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調査の目的と方法

【調査の目的】

生産者についての農畜水産物の出荷記録の保存等に関する取組状況及び意識につい

て把握することを目的とする。

【調査対象及び調査方法】

・調査対象：農畜水産物を出荷する生産者

・調査方法：標本調査により行うこととし、「2010年世界農林業センサス」及び「2008

年漁業センサス」結果に基づいて品目別に作成した母集団名簿を用いて農

畜水産物を出荷する生産者2,000名の標本抽出を行った。標本抽出は、系

統抽出法により行い、この抽出された調査客体に対し、調査票を郵送によ

り配布・回収する自計申告方式により実施した。

（ただし、東日本大震災を考慮して、岩手県、宮城県、福島県を除いてい

る。）

【調査期間】

・回答期間：平成24年4月24日（火）～平成24年5月21日（月）

【回収率】

・アンケート回収率：29.7% （回答数：594名）

【集計方法等】

・各設問の集計は、生産者からの回答を合計することにより行った。

（【回答者の出荷品目の分布】（次頁）は、産出額の構成と概ね一致している。）

・なお、回答数の少ない設問では、母集団との誤差が相対的に大きくなる傾向にあるこ

とに留意する必要がある。
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【その他】

・設問にある「その他」に対する記載内容や自由記載欄については、全回答をいくつか

のカテゴリに分類し、その中から代表的なコメントを記載した。基本的には、調査票

に記入されたとおり記載したが、農協名など固有名詞を含むもの、記載が著しく長い

ものなどについては、一部表現を改めて記載した。

【回答者の出荷品目の分布】

回答者数 農産物 畜産物 水産物
農産物・
畜産物

農産物・
水産物

その他・
無回答

594 61.6 18.9 9.1 7.7 1.2 1.5
（名） （%）
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Ⅰ 出荷の記録について

１－１ 「出荷の記録」の保存の取組状況

（問１） あなたは、出荷した農畜水産物の「出荷日、出荷先組合（業者）名、

品名、数量」が記載された出荷の記録（以下「出荷の記録」という。）

を一定期間保存する取組をしていますか。当てはまるもの１つに○印を

記入してください。

「1.概ねすべての品目で保存の取組をしている」と回答した割合は、74.3%となっており、約4

分の3の生産者で保存の取組が概ねすべての品目で行われている。

また、「2.部分的に保存の取組をしている」と回答した割合は12.8%、「3.保存の取組をしてい

ない」と回答した割合は12.9%となっている。

図１－１ 「出荷の記録」の保存の取組状況

表１－１ 「出荷の記録」の保存の取組状況

(n=572)

回答者数
1.概ねすべての
品目で保存の
取組をしている

2.部分的に保存の
取組をしている

3.保存の取組を
していない

572 74.3 12.8 12.9

（名） （%）

区分

「出荷の記録」の保存の取組
状況
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○「出荷の記録」の保存方法：「その他」への記載一覧

カテゴリ コメント例

精算書等 ・ＪＡ等から受取る精算書を保存している。（同様の記載 他4件）

（6件） ・売買仕切書を保存している。

作業日誌等 （3件） ・作業記録等の日誌を保存している。（同様の記載 他2件）

その他 ・生産チェックシートを保存している。

（4件） ・転出報告カードを保存している。

・組合にて管理している。（同様の記載 他1件）
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１－３ 「出荷の記録」の保存期間

（問３）【問１で、１.に○印を記入した方にお尋ねします。】

「出荷の記録」の保存期間はどれくらいですか。当てはまるもの１つに

○印を記入してください。出荷品目によって異なる場合は平均的な期間を、

記録方法によって異なる場合は最も長い期間をお答えください。

「出荷の記録」の保存期間は、「３年以内（１年超）」が最も多く30.9%であった。次いで、「５

年以内（３年超）」21.9%、「１年以内（３ヶ月超）」21.4%であった。

「出荷の記録」を１年よりも長く保存している割合は77.6%であり、３年よりも長く保存して

いる割合は、46.7%であった。

図１－３ 「出荷の記録」の保存期間

表１－３ 「出荷の記録」の保存期間

(n=411)

回答者数
7年より
長い

7年以内 5年以内 3年以内 1年以内 3ヵ月以内

411 15.1 9.7 21.9 30.9 21.4 1.0

（名） （%）

「出荷の記録」の保存
期間

区分
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○「出荷の記録」の保存理由：「その他」への記載一覧

カテゴリ コメント例

経営分析・管理 ・前年度の実績と比較するため。（同様の記載 他10件）

（21件） ・各年度ごとの生産数量を確認するため。（同様の記載 他2件）

・今後の営農に資するため。（同様の記載 他1件）

・過去の出荷状況を確認するため。（同様の記載 他1件）

・３年前の同時期の価格と比較するため。

・その年の収穫出来高と比較するため。

・経営の分析のため。

作業管理 ・次年度の作付けの参考とするため。（同様の記載 他2件）

（11件） ・作業時期を管理するため。

・出荷卵の管理のため。

・稼働日数の把握のため。

・ほ場ごとの生産数量の把握のため。

・毎年の出荷量を時系列に記録しているため。

・使用した農薬を調べるため。

・価格を参考として出荷に備えるため。

・海水温の変動と前年の伝票を参考にしているため。

各種制度への対応 ・農業者戸別所得補償交付金申請書に必要なため。

（5件） ・トレーサビリティ法のため。

・義務付けられているため。

・税務署からの調査に備えるため。

・県の指示のため。

その他 ・納品書に記入ミスがあった場合に確認するため。

（5件） ・出荷数量と自動入金された金額が合致しているか確認するため。

・トラブル発生時の証拠のため。
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○「出荷の記録」に含まれる情報：「その他、農畜水産物の出荷経路の事後的な確認に役

立つ情報」への記載一覧

カテゴリ コメント例

等級・規格等 ・水分等品質検査データ。（同様の記載 他1件）

（8件） ・品質を定める評価点数。

・定められた規格。

・格付記録。

・ロットごとの規格（日齢）。

・病気などの表示。

・品種。

単価・金額 ・価格（単価）。（同様の記載 他2件）

（6件） ・売上金額。

・入金等の有無。

・差し引かれる手間賃の明細。

牛トレーサビリティに関す ・個体識別番号。（同様の記載 他2件）

る記録等 （5件） ・生産履歴。（同様の記載 他1件）

その他、複数記載 ・昨年の伝票（出荷）の裏に魚の獲れた場所を記載する。

（12件） ・中央市場別、季節別、年度別対比。

・農畜産物の売買状況（流通行程）や価格の状況。

・１頭当たりの単価、金額、廃棄数等。

なし ・品名、数量、出荷日以外当てはまるものなし。

（5件） （同様の記載 他4件）

記載なし（31件） －
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１－６「出荷の記録」を保存する取組の工夫

【記載欄１】「出荷の記録」を保存する取組について、工夫している点などがありま

したら、具体的にお書き願います（記載は任意です）。

109件の記載があり、「紙媒体による保存」に関するもの(48件)が最も多く、そこでは「時間単位

（年度、月々等）ごとにまとめて保存する。」や「ノート、日記、台帳に記録する。」など整理方法

の工夫が多くあげられた。また、「記録の活用」や「記録項目の工夫」に関するものも多くあげられ

た。

カテゴリ コメント例

紙媒体による保存 ・時間的単位（年度、月々等）ごとにまとめて保存する。

（48件） （同様の記載 他16件）

・ノート、日記、台帳に記録する。（同様の記載 他10件）

・記録をファイルに綴る。（同様の記載 他6件）

・出荷先別に保存する。（同様の記載 他1件）

・ファイルに綴じて野帳にも記録する。

・カレンダーに記録する。

・作業場の引き出しに保存する。

・送り状、売上伝票セットで保存する。

・出荷伝票と仕切書を保存する。

・飼料伝票を保存する。

記録の活用 ・今年の記録を次年度の作物状況（出荷先、金額）の参考とする。

（18件） （同様の記載 他4件）

・出荷数量や単価の確認をする。（同様の記載 他3件）

・来年の作付けと出荷時期の計画のため。（同様の記載 他2件）

・出荷種類別に集約し、後で入金のチェックをする。

（同様の記載 他1件）

・何月に何を出荷したか、また、今年は早くするか遅く作るか、天候を

見ながら（毎年少しずつ違う）検討する。

・毎年の生産への取組状況や気候と生産量と品質が比べられるような表

を独自に作成する。

・戸別所得補償交付金の申請に必要なため、出荷伝票を保存する。

記録項目の工夫 ・生産履歴。（同様の記載 他3件）

（10件） ・漁業日誌に、月、日、潮、天気、魚種、量、出漁時間、場所。

（同様の記載 他1件）

・市場での価格、下落額とその理由、上物比率、ロットの成績。

・kg当たりの単価（牛）、系統別の単価（牛）。

電子データ化 ・販売価格等をパソコン（エクセル）で保存する。

（8件） ・出荷の翌日にデータをパソコン（DVD）に保存する。

・出荷量をパソコンでグラフ化（来年度の参考のため）する。

・決算のためパソコンで数値管理する。

・生産出荷の推移を電子データで管理する。

・今後パソコンに記録したい。

なし （4件） ・工夫していない、ただ保存しているだけ。（同様の記載 他3件）

その他 ・ＪＡ管理となっている。 （同様の記載 他5件）

（21件） ・出荷先と一体的に取り組んでいる。（同様の記載 他1件）

・ISO9001の取得のため。
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○「出荷の記録」を保存していない理由：「その他」への記載一覧

カテゴリ コメント例

出荷量等が少ないため ・出荷量が少ないため。（同様の記載 他1件）

（5件） ・出荷回数が少ないため。（同様の記載 他1件）

・自家用が多いため。

特定の出荷先となっている ・全て農協出荷のため。

ため ・カントリーに籾のまま自動的に出荷されるため。

（3件） ・個人のお客様には変化がほとんどなく、毎回同じため。

農協等で管理しているため ・農協に任せている。（同様の記載 他1件）

（3件） ・漁業協同組合で行っているため。

金額確認のみに活用してい ・農協から入金があれば伝票は焼却しているため。

るため（3件） ・出荷数と金額は通帳で認められるため。

・納税申告までは伝票を保存している。

その他 ・直売所での売上げは、品目等が記載されていないため。

（4件） ・部分的には保存している。

記載なし（3件） －
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１－８「出荷の記録」を保存していない具体的な理由

【記載欄２】「出荷の記録」を保存していない理由について、よろしければ、具体的

にお書きください（記載は任意です）。

62件の記載があり、「農協等で管理しているため」という理由（16件）が最も多く、また、「直

売のため」、「出荷量等が少ないため」、「特定の出荷先となっているため」という理由も多くあげ

られた。

カテゴリ コメント例

農協等で管理している ・農協に任せてあるため。（同様の記載 他5件）

ため ・農協がすべて記録を行っている（データ保存）ので、必要な時は農協

（16件） に問合せる。（同様の記載 他5件）

・漁協の記録で十分と思っているため。（同様の記載 他3件）

直売のため ・直売を行っているため、伝票等の記録がない。

（11件） （同様の記載 他4件）

・直売所では、出荷の際に収穫日、出荷日や品目等は商品自体に記載し

ており、売上伝票にはそれらが記載されてこない。

（同様の記載 他4件）

・自販機で販売しているため。

出荷量等が少ないため ・出荷量が少ないため。（同様の記載 他5件）

（10件） ・縁故米で出荷量が少ないため。（同様の記載 他1件）

・出荷が少量、少額で毎年同程度であり必要ないため。

・高齢のため、出荷品目、量等が少ないことから整理していない。

特定の出荷先となってい ・出荷はすべて農協のため。（同様の記載 他5件）

るため ・弟、妹、子供、知人への出荷なので記録せずとも出荷元はわかるため。

（10件） （同様の記載 他1件）

・毎週同じお客様で数もほとんど変わりがないため。

保管場所がない ・量が多いので、場所の問題があるため。（同様の記載 他1件）

（2件）

手間がかかるため ・兼業をしているので、手間がかけられないため。

（2件） ・管理が多すぎて現場の仕事に集中できないため。

その他 ・使用農薬名、数量、収穫日等の詳細は農協に報告している。

（11件） （同様の記載 他1件）

・出荷記録を保存する様な農家でもなく必要性もないため。

・これからは反省して、真剣に取り組みたいと思う。
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○ 出荷先を事後的に追跡・把握する上で有用と思われる記録：「その他」への記載一覧

カテゴリ コメント例

出荷物への識別情報の付与 ・ＪＡの管理下で個人番号が出荷箱、出荷パック、出荷袋に刻印さ

等 れている。（同様の記載 他3件）

（7件） ・出荷物に個人のバーコードを貼付する。

・生産者コードを付ける。

・ラベルを付ける。

牛トレーサビリティに関す ・牛の個体（耳標）番号を付けている。（同様の記載 他2件）

る記録等 （4件） ・転出報告カードを記録する。

ＪＡ等への一元出荷 ・ＪＡに全部出荷し、任している。（同様の記載 他2件）

（4件） ・獲った海産物はすべて漁組へ売っている。

なし（1件） ・ない（出荷先の工場ですべて処理される）。

その他 ・毎日出荷（牛乳）時にサンプル採取し検査を実施している。

（5件） ・直売所の売れ残り品の確認を行う。

・送り状を保存する。

・買受人の氏名を記録する。

記載なし（2件） －
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２－２ 農畜水産物の移動を事後的に追跡し把握するための工夫

【記載欄３】農畜水産物の移動を事後的に追跡し把握する上で、工夫している点など

がありましたら、お書き願います（記載は任意です）。

58件の記載があり、「出荷物への識別情報の付与等」という工夫が最も多く、また、「栽培管理の

記録」、「ほ場番号の記録」という工夫もあった。

カテゴリ コメント例

出荷物への識別情報の ・生産者番号と生産者名を印で付ける。（同様の記載 他2件）

付与等 ・出荷物に生産者の氏名を記載する。（同様の記載、他1件）

（8件） ・出荷物にバーコードと生産者の住所・番号を付けている。

・出荷先の指導により、出荷日、生産者コード等を付けている。

・購入者をこちらから特定できないが、出荷物に連絡先（電話番号）を

付けている。

栽培管理の記録 ・農産物は、生産記録、消毒、施肥、収穫日等を記録する。

（6件） ・栽培記録、種蒔月日、品種、肥料名、消毒（薬品）、回数(月日）、出

荷時期を記録し、ＪＡ直売所へ提出している。

・出荷時には、生産工程管理表(栽培記録カード）の提出をＪＡが義務

付けている。

・理想としては、使った肥料とその時期と品種を記入した方が好ましい。

農協による記録 ・農協に任せているので、特にない。（同様の記載 他4件）

（6件） ・ＪＡ（道のえき）の直売所では、取組が出来ている。

牛トレーサビリティに関 ・牛の個体識別番号で調べることが出来る。（同様の記載 他4件）

する記録 （5件）

ほ場番号の記録 ・畑にナンバーを付けて管理している。

（2件） ・収穫日及びほ場番号ごとに記録し整理している。

なし ・今のところ、必要ない。

（3件） ・今まで特別に問題がなかったので別に考えていない。

・予約販売なので、特に工夫を要さない。

その他 ・特定の者に販売している。（同様の記載 他10件）

（28件） ・出荷先を携帯電話に入力している。

・ＪＡに出荷したものを夕方確認に行っている。

・ロット数に応じて、サンプルを抽出している。

・漁期終了後に入札業者から評価を聞き、問題点を無くすように努力し

ている。

・出荷先と一体になり取組みをしている。

・送り状を見れば、品名、数量、行先（市場名）のすべてがわかる。
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Ⅲ その他

３－１ 食品トレーサビリティの普及・発展に向けて

【記載欄４】生産者や食品関連事業者が農畜水産物や食品の入出荷記録を保存するこ

となどにより、 農畜水産物や食品の移動を事後的に追跡し把握できるよ

うにする取組（食品トレーサビリティ）を我が国全体として普及・発展

させていくことについて、ご意見をご自由にお書きください（記載は任

意です）。

126件の記載を得た。各回答について、以下のカテゴリに分類し、まとめたうえで、代表的なコメ

ントを例としてあげる。

カテゴリ カテゴリ
コメント例

大項目 小項目

取組の賛否等 必要な取組 ・大変良いことであると思う。（同様の記載 他15件）

（67件） （41件） ・消費者に対して安全・安心を伝えるためにも必要である。

（同様の記載 他10件）

・必要だと思う。（同様の記載 他5件）

・非常に厳しいところがあるが、大事な取組であると考える。

（同様の記載 他3件）

・全ての方に必要性がある。

・食品のすべてに必要だと思う。

・原発事故のような想定外の出来事があると移動を事後的に追跡

する必要性を感じる。

・消費者の口に入る物はトレーサビリティができる体制は今後も

必要。加工品は、一人の農家が基準を守らなかったことにより

全体責任となるので、栽培上での指導徹底が今後も必要である。

生産者が責任を ・絶対に必要不可欠なものである。生産販売している以上、各自

もって取り組む が自覚を持つことが必要と思う。

べき ・私達生産者も自分で作ったものに対して責任をもって出荷する

（14件） ようになるので良いことだと思う。

・安全・安心な食品を消費者に届けるためには当たり前のことで

ある。生産者の意識改善が必要である。

・事故が生じた場合等、特に必要と思う。今後、様々な事故の要

因が十分予想され、自ら可能な限り取り組むことは大切と思う。

・自分の責任において、共同出荷に対して気をつけている。各自

がそう思える製品を作り上げるべきである。

・自分のためと思うようになり、今まであまり出来ていないが、

今後は取り組むようにしたい。

・生産者が責任ある作物等を出荷し、安全・安心の徹底を図る上

で非常に有効である。

・生産者が自覚して、人の命の源を生産しているという意識を持

つべきである。

・生産者の責任上重要なことと思う。

・一社、一人一人の自覚だと思う。

農協で管理 ・自分達は、農協に出荷しているので、把握できない。

（5件） （同様の記載 他1件）

・販売先については、ＪＡが窓口になって全量出荷されているの

で生産者には把握できない。しかし、生産量を拡大したい希望

も今のところないので、現状維持できれば良いかと思う。

- 18 -



（続き）

カテゴリ カテゴリ
コメント例

大項目 小項目

取組の賛否等 農協で管理 ・農協のカントリーに出す時は、先方ですべて管理している。

（続き） （続き） ・出荷先が農協の場合は、農協で調べられる形で良いと思う。

メリットがある ・取組を推進することで、消費者に安全・安心が届けられる。

（4件） ・万が一の事案が発生した時に、その問題部分の回収だけで事態

が収まるというメリットがあると考えている。

・この取組は、消費者とのトラブルへの対応の参考になる。

・安全な農産物を提供するという目的だけでなく自分の農産物が

どのような地域、人達から購入されているのか分かることは、

マーケティングの意味からも食品トレーサビリティの重要性が

あると思う。

取組は不要 ・自分は嘘なく、まじめにやっているので必要ない。

（3件） ・農作物については、回転が早く、早く消費されるのでトレース

の意味がない。

・生産者のほ場が、特定できないほど多数あるとは考えにくいの

で、出荷記録の保存は必要ないと思う。

方法 識別情報の付与 ・農産物の出荷については、ダンボール等に生産者（出荷者）の

（16件） 等 名前、電話番号等を入れるべきである。我が地域においては、

（6件） 何年も前から実施している。

・生産者番号を記入して出荷し、その後は業者スタンプ等を確実

に付してトレースできるようにして、生産者の負担を最小限に

するべきである。

・一品一品をバーコード等で管理すれば良いと思うが、直売とし

ては、お客様までの把握は無理である。

・問題が発生した時に、追跡出来る様な農産物別のコードナンバ

ーが必要だと思う。

簡素化 ・消費者が簡単に利用できるシステムを作る必要がある。

（4件） ・高齢化した農家に負担にならない事務行程を簡素化、委託すべ

きシステムも検討が必要かと思う。

・手間のかからない仕組みを作るべきである。

・簡素化し、取り組み易い方法を導入するべきである。負担にな

らないよう、生産活動に支障のないようにすべきである。

ＩＴ技術の活用 ・ＰＣやスマートフォンを使用して調べられる事をもっとＣＭ等

（2件） で知らせるべきである。せっかく地デジ化されたのだから、Ｔ

Ｖのインターネットで全ての商品（食品）のデータが判る様な

システムを作るべき。

・出荷状況を管理するのはできないと思う。出荷物（箱・袋・テ

ープなど）にチップなどを埋め込み、自動的に管理できるシス

テムがあるといいと思う。

その他 ・個人対個人（生産者と消費者）で直接流通している例は少ない

（4件） と思うので、農産物等の流通機関等（例えば、農協、各種市場、

共同出荷施設等）で把握、管理するのが最も適当と思う。

・農畜産物の出荷記録が重要なものなら、ＪＡ等を指導してＪＡ

から生産者へ直ちに出荷記録を送付して欲しい。

・品目別に全国統一で記入するカルテのようなものを作る。

・販路が分かれば、生産者にフィードバックする仕組みも必要で

あり、今後のトレーサビリティにもつながると考える。
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（続き）

カテゴリ カテゴリ
コメント例

大項目 小項目

制度 義務化が必要 ・統一した記録方式を決め、記録を義務付ける。生産者としての

（9件） （3件） 責任を持たせる（義務付けされていて、記入はするが、どこま

で農協が管理するか要検討）。事業者も同様。あまり複雑な書

式では記録だけに追われ、本質を見失うので、特に生産者は記

録する習慣が身に付いておらず、後付けで記録していくことも

多いと思う。

・食品の安全性確保のために、すべての品目で食品トレーサビリ

ティ制度の導入は必要であると思う。

・法律で義務付けるようにしたら良いと思う。

輸入品への対応 ・すでに外国産の食物、食品等が日本国内に出回っているが、日

（2件） 本の食に対する法律をクリアーしていると思うが、もっと厳し

い取組が必要と思う。

・食品の安全は絶対であると考える。国産ばかりではなく輸入品

に対して食品トレーサビリティ制度を確立すべきと思う。

その他 ・産地偽装などの問題がある中で、この記録というのは大切なこ

（4件） とだと思う。国産は、安心であるということをさらに広げて深

めていくためには、ねつ造のないシステム、監視役が必要だと

思う。予算があれば、国の抜き打ちチェックもあっても良いと

思う。

・小農家まで対象とすることは、必要と判断するが、現実無理と

思う。

・肉・魚は必要。野菜は産地くらいしか表示できない。

・米トレサには疑問がある。（例）ＪＡのライスセンターやカン

トリーなど多数の農家の米が混合してしまう場合、正確なトレ

サが普及できているのか。

普及 普及・啓発が必 ・食品の安全性を確保する上からも普及して欲しい。

（8件） 要 （同様の記載 他2件）

（8件） ・農協以外の業者にも普及すべきである。（同様の記載 他1件）

・生産者に対して必要性、有効性の啓発活動が必要である。

・普及、発展させていくことはとても重要。一方、とても大変な

労力が必要。生産者は、先ず、誠意を持って、安全・安心な生

産物を販売することが基本。何はともあれ、信頼関係がなけれ

ば何をやってもうまくいくものではないと考える。

・消費者の意識をもっと正しい方向に学習する場などの提供をし

て欲しい。豚肉など特に混ぜてしまえば分からないことなので、

検査機関等が重要と考える。食品としての卸のルートや出荷か

ら食卓までどうなっているのかの学習会もして欲しい。

コスト 助成が必要 ・小規模農家も対象とするのなら、相応の指導や援助が必要とさ

（6件） （3件） れるので、そのつもりで進めて欲しい。

・零細な生産者の負荷を増やさない、収入を減らさないようにす

べき。現状は負荷とコストが生産者だけにかかってきている。

食品トレーサビリティに必要なコストは農水省で負担すべきで

ある。牛乳のように大量に生産されながら、流通段階で混合さ

れてしまい、１頭毎に遡ることが不可能な食品と比較して、果

物は１個ずつの管理は可能であるが、負担が多過ぎる。

・牛肉だけ国費負担のトレーサビリティをしているが、他の農産

物も国費で行うのか。生産者負担になれば、普及しない可能性

も残る。内外格差の部分から言えば、輸入食品もトレサを行う
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（続き）

カテゴリ カテゴリ
コメント例

大項目 小項目

コスト 助成が必要 のか。トレサ（輸入豚肉）の不透明な流通が無くなるなら取り

（続き） （続き） 組む価値はある（税収で負担）。

価格への転嫁 ・安全・安心を高めるためにした努力や経費が、生産物の単価に

（2件） 反映されれば、より一層のレベルアップにつなぐことができる。

現状では、自らの利益を削って行うレベルでしかない。

・零細な者に負担が多くのしかかることのないように進めて欲し

い。コストがかかるのならば、消費者もそれを負担すべき。

その他 ・農産物の価格が低迷する中で、色々なことをする上で、それだ

(1件) けで負担が多くなり若者の農家離れにもつながっている。

その他 その他 ・生産者と消費者が安心して、互いを信頼していく上で大事なこ

（20件） （20件） とだと思う。

・食品は人の口に入るもので、良質の生産に特に心がけ、経済損

失を無くしてお互いが消費者の立場に立つことが大切である。

・トレーサビリティも大切だが、産業としての農業の将来が心配

である。

・今の若い方達は、外国産の安い物に目が向いているが、自分や

家族の健康を考えて欲しい。

・全量ＪＡに出荷しているので安心している。

・出来れば農畜産物の自給率を引上げるための行政の取組が、絶

対に必要だと思う。

・事後の追跡より、事前の実態把握（無農薬といいながら農薬を

使用している）をすべきである。

・農家に対し、農薬散布について徹底した指導をお願いする。

・個人的には特にない。流通経路が多くて分からない。

・行政にはあまりにも横文字が多くて、老人の人たちには理解も

できないし、トレーサビリティと言うこともできない。

・年を取っているので、考える余裕がない。
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