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「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関する 

北海道ブロック会議概要 

 

平成24年１月19日（木）13:30～15:45 

札幌グランドホテル ２階 金枝の間 

 

出席者：仲野農林水産大臣政務官、林田農村振興局次長、荒川生産局畜産部長、 

大澤大臣官房政策課長、國井食料産業局企画課長、 

古畑消費・安全局総務課調査官、久保田経営局経営政策課調査官、 

橋本（陽）生産局農業環境対策課課長補佐、 

門脇大臣官房国際部国際経済課国際専門官、 

西岡北海道農政事務所長、永杉北海道開発局次長 

 参加者：北海道、市町村、農業者、関係機関・団体 等 約370名 

 

１ 開会 

  仲野政務官より挨拶 

 

２ 資料説明 

 大澤大臣官房政策課長、久保田経営局経営政策課調査官、國井食料産業局企画課長、

橋本生産局農業環境対策課課長補佐、林田農村振興局次長より資料に基づき説明。 

 

３ 会場との質疑応答 

＜北海道＞ 

 昨年末の４次補正において、道としてかねてから要望していた計画的な基盤整備や生産

流通施設の整備に必要な予算となる農業体質強化基盤整備促進事業、強い農業づくり事業

等に措置をしていただき、感謝申し上げる。 

北海道は大規模で効率的な農業を展開し、我が国の食料供給基地として重要な役割を担

っている。食料自給率の向上に寄与するため、第４期北海道農業・農村振興推進計画を策

定し、その実現に向けて取り組んでいるところ。このたび策定された取組方針に基づく施

策が、本計画の推進を後押してくれるものとなるように期待している。 

国の施策の実効性を確保し、農業の持続的な発展を図っていくためには、道民合意、国

民合意がないまま、ＴＰＰ協定に参加しないことは強くお願いしたい。 

今回の取組方針は、水田作に関する記述が中心で、水田作と並び北海道農業の大きな柱

となっている畑作や酪農に関する取組が十分に記載されていない。 

農地集積については、「基本方針」で示された目標となる経営規模は、本道では既に多

くの農業者が達成しており、国としてこのような大規模で多様な農業を展開している北海
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道の実状を踏まえた対応についてどのように考えているのか伺いたい。 

 

【戦略１】 

１．地域農業マスタープラン 

 道内各地域で策定作業が進んでいるが、地域によっていろんなケースがある。プランを

取りまとめる集落エリアの考え方や、プラン作成の進め方など、地域の実情を踏まえた柔

軟な対応をよろしくお願いしたい。 

２．農地集積の推進 

基本的に戸別所得補償制度の枠組みの中での取組となっているが、制度の対象とならな

い畑作物、酪農畜産などの経営体が多い地域においても、農地の利用集積に向けた支援を

お願いしたい。 

  生産性の高い農業の実現に向けては、農地の大区画化等の基盤整備の計画的な推進に必

要な当初予算での十分な確保についてお願いしたい。 

３．新規就農の増大 

 青年就農給付金については、就農意欲の喚起に結びつくものとして期待している。ただ、

新規就農は地域の関係者の支援があってはじめて定着するもの。市町村や農協、普及セン

ターなどの関係機関による、就農前の研修から、就農後の経営指導まで、一体的な取組へ

の支援についても御配慮願いたい。 

 初期投資が大きい畜産における新規就農を推進する上で、畜産リース事業は北海道にお

いて非常に効果的であり、十分な予算の確保をお願いするとともに、近年、大規模化など

により、初期投資が大きくなっている畑作や園芸など、耕種部門へのリース事業の創設も

御検討いただきたい。 

８．生産コスト低減 

  水稲や麦、大豆などの水田作に限らず、畑作や野菜、酪農畜産などについても、積極的

な新品種・新技術の開発と普及に向けた取組の推進をお願いしたい。 

 ５割程度とされている生産コストの削減目標は、既にＥＵ並に大規模で機械化された営

農が行われている本道においては、その実情を踏まえた目標の設定が必要。 

 なお、戦略１の目標としている持続可能な力強い農業の実現のためには、産地における

生産・流通システムの整備を計画的に進めることが重要であり、強い農業づくり交付金な

ど、必要な予算の拡充をお願いしたい。 

 

【戦略２】 

３．日本農業の持ち味の再構築 

  農畜産物の生産の基本は安全・安心。エコファーマーの育成に向けた誘導政策の拡大や

環境保全型農業直接支払対策の支援対象となる営農活動の拡大、有機農業に対する支援の

拡充、国等を含めた幅広い試験の実施体制によるマイナー作物の農薬登録の推進、さらに
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は、加工食品の原料原産地表示の積極的な拡大などをお願いしたい。 

４．革新的な技術の開発・実用化と普及 

 道としても革新的な技術を効率的に農業に取り入れるため、ＧＰＳなどの新技術を活用

した農業機械体系の確立の他に、新エネルギーを活用した新しい北海道型の施設園芸の確

立に向けた取組を推進している。将来の新たな経営展開を見据え、次世代の技術を積極的

に取り入れた試験研究や普及への支援が必要。 

５．消費者との絆の強化 

本道においてもエゾシカの被害が深刻化している。道庁内の組織体制を強化して対応を

進めているところ。エゾシカの被害の防止と有効活用を一層進めるため、十分な予算確保

が必要。 

 

【戦略３】 

２．自立・分散型エネルギーシステムの形成に向けた取組 

 道内では２カ所においてバイオエタノールの実証事業を実施している。原料の安定供給

のほか、製造コスト低減に係る技術開発、販売や利用の環境整備などの推進について御配

慮いただきたい。 

 

 道としても北海道農業の競争力、体質強化は待ったなしの課題だと考えている。この取

組方針に沿って具体化される事業、制度が、本道農業の体質強化につながるよう、今後、

私どもからも積極的な提案をさせていただきたいと考えている。 

 

＜仲野政務官＞ 

TPP について、国民・道民合意がないまま進めていただきたくないというご指摘があっ

たのでお答えする。 

今日、この会場には、そのことを懸念している方が多いと感じている。 

道庁農政部次長から話があったとおりTPP交渉参加に当たっては、まず、政府・農林水

産省としては、関係国が我が国に何を求めているかの情報収集に努めている。その中で、

道内はもとより全国でしっかりと議論をしなければならない。いずれにしても大事なのは

国民的議論を十分にしていくことであり、農林水産省は、生産者側に立って、取り組んで

いくのでご理解願いたい。 

 

＜大臣官房政策課 大澤課長＞ 

基本方針が水田作中心と思われがちなのでないかという点については私どもも理解し

ている。 

まずは日本農業の持ち味を強めていく、その中で必要な経営継承や人材育成を進めてい

く、その際にセーフティネットを確保していくことが基本的考え。 
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このことが、畑作や酪農畜産も含めた全ての基本的な考え方で、それが政府全体で決定

されたということが大切であり、その全体の決定を踏まえて個々の政策を充実させていき

たいということが基本的考えであるので、ご理解願いたい。 

個々の事業については、さらに柔軟な運用をとか、地域の実情に合うようにというご意

見があったが、個別の要望が後ほど出た段階でお答えしたい。 

総体的にお答えをしたが、エゾシカ対策などの個別のご質問については、各局からお答

えする。 

ただし、本日は技術担当部局がいないので、担当にはご指摘の点はしっかり伝えておく

が、技術を実証していくのは非常に大事。 

24年度予算では被災地域に限ってではあるが、大規模にGPSを使って実証する事業を作

った。それを全国展開させることについては、24 年度予算ではまだ措置されていないが、

今後の課題として工夫させていただく。 

コスト縮減の目標については、北海道は進んでいると理解している。長期的な目標だと

理解いただきたい。 

 

＜経営局経営政策課 久保田調査官＞ 

マスタープランについては、地区の考え方を含め柔軟にご意見を聞きながら進めていき

たい。 

規模拡大、農地集積に向けてのお話しがあった。新規就農は非常に負担が多いので支援

の充実をという意見もあったが、財政が厳しい中ではあるが、規模拡大加算の特例措置と

して戸別所得補償に加入、未加入にかかわらず引き続き措置していく。新規就農への総合

的支援対策も用意している。しかし、これで 100％期待に応えているとは思っていない。

これからも現場の話を聞きながら最大限努力していく所存。 

 

＜農村振興局 林田次長＞ 

基盤整備予算について、当初予算で前年比 112％を確保したと先ほどの説明で申し上げ

たが、その上での意見であるので「まだまだ足りない」という要望と受け止め、次年度の

予算に向け努力したい。 

 

＜食料産業局企画課 國井課長＞ 

バイオエタノール製造の推進については、北海道２か所で実証事業を取り組んでもらっ

ている。課題、成果それぞれ出ている。残された課題については引き続き支援していきた

い。 

 

＜生産局農業環境対策課 橋本課長補佐＞ 

畜産リース事業は効果があるとのコメントをいただいた。24年度予算でも、農業者団体
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が離農農場をリースする際の農舎の補修改修費用の補助を強い農業づくり交付金の中で措

置すると共に、新規就農者に必要な機械などのリース方式による導入支援についても予算

措置をした。 

また、強い農業づくり交付金の一部分は、いわゆる一括交付金に移行されるので、今後、

畜産の生産基盤を固めるために一層地域としての取組が重要となる。 

環境保全型農業は、冒頭ご説明したとおり、取組の一つの柱として進めていく。 

鳥獣害は近年被害が拡大し、北海道の被害額は平成22年度で63億円であり、そのうち

57億円とかなり大きな部分がエゾシカによる深刻な被害と聞いている。 

鳥獣害の影響だけでなく営農意欲が失われること、耕作放棄につながることなど被害金

額の数字に出てこない面もあり深刻な状況と認識。 

農林水産省としては、鳥獣被害に対して、市町村が策定する被害防止計画に基づく地域

の取組に対し総合的支援を行っている。 

捕獲した鳥獣の食肉加工施設整備や、商品の開発、販路の確立などの支援も行っている。

平成 24 年度予算においても鳥獣被害防止総合対策交付金として所要の予算確保をして支

援することとしている。 

強い農業づくり交付金では、施設整備の予算も措置しているので、ご活用願いたい。 

   

＜消費・安全局総務課 古畑調査官＞ 

当初の説明で足りなかった２点を説明する。 

マイナー作物への農薬登録の推進は、農林水産省が音頭をとり、都道府県、農薬メーカ

ーと調整する仕組みがあるので、その仕組みを通じて、要望の調整または効率的なデータ

の取得を進めている。 

また、試験の実施に当たっては、経費を助成する「消費・安全対策交付金」があるので、

活用して頂ければと思う。 

加工食品の原料原産地表示拡大は、食料・農業・農村基本計画及び消費者基本計画に、

「原料原産地表示の義務付けを着実に拡大する」と記載されている。これについては、消

費者庁の設置に伴い取組の主導は消費者庁に移っているが、農林水産省としても、消費者

庁と連携して着実に取り組んでいく。 

 

＜農業関係団体参加者＞ 

仲野先生には、何度もお願いを差し上げ大変ご迷惑をかけている。お詫びとともに、ご

理解を頂いていることにお礼を申し上げたい。今回の農業基盤整備の説明を聞いても、世

界第２位のオランダの農業政策に匹敵するような力強い取組が出てきていることに心から

お礼申し上げたい。 

この取組の中で、一つだけ心配なことがある。体質強化のための新たな形態の基盤整備

の取組は農地集積にもかかわってくる問題。 
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昨年、羅臼で視察してきたが、ここの地区と同じ問題があり、水確保の安心に係る問題

がある。水の争いというが、いわゆる末端用水管理の問題。私どものレベルの管理の問題

ではなく、農家個々の用水管理レベルの話。これは個々の収入に直結しており、上手く水

をコントロールできないと直ちに収入が落ちる。先祖代々「あいつにだけは、あの田んぼ

を渡したくない。」というような、論理的には分かっても、感情的な部分で納得できないと

いうことが、農地集積がなかなか進まない原因ではないか。 

当地区では1,000町歩の基盤整備の希望を出すことになりそうであるが、今、農家を廻

って一生懸命説得しても理解が得られない。従来の用水のままで基盤整備し、田んぼだけ

を大きくすると、基盤整備をした末端の田んぼには、欲しい時間帯に水が一滴も行かない

という事態も起こりうる。つまり大きい田んぼに水が吸い取られてしまう。 

両親が真狩で農家をしているが、平成 13 年頃に行われたパワーアップ事業で基盤整備

ができ、それ以来、水の心配がなくなった。おかげで、農業共済の基準単収も32kgアップ

した。水の問題は収入に直結している問題。 

そこで、何とか田んぼの形態に見合った用水の変更や、水の争いが起きないような指導

の仕方について、今後、ご検討とご指導を頂きたい。 

  

＜農業関係団体参加者＞ 

マスタープランの作成に取り掛かっているが、農地集積協力金の関係のネックは、農機

具の処分である。農機具処分は無償と書かれているが、北海道は大体が70万円以上に該当

するが、70万円をとるか、農機具を売ってお金にするかとなる。大規模の方が売れば、中

古でも150万円、200万円になるので、70万円をとらず、農地の貸し借りや作業委託を自

分が好きなように相手を決める人があちこちで出ると、マスタープランを作る意味がなく

なる。 

先ほどの説明では、柔軟性があると言われたが、無償処分の部分が問題だと思う。 

処分する時期は、マスタープランが出来上がってから機械償却の８年落ちで処分するの

か。これを機会に離農する人で、既に処分に入っている人がいる。今回の政策は、８月以

降新聞に大きく掲載されたので、新聞で情報を知った人は、「こういう金があるなら、離農

準備する」と農機具処分をしたという事例も聞いている。このような方は、どのように対

応したらいいのか。 

去年から、規模拡大加算措置を頂いているが、４月から５月までの受付期間と書かれて

いるが、その時期以外にも受け付けていただけるのか、聞かせて頂きたい。 

規模拡大加算の支援については、政権が変わったときには、農業をこれまで一生懸命や

っていた人達が、こういう施策の中でどうなるのか。３町、５町、７町くらいの規模で、

これ以上拡大する気持ちのない人達は、どうしていくのか気になる。農地を受けた側にし

ても、20～30ha目指して頑張ったが、何かの都合で途中リタイアせざるを得なくなった場

合、頂いていた金額はどうなるのか。また、その農地に係わりたいという人が現れた場合
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どうすればいいのか。それから、規模拡大加算は人・農地プランが要件となるのか。 

最終的に、これらの対策はTPPを前提とした対策なのか。口では、そうではないと言わ

れるが、TPP があるから離農することを考える人が沢山いるので、この対策がそういうも

のに対応しているものなのかをお答えいただきたい。 

 

＜農村振興局 林田次長＞ 

今回の事業は、簡易な工事を想定しているので、おそらく用水系統まで壊すことにはな

らないと思う。用水系統まで再編する場合は、国営農地再編整備事業、道営農地整備事業

等により、道路の位置も水路の位置も変更される。この場合には、用排水施設も含めた総

合的な整備に取り組むことになる。 

ご指摘の点は、「そういう全体の水利系統への影響を忘れずに今回の小規模な事業を展

開するように」と受け止めて、担当者にきちんと指示したい。 

 

＜経営局経営政策課 久保田調査官＞ 

マスタープランづくりの、入り口で機械の処分がネックとの話があった。 

とかく経営転換協力金の農機処分だけが注目されるが、特に北海道のような農地集積が

進んでいるところは「分散錯圃解消型」の事業に注目してほしい。こちらは機械処分の要

件がなく、面積が大きくなればなるほど支援されるので、ぜひ活用していただきたい。 

面積については 20～30ha の数字が一人歩きしているが、我々は地域の実情に応じて対

応していくべきものと考えている。 

 

＜農業関係団体参加者＞ 

「資料１－１」で、５年間で集中展開する基本的考え方の中に「セーフティネット」と

いう言葉がある。セーフティネットという考え方では、昔からある共済制度が一番の基本

と理解している。 

近年、冷害は減ったが、異常気象はむしろ頻発している。例えば、稲の高温障害のシラ

タが発生したり、秋まき小麦は非常に細麦が多く収量が半減するようなことが見られる。

そういう中で今、一番機能しているのは農業共済制度である。 

農家にとって農業共済金は必要経費として理解されているが、24 年度予算の事務費が

５％減と伝えられている。これから面積拡大しようとするときに、経営リスクの分散のた

め、共済制度は一番大事。掛金の増加は重荷なので、事務費を減らすのは困るというのが、

現場の実情である。 

また、人工衛星を利用した稲作の被害調査に関する予算も激減した。面積が大きくなる

程、被害調査は大変なので、ぜひ予算をつけてほしい。 

航空写真やリモートセンシングなど、現場では被害調査以外でもいろいろ活用できるの

で、ぜひ予算措置を検討してほしい。 
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＜参加者＞ 

政務官がお話しされた「北海道の農業は女性たちが支えている」という言葉は、北海道

の女性農家にとって、とても励ましになると思う。 

「資料２－２」の３ページに、「ファンド」、「ハンズオン」、「ボランタリープランナー」

という言葉があるが、一般の方も見る資料なので、なるべくカタカナ言葉はやめていただ

きたい。 

東京近郊の消費者は高付加価値なものを買いたいという要望が強く直売所なども多い

が、北海道は原料作物を安定供給することを大事にする地域であり、重要な地域なので、

６次産業化としての加工品などに特化した仕事までに至らない状況。大きな経営規模の女

性農業者にとっては、「６次産業化をやらないと頑張りが足りないように言われるのは非常

につらい」という声もあることも念頭において、取組を進めてほしい。 

輸出拡大では、１兆円規模を目指すのはとてもいいことで、現状に比べて倍増と認識し

ている。一方で、輸出と輸入のバランスがどうなっているかについて、きちんと教えて頂

き、情報提供を頂かないと、TPP については、道民をはじめ国民的な議論はできないので

はないか。 

 

＜経営局経営政策課 久保田調査官＞ 

農業共済についての厳しい状況は、改めて担当者に伝えたい。 

なお、先ほどの規模拡大加算の質問については、マスタープランへの位置付けが規模拡

大加算の条件ということではない。先ほど申し上げたのは、従来の規模拡大加算に加えて、

あらかじめマスタープランに位置付けられた中心経営体が引き受ける範囲を決めた場合は

農地がつながってなくても対象になるというプラスアルファの話。 

 

＜食料産業局企画課 國井課長＞ 

６次産業化の資料のカタカナ表記については、農林水産省以外では、ファンド等の施策

は既にあるので、そういうのも参考にして、このような用語を使用しているという面もあ

る。 

一般の人に説明する上で分かりづらいというご指摘の点については、今後各方面に説明

を行っていく際に十分に配慮して参りたい。 

女性の視点からの６次産業の取組については、ご指摘のように産地によってそれぞれ事

情はあると思うが、北海道は６次産業化認定事業者数が全国２位であり、取り組んでいる

農業者も多い。平成24年度予算から設けた推進事業の女性枠も活用して支援して参りたい。 

輸出関係のご指摘についても、昨年とりまとめた輸出戦略の提言に基づき、今後施策を

展開していく中で、輸出と輸入のバランスに配慮して進めて参りたい。 
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＜農業関係団体参加者＞ 

土地改良の地域の声ということでお聞きいただきたい。 

十勝の畑作地帯は湿潤で、排水をしなければ作物が育たない一方で、排水さえすれば非

常にいい作物が作れる土地柄で、昭和40年代から、明渠、暗渠排水、基盤整備をしてきた。 

平成 20～21 年度と比べると、この２年の基盤整備関連予算は大きく削減。行政と地域

が協力して進めてきたが、予算がここまで削られると関係者間のコミュニケーションがぎ

くしゃくしてしまう。ここ２年間、協議会の中では、政府への不信感が非常にある。大幅

減額になった部分は、私は人災だと思っている。災害はどうしようもないが、人災は絶対

に避けていただきたい。 

そういった中で近年、湿害、冷害、長雨、大雨などの災害が発生している。緊急的な排

水対策ということで、800億円もの予算措置をいただいた。このことは非常に評価したい。 

しかしながら、年度当初予算に800億円あれば、もっと救われた農家がたくさんあった

のではないかと思っている。やはり、平成20～21年度程度の基盤整備予算をつけていただ

きたい。今後の予算要求に当たっては、こういう声も念頭に置いていただき、十分な予算

を確保いただきたい。 

 

 

＜市町村＞ 

本町は酪農・畑作農家合わせて140戸足らずの小さい町だが、農業を守り第1次産業を

発展させたいとＪＡ摩周湖とともに努力している。 

２点ほどお願いを聞いていただきたい。 

本町も農業者の高齢化、後継者不足による農家の減少に歯止めがかからない中で、新規

就農を進めているが、事業の一元化、予算が一体化されていないことから、就農者の経営

不振への対応や、新規農業者の希望がなくなっているのが現状。 

就農には土地、機械、施設、牛等の初期投資に大きな金額がかかるが、それに対しての

リース事業等の支援はあるが、独身者に限るとの支援要件との関係で参入できない事例が

直近にもあり、要件の緩和を考えてほしい。 

本町の農業者は厳しい経営内容に直面しており、収入が伸びていない。その中で、基盤

整備投資の受益者負担が大きく、基盤整備が遅滞している。農地等の維持整備に国が積極

的に関わり、国営事業等で対応していただき、国の補助率の増を願う。 

 

＜農業関係団体参加者＞ 

酪農家の立場から話しをしたい。 

北海道の生乳生産量は平成 22 年に全国シェアが 50％を超え、北海道酪農の重要性が増

している。 

根釧地区は気象条件等が悪く、酪農に特化している。 
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生産調整、自由化等、生産環境が大きく変化し農家数も減少する中、離農跡地を継承し

ながら規模拡大と経営改善を図っているが、酪農生産による河川や湖沼の汚れを漁業者か

ら問題にされている。 

環境保全型酪農を実践するため、国による計画マップが検討されているが、国の政策と

しての位置付けをしっかりしてほしい。 

酪農、農業の環境対策を含む基盤整備は国が主体的にやっていただきたい。 

昨今、土地改良予算は大幅に減少し、なかなか事業の採択が出来ない。酪農生産が魅力

的に行えるように土地改良予算の確保をお願いしたい。また、酪農経営はソフト面だけで

はなくハード面の支えが必要であり、土、草、牛をきちんと作ることが重要。 

一層の環境循環型の酪農経営を行い、食料自給率の向上、食の安全・安心のため、安定

的に農畜産物を生産できる環境整備のため予算確保をお願いしたい。 

 

＜市町村＞ 

農業体質強化基盤整備促進事業は４次補正で昨年末出されたが、当市も土地改良区、農

協等と取り組んでいる。北空知は農業農村整備事業を進めているが、当市もかなりの地区

を新規も含めて行っている。 

現在、計画もしくは実施されている道営農村整備事業の隣接地において、体質強化基盤

促進事業を用いて事業助成した場合、整理水準は隣接地の道営農村整備事業と同じものを

求めるのか、レベルを落としたものを求めるのか、最小限の整備でもよいのか教えていた

だきたい。 

 

＜経営局経営政策課 久保田調査官＞ 

今回、盛りだくさんの事業を新規就農総合対策としてまとめた。それでもなお分かりづ

らいところがあるかもしれないが、要件に関しても、いろいろなご意見を賜りながら、こ

れからも工夫を重ねたい。 

 

＜生産局 荒川畜産部長＞ 

北海道、特に道東は我が国の生乳生産の基盤。これからも安定した経営を営んでいただ

くことが基本だと思っている。 

今年は、新規就農については骨太の対策が出たが、従来から酪農の新規就農対策につい

ては道単の事業等とタイアップしながら農場承継の仕組み等を盛り込んでいる。事業は全

国向けのものだが、実際は99％が北海道向けとして活用されている。今後も活用して頂き

たい。 

強い農業づくり交付金についても、４次補正で予算も増えているので我々もしっかり対

応していきたい。 

酪農環境保全の関係では、昨年、提言型政策仕分けの対象となり心配をお掛けしたが、
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政務官をはじめ政務のご指導を頂き、環境保全の事業でもあり酪農家への経営対策である

と主張し、最終的には63億円のうち１億円ほど減額となったが、農家の皆様方への奨励金

は満額を確保しており、しっかり対策を続けていきたい。 

 

＜農村振興局 林田次長＞ 

土地改良関係について総括的にお話しする。 

平成24年度予算、平成23年度４次補正については評価するがまだまだ足りない、でき

れば当初予算で安定的に事業計画なり、話し合いが進められるようにとの要望だと思って

いる。 

国の財政状況は厳しいが、皆さんのご要望、熱意をバックに予算の確保に努めていきた

い。 

農業体質強化基盤整備促進事業の予算を投入する場合には、整備水準に特に制約はない。

単年度又は繰越を含め平成23年度補正、24年、25年の３か年以内で終わる整備水準にし

ていただければよい。現在、継続中の道営事業の一部に予算を投入する場合は、同じ水準

で整備することも可能なので、現場の判断で臨機応変にやっていただきたい。 

 

＜仲野政務官＞ 

本日頂いた貴重なご意見は、政策、予算にしっかりと反映させていただく。これまでは、

絵に描いたモチとも言われることもあったが、今回は、しっかりとした本物になるよう頑

張っていく。 

基盤整備への意見が多かったが自給率向上のためにも１にも、２にも、３にも大事な事

業。 

３月に24年度予算が成立したら、すぐ25年度に取りかかっていく。22年度予算で減額

された時の皆さんの怒りは承知している。ハードで言えば農業基盤整備、ソフトでは経営

安定のための環境作りをしていきたい。これからも未来に希望を持てるような環境作りに

一丸となって頑張って参りたい。 

 

４ 閉会 

 

 

以 上  


