正しい知識を身につけてもらう食育の推進が重要。そのためには、家庭・学校・保育園はもとより、地域、生産者、農業
関係団体、医療機関などのネットワークが肝要であり、加えて行政機関の横断的な連携強化が必要と考える。

女性 50代 消費者団体 新潟県
消費者団体との意
見交換会

食育、食文化
　ミクロネシアでは独自の伝統現地食がある。伝統的現地食を食べていた当時は健康体であったが、他の食習慣が入り子どもが伝統現地食を食べなくなって肥満等の健
康障害が広まった。現在ミクロネシアでは国が立ち上がり伝統的現地食を広めているが、日本の食や農業の縮図に感じる。米を中心とした日本型食生活やバランスの取
れた食事が持続出来る農業に繋がっていくと思う。子どもの食育を進めていただきたい。

男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

地産地消、６次産
業化

首都圏にトップセールスを行ってきたが、市場で求められる商品や販路の開拓などが重要だと感じた。この辺のきめ細かなサポート体制の充実の検討をお願いしたい。
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男性 50代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

地産地消、６次産
業化

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用し米粉の餃子、麺を作っているが、需要の拡大が図られていない現状であり、米粉需要の拡大を国の施策としてお願いし
たい。

男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

地産地消、６次産
業化

大手製薬会社と市内認定農業者がタイアップして生薬の原料作物を栽培することとしており、来年度、「薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業」を活用したいと考え
ている。本事業の詳細はこれから検討されることになると思うが、実施主体には民間だけでなく自治体を含めるとともに、栽培する側にしっかりとしたメリットや支援がある
制度にしてほしい。（同様意見　他2名）

男性 50代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

地産地消、６次産
業化

６次産業化推進のため、農家レストランを農業用施設と認定できるように特例的に解釈するとの規定を設けるなど、規制緩和をしてほしい。

男性 40代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

地産地消、６次産
業化

６次産業化等を進めるに当たっても販路の開拓が重要な課題と考える。「作っても売り方に悩む」、「作っても採算性がない。」などの声がある。経営感覚のある農業者の
育成が大事。

男性 60代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

地産地消、６次産
業化

農業は命の産業であり、若い人も高齢者も元気で健康に暮らすことができるよう、地産地消や食育等を通した医・食・農が連携した取組が必要。また、地域の食は観光資
源の一部と考えられるので、これらの連携が重要。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
地産地消、６次産
業化

椿は、一部の地権者から同意が得られれば地域の収穫が出来ると考えて特区申請したが、実際には民法等の権利上の課題が多く、うまくいっていない。地権者には収穫
して得られた代金を支払って、こちらには手間賃を得るような仕組みでもやむを得ない。農家にとっては貴重な収入である。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
地産地消、６次産
業化

高菜の生産・加工が極めて順調なことから、新たな設備投資を予定している。
さらにできれば、高菜のパック詰めをして販売することまで完結したいが、現在の販売業者との関係もあり難しい。

不明 不明 地方公共団体 滋賀県 政策説明会 農業経営、担い手 再生産に繋がるマインドを持った農政の展開により、農家の生計が成り立ち、若い世代へ引き継がれる政策を目指していただきたい。

男性 50代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農業経営、担い手
青年就農給付金を受けている人が５名いるが、農業だけでは食べていけず生活が苦しくアルバイトをしている状況なので、今後も農家が安定した収入が得られるような政
策、若者が農業を将来的に魅力ある職業として選択できるような政策を強力に進めてほしい。

男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農業経営、担い手
農地集積による大規模化に伴って、機械も大型化する必要があるのだが、機械導入に対する国の支援策は限定的なものになっている。コストの低減は攻めの農業のポイ
ントの一つであり、生産費で一番のウエイトを占める農業機械費を低減する取組に対して、国としてもっと踏み込んだ支援策を講じてほしい。

男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農業経営、担い手
農業を生涯の職業として選択する若い世代を確保・育成するため、国としても、新規就農者の更なる確保に向けた踏み込んだ施策の展開や、農業法人の後継者育成が
必要ではないか。市としても、２箇所の研修施設を設けて、将来の担い手確保に取り組んでいるところ。

男性 50代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農業経営、担い手
大規模な担い手に８割を集積するとしているが、２割は小規模の農家が担うということであるから、自給率向上の観点から、小規模農家も対象に含めた対策を考えるべ
き。

不明 不明 農協幹部 山形県
新たな農業政策等
に対するJA幹部と
の意見交換会

農業経営、担い手 農業に関する補助事業について、細分化した補助・助成体系を簡素化（経営所得安定対策等への一本化）出来ないか。

不明 不明 地方公共団体 福島県
農業再生協議会総
会

農業経営、担い手
鮫川村は山間部地域であり、国の施策にある農地の集積が進まず、前向きな農家であっても小規模(３～５０a)が多数である。国の大規模化という方針とは異なるが、小
規模な農家への支援をしっかり行っていただきたい。

不明 不明 農業 宮城県
生産調整協力員会
議

農業経営、担い手
10ha位の面積を耕作しているが、経営としてギリギリの状態。新たな農業機械の導入もままならない。今後ＴＰＰ（の結果次第）でどうなるかもわからず、子供に（農業を）継
げと言える状態ではない。

不明 不明 農業 福島県
経営所得安定対策
説明会

農業経営、担い手 米の価格が下がっており、経営が立ちゆかない状況である。また、高久田地区は経営規模も小さく、中心的な担い手もいない状況で、将来が見えないところである。
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男性 60代 農業委員会 富山県
新たな施策に関す
る市町村説明会

農業経営、担い手
30年以降は生産調整の廃止や米の直接支払交付金の廃止による収入の減少、消費税UPによる農機具等の値上がりが懸念される。どうすれば生産者が経営を続けられ
るのか国によるガイドラインを示してほしい。

不明 不明 農業 青森県
農業委員と農業者
の意見交換会

農業経営、担い手
平成26年産から米の直接支払交付金が7,500円／10aに減額され、平成30年産から廃止となるようだが、先日、新聞報道などでもあるように、県の試算では米農家のほと
んどは赤字となるようだ。大規模農家は経営努力でなんとか採算がとれるだろうが、八戸市は小規模農家が多く、なかなかそうはいかない。小規模農家でもメリットのある
施策を考えて頂きたい。

男性 50～60代 農業 富山県
新たな農業・農村
政策に関する説明
会

農業経営、担い手 ６次産業の事を良く聞くようになったが、氷見のような年齢層高い地域でどのように取組めばよいのか。

不明 不明 JA組合長 青森県
農業再生協議会総
会

農業経営、担い手 過剰基調で米価が低迷している。現在主食用は１００％自給しているが、このままでは崩れていく可能性があるので所得補償をきちんとしてほしい。

不明 不明 地方公共団体 岩手県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農業経営、担い手 米の直接支払交付金がなくなれば、いつか生産コストと販売価格のバランスが崩れる時期がくる。農家所得が下がらないような制度設計・政策展開を。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明 農業経営、担い手
農業者の高齢化で、意欲が低下しているため、農地の維持ができるか不安。
機械を導入するにも限界がある。
集落営農や法人の立ち上げも必要。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明 農業経営、担い手
担い手もいないし、就農者が減少している。農水省から手厚い保護をいただいているが、現実は厳しい。日本型直接支払制度も今後上手く活用できるのか不安がある。
学童農園として、農業体験施設を作り、少しでも就農者を増やす努力をしている。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明 農業経営、担い手 農産物直売所を建設し、農家所得の向上に寄与したかったが、兼業農家が多く、農業で生計を立ててないため、品揃えや価格等など問題点も多い。

不明 不明 地方公共団体熊本県 首長等への説明 農業経営、担い手 現場では（農業者の）高齢化が深刻であり、将来を考えると集団営農を定着させることが必要との認識である。

不明 不明 地方公共団体熊本県 面談 農業経営、担い手

長洲は、農業も水産業も工業（造船）もあり、幅広い産業が振興されている。
その中で長洲から第一次産業、特に農業で粗生産額が上がってきたと今後言えるように、頑張っていきたい。
長洲町は小さな町であるため、色々な実験が可能である。
是非、地域農業の取組事例で参考になるものがあったら紹介頂きたい。
私どもも付加価値の高い農業にチャレンジしていきたい。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農業経営、担い手
農家が考える農業経営は、交付金や補助金本位に組み立てられることが多いが、発想の転換が必要。自立した経営感覚を持った優れた農業者を育成する支援策をより
充実してほしい。

不明 不明 地方公共団体鹿児島県面談 農業経営、担い手
北薩地域管内のみかん農家も高齢化等により、栽培をやめる農家が増加している。そのような中、一部の地域では防除等の重労働作業等の共同化で労働力の集約化を
図っているが集落営農組織とまでは行ってない。今後、取組を推進していくために、集落営農組織で旨く行っている事例があれば紹介してほしい。

不明 不明 農業 福島県
経営所得安定対策
説明会

農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

飼料用米について、需要や多収性品種の種子も確保出来ていないのに、交付金を増やして推進するのはおかしいのではないか。

男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

転作に取り組む中で、なかなか収量が上がらないことから、ブロックローテーションによるまとまった転作への取組を構築する必要性を感じている。

男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

当市には、大豆の栽培技術の普及・向上に取り組んでいる農研機構東北農業研究センター大仙研究拠点が存在。当市としては、せっかく地元に研究機関があるのだか
ら、これを活用して、是非とも品質・収量アップを図りたい。単に、研究員に技術指導してもらうというような支援ではなく、当市を大豆の品質・収量向上のモデルとして活用
してもらうなど、もっと大きな戦略の中で、農水省として支援してほしい。

男性 60代 農業生産法人 兵庫県
大型生産者（法人）
と近畿農政局次長
との意見交換会

農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

飼料米は全国一律単価の対応では難しい。流通コストを考えると県独自の生産方式を検討すべきである。

男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

農地は減少している。
農家も自家用野菜を作り、残りを直売所に売るような農家が多い。
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男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

一律に各地域の農業を支援するのではなく、各地域の特色を出せるような農産物を支援するなど、戦略的に行っていく事を考えている。

不明 不明 地方公共団体
鹿児島
県

面談
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

農林水産省の後押しで、企業がミシマサイコ等の薬用植物の生産を行っているが、今現在、市場に出回っているのは、中国産のものが大部分であるので安全・安心のた
めには、国内産での生産拡大をお願いしたい。

不明 不明 農業 熊本県 面談
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

飼料用稲（ＷＣＳ）については、水俣市には、酪農家が少ないため飼料用稲を作付けする生産者が少ない。遠方から持ってくるには、運送費がかさむ。現在輸入飼料に
頼っているが、原油高等により厳しい状況となっている。このため、当市及び近隣市町村での飼料用稲の作付け推進をお願いしたい。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

豪雪でパイプハウスを中心に被害を受けたが、資材の調達が難しく、直ちに復旧ができない状況なので、各種支援策については、長期間対応ができるようにしてほしい。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

飼料作物の取り組みが多い地域であるが、検査機関等で検査するなど不明な点が多いため、今回、飼料用米の取り組みはＪＡとしても見合わせているところ。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

水田フル活用は水田のみとなっているので、交付金が高くて作業の楽な作物にシフトしる傾向がある。
そのため需要のある飼料作物やＷＣＳの作付けが多い。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

飼料用米にさらに取り組んでいくこととしたいが、農地によって反収が異なっている。大きく見れば、壱岐の北部と南部では大きく反収が異なることから、地域反収一本で
はバランスが難しい。せめて北部と南部で分けた基準反収を設定できないか。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

水田フル活用にて、タマネギを振興している。タマネギ農家を足がかりに、集落での作業や機械利用の共同化を図り、集落営農組織へ誘導したい。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

町内のミニライスセンターの構成員や経営主が高齢化し、担い手の確保ができない切迫した状況下で、農地の集積、担い手の確保を担う機構の果たす役割に期待してお
り、関連施策の一層の充実をお願いしたい。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

飼料用米、ＷＣＳ、米粉用米の生産が増えると農薬散布が減り、病虫害で主食用米の品質低下が懸念されるので、栽培技術や栽培方法などの指導を。

不明 不明 農業 福岡県 面談
人材育成、雇用確
保

地域のリーダーを育成するための研修制度を作るなど、支援をお願いしたい。
　農業を続けていく上で、安定した生産や流通が行える産地形成が重要である。しかし、産地作りや産地を維持発展するために必要な地域のリーダーとなる人材の育成
が難しい。そこで、国の制度として地域のリーダーに必要な心構えや知識を学べる研修を行う等の支援を行っていただけないか。
　また、そのことにより産地が活性化すれば、新たな農業後継者が参入し易くなるのではないか。

不明 不明 農業 宮城県
生産調整推進対策
会議

農村振興、中山間
対策

多面的機能支払は全国一律の交付単価である。中山間の農地は維持・管理経費が掛かる事を理解頂きたい。

不明 不明 農業 青森県
農業再生協議会臨
時総会

農村振興、中山間
対策

日本型直接支払制度そのものはよいが、核となる農業者（リーダー）がいないのが現状。また、現行、農地・水保全の活動組織もあるが事務量が多く、新たに農地維持支
払等の事務となると負担が大きい。

男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
農村振興、中山間
対策

現在、里山再生プロジェクトに取り組んでいるが、今後、農地維持支払いなども利用しながら、農地保全の取組を進めていきたい。

男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
農村振興、中山間
対策

当町は中山間が多く、中山間直接支払いや農地・水支払いの協定集落も多くありますが、過疎化と担い手不足で、農地だけでなく水路・ため池などの維持すら危うい状況
です。
農業や農地の多面的機能への支払いを拡充し、地域維持できるようにお願いしたい。

男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
農村振興、中山間
対策

中山間地域も多く、農地・水にも取り組んでいたが、地域の住民を入れる取組は難しかった。
農地維持支払いでは、農業者だけでも取り組めるので、ぜひ活用したい。

男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
農村振興、中山間
対策

棚田百選に選ばれている大中尾棚田など、中山間地域が多い。
そういった農村を守るような支援として、日本型直接支払制度には期待している。

不明 不明 農業 宮崎県 会議
農村振興、中山間
対策

国の農地集積の進め方をみていると平場地域での進め方を考えているように思える。中山間地域では、効率的な農地の集積は出来ないことから中山間地域にも目を向
けた農地集積を考えて頂きたい。

不明 不明 農業 宮崎県 会議
農村振興、中山間
対策

我々はこの地域の景観・農地を次世代に残したいと思って今頑張っているものの、土地が低く、夏場には大雨があるとすぐ水害が発生するため、稲作以外の作物は出来
ない。担い手の育成や法人化の話もなく、将来展望も難しい状況にある。この地域の取り組みについて、アドバイスをお願いしたい。
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不明 不明 農業 宮崎県 会議
農村振興、中山間
対策

中山間地域では、地域的ハンディや鳥獣被害などもあり、米価が下落すると太刀打ちできない。今後は、既に活動している地域組織を基礎にして、この日本型直接支払
制度を活用し、農地・農家を守っていきたいと考えている。

不明 不明 地方公共団体 秋田県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農村振興、中山間
対策

中山間地は、麦、大豆、そばの作付けに適していないため、他の作物を対象とした振興支援を強化してほしい。

不明 不明 地方公共団体宮城県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農村振興、中山間
対策

活力創造プランに「美しい」関連施策が重要。ドイツには景観設計士がおり、これも参考にして以前の農村の風景を取り戻せるようにしてほしい。

不明 不明 農業 福島県
「米政策等制度説
明会」

農村振興、中山間
対策

柳津町の場合、山際や沢筋沿いに農地があり、遊休農地・耕作放棄地が点在している。遊休農地を解消しないと、地域集積協力金の交付対象者になれないと聞いてい
る。この事業も含め、平坦部ばかりを注目しているのではないか。もっと中山間地にも焦点を当てた施策として欲しい。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農村振興、中山間
対策

中山間地域等直接支払制度は、地域が自ら考えて交付金を活用でき、成功した制度。日本型直接支払制度も自治体・生産者にある程度裁量を与える制度設計を。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農村振興、中山間
対策

規模拡大・効率化の視点からの施策が進められているが、農業には非効率ではあるが田舎の良さや作る喜びといった生き甲斐を感じさせる一面もあるので、国の施策に
もこうした視点が必要。都市部と農村部の人のつながりをより進めることが必要であり、関係する施策の充実を。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
農村振興、中山間
対策

現在、担い手公社が中間管理機構と同様なことを行っているので、ここに委託されるとよいと考えている。
従来から新規就農者の研修受入等を行っているが、不在地主の土地や条件不利地の基盤整備等を中間管理機構の中で行って、新規就農者へ斡旋できるようになれば
助かる。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
農村振興、中山間
対策

離島はどこも苦労が多い。離島振興策の恩恵もあるが、ハードルもある。先細り感があると住民も産業もすべて逃げていく。活性化していくことは大変であるが、い色々な
ことにチャレンジが必要である。
オリーブは収穫までに５年要する。瀬戸内で似た気候なのに小豆島だけが成功しており、果たして五島でもうまくいくか懸念している。

不明 不明 地方公共団体宮城県
新たな農業・農村
政策推進打合せ

農村振興、中山間
対策

加美町の近くに農業高校があるが、今年の新入生は定員割れで、存続が危ぶまれているが、その施設を活かして都市部に住む農業をしたい若者を受け入れることが出
来ないのかと思う。

男性 30代 農業生産法人 岐阜県
収入減少緩和・経
安申請受付会場

農村振興、中山間対

中山間地域で法人として、地域の不作付地等を借り受けて耕作をしているが、その様な所は条件が悪く、作物の収穫量も少なく、収益も上がらないのが現状である。ま
た、獣害からの防止柵を施していても、収穫直前の作物を猪、鹿、猿等から被害を受けることもしばしばある。中山間地域は、平場の農業と違い畦畔の草刈り、鳥獣害対
策等、生産費がかなり高くつくので、収益が上がらず経営が苦しい。中山間地域での経営が継続出来るような新たな施策を考えて頂きたい。

不明 不明 農協幹部 山形県
農協幹部との意見
交換会

農地、耕作放棄地
対策

国は大規模化を目指しているが、中山間地での農地の集積は難しい。集落営農、法人化を推進しているが、人を使って収入は増えないし、人件費の経費だおれになる。

不明 不明 農業 福島県
経営所得安定対策
説明会

農地、耕作放棄地
対策

生産者が高齢化しており、後継者もおらず土地の集約は難しい。魅力のある農業を作るような政策をお願いしたい。

男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

農地を使わない農業、例えば水耕栽培などが増えてきている。「農地」を中心とした農林水産省の各種補助や融資制度だけでは、需要フロンティアの拡大及びバリュー
チェーンの構築に対応しきれていないのではないか。

男性 60代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

離農が加速する一方、新規就農者の減少により後継者がほとんどいない地域が　広がっており、耕作放棄地や遊休農地の増加に拍車をかけている。このため、　村では
農業法人や株式会社による受託組織の設立を検討しており、これに対する国、県等の手厚い支援があれば、耕作放棄地や遊休農地の解消に繋がると考えているので、
よろしくお願いしたい。

男性 50代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

基盤整備による水田の集積は比較的容易だが、樹園地というものは樹体を含むものであり、その集積は水田に比べて難しい。町としても思い悩むところがあり、何かよい
方策があれば、指導をお願いしたい。

男性 60代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

担い手への農地集積・集約化等を加速化するためには、地域の実情に明るい市町村が国から直接受託するという形の方がよいのではないか。

男性 60代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

耕作放棄地解消のためには、集落営農等の法人化にもっと特典を与え、耕作放棄地の受け皿となる法人を育成していく必要がある。

男性 40代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

我が国の農業政策上、畑地の基盤整備は必要不可欠と考えるが、今日まで、山間地で条件の悪い農地や借り手が少ない農地では基盤整備に着手できておらず、国の支
援をお願いしたい。
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男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

耕作放棄地の解消には、大きな費用が必要になるので、その置かれた状況も見ながら、必要に応じて原野等に戻していくことも考えていくべき。

男性 50代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

農地法に基づく耕作放棄地解消指導の未着手が全国で98万件もあるとのことであり、関係機関の迅速な指導等への着手に向けた仕組みを構築してほしい。

男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

中山間地は基盤整備から取り残された集落もあり、この地域・集落では、攻めの農業もさることながら、守りの農業として小規模な基盤整備や集落そのものの維持のため
の施策が必要である。このような中山間地域では、一部で、市単独事業で対応している状況にある。

不明 不明 農業 福島県
経営所得安定対策
説明会

農地、耕作放棄地
対策

今は人・農地プランなど農地の流動化が始まっている。国は農業に対してＴＰＰなどみて分かるとおり重要視していない。将来のことを考えれば、地域のことは地域で考え
なければならない。個人では難しいから皆で考えて国が交付金を出す制度になった。これを活用していくように今後検討していくしかない。

男性 70代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

農地中間管理機構には、耕作放棄地予備軍対策にも力を入れて取り組んでいただきたい。農地所有者死亡等により、農地の相続登記をせず、課税さえできなくなってい
るいる農地がある。「遊休農地等の所有者や所在が分からない場合の公告制度の改善を図る」とあるが、実効あるものとしてもらいたい。

男性 50代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農地、耕作放棄地
対策

農地法や不動産登記法による手続きが煩雑であるため、農家が契約書等の書類作成に辟易しており、農地集積や基盤整備に支障が見受けられる。

男性 60代 農業生産法人 兵庫県
大型生産者（法人）
と近畿農政局次長
との意見交換会

農地、耕作放棄地
対策

中山間地の田を借りると、作業も厳しく経営コストも高くなる。作業受託で手数料を貰っている方が経営は楽である。
農地の管理には権利もあるが義務もあることを理解させるため、農地を荒らした場合は罰金徴収など、何か策が必要であり豊岡市に条例を作ってほしい。

不明 不明
マスタープラ
ン検討委員

岩手県
地域農業マスター
プラン検討会

農地、耕作放棄地
対策

農地中間管理機構の個々の出し手に対する支援として経営転換協力金があるが、分散した農地集積を進めるためにも要件を緩和してほしい。

男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
農地、耕作放棄地
対策

当市には農業振興公社があり、農地の流動化に取り組んでいる。
今回の中間管理機構が簡易的な基盤整備や維持管理を行っていただけることに大いに期待している。

男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
農地、耕作放棄地
対策

地域の担い手となる農家は、お茶の農家が多く、ある程度の農地の集積化は、既に終わっている。
人・農地のアンケートでも現状維持が大半で、規模拡大を望む者がほとんどいない。

男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
農地、耕作放棄地
対策

当初は耕作放棄地を借り上げ、基盤整備を行って、管理維持まで行うと言っていたが、トーンダウンしているように思う。
ミカン畑が多い地域であるが、中間管理機構が借り上げた際に、どこまで管理維持ができるのか？農地保全の補助には期待している。
農地集積や規模拡大については、ミカン農家は難しい。
機械が入らず、昔ながらの手作業の農家が多い。これ以上拡大すると、質が低下するので、出来ないのが現状。
オリーブ畑については増やしたいので、中間管理機構を上手く活用できればいいと考えている。

男性 ベテラン 地方公共団体 長崎県 首長等への説明
農地、耕作放棄地
対策

山間地で面積も狭い、担い手の高齢化の中で、作業のしやすい条件のいい農地が必要。機械の入るような農道の整備も必要。
機構として基盤整備等の条件整備はどこまで出来るのか。
狭地直し的な部分ができればありがたい。
・農地集積については農業委員会が頑張ってきた面があるので、どのようの連携を行っていくのか。
・土地への執着心が強いので、農地集積が難しい。

不明 不明 地方公共団体 熊本県 面談
農地、耕作放棄地
対策

当町は、中山間地であり、農地の借りて手が居ないため、農地集積等は現状では難しい

不明 不明 地方公共団体
鹿児島
県

面談
農地、耕作放棄地
対策

・当市は、農振地域が多く、農地利用について企業が参入したくても出来ない状況にある。また、農地に加工工場は設置できるが、宅地となると制限がかかり建てることが
出来ない。農地利用については、もう少し規制を緩和して頂き、農地の活用が弾力的に農地転用が出来るような仕組みにして頂きたい。

不明 不明 地方公共団体 岩手県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農地、耕作放棄地
対策

農業委員会制度の見直しが報じられているが、現場を知っているのは中間管理機構ではなく市町村・農業委員会であり、それぞれが機能するよう、混乱しない仕組み・手
順とすべき。

不明 不明 地方公共団体 岩手県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農地、耕作放棄地
対策

農振地域外（都市計画用途地域等）の農地が機構事業の対象から除外されると耕作放棄地化が懸念されるので、事業の対象に含められるようにすべき。
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不明 不明 地方公共団体宮城県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農地、耕作放棄地
対策

条件不利地や耕作放棄地を担い手が利用するには条件整備、特に小規模土地改良が必要なので、支援制度の充実を。

不明 不明 地方公共団体山形県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農地、耕作放棄地
対策

中山間地等の受け手が見つからない農地が耕作放棄地となるのを防ぐため、受け手に対する耕作者協力金的な支援の検討を。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農地、耕作放棄地
対策

機構は、利用困難な農地は借り受けず、また、借入れ後、貸付けが見込まれない農地は契約解除できるとなっているが、そうならないよう積極的な圃場整備が必要。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
農地、耕作放棄地
対策

棚田のある地域で、景観維持のため畦をコンクリートによる補強を行いたいと考えている。
中間管理機構の基盤整備や資源向上支払い等、農水の事業で使えるものはないか。
町の事業で基幹農道を作る予定だが、周辺に耕作放棄地が点在しているので、これを借り入れる事で何らかの基盤整備ができないか。ある程度基盤整備ができれば、受
け手もある。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
農地、耕作放棄地
対策

中間管理機構についての業務委託は、市町としてどの程度担うことになるのか。
農地集積というが、中山間地においては、過疎化による限界集落や耕作放棄地の問題が大きい。そういった実態に対応できる措置をお願いしたい。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
農地、耕作放棄地
対策

農地の貸し借りは農地法がクリアできても民法上の問題が解決できていない。そこが見えないとうまくいかないのではないか。いくら放棄していても先祖からの土地に見知
らぬ者が利用するということが、どうしても年配者の理解が得られない。今のままでも困らないという実態がある。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明
農地、耕作放棄地
対策

兼業農家などの小規模農家が点在し、農地の集積が難しい。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農地、耕作放棄地
対策

そばや大豆も取り入れた水田農業について、国や県が規模別の展望を示すことが農地の受け手の確保にもつながるのではないか。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農地、耕作放棄地
対策

急傾斜な水田も多いので、担い手だけでなく保有米農家等も支援していかないと農村風景の維持、耕作放棄地化の防止は困難。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

農地、耕作放棄地
対策

農地の集積業務の適任者がいるか不安。機構から町やＪＡなどへの業務委託の内容が明らかでないが、どこが責任を持つのか。農地集積は、市町村まかせでなく国が
主体となるべき。

不明 不明 農業 熊本県 面談 技術、環境

　鹿による穀物・野菜及び果実等の食害に困っている。食べ物がなくなると落ち葉まで食べてしまうので表土が流れ、樹木が枯れた山は保水力が低下し、森林の持つ機
能が失われてしまうばかりでなく、実際土壌流出がおきている山間地域もある。
　また、植物の芽や樹木の樹皮を剥ぎ取って食べたり、角で傷つけられた若い木は、枯れてしまう。
　対策として、防護ネットやフェンスを設置しているが、鹿はジャンプ力があり高さを保つネット設置に苦慮している。
　これまでも、かなりの労力と費用をかけて対応してきたが、今後の国の鳥獣被害防止対策の充実を強く要望する。

男性 40代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

技術、環境
間伐材や津軽ダムに貯まる流木材等を活用し低温廃熱発電を行い、売電したり、ハウス暖房などに活用できないか模索している。このような新エネルギー開発と循環シ
ステムの確立に向けた実証実験を支援してもらえるような補助事業をお願いしたい。

男性 40代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

技術、環境
同町はにんにく、葉タバコの産地だが、にんにくは線虫（害虫）、葉タバコは立ち枯れ病などの病害虫等が発生してしまうと、そのほ場の貸し借りがうまくいかず、農地集積
の阻害要因となっている。国としても、防除等の病虫害管理対策や指導の一層の充実・支援とともに、土壌改良を含めた基盤整備の支援をお願いしたい。

男性 60代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

技術、環境 農作業で使われた農業用プラスチックの処理に費用がかかるため、土にかえる農業用プラスチックなどの環境に安全で、なおかつ安価な資材の開発を推進してほしい。

男性 60代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

技術、環境
自然エネルギーは、日本全国どこでも手に入れることのできる地域資源であり、地域で活用していかなければならない。耕作放棄地等を利用した再生可能エネルギーの
発電設備の設置に当たり、農地転用許可等の更なる要件緩和をお願いしたい。

男性 50代
ビール

酒造組合
東京都

麦新品種等品質評
価協議会

技術、環境
①近年の気候変動に対応した品種開発も必要ではないか。
②ＧＰＳやセンサーを活用した技術について、米国では当たり前かもしれないが、日本で行うには区画整理から変えないと（一区画を大きくしないと）対応できないのではな
いか。
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不明 不明 流通業 熊本県 面談 技術、環境

みかんの集出荷業をしているが、生産者の高齢化による離農で10年後の集荷量は2割減少を見込んでいる。生産者の多くは跡継ぎは居るが、みかん栽培は副業的な状
態であり、積み上げてきた技術の継承がなされていない状況があり、高品質な熊本産みかん栽培を維持することが難しくなると危惧している。高品質みかんの生産のた
めには、せん定を含め栽培技術の継承が不可欠である。このために当方でみかん造りの名人(栽培歴60年)を招き技術伝授の研修会を定期的に開催している。みかん栽
培の技術継承はJA、業者、生産農家の垣根を越えた共通の課題である。行政としても県内各地の栽培技術に長けた名人たちの技術を、視覚的にも理解できるビデオや
冊子作成など技術継承というソフト的な支援をお願いしたい。

不明 不明
人・農地プラ
ン検討委員

青森県
人・農地プラン検討
会議

技術、環境 ２５年に、遊休農地を改善し大豆1haを作付けしたが、猿による被害が大きかった。これからも遊休農地を活用し規模拡大を目指すが、猿対策をどうするのか課題。

女性 50代 消費者団体 新潟県
消費者団体との意
見交換会

技術、環境
　田んぼの周りの環境整備について、セイタカアワダチソウが問題となっているが対応はどうなっているのか。農業を観光や環境資源と考えると、外来種が入り農村風景
が変わってきているので残念である。

不明 不明 農業 熊本県 面談 技術、環境
酪農を営み、飼料作物を作付けしているが、イノシシによる食害やイノシシの糞尿の臭いが付着して収穫しても乳牛に与えることが出来ない状態である。また、ほ場周囲
に防護網ネットを設置しているが効果がなく、金属製は効果があるそうだが、費用等の面で限界があるため、イノシシの捕獲駆除を進めるための制度整備および狩猟者
への支援や処理施設等の整備、青年層の育成（研修・広報）を積極的に行ってほしい。

不明 不明 地方公共団体宮城県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

技術、環境 鳥獣を捕獲しても放射性物質の関係で販売できないので、一番困っているのが解体処分。このため、農側の支援として解体処分に対する補助をお願いしたい。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明 技術、環境
壱岐市は肉用牛が多く、その堆肥をアスパラなどの農業に活用でき、循環式農業が成立している。一方で対馬は３００頭程度しかいないために、土地がやせている。過去
は壱岐から堆肥を運んだこともあったがコストがかかりすぎる。このような中で、壱岐の牛の堆肥に変わる手段として、マグロの内臓や森林伐採時の木くずを活用した堆肥
の開発を行っている。

不明 不明 地方公共団体熊本県 首長等への説明 技術、環境
当市は畜産王国であるがゆえに、（家畜の）糞尿処理の問題がある。今のままであれば土や水を汚染するのではないかとの懸念がある。糞尿をエネルギーに戻していき
たいと考えている。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

技術、環境
町外でのイノシシ捕獲には交付金を出せないが、山には境界線がないので、どこで捕獲しても交付金が出せるようにしてほしい。また、捕獲したイノシシの処分対策も考え
てほしい。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

技術、環境 急傾斜のため除染ができない放牧場（第１種農用地）を有効に活用するため、メガソーラーで利用できるようお願いしたい。

不明 不明 地方公共団体鹿児島県首長等への説明 食品産業政策
当市の耕地面積は狭いが、インゲン等の豆類の生産がそれなりにある。ただ生産者の所得は思うように上がっておらず、中間流通段階で利益が持っていかれるシステム
に要因があるように思う。

男性 60代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農林水産物・食品
の輸出

そもそも国内の農林水産業が、輸出に耐えられるような産業になっていかなければならない。一方で、消費者は安全で確かなものを選ぶといわれるが、消費税増の影響
もあるので、より安いものに手がでてしまう可能性もある。それを踏まえて、輸出促進や国内への手当を考えていくことが必要。

男性 50代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農林水産物・食品
の輸出

農産物の輸出は、多くの課題もあることから、先進事例等の研修や強力なサポート体制を構築してほしい。

男性 40代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

農林水産物・食品
の輸出

カタール国のドーハへの農産物輸出を検討中。現在、りんご以外に畜産物の輸出もしてほしいと要望がある。ハラール認証があれば農畜産物の輸出が可能に　なるの
で、ハラール認証取得のための経費に対する国庫補助事業をお願いしたい。

不明 不明 農業委員 秋田県

地域の農地と担い
手を守り活かす農
業委員研修会（秋
田県南仙北地域）

農林水産物・食品
の輸出

ＴＰＰの情勢も踏まえ輸出促進を強力に支援する国策が必要ではないか。

不明 不明 地方公共団体鹿児島県首長等への説明
農林水産物・食品
の輸出

当市はブリ、カンパチ等の養殖が全国トップクラスの規模で行われているが、輸送コストが高いため、品質が良くても価格面での競争で負けてしまう。台湾からの引き合い
もあり、国内よりは比較的近い東南アジアへの輸出が有望視される。今後は海外市場の開拓や６次産業化のモデルとなる事業に取り組んでいきたい。

男性 60代 地方公共団体 秋田県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

その他 生産現場では、ＪＡの役割は重要となっていることから、現場の強化対策の中で、ＪＡの位置づけをもっと明確にしてほしい。

男性 60代 地方公共団体 青森県
市町村長と東北農
政局長との意見交
換会

その他
寒冷地における農業用トラック（業務用）について、車検を１年ではなく、２年か３年にするよう規制緩和してほしい。（「北海道フード特区」で認められている事例を踏まえて
の発言）
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不明 不明 地方公共団体宮城県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

その他 米を物品としてＯＤＡに供することも検討すべき。

男性 中高年 地方公共団体長崎県 首長等への説明 その他 　壱岐市のターゲットは福岡である。壱岐で生産した新鮮な野菜を福岡で安定的に販売することを目標として、アンテナショップなどを導入している。

不明 不明 地方公共団体福島県
４つの改革等に関
する市町村長との
意見交換会

その他
当町では飼料用米を水田フル活用の重点作物として検討しているが、受け皿の畜産農家が減少している上、県内産の飼料用米は放射性物質の風評被害の影響で売れ
ないと聞く。風評被害を払拭するには、自治体の取組みに限界があり、国民が正しく理解するよう、国の対応をお願いしたい。
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