
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２回募集）

【寄せられた意見・要望】総計３２２件（ホームページ、郵送、FAX等 243件、意見交換会等 79件）

【募集期間】平成26年7月22日～平成26年9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 76 (31.3%)

ＦＡＸ，郵送、持参 167 (68.7%)

年代（法人、団体、不明は含まず）

３０代以下 23 (9.5%)

４０代 38 (15.6%)

５０代 51 (21.0%)

６０代 41 (16.9%)

７０代以上 30 (12.3%)

職 業

農業関係 83 (34.2%)

農業関係団体 56 (23.0%)

食品製造・加工 11 (4.5%)

外食産業 2 (0.8%)

流通業 8 (3.3%)

地方公共団体 6 (2.5%)

学生 1 (0.4%)

主婦（主夫） 26 (10.7%)

その他 46 (18.9%)

意見・要望の分野※

全般 26 (10.7%) 人材育成、雇用確保 9 (3.7%)

食料自給率・自給力、食料安全保障 27 (11.1%) 農村振興、中山間対策 36 (14.8%)

食の安全、消費者の信頼確保 22 (9.1%) 農地、耕作放棄地対策 19 (7.8%)

食育、食文化 12 (4.9%) 技術、環境 1 (0.4%)

地産地消、６次産業化 12 (4.9%) 食品産業政策 0 (0.0%)

農業経営、担い手 34 (14.0%) 農林水産物・食品の輸出 4 (1.6%)

農業生産（水田、畑作、畜産、園芸、特産） 14 (5.8%) その他 27 (11.1%)

○ 合計243件の意見・要望の提出を受付

○ 平成26年7月22日（火曜日）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・御要望の第２回募集について」

・農林水産省公式facebook（9月19日）

・農林水産省公式twitter（7月22日、8月20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

（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

○ 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 40代 愛媛県 農業関係団体 全般
　活気ある農業にするためには、水稲の場合、米の価格を上げる（上がる）必要がある。農業で生計をたてようとしても現状では難しく、売買価格
を気にしなくてよい兼業農家の方が安く売ることができる。専業のみにしていくか兼業に制限を加える必要があるのか。

男性 50代 島根県 農業関係団体 全般

　若い人に農業をやってもらうため米を輸出する。米価は上げられないので生産費を補填する。多面的機能支払いしかり、促進費しかり、新規就
農支援しかり、もっといろいろ考える。
　農家が気軽に米を輸出できるシステムを構築する。
　そうじ機のルンバみたいな、畦畔専用草刈機を開発する。

男性 60代 群馬県 農業 全般

北風農業政策から太陽農業政策へ
1) 国の北風農業政策
・減反政策
国が勝手に目標耕作面積を決め県、市町村、農協を利用しこれを徹底させる。これに従った者には補助金、価格優遇等が与えられる。しかし、約
45%の減反目標(耕地面積の約半分)は妥当と思われますか。もしこれが車の場合、車の生産を45%カット。こんな政策考えられますか。今は減反
政策がなくなったようですが、現実には生産調整に協力した人には相変わらず優遇措置があり、変わっておりません。
・農業規模拡大政策
4ha以上の規模の農家には補助金、優遇措置を与える。
現在の農家の平均年齢は約65歳。これから規模を拡大し農業を続けてもあと何年農業できるか。男子の平均寿命は79歳。元気で農業できるの
は75歳位までが限度と考えられます。そうすると、あと10年くらいしか農業できないことになります。新しい農業機械を買っても元を取ることは難し
い。このような状況下で規模拡大は考えられない。現実には農業をやめ、その結果遊休農地が増えることとなります。規模拡大し外国の農業と競
争する考え方は間違っていないと思いますが農家は先祖からの土地をそうやすやすと手放しませんので規模拡大は難しいと思われます。
・米以外の作物に補助金
米の栽培にはトラクター、コンバイン、田植え機、乾燥機、消毒機械、計量機、肥料蒔き機、種蒔き機、軽トラック等の機械が必要であり、比較的小
規模農家でも少なくとも1500万円以上はかけている。耕作を続けるには、その他肥料代、燃料費、水利費、税金、袋代、農機具等がかかりほとん
どの場合小規模農家は赤字になる。他の作物を作るには、新しい費用、設備が必要であり、米に代わる作物に変えるのは難しい。少しぐらいの
補助金では合わない。

男性 60代 群馬県 農業 全般

2)今後の太陽農業政策
・夢と生きがいのある農業
近所づきあいの延長線での集団共同農業であり、娯楽設備、休養設備等公民館的な要素も備えている。
・生涯現役農業
農業指導、農作業、機械運転、食事づくり、竹炭づくり、レジ等体力、年齢、性別に応じて、動ける者は生涯農作業ができる。
・所有権(農地)を侵害しない
土地は、全員の農民で全部の土地を耕作、管理、運営し、所有権は本人のままなので安心して参加できる。
・受け皿(建物)は国で用意
農業福祉センターの運営に必要な農業センタ一、機械化センターの建物は国の補助金で整備する。この補助金制度は国がモデル事業として立
ち上げる。
・経営は最初に市町村で行うが、最終的には民間に移行
当初は市町村事業として業務を開始するが、規模が拡大し、経営が安定してくれば農家主体の民間企業に移行していく。
・最終的には福祉農業施設から大規模農業施設に移行。

男性 70代 岡山県 農業関係 全般
　国は農業の規ボ格大をしようとして折りますが、虫食状態での格大は残った弱小農家は大変めいはくして折ります。まず、強風化での農薬散
布、必要以上の堆肥の（未ジク）散布、悪しう、用排水の管理不足、水の汚染、注意しても聞いてくれない。
　企業農家を育成するなら、地域をきめて行ってください。弱小農家や地域の住民にめいわくがかからにようにしてください。

男性 60代 滋賀県 農業関係団体 全般
農地集積化をストップして兼業農家も今まで通り営業できる様、米価の低価対策をしてほしい。
米の直接支払い交付金を単価１５０００円に戻して頂きたい。
米価変動補填交付金を廃止しないでほしい。
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男性 50代 佐賀県 農業関係 全般
　 農産物の価格低迷による同行など様々な、要因など重なり高齢化が進み後数年で農地が遊休化し第一種農地すら管理できない農地が増え
る。農地中間管理機構すら扱わない農地（中山間地域）など、今後農業政策にたいする思いも重なる。日本の農業を少しでも良い方向に導いて
ほしいと思う。

男性 70代 熊本県 農業関係 全般
　 これからの農業は、平反地整備された農地はなんとかだれかが作って行く事が出来ると思うが、中間産地が１番むずかしいのではないか。中
間産地の農地は太陽光を作り１／３を作り、１／３を農業収入と山の管理に１／３を中間産地が住みやすよな政策としてほしい。

女性 70代 広島県 主婦（主夫） 全般
日本国内では「食品ロス」があまりにも多すぎます。
世界では８億人の人々が栄養不足状態にあることなんか想像もつきません。
「もったいない」をもっと活用して食品を一切無駄にしない方法を改革して下さい。

女性 30代 大阪府 その他 全般

食の安全はつまるところ有機農業、自然栽培・酪農に行きつく。もっと奨励してほしい。EUに習い、ネオニコチノイド系農薬を禁止してほしい。有機
野菜・穀物でないと「国産」でも信用できないのが事実である。
人口減少していくこの国に大量生産は不必要。必要な量だけ、質の高いものを作っていけばいいのである。人が土を支配しコントロールする農業
をやめ、土が主役、自然に感謝し収穫に感謝できる農業を今求めるべきである。それを食するわたしたち国民も食に感謝し、無駄をなくし謙虚に
生きてゆけるのではないだろうか。

男性 60代 大分県 その他 全般
今の日本国内で調達出来る野菜・お肉・お魚がどの位の比率なのか？又価格についてもどの位の差があり将来的には、どうなるのかを知りた
い。我々消費者としては商品が国産なのか外国産なのかを見ます。そして次に価格を見ますニュース等で偽装が報道される度にやはり安全性か
ら国産に消費の目がいきます。諸々の商品の生産から加工されて日本に入ってくる輸入検査や製造過程についての安全性の検査も知りたい。

男性 50代 福岡県 農業関係 全般

私の地元は平坦な土地ではあるが農地が未整備で平均面積が10aの水田地区です。集落営農組織があり地域の受け皿として少しづつではある
が耕作地を増やしています。政策を営農集団の担い手や認定農業者に集中していただきまた農地・水保全管理では場合によっては専門の業者
に頼めるような予算の自由化を高めてもらいたい。人・農地プランでは国のハードルが高いのか地域の水田協議会が高いのかまず使えない。地
域に合った政策をお願いします

団体 団体 山口県 農業関係団体 全般

○地域を超えた農業生産特区の設置
　現状の農業支援策においては、小規模小作農家の延命対策として行われている感がある。
　しかしながら地方では、その対策すら功を奏せず、農地中間管理機構においても事業要件に整合出来ない地域がほとんどの状況から高齢化･
担い手不在により荒廃農地が拡大し集落崩壊のみならず希少な担い手の農地までが水利や鳥獣被害により経営難となる負のスパイラルが進ん
でいる。
　ついては、農村定住型担い手の養成と集落崩壊地域を優先に水田に特化しない地域特有の環境・気象に応じた農作物生産を行うための汎用
型圃場整備とライフラインの整備を行う農村総合整備事業の設置を望む。
　当ＪＡは「攻めの農業による農業所得倍増」実践モデルとしてその受け入れを望んでいる。
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男性 50代 滋賀県 農業関係 全般

　滋賀県大中干拓地の専業農家の次男で、大学を出て、21歳より●●（注：原文には地名記載）の畜産団地に入植し、乳去肥育専業です。オレン
ジ牛肉の自由化を、まともに受け今ＴＰＰに直面しています。１５戸の農家は２戸となり、平成10年に養子先、●●●（注：原文には地名記載）の父
が他界してからは、約10ｈの水稲も、しております。入組んだ土地柄、他字の地主、耕種農家が多く人・農地プランも進まず、また中間管理機構に
も、湿田の条件が悪く、問題が、山積みでございます。湿田の条件が悪く、年々耕作放棄地が増え続け、後継者全くない状況です。
　こんな状況下で、私の誠に、勝手な意見を、述べる事を、お許し下さい。
　小泉政権の時に、郵政の次は、ＪＡだ。と叫ばれた時に、私は心の中で、拍手を、送っておりました。経済連(全農)・農協と全ての職員では無いで
すが対応に、農家と共に、現代農業を育む姿勢の見られない、対応や発言が有り、牛にすれば、素牛・餌・出荷全てに、金利、手数料を取り、また
米においても苗の提供からカントリーで乾燥まで、色々補助事業で、行われております。
　それなら、なぜ今、企業参入を、唄い掛けているのに、農業の現場に、ＪＡが、参入しないのか、台風とか、自然災害地で、米が取れなければ、
伝染病で、牛の投堕等の状況の時、ＪＡ職員は、給料減もしくは、無しと言うリスクに対応できるのか？
　農家は、自然や、その時の世界・政治等の状況下で、常にリスクを背負って生きております。この様な、現代農業状況下では、おそらく10年後の
ビジョンは、見えそうにございません。
　最近、私が夢見るのは、世界のトヨタ自動車が、農業に参入してくれないか勿論、例えばです。会社や、関連する企業の従業員の食料は、先ず
確保して本当のプロの営業マンが、世界各国で、日本の食料を、車の様に販売戦略し日本の農業に息吹を起こしてくれないか。従業員に販売し
て食費は、給料から引かれ、相場に関係なく安定供給のもと確保し、農地で働く、耕作者は、若くトヨタに勤めていますと、活気を張り、後継者不足
も解消していく、国の補助金は二の次の様な、足腰の強い経営戦略が、描けそうな気がします。
　今、安倍政権で、全中を始め、ＪＡ改革を進める、小泉さんのような行動が、アメリカの圧力のみならず、日本の本当に、小規模の１件の農家が
少しだけ応援しているのは、私だけでしょうか？

男性 50代 福岡県 農業関係 全般
本年の全国各地でおきている災害（水害）は手入れのとどかなくなった山林の影響も一因と思います。農林業は一体です。都市化の対局に中山
間地域の高齢化は進んでいます。少しでも他産業の方々にもわかって頂く広報をお願いします。

男性 60代 栃木県 流通業 全般
食管法が生きているなかで、主食であるコメに対してもっともっと総体的にコントロールして守らなければいけないと思う。また、消費者の為とか、
経済諮問会議でいんなみ元社長が言った￥8．000での生産では農家が合いません。いんなみ社長に生産をしてもらいなさい！また、ブランドバッ
クを持ったりしている人にも生産をしてもらいなさい。農家のことが、わかってない。政治家も票取りの政治だからこういう政策になる。

男性 80代 宮崎県 その他（年金受給者） 全般
宮崎県の事しか判りませんが、特産物を複数創作する事、打たれ強い体制造りが必要、アクシデントは必ず有りますので耐性を強くする事、前向
きの気風でわ。

男性 40代 京都府 その他 全般

人材育成について 大手企業に預け安く買われあまれば産業廃棄物それでは生産者も販売員もアルバイト私は個人商店復活家業の再生 農業も
商業も家業にしたい人はたくさんいます
私もその一人ですモデル地区を作りイベントをして人々を集めます販売が盛り上げないと生産者も儲かりません企業に任せず販売者と生産者を
家業とする者を同時に支援をしてはと思いますスーパーでの買い物でわ人と話すことも少なく野菜の値段ばかり気になります買い物をする同時
は人とふれ合い野菜に付加価値を付けるそれが農業の再生日本経済の再生につながると思います

男性 40代 徳島県 農業関係団体 全般
稲作を維持するためには、現状835万tとして、飼料米100万t、加工米30万t、備蓄米25万t、主食米680万tを3年後の目標とすべき。その為の助成
制度は、飼料米10a当10万、備蓄米10a当1万、加工米10a当3.2万とする。将来、主食米への助成金がなくなることを加味すれば、この単価は厳守
すべき。

団体 50代 東京都 農業関係団体 全般
農業の担い手と遊休農地の現状に対し、農業委員会をはじめ農業関係者の誰もが心を痛め、「何とかしなければ」と苦悶している。
 今、農業界に必要な事は、関係組織を批判し、見直しをすることではなく、多くの農業者の所得増大の実現性の見える具体的な経済政策であり、
所得増大の実現に向けたそれぞれの組織の特長を活かした連携なのである。

女性 30代 宮崎県 主婦 全般
ＴＰＰ問題について、今、どの様な状態なのか、自分たちの食生活へはどういう影響があるのかが知りたいのと、食の安全の第３者チェックがまだ
ゆるいと思うので、表示モニターの人数やチェック回数をもっと増やすなどして、チェックの目をもっと厳しくしてほしいです。
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男性 60代 大分県 農業関係団体 全般

農を興すは国の基なり。有名な農学博士の言葉であります。正に農業は国の基本であります。その農業を支えているのが小規模農家で（家族農
業）であります。しかし、現在農家の生活が困難な状況にあります。日本農業は大半が水田農業であります。水田1haを耕して生活が出来れば農
政が抱えている全ての諸問題が解決します。食料の自給率、担い手不足、農業生産、中山間対策、耕作放棄地対策等々全てが解決するし、他
のいかなる施策を施しても農業問題は絶対解決しないと断言いたします。農業で生活できる体制づくりを是非とも実施して欲しいと切にお願い致
します。

団体 30代 北海道 農業関係団体 全般
担い手の育成・確保や国民の理解を得る観点から「担い手」を明確化する必要がある。農業で生計を立てる経営体であり、経営規模による要件で
はなく、拠出金を伴う国の施策や農業共済への加入、需給調整への参加などに取組む経営体を「担い手」と位置づけ施策体系の中心に据えるこ
とが必要である。

男性 20代 京都府 その他 全般
農業業界とIT産業の相互依存性を高めるために、労務や作業効率を高めさせるよう各主体に啓発しなければならないと考える。その具体的手段
として、労働環境の是正や労働基準法遵守の啓発が有効ではないだろうか。

男性 70代 東京都 - 全般

本部会の議事録で、有機農業の効用・必要性が述ベられていますが、農産物(食物)と健康改善の関係についてもご検討くださるよう要望いたしま
す。なお有機農業のうち、動物性堆肥を用いたものは健康に問題があるようなので対象外と考えます。
農業と健康・医療に関しては、古くから身土不二、医食同源などといわれており、かつて九州農政局における講演で●●療養園（注：原文には個
人名を記載）園長の●●医師（注：原文には個人名を記載）が「健康は、厚生省より農水省で所掌すべきである」と述べた例もあります。
有機農業による健康改善事例は、英国のAハワード卿が多数を紹介しており（＊）、卿は「森林土壌に模した耕土での作物を摂れば、病気の大半
は無くなる」といっています。わが国でも五条市の●●●医師（注：原文には個人名を記載）等の事例があります。.
ハワード卿の業績に対して疑問であるというデータもあるようですが、事例の大半が虚偽とは考えられず、わが国の国民の健康、医療費の悪化
が大きく懸念されていることを考えれば、多少でも（大きいと考えますが)効果がありそうならば検討すベきだと思います。
なお検討に際しては、少なくとも定性的な成果が出るまでは利害関係者（農薬、化学肥料、.医薬関係)は除くことが望まれます。
効果があれば医療費が節減され、節減分は農産物価格への転嫁が期待されます。また、農業そのものの強化等多くの波及的効果が期待される
と思います。
(＊)学絞(全寮制?)、僻地の工場等。家畜でも、例えば牛の口蹄疫対策に効果あり。

団体 団体 兵庫県 - 全般
今日的に、農業委員会は単なる審査機関にとどまらず、優良農地の確保や農地利用の最適化に取り組み、農業構造政策上の要請に応え得る組
織として機能する必要がある。この場合.農地が地域資源であることに鑑み、集落・農業自治を墓本とした運営に留意するとともに、地域における
面的な土地利用調整を円滑に推進する観点から、農業委員数をはじめ、その体制を強化する必要がある。

男性 40代 福島県 -
食料自給率・自給力、
食料安全保障

人口減少社会、高齢化社会が進展する中、水田をはじめとした生産資源の最大限の活用し、食の安全と消費者の信頼を確保する為、食品の安
全性向上に務め、輸入原料に依存する食品を国産原料に置き換え自給率を上げる。

男性 30代 山口県 地方公共団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

自給率を上げることは大切だと思いますが、発表される自給率がカロリーベースで、実際の自給率とかけ離れていると聞いたことがあります。
実際に食べているものでの自給率で発表した方が国民の理解が得られると思います。

男性 40代 徳島県 農業関係団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　日本の食料自給率は現在どれくらいなのか、今後の数値目標はどれくらいなのか、国民はどのくらい認識しているのでしょうか。自給率が低いと
何が問題なのか又、向上させる為にどのような対策が必要なのか、一人一人が認識する事が重要です。食料自給率という言葉を耳にする機会
は、それ程多くないと感じます。

男性 - 滋賀県 -
食料自給率・自給力、
食料安全保障

日本の自給率で特に米の自給率が高い為、米価が値下状況になっている。他の食料品（農産物）で外国から輸入している品目について、国内で
自給できる様、水稲面積を減らし多品目への転換等、国も施策として考える事も必要だと考えます。又、滋賀県については琵琶湖があります。耕
作放棄田等、自然環境の面から農業の位置づけが必要であり、環境、観光面から農業の保存が必要と考えます。先ほどの多品目への作付等、
価格面、規格面から助成等も必要であると考えますし国として食の安全面への取組ＰＲ等が足りていない様に思われる。消費者から見れば農
業、ＪＡへの見方がまちがった見方がされる様に思う。特にＴＰＰについて国民の声がＴＰＰに賛成に動いている様に思う。特にＴＰＰについて国民
の声がＴＰＰに賛成に動いている様に思い、消費者にとっての「食の安全」という事が軽視された報道、国の方向に対してを疑義を感じます。

男性 50代 滋賀県 農業関係
食料自給率・自給力、
食料安全保障

政府によるＴＰＰ参加表明以来デモや広報誌等により反対運動が行われているがその効果はあったのでしょうか。中国から期限切れの食品は
入ってきました。今後の対策を考えてほしい。
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女性

70代
3名
30代
1名

京都府
・主婦
・消費生活コンサルタ
ント

食料自給率・自給力、
食料安全保障

日本の農業を守り、国民の食生活と健康増進を計るため、食添・農薬を見直しすること。日本国民が精神（農薬）身体（添加物）の大きな影響を受
け国保他医療費までつながっている構図を農水省としても強く改善されたい。犯罪にも手を貸しているのでは（精神）

女性 70代 大分県 その他（婦人団体）
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　日本の食料自給率が40％をわったと報道されました。先進国でダントツの低さです。周りを見渡すと休遊地ばかりです。最近はそこに太陽熱発
電器が設置され、緑の田園が黒の田園に変わりつつあります。もっと国は危機感をもって土地を有効利用して作物を作ることを考えるべきだと思
います。

男性 70代 大分県 農業関係
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　 我が国の食糧戦略はどうなっているのか。不思議という他はない。70％もの食糧を輸入しながら休耕田をそのままにしている。この水の豊富な
国で今や世界の食糧難時代の到来を前にして、なんたる政策だ。国土の70％を越える山地に植林した木材が山で放置され、南国のジャングルを
裸にして木材を運んで来て我が家を建てるとは誠に不思議な国である。

女性 団体 大分県 その他（消費者団体）
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　 ＴＰＰの行方が不安定なまま、自給率の低下が著しい中で、農業の現状はきびしさを増すばかり。農業者に夢のもてるより明るい将来をめざせ
る施策が迫られている。
　 農業者イコール消費者問題として共に協働できる取組が必要と思われる。人材育成、技術の習得にもっと力を注いでほしい。休耕田対策も地
方では深刻である。輸入食材の安全性が問われている。国産品の安全性の評価をもっともっとＰＲすること。

女性 20代 宮崎県 その他
食料自給率・自給力、
食料安全保障

最近、外国産の問題などで食品に対する意識が変わってきました。昔は日本産ではなくても安ければそれを買っていましたが最近は怖いので日
本産を選ぶようにしています。でも私たちは実家が畑をしていることもあって野菜、果物などは無農薬で新鮮なものが手に入るのでその面では安
心しています。わたしもいつかは畑をして少しでも自給自足ができたらいいなとおもっています。

男性 60代 鹿児島県 その他
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食料の多くは国内産よりも外国産の方が価格が安いので外国産を買ってしまうので自給率が下がると思います、
まず国内産の価格を下げれば、国内産が売れると思います、その為には、その地区で栽培できる旬の作物を旬に作る、そして、その地区で販売
する、旬の物を旬に食べるのが体にも良い。今は費用をかけてビニールハウスで旬以外の物を作り、それを遠くの消費者に、沢山の業者を経由
して売られています、これでは価格が高くなってしまいます、旬の作物を地産地消すれば価格も下がるのではと、思います。

法人 法人 香川県 農業関係団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　米の自給率の低さと価格の不安定、低下で、この先不安でなりません。
　なんとかなりませんか？
　国の方針に従って進んで来たつもりですが・・・

男性 50代 福岡県 流通業
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食料自給率について、現在採用されているカロリーベースでは油脂のウェイトが大きくなったり、きのこ・海藻・こんにゃく等が全くカウントされない
等消費者の実感との乖離が大きいと感じます。実感に近い金額ベースにした方が良いと感じます。

男性 50代 熊本県 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50％を目標としたにも拘わらず依然として40％に行かない状況は極めて憂慮される。食料安保の観点からももっと農業者の経営安定
を図る抜本的な対策が必要である。
本年からスタートした日本型直接支払制度をもっと拡充し、若い担い手が農業で生活できるような施策がより早急に望まれる。

男性 60代 鹿児島県 その他（水産業）
食料自給率・自給力、
食料安全保障

農業と同じ一次産業であるので、考え方は同様だと思う。

男性 50代 大分県 農業関係
食料自給率・自給力、
食料安全保障

自給率を上げず外国にたよりぱなしにすれば安全性は「たしか」でなく、そのえいきょうも数１０年後又数１０年後に出てくる様になり、農地の「さい
かい」も１０年単位になる様に思えます。今の政治では原発同様、安全安心はないだろ！！

男性 60代 長崎県 農業関係
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食料自給率・自給力を上げると言われているが、何をどのようにして行かれるのか見えてこないようだ。

男性 - 和歌山県 農業関係団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

地方農業は衰退する一方であり、自給率も低下の一途である。食料を輸入に任せていたら、将来大変なことになる。耕作放棄進んでおり、一度放
置すると再耕作は難しい。今後不安定な農業経営をどうするか国をあげて指針を示していくべき。

女性 70代 大阪府 その他
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食料の自給率を高めることが、食の安全や食育食文化、農村振興などあらゆる分野にいい影響を与えます。農業者の努力が消費者に伝えられ
るよう行政の支援が大切だと思います。需要と供給を結びつける具体策を方々の事例からすくいあげ情報化して実践につながることを心より願っ
ています。
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男性 50代 鹿児島県 流通業
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食料自給率が３９％（カロリーベース）は厳しいことで、自国の食料は自国で賄うべきと思います。輸出国も自国の国民が大事で、食糧難になると
輸出はしないと思います。消費者の為には安いのが良いと言う風調は終わりにして高価格でも購入する消費で産地を支えることが大事と思いま
す。農業が持続可能となることで、環境保全、生物の多様性が保たれることを消費者と共に理解することが重要と思います。

男性 - 鳥取県 食品製造・加工
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　恒常的な米の消費衰退の歯止めが出来ない現状を見て我国の主食用米の消費を満たす有効面積は何万ｈａ確保する必要があるのか、そのた
めの政策誘導はどうか、単位面積当たりの収益目標の設定が重要課題となってくる。
　今年の低米価は事前に予想できたことで、その対応は無策であったように考えられる。

男性 - 和歌山県 農業関係団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食料自給率安定的向上は今日的課題でありますことは周知のとうりです。例へば輸入れます穀物類は2600万ｔで国民１人当たり200㎏とか畜産
物の飼料として1000万ｔで米の生産量840万ｔといわれています。総理のいわれる「儲かる農業」のとうりと思いますが産業である以上営利を追求
するは当然かと思いますが、また、農業の多面的機能を強調されています防災、景観維持、環境保全など経済的に評価が難しいさまざまな利点
がありますがこの整合性をどう説明されるのでしょうか。例へば、農地の集積と休耕制度と6次産業の説明どうすべきか、適切なご指導をお願いし
ます。

団体 団体 大分県 -
食料自給率・自給力、
食料安全保障

日常生活を健康で過ごすことが大事です。健康には運動と特に食生活が影響されます。先づ安全安心の食材が供給できること。輸入食材や食
品のトラブルが心配されます。今、日本の自給率が低いことに問題があると思われます。高齢化が進み農業も大変な時期ですが、是非、食材生
産に大きく取り組みをして、日本の自給率、自給力を上げることをお願いしたいです。

女性 20代 長崎県 主婦
食料自給率・自給力、
食料安全保障

外国産、中国産のものは、農薬や品質が心配。直接、口に入れるものなので、できる限り国産のものを購入するようにしていましたが、店頭に少
なかったり、置いていなかったりする時があります。食料自給率のアップのための取組に期待しています。

団体 30代 北海道 農業関係団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

カロリーベースの食料自給率は、過去より国民全体に浸透している指標であり、国が国民に示す国内食料供給の目標値として継続して設定が必
要である。

団体 30代 北海道 農業関係団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

国内農業生産の増大による食料自給率目標の達成に向け、都道府県別・作物別生産目標の設定等、各地域が取り組む方向性を明示し、生産・
供給面の取組目標を共有し実践するための環境整備が必要である。

女性 60代 香川県 主婦（主夫）
食料自給率・自給力、
食料安全保障

自給率を高める方策を考えているのか。
農業対策は？今している年寄りの人が亡くなったら若い人は従事出来て暮らしていけるのか？
全部輸入に頼らざるを得ないのでは、どうなるのか？

男性 40代 山口県 農業関係
食の安全、消費者の信
頼確保

農業委員と地域の担い手として水稲をしております。現行の主食用米の穀物検査制度ですが、民間に開放されているとはいえ、主要産地以外で
はJAさん以外には殆ど検査場所がなく、皆が軽トラックに米袋を30袋積み込んで、3倍程度の積載オーバーをして運搬をしております。検査場所
の指定で、個人の農業用倉庫等を指定すれば検査を受けれるようにはなるのですが、そのような柔軟な考えのJAさんは皆無に等しく、米の収穫
時期には全国でそんな危険な運搬が常態化しています。
JAさんに頼めば運搬をして貰えるシステムがありますが、高額になるため、普通は誰も依頼していません。国は、穀物の検査制度を見直し、検査
場所の指定をしなくても、JA職員の出張検査が出来るように制度改正してください。
ある知り合いが地域のメインの担い手として活躍している地域では、こっそりと出張検査をしている所もあります。しかし、違法行為といえども本当
に担い手や地域の事を想うならば、それは当然の行動、正義の行動だと思います。（現行の制度自体に大いに問題があるのであって、問題を知
りながらも見えないふりをして制度改正を今までしてこなかった職務怠慢や、地域から声が上がってこない等の情報不足、JAさんを出来るだけ保
護したいという農水省さんの思惑により制度改正をしてこなかった事自体がこういった事態を招いているのですから、犯人探しなど不毛な事は絶
対にしないでくださいね。）
それでなくとも、各地の担い手は、耕作依頼が年々増え続け、収穫時期は猫の手も借りたいくらいの状況なのです。少しでも多く、地域住民の期
待に応えるべく、耕作依頼を受けておりますが、はっきりいって、検査の為に化石燃料を焚いて、トラックを走らすのは、エネルギーの使い方という
観点からも、理不尽な事であるはずです。お願いですから、耕作放棄地の拡大を食い止めようと全力で奮闘している各地の担い手が、全力で農
作業に没頭できるような穀物検査のシステムにして頂きたいと切にお願い申し上げます。

法人 法人 和歌山県 農業関係
食の安全、消費者の信
頼確保

食の安全については、加工食品の表示は国産か輸入かの表示で十分であると考える。

男性 - 滋賀県 農業関係
食の安全、消費者の信
頼確保

TPPで現在問題となっています。そんな中で現在でも食料自給率が他国よりずいぶん低い、又、中国で問題となっている食の安全、こんな状況で
ほんとうにいいの？安全・安心な食生活が今後もつづけられる生活、食料自給率の向上が今後とも重要と考えます。
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女性 70代以上大分県 主婦（主夫）
食の安全、消費者の信
頼確保

主婦の立場からは「食の安全、食の信頼」がまず第一です。
謝った事をわかってから検証するのではなく、事前に工場等の検査をするシステムは難しいのでしょうか？
いい加減な利益誘導の企業が特をする様な事がなくなるのを願います。

男性 60代 福岡県 その他
食の安全、消費者の信
頼確保

食品偽装をなくす

男性 20代 福岡県 その他
食の安全、消費者の信
頼確保

近頃ニュースで、海外から輸入される食品に対して、品質が保証されていないという話をよく聞きます。（●●（注：原文には個別商品名を記載）な
ど）消費者にとっては、その商品の作る過程までは知ることが出来ないないので、商品ラベルやお店を信用するしかありません。このようなニュー
スが続くと海外だけでなく国内でもそういったことが無いかと心配です。消費者は何を信用して、安全な商品を購入すればいいのか教えて欲しい
です。

法人 法人 鹿児島県 流通業
食の安全、消費者の信
頼確保

６次化が進んで多種多様な最終製品が作られている。しかし、現実的には既存の安価なメーカー製品が作られて価格的なところで売り負けてい
る。
極力、添加物や増量目的等の代換え品を使わない安心安全を差別化として販売している６次化事業者がほとんどである。故に、使用原料割合の
記入（多い順に３番目まで）を義務づけるようにしたらどうか?

女性 50代 鹿児島県 主婦
食の安全、消費者の信
頼確保

輸入食品（特に中国）の安全性が確保されているか非常に心配である。２００７年に発生した中国製冷凍餃子毒物混入事件等の流通食品への毒
物混入事件も食の安全をおびやかす事件であった。また、今だに食品中の放射性物質対策について、消費者には伝わっていない気がする。福
島県産のものは、どういったルートで消費されているのか。再度検証し、啓発は続けていってほしい。

男性 70代以上岡山県 その他
食の安全、消費者の信
頼確保

種々の対策や対応が講じられるようになっても、今なお食の安全や食品の偽装表示に関わる事例が依然として報じられていることは誠に残念で
ある。我々消費者が安心して食品を購入できる唯一の手がかりはメーカーの信頼に基づく、商品に添付された表示である。今後とも、解りやすく
信頼のおける表示方法への厳しい取り組みを貴省に要望したい。

女性 60代 大分県 主婦（主夫）
食の安全、消費者の信
頼確保

食品偽装の問題が相変わらず世間を騒がしています。
国民に対する報告・処罰等迅速なる対応をお願いしたく選びました。

法人 法人 鹿児島県 食品製造・加工
食の安全、消費者の信
頼確保

昨今、中国における食品偽装問題や偽装表示など食の安全に対する信頼が揺らいでいる。消費者の信頼確保の為には会社全体が「品質」につ
いての重要性と従業員の認識である。（利益至上主義ではなく後で利益はついてくる）「産地はどこで、いつ、どの生けすから、又餌は何を食べさ
せているか。」まで消費者に情報提供していく仕組が必要。国内のみならず海外での取引ではまさにこの「履歴を公開する」事が安心・安全につな
がるものであると確信する。

女性 40代 鹿児島県 主婦
食の安全、消費者の信
頼確保

子供が高校生にあり、毎日、お弁当を作る日々を送っています。働く母達にとっては冷凍食品はとても便利で心強い味方でもあります。製造過程
は目に見えないところであるので、不安や心配を抱えてしまいます。食の安全・信頼はとても気になるところです。

女性 60代 大阪府 主婦
食の安全、消費者の信
頼確保

われわれ消費者は、スーパー等では信頼して買っているのに、にせの表示や国産でない外国産だったりして信用できない、正しい表示をしてほし
い。

女性 40代 福岡県 主婦
食の安全、消費者の信
頼確保

最近のニュースに「スーパーで販売した豆アジのパックに毒性のあるシロサバフグが混入していた。」というものがありました。私だったら１匹フグ
が混入していてもきっと気付かなかったと思います。漁師さんが見逃したとしても、仕分け工場、パックづめの前のスーパーなど確認する目は数
回あったと思われます。今回は魚でしたが消費者が手に取る前に、厳しいチェックを行ってほしいです。

女性 50代 長崎県 外食産業
食の安全、消費者の信
頼確保

輸入野菜、魚類などの安全の確保をお願いしたい。できるだけ材料として使用しない様しているが、どうしても使用しなければいけない時、安心し
てお客様に提供したいと思うので。

男性 50代 長崎県 農業関係
食の安全、消費者の信
頼確保

椎茸生産者として一言　なぜ九州の椎茸にまで風評被害（福島の原発事故）がおよぶのか。国はもっとその安全性をPRしてほしい。

女性 60代 宮崎県 主婦
食の安全、消費者の信
頼確保

最近のニュースでも報道されましたが、国産米として販売されているお米商品が加工用米が半分位入っていて、お米の成分に基準値以上の農薬
が検出されたとのこと。ほとんど毎月使う主食米の安全性に不安が有ります。輸入製品（食品）の安全性対応を未来的にも検査機関の強化と共
に輸入協定の中でのよい解決を希望致します。

女性 40代 熊本県 その他
食の安全、消費者の信
頼確保

消費者として、食の安全について気になります。
表示されていることが゛正確なのか？゛と心配することもありますので、信頼できるよう調査等によって不正の監視を充分に行ってほしいです。
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男性 60代 長崎県 流通業
食の安全、消費者の信
頼確保

命に直結する食の安全について、厳格な検査の徹々と、日々のかんしの徹々と、消費者が安心して食べられる環境をつくっていただきたいと常に
思っていますが、現実にはときどき新聞等で食品の事故、事件がおこっています。

女性 60代 宮崎県 主婦
食の安全、消費者の信
頼確保

最近、お米を購入（スーパーで）しましたら、お米袋の中味の1/3～2/3程が茶色で、つーんとした臭いがあり購入店へ届けました。しばらくお米を
購入するのが不安でした。新聞ニュースの中で輸入米の大半が農薬だらけと出ておりました。主食米の安全と副食材も安心して使える様、農薬
や肥料については規制や法的システムでの解決を希望します。今だけの時代ばかりでなく、未来へ向けてもいつもどこでも安心安全の食育・文化
の向上を願っていきたいと思います。日本から世界（諸外国）へと。

男性 70代 長崎県 その他
食の安全、消費者の信
頼確保

中国産の肉のずさんな取扱い等が報じられると国産品の有難味が一層増します。ただ、外食産業の伸びからみると、米の消費（最も安全な食品）
の動向が気になります。我々消費者も生産者と一緒に消費増を考える時ではないだろうか。

団体 30代 北海道 農業関係団体
食の安全、消費者の信
頼確保

農林水産業・地域の活力創造プランに位置付けられている、「需要と供給をつなぐ付加価値向上のためのバリューチェーン構築」に取り組むた
め、原料原産地表示の拡大が必要である。加工による「品質の差異化（味付け・調理）」を施した輸入原材料を義務表示対象とすることや、消費者
の商品選択に資する観点から、単一の農畜水産物の重量割合が50％未満でも義務表示対象とすることが必要である。

男性 50代 奈良県 農業関係 食育、食文化

学校給食の食材供給等に係わる課題解決には、栄養士と地域の連携だけでは不十分。学校給食に係わる先生方・保護者の理解と協力が必要。
食事の内容ひとつ具材の大きさに違いがあってはいけない！生の野菜はダメ！など農家側から「なぜ？」と思うことが多々ある。食の安全・衛生
面への配慮・保護者のクレーム対応等大変な課題があることは知っているが、自然の産物だけに違いがあって当然という意識を持たせることも必
要と感じる。

女性 40代 山梨県 その他 食育、食文化
一日の食事を、外食や中食、あるいはお菓子などですます家庭が増えてきている。家庭で料理をし、家族で食卓を囲む食事スタイルを増やすべ
き。農産生鮮品の消費にもつがなり、家族のきずなも強まる。「食」を大切にすることで、体力や精神力もつき、人生を豊かなものにすると思う。

女性 50代 鹿児島県 主婦 食育、食文化

食育の大切さを感じております。（食は命！）手料理を食べて！郷土料理やおふくろの味を十分味わって、子供たちは大きくなっていってほしいも
のです。心の発達にも関係してくるといいますので、食育、食文化についての啓発をよろしくお願い致します。色々な場面で多く取り上げていって
下さい。（話題に随時していってほしいです。）
具体的に対策を考えてもらえませんでしょうか?（真剣に・・・）

女性 40代 福岡県 主婦 食育、食文化
子育ての観点からも食の安全、食育に特に関心を示すところです。それに併せて、地元での産物を取り入れた食文化にも興味を持ちますし、又、
豊かな食文化を送れることは、農業に携わってらっしゃる方々のおかげだと思いますので、目に見えない彼らの姿なども発信して頂ければと思い
ます。

女性 30代 鹿児島県 主婦（主夫） 食育、食文化
今の日本は様々な食材や料理があふれて、お金を払えば何でも食べられるという食環境にあると思います。その一方で食料自給率の低さや安
心安全な食べ物を選ぶ難しさという問題もあります。子ども達に農業の素晴らしさや郷土の料理のおいしさを知ってもらい、食べ物を選ぶ力が身
に付くような体験学習の機会を増やしていただきたいと思います。

女性 70代 兵庫県 その他 食育、食文化
給食：何度か試食させていただきました。先ずおいしい。一日分の栄養が取り入れられていると思いました。地元の野菜が入っていました。これか
ら働くお母さんが増えます。子供たちが同じものを食べしかも栄養たっぷり、そして費用も￥３８００、ありがたいです。益々、給食が大切になってく
ると思います。日本の世界に誇れる給食、どうぞ続けて下さい。

女性 60代 大分県 主婦 食育、食文化

私達大分県●●（注：原文には個別団体名を記載）では年間行事事業の中で、食育、食文化も取り上げながら進めています。育とはいえ子供達
から成人高齢者と巾広い観点より食を通し勉強します。文化としては、やはり子供達から高齢者迄なかなか現在では伝統料理、郷土料理、地域
地産地消で出来る料理としてアンケートを取っても「日常食べます」と言う返事にならず忘れられがちの今日この頃の様です。この面もしっかり地
域に根ざしていかなければと思っています。

女性 50代 長崎県 主婦 食育、食文化
一年のうちに季節により、とれる野菜等がちがっているが、健康的な生活を送るために食に関する知識を育むことが食育であると思います。食事
を作る時間も人それぞれであると思いますが、バランスを考えて簡単に出来るレシピーがあると忙しい人には助かると思います。身近にいる母親
たちにも助けてもらったりして食文化の幅もひろがっていくと思いますが・・・本当に食べる！！ということはむずかしいですね。

団体 50代 東京都 農業関係団体 食育、食文化
食料の生産、食、安全性などの推進、農村生活の体験などを、学校給食、農作業体験、農村交流を通じて実践する食農教育を、両省の連携事業
として位置づけ、事業を構築すること。
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男性 50代 長崎県 その他（水産業） 食育、食文化 小・中学生に対しての食育活動を増やしてほしいと思う。地産地消を充実させてほしい。地域に残る伝統食文化の見直しをお願いしたい。

男性 50代 東京都 その他 食育、食文化
企画部会の資料を見ると国産農産物の消費拡大や農家の所得倍増のために食育を利用するという姿勢が顕著だが、本来「人を育てる」ことが目
的の食育を経済的利益の追求のために用いるのは本末転倒。現場で農業体験を行っている農家もあくまでも教育のために行うという姿勢を貫い
ている中で、そうした純粋な意思を国が踏みにじるような計画を策定するのは言語道断、絶対にやめてもらいたい。

女性 70代 香川県 農業関係 食育、食文化
野菜等自給自給力、安全安心
小学校のボランティアで食品の安全と作り方、料理の実習をしています。
耕作放棄地で、そばはしっぽくそば、大豆は豆腐作りを女性部（ＪＡ）でしています。

男性 - 山形県 食品加工卸 地産地消、６次産業化
山形地鶏３００羽を飼育し、地鶏の加工品を製造し、病院の売店等に納入している。
しかし、今度は病院にコンビニが入り、売店を閉鎖することとなったとの連絡が入った。近年、病院等で経営合理化等からコンビニが入るケースが
多いように思える。このため、生産、販売に危機感を覚えている。このような状況に対して、農水省として何らかの対策を取って頂きたい。

男性 - 岡山県 農業関係 地産地消、６次産業化
　身近な生産者から身近な消費者へという顔が見える流通システムの構築へ力を入れてほしい。少量でも取り引きが出来る安心した作物が提供
できるようになれば、高齢者も兼業の方もやりがいがでるのではないか？
　トレーサビリティ制度などの守りの行政など不要。

男性 40代 不明 地方公共団体 地産地消、６次産業化
　近年、国外で加工された食品の安全性が問題となっています。
　また、国内の農業は農業経営が厳しく、担い手不足といった問題を抱えています。これらの問題を解決するため地産・地消を進め、農家の所得
向上を図り、未来ある農業を作り、若者の就農を進めていく施策が必要であると思います。

男性 50代 宮崎県 その他 地産地消、６次産業化
宮崎県においても地産地消、6次産業化への取り組みが、一般にも十分に認知されるように広く浸透しつつあると思います。私の知る範囲でも、
直売所、農家レストラン、漁協や農協独自の加工品販売、インターネット販売等が目につきます。県や国としても様々なサポート体制があり今後
の展開が楽しみです。失敗する事例も多いとは思いますが、担い手確保の観点からも長期計画で進めてもらいたい。

男性 50代 沖縄県 農業関係 地産地消、６次産業化

沖縄県で6次産業化に取り組んでいる農業生産法人●●（注：原文には個社名を記載）と申します。沖縄本島北部の今帰仁村で事業を展開させ
ていただいております。
総合的な教育ファームを目指して日々奮闘しております。●●●（注：原文には個別団体名を記載）が民泊をはじめて2年目ですが、
すでに1万人の予約いただける位急成長してきましたが、受入れ農家がまだまだ不足しております。
一方空き家は100軒近くありますが、有効活用されておりません。新規就農者も増えていますが、土地をなかなか借りることができません。空き家
を使って農家レストラン＋民泊＋新規就農のビジネスパッケージが作れると 農村での定着人口が増えると思われます。
6次産業化の課題は色々とありますが、まず農村に足を運んでいただくことに集中した方がいいと思ってます。
修学旅行生の民泊のみならず、大人の民泊もありかなと思います。

男性 60代 宮崎県 その他 地産地消、６次産業化

宮崎県内では、農業経営体または企業が6次産業化に単独で取り組むケースが多く、地域での広がりや連携がほとんどみられない。単独で取り
組んでいる先では、資金・労働力の配分の非効率さが目立ち、認定された「総合計画」が途中で頓挫しているケースが極めて多い。また、いずれ
の「認定」先も互いに類似する加工品を極めて小規模に製造するにとどまっており、販売先（販売店）も限定され、結局、何をつくっているのか・何
をしようとしているのか、地元でも知られていないケースが少なくない。改善策として、6次産業化の相談業務・申請・受付・実行窓口を市町村に創
設し（国から市町村への事務移管）、地場産業の育成という大きな観点で所管させること、6次産業化に着手した共同企業体をベンチャー企業と
位置づけ、一般市民からの投資や寄付制度を創設することが重要である。

女性 40代 大分県 主婦（主夫） 地産地消、６次産業化
主婦なので食の安全を第一に考え食事を作っていますが、不正や偽装が後を絶ちません。発覚時は業界全体が自社のチェック体制を見直しま
すが、定期的に安全を確保できているのか不安でなりません。なるべく輸入品ではなく地産地消できる食料品を購入し、自分達で身を守るしかな
い気がします。

女性 40代 福岡県 外食産業 地産地消、６次産業化
各地域には多くの特産品がありますが、その土地だけで知られる物もあれば、知られる事なく芽が出ない物も沢山ありますが、農業は日本の宝で
あり、人が生きて行くにおいて必要な物です。だからこそ、その農産物を多くの方々に知ってもらい、今後、受け継ぐ必要のある事です。
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男性 30代 宮崎県 その他（漁協） 地産地消、６次産業化

地産地消の増加をうながすためにまだあまり力を入れていない宮崎のふるさと納税等のお返品に利用していただきたい。他県のようにもっとふる
さと納税に力を入れれば地元の消費が増加すると思います。６次産業化については、漁業分野においては、組合規模で企業と提携していけたら
良いと思います。目玉になる商品の開発が必須でしょうけど、あとは最後に魚の値段の安定性を求めたいですね。何か対策があればお願いしま
す。

法人 法人 兵庫県
農業関係団体、食品
製造・加工

地産地消、６次産業化

６次産業化を目指している。
・行政の力をかりスムーズな流通を図りたい。
・県の認証制度も消費者に浸透が今いち。
もう少し応援してほしい。

男性 30代 鹿児島県 流通業 地産地消、６次産業化 6次産業を進めるうえで、1次産業者には、資本、技術、情報が少なすぎる為、実行しても失敗に終わるケースが多く、持続性が見込めない。

男性 70代 鹿児島県 農業関係 地産地消、６次産業化
言葉としては、多々使われる地産地消も消費現場での実態は、数字としては微々たる量です。特に公設の学校給食センター等の食材利用につい
て、地元産の利用を原則100％に義務づける等の政策的な制度創設でもしないとかけ声だけで終わりそうです。地場産の農畜産物やその加工品
を利用することにより、農業の６次産業化にも取り組み易いと思う。

男性 70代 福岡県 無職 農業経営、担い手
食料（米、野菜）の自給率を１００％にする米の輸入はOK、しかし、農業の政策による保護（戸別保障）を充分にすると良い。日本の製造業には、
限度が有り残りの国民を農業によって養うように考える。すると犯罪は少なく、また、老人の介護費用も少なく、家族の絆も強くなるように思いま
す。要するに日本国を農業国として考える。資本主義をこれ以上成長させると色々な問題（バック出来ない）が浮上してくるのではないか。

男性 - 福島県 農業 農業経営、担い手
経営所得安定対策で転作し「そば」の作付けを行っているが、交付金の減額により、地域の農地保全の面で不安を抱いている。今後の農業を続
けるためにも、「そば」等へ手厚くしていただきたい。土地利用型の作物は収入が少ないので。収益の上がる他の作物では大きな農地を維持でき
ないので。

女性 20代 岩手県 農業関係団体 農業経営、担い手

うちでは昨年水害で田を5haほど流されたのですが田を牧草に変えようという地域に住んでいます。上流のほうでは毎年数十haずつ耕作放棄地
になっています。年々少しの増水で田が水没していくようになったのですが人の住む家は守るが農地は仕方ない、という結論になり、何の支援も
整備もされません。農業を続けるのが厳しいです。水田の多面的機能について、もっと情報発信して欲しいです。担い手ですら田はお金にならな
いからとみんなが簡単に辞めてしまうと、下流で整備されない河川の地帯の農業は厳しく「じゃあ辞めればいい」だけという話になるのが怖いで
す。皆が同時に辞めたらどうなってしまうのか。ちゃんと世の中の人に知って欲しいです。

男性 40代 長野県 農業関係 農業経営、担い手

私は日本の農業を見直したいと会社を辞め長野に単身で乗り込みました。現在は農地を入手したいと思っているのですが農地は農家にならない
と取得できないようになっているのが現状です。
農地を容易く素人に渡して作物のできないような土地にしたのではそれは問題あるのはわかります。なので就農するのに時間をかけきちんと一
通りの知識を教えることになっています。私はこれを否定するのではなく、「かけた時間のなかで何を教えるのか?」が問題あるように思います。当
然ベテランの方が今までやられてきた農業を教えてもらうのだと思うのですがここで少し疑問になるのが今までやられてきた農業に問題があるか
ら担い手がいなくて困っているのではないでしょうか?農家の長男は大学を出て主要都市などで就職する時代だそうです。自分の息子が継がない
農業に魅力があるのかどうかという現状を今の方々が認識されているのでしょうか?自分の息子を大学に送り出す農家の方の気持ちを思うといた
たまれません。国・自治体・諸団体の総意がその選択をさせる現状を招いていることに気が付いていただきたいと思います。このままでは日本は
内側から崩壊します。

法人 60代 滋賀県 農業関係 農業経営、担い手
現在の賃金ベースで初任給18万円は大変なところに来ました。18万円の売り上げは13haは必要になります。現状の圃場状態では、経営が大変
です。大区画整備で1人が20haを耕作できる様にならなければ成り立ちません。5人×20ha＝100haの法人規模でなければ継続は出来ないと確信
しています。

男性 70代 岡山県 その他（無職） 農業経営、担い手
　小規模な農地に後継者もなく、貸付地として運用しているが、当該地の管理運営には疑問を感じる。営農計画書作成は全く形式的であり委託業
者からの情報も全く入手できない。せめて委託者選定のステップがあってもいいのではないか。因みに２０戸の農家組合員の中で９割が貸付運用
となっている。

男性 50代 山口県 農業関係団体 農業経営、担い手
農業者の高齢化による担い手不足の抜本的な見直しをしなければ、農村の発展はないと思う。
若者が農業にやりがいを感じていない。農業がもうかる産業に早急に方向転換しなければならない。

男性 50代 広島県 農業関係団体 農業経営、担い手
　食の安心安全の為の国内農業による自給率の向上については、国民の理解は得られると思うので、政策の方向転換により米価などが高騰し
ても国民は購入すると思われます。
　担い手の後継者を確保する為、農業所得を本当に向上させる為には、前段の施策も一つの方法と思います。
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法人 法人 滋賀県 農業関係団体 農業経営、担い手

法人になり二年目　経営が苦しい①中山間地域で収穫量が少ない反収平均7.5俵②11㏊で80枚の耕作田　手間がかかる　③補助金で生きてい
る　補助金減　赤字になる　④農機具購入したいが攻の農業ハードルが高い　⑤1日6000円の日当→4800円しか払えない（従事分量配当）　⑥土
手（畦）の面積が多く夏草刈に苦労している　⑦猪鹿猿の獣害が多く野菜果樹等作れない　⑧じみ深く機械が無理してよく傷む　他にもいろいろ問
題はあるが、こんな所でもがんばって集落を守るため農業をしている。農機具購入補助金1/２（攻の農業）の補助金頂きたい。

男性 50代 滋賀県 農業関係 農業経営、担い手
専業や認定農家が農業で食べていける又次の世代の若者が農業を職業として選んでもらえる様な希望のある政策をしてもらいたい。経済界の意
見ばかり押しつけている今の自民党ではどうなのかな？と思います。

法人 法人 滋賀県 農業関係 農業経営、担い手

転作を中心とした経営体で法人化した。水稲を協業化すべく進めているが生産調整の見直しや、米価への不安、小麦など転作作物への交付金
のことなど不透明で組合員より法人化したのはいいが転作など交付金などの額が大きく変わると経営が立ち行かなくなるのではないかと不安の
声を聞く。中山間に立地する条件下で畦畔の草刈における労力が非常に負担で将来の見通しが立ちにくい。中山間地域直接支払交付金を管理
する役員も、高齢化で今後誰が担うか悩ましいところであり、集落の存続が懸念される。

男性 50代 大分県 農業関係 農業経営、担い手
　 高齢者による農業機械の操作誤りに伴う死亡事故が減少しない。特にトラクターは自動車運転との特性が大きく異なり、周知広報活動では限
界と感じます。そのためには、大型特殊免許（農業用）の取得義務付けも必要と思います。県農業大学校等での研修実施も有効ではないでしょう
か。

男性 50代 徳島県
その他（農業高校教
員）

農業経営、担い手

　私は県内の高校で「農業」を教えています。
　若干名ですが、卒業後、農業法人等へ就職する生徒がいます。以前は農業高校には最先端の農業機械や施設があり、学校に魅力があり、多く
の生徒が集まり、就農者もいました。現在は老朽化した施設で予算も少なく魅力ある農業教育ができません。学校にも最新の施設（植物工場等）
の導入をお願いします。

男性 60代 宮城県 農業関係 農業経営、担い手
中間管理機構による集積規模拡大をめざす方向で進もうとしていますが、規模拡大すれば、当然機械設備の増強が必須です
農業経営の中で設備投資負担が非常に重荷です。機械リースに積極的に支援する施策を盛り込んで頂きたい この施策」を取り入れることにより
規模拡大、集積が生きてくるのです。

男性 50代 鹿児島県 地方公共団体 農業経営、担い手
国において補助金交付や農地集積などの対象者として「担い手」という言葉が出てまいりますが位置づけが曖昧なため本町では認定農業者と認
定新規就農者を担い手として扱っています。国において基準があればお知らせください。もしなければ基準を示していただきたい。

団体 30代 滋賀県 農業関係団体 農業経営、担い手

現行の基本計画では、兼業農家や小規模経営を含む意欲ある多様な農業者を幅広く育成することが謳われているが、政権交代により、大規模
経営体を中心とした担い手への支援のシフトが行われている。
 認定農業者制度をはじめとして、国が描く担い手像が明確になっていないため、支援を受けるための規模拡大や法人化に走りがちになってしま
う恐れがある。
 経営面に着目した担い手像を国としてしっかり描く必要がある。（規模や形態だけに捉われるべきではない。）

男性 50代 福岡県 その他 農業経営、担い手
若い世代の人々が将来の職業として、農業を選択できるようなシステムを構築する必要があるかと思います。農業の担い手が減少することによ
り、日本の農業が段々衰退し、輸入品にたよる頻度が多くなりつつあります。政府もこの現状を踏まえ、補助金制度などの援助を今以上に実施し
て、就職先として農業ができる若い担い手の育成をして欲しい。

法人 法人 福岡県 農業関係 農業経営、担い手
農業政策の長期的展開がない。政権が変わると施策が変わるのではなく、基本構想は変えないで欲しい。
助成金のあり方についても現状で本当に経営出来るのか。今後も含めて精査して欲しい。

男性 70代 福岡県 農業関係 農業経営、担い手 小規模農家でも麦などの補助金の支援ができるようお願いしたい。

女性 40代 福岡県 主婦 農業経営、担い手
最近、若い方々が農業に興味を持っている事を知り、嬉しくたのもしい反面、その方々が安定した生活を長く送れるよう、ノウハウや心身経営など
のサポートをしっかりして支援してもらいたいと願っています。安心安全な農作物はやはり国産に限ります。担い手をつぶさないよう切に願いま
す。

女性 50代 福岡県 農業関係 農業経営、担い手
経営する中で、年とともに体がかなわなくなり、収入も少なくなっていく中で、どうやって生活していくのか。子供は会社員、百姓をやれとは言いたく
ない。じゃだれが田畑を守る?　国民年金では固定資産税など払って行けない。

男性 70代 宮崎県 その他（年金生活者） 農業経営、担い手
農業従事者の老齢化と後継者不足という現状を考えるとき、外部からの新規の若年層担い手育成が日本農業の課題の一つであると思っていま
す。この点に焦点を合せた政策の立案、実施を要望いたします。

12



男性 60代 鹿児島県 農業関係 農業経営、担い手
後継者がいなくて今後の見通しがつかない。レストラン、観光農園、加工品もしているのですが、法人化をすると解決するのですが迷っています。
何かしたいと思うと厚生年金とかその他いろんな事で行きづまってしまいます。若い人がいなく先の見通しがつきません。

女性 - 熊本県 農業関係 農業経営、担い手

農業経営、担い手について書きたいと思います。いつの頃からか、目新しい事ばかりが目につくようになり、原点が見失われているように思いま
す。新しい事をやると見かけは目立ちますが、さて中身はどうなのでしょう？多くの事を手がけて下さっておる様ですが結果は実を結んでいるので
しょうか？疑問です。全ては原点です。原点なくして成り立ちません。なぜ担い手（後継者）育成に力を注いで下さらないのか。彼らは確実に農業
を継承する唯一の宝であると思います。その為に多面から人材育成に力を注いでいただきたい。全ては人です。我が家も後継者がいます。彼ら
の将来日本の農業の為に私共も力になれるならと思います。共に力を合わせて行きたい。そして生命産業である農に光を当てたいと強く思いま
す。

女性 30代 宮崎県 主婦 農業経営、担い手
これから先、高齢化社会がますます進み、農業をする若者の少なく環境も悪く、環境気象も悪くなる一方で、これから２０～３０年後先をどう考えて
いるのか、これからの子供達の暮らしがとても心配で仕方ありません。

男性 60代 宮崎県 農業関係 農業経営、担い手
農業経営が非常に厳しくなっています。資材、燃油の高騰、農産物の価格の低迷、私達の集落においても担い手不足、そして、高齢化が進み耕
作放棄地も出ています。私達も対策に苦慮しているところです。今は地域だけの問題では、どうしようもありません。行政も本腰を入れて取り組ん
で頂きたいと思います。

男性 60代 宮崎県 農業関係 農業経営、担い手 所得の向上について指導をお願いします。生産費いわゆるコスト削減についての議論をして欲しい。

法人 法人 兵庫県 - 農業経営、担い手
日本のどこでもそうだと思いますが、少子高齢化が進み、特に農業後継者又は担い手を確保する必要がある。そうしないと農地が遊休耕地となり
そして山になってくと思います。

団体 50代 東京都 農業関係団体 農業経営、担い手
国の農業産出額のうち野菜や果樹分野が34％畜産分野が30％を占めている。遊休農地の解消と増加防止のためには、稲作や麦や大豆土地利
用型農業経営以外の農業経営の活性化が必要であり、これら分野の経営を確立するため、コストに見合う農産物価格を形成する経済政策を講
じる必要がある。

団体 50代 東京都 農業関係団体 農業経営、担い手

都市農業経営の継続に不可欠な生産緑地法および相続税等納税猶予制度の基本を堅持してください。
これまで生産緑地法ならびに相続税等納税猶予制度が農地保全と農業経営継続に果たしてきた役割を重視し、今後とも両制度の基本を堅持す
ることが必要です。
 相続税納税猶予制度は、円滑な農地の継承を可能とする最大の政策の一つで、生産緑地法は、市街化区域内において農地保全の根幹の制度
であり、基本を堅持し、都市農地の保全を行う必要があります。これらは、農業者の農政運動の結果、制度化が実現したものであり、堅持をしな
ければならない制度です。

男性 50代 長崎県 農業関係 農業経営、担い手
農業を営むにあたり、資材、肥料等経費が高騰し経営がかなり厳しいのが現状です。経費が上がると同時に出荷する農作物の値段も上がれば
問題がないのですが、なかなかむずかしいものがあります。現在、経費をなるべくおさえるようにして対応しています。

男性 60代 長崎県 農業関係 農業経営、担い手
今後の農業経営を考えたうえで、必ずや来る減反廃止と補助金の大幅な見直しで、私達コメ農家は随分と収入が減るだろうし、ましてや少子高齢
化が進展するにつれて、コメの消費量がさらに減って来るだろう。私達兼業のコメ農家にとっては、今後、耕作するのをやめて、大規模農家などに
農地を貸して収入を考えるか。これから高齢化がすすむにあたり、コメ作りは農家の経営判断に任される時代になって行くのでは。

男性 - 山口県 - 農業経営、担い手

若者を育てるために、次の方法をご検討ください。
①自立するまでの準備金の給付
・事前に一年分、新規就農者（信頼のおける経営者の経営する法人・企業に就職した若者を含む）に300万～＋最低限のリースした機械等を準備
金として給付すること。（金額は要検討。返金の場合もある）
・支援者として
　ア　誠実で若者の成長を喜ぶ高齢者と
　イ　国県市町の担当者（最低３人）をつけ
「つきっきり」で自立するまで支援すること。
お金も必要ですが、「自分が肯定できる」他人が必要です。日本のどこでも「救い」の手を伸ばせるようにするために「法律」で優しさを担保するこ
と。支援＝愛
成功すれば、若者は「特進」する。
②上記の若者が生産した品物は、原則として「海外」に輸出すること。国や県、市町の職員は「どこに」「いつ」「何を」「どれくらい」輸出するのか考
えておくこと。
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団体 30代 北海道 農業関係団体 農業経営、担い手
地方の人口減少が想定される中、農村地域コミュニティー維持の観点から基幹的農業従事者・販売農家・集落営農・農業法人などの、農業の担
い手数について、継続して数値目標・展望を示す必要がある。

男性 40代 山口県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

農業委員と地域の担い手として稲作をしております。
今年からの飼料用米出来高払いへの制度改正に伴い、農水省穀物課様へは再三にわたり大字別に地域平均収量を再調査するよう制度を改正
してくださいと意見具申させて頂いている所でございますが、各地域の協議会で話し合うべき問題だとして、未だに制度改正をして頂ける気配を
感じられません。
現行の制度のままでは、地域平均収量より多く収穫できる地域でしか飼料用米や米粉用米の作付が進まず、政府が目指す5年後の減反廃止、
主食用米以外への誘導は、必ず絵に描いた餅で終わります。
当然ではございますが、地域平均収量より多く収穫出来る有利な地域の方々からすれば、収量が少ない不利な地域の方々に、お金を譲りますよ
という問題ですので、全国に700以上ある協議の全てで話がまとまるはずがありません。今年1月22日付の農業共済新聞一面でも、この問題を提
起させて頂いたところでございますが、その後、●●（注：原文には地名記載）市役所さんやJAさん、農業共済さん等も、当地が抱える収穫量の問
題を理解しておられるにも係わらず、一向に話は進んでおりません。
また、いち早く飼料用米の取り組みを始められた県北部の長門市の取り組み農家さんからも、同様の問題を抱えていると伺っております。全国で
考えれば、殆どの地域で同様の問題を抱えているはずです。
農水省さんは、各地域での問題と言って逃げてはいけません。国が主導し調査予算を付け、例えば収量調査に長けた農業共済等の機関に調査
をして貰ってください。
過去に河川が氾濫し土質が砂地になってしまい、最初から明らかに地域平均収量を下回る見込みの地域などでは、自己保全管理（通常周囲に
迷惑が掛からないように草刈りのみする）をしますと申告した農地に、わざわざ飼料用米を作付し、涙ぐましい努力？をしている方もいらっしゃいま
す。通常の品種を作付している訳ではなく、5年前から専用品種を作付しても収量が上がらないのですから、現行の制度では10万5千円なんて夢
のまた夢、確実に収入が減ります。多分6万円～6万5千円程度に落ち着くでしょう。
このまま制度の見直しをしてくださらないのであれば、飼料用米の制度が始まった当初、これは当地のように基盤整備もされておらず、コンクリー
ト畦はボロボロで穴が開きまくり、水が止まらないため、減反をしようにも水が漏ってきて麦や野菜等の作付が出来ないような当地域でも減反に協
力出来ると思い、地域の方々へ、飼料用米を作付するように促した私個人としても、皆さんに悪い制度を勧めてしまった、大変申し訳なかったと悔
いるしかありません。
地域の方々からは、実際に農水省の職員さんに、当地に来て頂き、農地を提供して、実際に目の前で多収して貰おうという声まであがっておりま
す。
これが、本来の農政のあるべき姿でしょうか。是非、早急に制度改正して頂きたくお願い申し上げます。

男性 70代 岡山県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

　加工米の価格を余り下げないでほしい。
　米の直接支払い交付金、少し下げ過ぎでないのか。

法人 法人 滋賀県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

国は、生産調整を見直すといったコメントが独り歩きをし、小麦＋大豆の生産調整がなくなるように錯覚している農業者が多い。昨今のダムの老
築化による水不足、慢性的な米余りなどから、水田を100％稲作にすることは難しく、また、世界に蔓延する遺伝子組み換え作物が横行する現
在、国内産の小麦、大豆の生産は、重要であると思う。再度、国を挙げての農家・消費者の誘導が必要である。

男性 60代 大分県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

　 私は繁殖牛の経営をしております。現在、子牛価格は過去にない高値で取引されており、繁殖農家としては一息ついております。しかし、肥育
農家はどうなるのか今後の動向が不安であります。価格安定制度はありますが、価格の安定を望んでます。また、ＴＰＰの妥結によりどう変動する
のか情報開示してもらいたい。農業には先の見とおしがわからなく、そこが後継者が出来ない原因であります。具体的にどうなるかを示してほしい
です。

男性 60代 佐賀県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

農業改革を早く進めるべきと思います。担い手不足が加速する。
農地の集積をしてムダをなくすように簡易の集落営農はなくす。

男性 30代 福岡県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

現在よりも規模を拡大していきたいので、農地の取得や従業員等の育成、生産技術、栽培技術の方法を分かりやすく学びたい。また、それに伴
い手続き（書類作成等）を簡単にしてほしい。

男性 60代 福岡県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

有害獣駆除をしっかりやっている人に助成金をお願いします。

男性 60代 鹿児島県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

茶の生産現場は価格低迷で崩壊の危機である。国は生産量等の数字は発表するが在庫量も企業、問屋等調べて発表してほしい。東電の補償
金をもらって荒茶を処分したのか?

男性 60代 福岡県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

農道、園内道路舗装の補助を良くしてもらいたい。
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男性 40代 宮崎県
食品製造・加工、外
食産業

農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

現在南九州地区だけ見ても、畜産農家戸数は減少して、大規模農家もその減少分を補えない状況にあります。これを常に抜本的な対策を打つと
いう話ばかりで、具体的にはリース事業中心の施策が多い現状です。今後規模拡大と後継者がいる農家に対してはもっとコストダウンを図れる経
営形態に早期にするために、融資制度のさらなる充実を実施してもらうことと、家族経営形態の農業でも、もっとリース事業を利用しやすいよう
に、事前の周知などを徹底してほしいと思います。各種事業の紹介をもっと県や市町村の畜産担当に教えて、農家に公平にその情報が伝わるよ
うに具体的な指示をしながら進めてもらえたらと思います。

男性 60代 福岡県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

特にハウス関係の補助を充実してもらいたい。

男性 - 滋賀県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

私は水田酪農をしております。搾乳牛の育成は足、腰を強くする為、放牧が必要です。水田よりも山林、畑地がベターです。その為、初妊牛は北
海道から導入をしております。素牛価格の高騰で経営を圧迫しております。なんとか助成をたのみます。

団体 50代 東京都 農業関係団体
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

高齢化と農業後継者不足および耕作放棄地の増加という日本農業の慢性的な課題解決のためには、多様な分野の意欲ある農業経営者に対
し、国庫事業の対象となる農業経営を、花き・緑化関係も含めた全ての経営分野を対象とし、採択基準をより実態にあった要件とするバランスよく
享受できる施策を創設すること。

団体 団体 和歌山県 地方公共団体
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

野菜や果樹については、新たな支援策を検討するとあるが、本県にとって重要な品目であるため、支援策を充実していただくとともに、新規参入
者への支援も強化していただきたい。

男性 40代 山口県 農業関係 人材育成、雇用確保

農業委員と、地域の担い手として稲作をしております。現在、新規就農準備型の研修生を1名受け入れておりますが、現在のシステムは計画を作
成する段階で、稲作を希望した場合、2年後の就農場所が確定していないと就農計画が通らず、各地で跡取りがいない土地利用型の担い手が多
くいるにも係わらず、何処かで担い手がリタイヤされた場合にも補充する事が出来ない状態です。稲作担い手の誰かが倒れてしまった場合に、後
継者として入れる人材の育成が急務です。土地利用型担い手の人材バンクを作って頂きたいと感じています。大規模稲作の新規就農は初期設
備投資が大きいため、現在高齢の跡取りがない所に入るのが理想の形です。現在殆どの新規就農者が入っている施設園芸では、耕作放棄地の
増大に対し全く歯止めがかかりません。当地のように集落営農法人化の話が進んでいない多くの地域では、どうしても私たちのような個人の担い
手に全ての負担が廻ってきています。耕作放棄地をこれ以上広げないために、土地利用型の新規就農者を一人でも多く育てることが出来るシス
テムを早急に構築してください。よろしくお願い致します。

男性 40代 山口県 その他（公益法人） 人材育成、雇用確保
　色々な法の縛りのある中で若年層の人材確保が問題となっているが、農地はどうしても都市部になく俗に言う「田舎」になる。昨今の親御さんは
教育熱心でありどうしても子供の学校（通学距離）を優先に考えているので「一つの町」を作っていく施策を行わないと人材については難しい様に
考える。

男性 - 徳島県 食品製造・加工 人材育成、雇用確保
お客様（スーパーが中心）が３６５日の対応が必要となり雇用の確保が難しい。
又、若手の育成も若年層の就職希望がない為に困難な状況が続いている。

法人 法人 和歌山県 農業関係 人材育成、雇用確保
雇用確保については、今後高齢化、少子化の中で３ｋの農の分野での雇用不足は大変な問題となりつつある中、外国人労働者の雇用をもっと取
り入れるべきである。

男性 60代 石川県 地方公共団体 人材育成、雇用確保

中山間地の農林業の担い手が高齢化し耕作放棄地が増えるにつれて、クマやイノシシの出没と人へ危害が増えています。国民の安心・安全を守
るために有害鳥獣対策が必要です。県は獣肉の6次産業化に熱心に取り組んでいますが、有害鳥獣を捕獲する担い手である狩猟免許（特に第1
種銃猟免許）保持者及び有害鳥獣捕獲隊員の育成・助成が後手に回っているように思われます。狩猟者の高齢化が進んでいるので迅速に対応
いただきたいです。

法人 40代 福岡県 農業関係 人材育成、雇用確保

農業従事者数の著しい減少や高齢化は、農業生産において重大な影響を及ぼすことは周知の事実です。特に今後10年間は生産力の低下が深
刻な問題となることが予想される為、これからの日本農業をを担う人材育成と安定的な生産の為の雇用確保が急務であります。一方で国内では
人口減少による日本市場の縮小に加えてTPP等により国外からの参入など、競争が激化することが予想されます。それらの状況を乗り越え日本
の農業を発展させることのできる経営能力や生産性向上・高付加価値農産品に関しての高いスキルをもった人材、また国際感覚を持った人材の
育成が必要と考えます。その為には現在も取り組まれているとは思いますが、高等学校程度から更に拡充した教育プログラムや海外留学制度が
必要かもしれません。これまでにないダイナミックかつ即効性のある人材育成を期待しています。民間としても将来の人材育成に係る国の事業に
は積極的に関わりたいと感じています。抽象的な内容で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

男性 40代 福岡県 農業関係 人材育成、雇用確保

新規就農者支援事業の準備型についてですが、二年目の受給が難しくなっていると説明されたと聞きました。当方で引き受けるように計画してい
たのですが、本人は一年間で出来るようになるか不安になっています。説明会では、一年やれば十分でしょうと言われた様です。農業は、そんな
に簡単なものでしょうか。どういう理由かは分かりませんが、そもそも二年間の事業なのですから、年度が変わるたびに変化するのでは現場は混
乱します。どうぞご配慮をお願いします。
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男性 50代 熊本県 農業関係 人材育成、雇用確保

青年就農給付金について、大半は初期投資に充て経営の一部に役立ているが、中には２５０万円の所得制限により、本来なら計画以上の経営
面積を作付できるのに、１５０万円を５年間もらった方が良いからと経営意欲を失わせている。市役所等も経営に関する助言、指導を行っている
が、結果として所得での判断になるため、例えば２５０万円の所得を５年の給付期間を超えず達成したら、残りの期間、機械補助等を受けられる
等の得点があれば意欲も増すのではないかと思われる。

法人 法人 宮崎県 食品製造・加工 人材育成、雇用確保
主に国産の原料を使用し、冷凍食品、冷凍野菜を生産しているが労働力不足と高齢化で、業務に支障が出ている。人員確保の上でも規制緩和
が必要。農業（農家）も後継者不足に悩んでおり、日本の農業は心配である。食の安全と確保は国が真剣に取り組まなければならない。自給率を
上げなければならない。

男性 50代 岡山県 農業関係 農村振興、中山間対策

　農村振興を行う上で、都市と農村とで協力出来る方法が必要と思われます。
　農業振興だけでなく、農作業、自然体験、自然エネルギーを含め、今後の子供達に出来ない経験を行わせたい。一時期、田植体験等の企画が
多く行われていたが、継続的に行えるよう、地元と農政局がタイアップして行うのが良いと思います。
　また、農村振興に関わるソフト事業が地域に合わせたもので施工出来るようになれば良い。

法人 法人 山形県 福祉 農村振興、中山間対策
農村、中山間部の廃校を障がい者施設の寄宿舎へ改修利用し、農業従事者と障がい者の農村内での共同生活と農業生産を共同で行える、
「ソーシャル農業の村」の創出を行うことにより、農村、中山間部の農地の有効活用と人口の減少による廃村を食い止める。
但し、障がい者を含め、経営が成り立つまでの助成制度が必要。

男性 70代 熊本県 農業関係 農村振興、中山間対策
　 安倍ノミクスによる経済界は豊かになったかも知れないが、農業関係にとっては無である!!農村振興なくては、今後は耕作地放棄は進むし、天
草地方の様な中山間地域は破壊すると思います!!若い担い手を育て様と思っても販売高と消費の問題、肥料、燃料、農薬等のアンバランスはどう
にもなりません!!

法人 法人 熊本県 農業関係 農村振興、中山間対策

　 農村振興に付いて、直売所が中山間地農業のけん引役となる。中山間地農業は高齢化、により今以上に耕作放棄地が多くなり耕作地が、山
に戻っていくでしょう。これは、自分で生産した農産物が販売できないからと思います。販売力のある直売所に持ち込める生産者は、良いのです
が、車が年齢で運転できない農業者も多くいます。農業者の庭先まで農産物を集荷に回ることが必要ではないかと考えます。中山間地の直売所
は、販売力付けて、持ち込めない農業者の農産物を販売してほしいと思います。収入が少しでも増えれば生産意欲も出て、健康で長生きできると
思います。

団体 30代 滋賀県 農業関係団体 農村振興、中山間対策

中山間地域は、農業の生産条件が不利な地域というだけでなく、住環境が不便であることや就業機会が少ないなど、様々な点において課題点が
存在する。
中山間対策を単なる農村振興という面で捉えるのではなく、国土の保全といった大きな観点から、非農家も含めた地域住民が快適に生活できる
環境の整備や就業機会の確保といった総合的な施策を講じる必要がある。

男性 60代 岡山県 農業関係団体 農村振興、中山間対策

農業従事者が高齢化等で減少していく中で、農業生産法人や集落、新規就農者等が農業に携わるには、所得が補償され、儲けることができなけ
ればならない。このためには六次産業化など知恵を出し、工夫しなければならないが、将来にわたり農業・農村を維持するためには所得の底上
げが必要であり、日本型直接支払の充実を要望する。具体的には現在単価の約2倍程度が望ましい。
 そのほか、近年特に鳥獣害が拡大していることから防止対策のなお一層の充実が必要。
 また、農村地域において、農業関係情報の入手や若者の定住を図るためには、インターネット環境が都市部と較差が無いよう、情報基盤の整備
は不可欠である。

男性 - 佐賀県 農業関係 農村振興、中山間対策
中山間地と言える地域に行ってみると、どこも、かしこも荒れ地ばかり、先人が苦労して立派な農地を作り上げた美田、日本のすみずみがたがや
されてこそ、日本の国土の保全、美しさがあります。世界にほこれる国土を作ってほしい。

男性 70代 大分県 農業関係 農村振興、中山間対策
中山間地帯は今後人口の減少に突入する。よって、中山間地での農業のあり方は、粗放栽培出来る作物なり畜産による方向がベストの様だが、
その方面の研究をして欲しい。

男性 60代 鹿児島県 農業関係 農村振興、中山間対策
就農して約49年たちます。47戸の農家から約250筆の水田を借入れ、営農を行ってきました。今後、農地中間管理機構等での企業の参入が取り
ざたされています。ぜったいにゆるせません。後継者に安心してバトンタッチ出来る農村振興対策がほしいです。

男性 60代 福岡県 農業関係 農村振興、中山間対策
中山間の急傾斜農業では、全く後継者が育ちません。大規模な園地整備（10ｈa以上）で働きやすい園地を作ってやる必要があると思います。我
が地では、おかげ様で若い連中が多くなってくれました。

男性 60代 京都府
食品製造・加工、外
食産業

農村振興、中山間対策

少子高齢化過疎化の進む中山間の町では、懸命に農林業への定住促進事業に取り組んではいるが、肝心の農地の貸借が進まず、山林は放棄
され荒れ放題。地元森林組合への手厚い補助施策、農地の開放へ行政がもっと真剣に取り組む時でしょう。私有権のきつい状況から国有化へ
転換し入植しやすい仕組み作りへ制度改正を願っている。農地山林に囲まれた中山間地の景観保護を含めた施策が、この国の大きな生き残り
策となるでしょう。
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団体 団体 石川県 農業関係団体 農村振興、中山間対策

平成7年小水力発電開始（売電単価１０円/KWh）の発電事業者は政策に基づき平成１５年ＲＰＳ認定を平成２４年ＲＰＳ撤回、ＦＩＴ認定（売電単価２
９円/KWh）と進めてまいりました。しかしながら、運転開始から２０年目を迎えます平成27年11月からに売電単価が、どの様な価格になるのか危
惧いたしております。これからも、水力のクリーンエネルギー利活用により低炭素社会に貢献することから、期間満了後も小水力発電事業が継続
されるよう国策として単価設定に特段のご配慮をお願いしたい。

男性 50代 大分県 農業関係 農村振興、中山間対策
当地区は中山間地にあって、近年、獣害（鹿、猪）も多く、対策に苦慮し、水稲や大豆の収穫量も減り、今後、高齢化も進み米価も下がれば耕作
放棄地も増える。

法人 法人 宮崎県 食品製造・加工 農村振興、中山間対策
中山間部対策と新規就農対策をかねて、自然保護と水源確保を希望です。温暖化で加速する異常気象の対策のためにも、元の姿、傾斜地は雑
木と杉の混植で土止めとし、一網打尽に伐採しない植林を工夫し、畑地は、立地条件を生かした付加価値の高い物を生産し、行政が少し知恵と
流通を手伝って、自然保護や水源確保等総合的に昔にかえし、穏やかな昔に還したら如何でしょうか。

男性 60代 長崎県 農業関係 農村振興、中山間対策 高齢化による担い手不足とイノシシ、シカによる農作物被害によって、作付する人がいなくなっているために、耕作放棄地がふえた。

男性 70代 香川県 農業関係 農村振興、中山間対策

　私共中山間直接支払でお世話になっている地域です。しかしながら、法面が多く、日照時間が悪い、圃場が小さい、鳥害獣害特にイノシシの害
が多く、高齢化で耕作放棄地の拡大等で今後の増々悪くなって来ると思う。
　直接支払等更なる充実をお願いしたい。
　中山間のみどり景観を守るためにも、何卒よろしくお願い致します。

男性 50代 宮崎県 農業関係 農村振興、中山間対策
中山間地域の集落における郷土芸能保存伝承のための補助、助成の必要。農山村における空き屋対策としてＩターン、Ｊ・Ｕターン事業の推進。
林地荒廃対策による災害の防止。

男性 70代 宮崎県 食品製造・加工 農村振興、中山間対策 農村、就農者の減少等の対策、農地の集約化は法律を変えてでも早く実行してほしい。

団体 団体 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策

１．平成２５年度「食料、農業、農村の動向（農業白書）」並びに「食料・農業・農村審議会企画部会」提出資料ともに、都市農業については、大部
分は政府の施策と予算内容のＰＲ，説明に終止しており、昭和４０年代前半から継続されている、都市計画線引き制度、生産緑地制度、農業振興
制度、これとリンクした宅地並み課税等の税制等の下で、都市農地の宅地利用転換対策が固定的に持続し、希少資源化している都市農地や屋
敷林等が歯止めなく減少しているのが実態です。
　このことについて、殆ど言及がないのは都市農業の置かれてきた、多年にわたる厳しい実態「（都市農地の激減―昭和４３年の都市計画法制定
直後３０万ｈａから、現在、約８万ｈａ（約３割）に減少」を看過しているといっても､過言ではないと、思われます。

団体 団体 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策

２．国土交通省の「新たな国土のグランドデザイン２０５０」【平成２６年７月４日公表】が，今後の国土政策の大前提として指摘しているように、東北
大震災以降、首都直下型地震、南海トラフなど、「巨大災害の切迫等についての危機意識が（国民全体に）共通認識となっている」中で、都市の
防災、安全対策として重要なオープンスペースとしての都市農地、屋敷林等が、バブル期そのままで、多年にわたり持続している宅地並み課税等
の税制を含めた都市農地等の宅地利用転換対策が持続する中で、年々歯止めなく減少しており、農業従事者の高齢化と後継者問題などの都市
農業の厳しい実態に、いかに対処するかという関連制度の見直し、改革問題が、殆ど取り上げられていません。

団体 団体 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策

３．今後の基本計画の見直しにおいて、都市農業については、平成２２年３月に閣議決定された｢食料農業農村基本計画｣第３の３の（３）｢都市お
よびその周辺における農業の振興｣において、｢これまでの都市農地の保全や関連する制度の見直しを検討するとともに、―中略―都市農業振
興のための取組を推進する｣との規定は、前記２をも踏まえ、改めて十分吟味されるべきであります。
　これまでの昭和４０年代前半に制定された「今日的には、時代遅れとなっている都市計画法、生産緑地法、農業地域振興法などの都市農業関
連制度、農地の相続税納税猶予制度などの税制を含めたバブル以前の古い上着を着た関連施策」の下では、現下の都市農地の歯止めなき減
少という「都市農業の危機的状況」に対処することは極めて困難であるので、審議会としては、都市計画、農業振興制度、関連税制を含め、踏み
込んだ見直し検討を行うよう、指摘して頂きたいと考えます。

団体 団体 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策
４．希少資源化している都市農地は、大都市においては、最も重要な巨大地震等の避難防災空間等として、「都市公園の代替、補完機能」という
重要な役割を果たしており、財政制約下において、その維持管理は、都市農業者が行っており、これを都市公園とした場合に、必要とする莫大な
公共的維持管理費用の節減にも大きく寄与していることを、改めて再認識すべきであります。
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団体 団体 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策

５．「新たな国土のグランドデザイン２０５０」が、その大前提として指摘し　　ている「巨大災害の切迫等に対する危機意識の共有」を踏まえ、農業
サイドからも、巨大地震等に備え、都市農地を最大限に保全するとともに、人命最優先の立場に立って、異常事態発生時における安全地帯として
の役割については、さらに、積極的に協力して行く必要があると考えております。
　都市農地、緑地は、防災空間、セーフテイゾーンとしての都市公園、緑地等のオープンスペースの役割に加え、今後は、「環境共生都市」とし
て、都市農地、緑地のもつ、極めて重要な公共的、多面的機能を踏まえ、緑農地を表裏一体のものとして、積極的に保全して行く必要があると考
えます。
　そうした観点を踏まえ、都市政策上、緑農地（国土交通省が所管する都市緑地法、都市計画法上の緑地、農林水産省が所管する農地法上の
農地、農業振興法上の農用地は、コインの裏表の関係にある。）は、関係省庁が、連携協力して、新たな都市機能として、再評価、再認識したう
え、都市政策、環境政策、巨大災害等への対応が必要な防災対策上も、その位置づけを積極的に検討して頂く必要があると考えます。

団体 団体 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策

６．平成２２年１０月、私どもの要請を踏まえ、農林水産省内に設置された「都市農業振興に関する検討会」の中間報告が２３年８月に取りまとめら
れましたが、十分な見直しが行われず、その後も、見直し検討は、これまで同様、縦割り行政のもとにおける「連携協力の難しさ」等を反映して、中
途半端なものにとどまっているのが実情です。
　今後、基本計画の見直しの一環として、希少資源化している都市農地等の激減、後継者対策等の厳しい事態を直視して、「新たな国土のグラン
ドデザイン」等の国土政策との関連にも留意しながら、関係４省庁共管の委員会の設置等により、緑農地制度の創設等、都市農業関連対策の積
極的な見直し作業を推進すべきであると考えます。

男性 50代 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策
離島は、国土領域や経済水域、自然環境の保全など重要な役割があり、改正離島振興法に基づき策定された、市町村・都道府県離島振興計画
における農業振興策を実現するよう、生産振興・流通・販売、財政、税制などの施策について、食料・農業・農村基本計画において離島農業振興
を位置づけ、施策を講じること

団体 50代 東京都
食品製造・加工、外
食産業

農村振興、中山間対策
都市農業の生産振興は、最も有効な農地の保全策の一つであり、結果的に快適な市民生活を形成している。都市農業への政策支援は、間接的
には農林水産省が国民生活を支援し、都市住民から歓迎されることになる。是非市街化区域内の農業にも、農用地区域なみの支援事業を講じ
ていただきたい。

団体 50代 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策
検討されている「都市農業基本法（仮称）」を実効あるものとするため、都市計画制度や税制の改正など都市農業振興施策の確立について確実
に実施すること。特に、農業・農地を次世代に継承する観点から、必要な林地や生産・集荷・貯蔵・流通等施設用地も含め保全の対象とする、相
続税・固定資産税等に対する適正化措置を講じる必要がある。

団体 50代 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策
都市農地は、食料生産はもとより花や緑化生産により癒しやうるおいのある住環境を提供し、豊かな国民生活の形成のために貢献をしている。
 このような社会的貢献を評価する、都市農地に対する直接支払制度を新設すること。

男性 50代 宮崎県 農業関係 農村振興、中山間対策
ＴＰＰによる関税撤廃となれば農産物の輸入量も増え、大規模化でしか対抗できなくなるのでは。中山間地での農業は生き残れなくなると心配し
ている。問題の解決には農地の基盤整理と品質で対抗できる生産物の開発・指導、また、技術の開発が必要だと思う。

団体 60代 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策

都市農業経営の継続に不可欠な生産緑地法及び相続税等納税猶予制度の基本を堅持していただきたい。
 生産緑地法は、市街化区域内において農地保全の根幹の制度である。そして、相続税納税猶予制度は、円滑な農地の継承を可能とする最大の
政策の一つである。
 これまで生産緑地法及び相続税等納税猶予制度が農地保全と農業経営継続に果たしてきた役割を重視し、今後とも両制度の基本を堅持するこ
とが必要である。
 これらは、農業者の農政運動の結果、制度化が実現したものであり、堅持をしなければならない制度である。

男性 - 東京都 農業 農村振興、中山間対策

【都市農業経営の継続に不可欠な生産緑地法および相続税等納税猶予制度の基本を堅持】
これまで生産緑地法ならびに相続税等納税猶予制度が農地保全と農業経営に果たしてきた役割を重視し、今後とも同制度の基本を堅持するとと
が必要である。
相続税納税猶予制度は、円滑な農地の継承を可能とする最大の政策の一つである。
生産緑地法は、市街化区域内において農地保全の根幹の制度であることから、基木を堅持し、都市農地の保全を行う必要がある。これらは、農
業者の農政運動の結果、制度化が実現したものであり、将来にわたり堅持しなければならない制度である。
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男性 - 東京都 農業 農村振興、中山間対策

【都市農業基木法(仮称)」に裏づけされた、施策の創設を】
農業のある快適なまちづくりに必要な「都市農業基本法(仮称)」 を実効あるものとするとともに農業農地を次世代に継承する観点から、農地所有
者の意向に基づく新たな制度の構築が必要であり、都市計画制度や税制等関連法の改正および都市農業振興施策の確立に向けて、期限を明
確にした工程表を示し確実に実施すること。また、その場合は農業経営の継続が可能となるよう、必要な施設用地も含め保全の対象とする、相続
税・固定資産税等に対する適正化措置を講じる必要がある。

男性 - 東京都 農業 農村振興、中山間対策

【国庫事業採択要件の拡大を】
国の食料・農業・農村政策は、食料自給率の向上と農地の有効利用の促進を進めるため、施策対象分野が、コメ・大豆・麦等に重点化され、国庫
事業の採択要件も面積を基準にするなどの要件が付されている。
農地集積円滑化団体である町田市では、多くの意欲ある新規就農者が農業に参入しており、高齢化と後継者不足による遊休農地の減少に寄与
している。
そのためには、国庫事業の対象となる農業経営の採択基準を時代に見合ったものとするよう緩和されたい。

男性 - 東京都 農業 農村振興、中山間対策

【「農業改革」は慎重に】
農業関連組織に係る本改革案は、余りに現実を知らない方々の数値に頼った机上での判断としか思えない。真夏の暑い中、農地パトロールを
し、所有者と接触し、指導またはあっせん事業へと導く。日常的な市民からのクレームにも、地区担当委員が現地を確認後、改善指導をする。
ところが、委員数を半減し、適正化委員を置くとか。その方は総会に出席しなくていいとか。総会の案件については、全て担当委員が現場を見て、
状況説明をした上で決議している訳です。農業委員会交付金は、農業委員の報酬2か月分余りの金額であり、ほとんどは単費である。今必要な
のは、組織の批判ではなく、将来に渡り農地を保全していくことが可能となるような農業者への支援の具体的な経済政策だと思う。

法人 法人 東京都 - 農村振興、中山間対策

都市農地の保全と農地の有効活用の起点に立って考えると、ある程度の緩和策が必要である。昨今、住民の認知度が変化してきていることであ
る。現在進められてる市民農園のニーズが高まってきている点である。今後、食料自給率３９％を上げていくためにも子供達への食農教育として
学童農園のさらなる推進も必要である。その為には生産緑地及び相続税等猶予適用農地の賃借がもっと踏み込んだ柔軟な運用ができる緩和策
を期待します。

団体 団体 東京都 - 農村振興、中山間対策
これまで生産緑地法ならびに相続税等納税猶予制度が農地保全と農業経営の継続に果たしてきた役割を重視し、今後とも両制度の基本を堅持
していただきたい。
またその上で、農業に必要な施設用地等も含め、保全対象とする税制など関連法の改正を求める。

男性 40代 山口県 農業関係 農地、耕作放棄地対策

農業委員と、地域のメインの担い手として稲作をしておりますが、集落営農法人設立の目途もたっていない地域でございまして、個人で全力で耕
作を請け負っていますが、肉体的にも限界を迎えつつあります。やはり次世代の担い手を育成するにも、圃場整備がされていないような農地では
到底経営が成り立ちませんので、若者を育てることも出来ません。例えば3年間作付が無い農地には宅地並みの課税をするか、強制的に中間管
理機構に耕作依頼されるシステムにする等しなければ、抜本的な解決には至らないと思っております。いまだに耕作放棄をされている地主さんの
中にも土地に対する権利意識が強い方も多くおられます。農地に対する固定資産税は優遇されていますが、耕作放棄される方には高率で課税し
プレッシャーを与える事により、農地の集約化や、基盤整備事業にも取り組みやすくなるはずですので、よろしくお願い致します。

男性 50代 佐賀県 その他（僧侶） 農地、耕作放棄地対策
　都市（市街地）と農村（農地）が近在混在している佐賀県（九州）。農地、耕作放棄地対策は、農村振興、地産地消、食の安全、自給力と農政全
般に対応していると思う。農業経営、担い手を全国民、県民に開放して６次産業が７次８次産業し、生活の衣食住が充実すると確信する（都市部
の田舎回帰希望３割と放送、報道有り）。

団体 30代 滋賀県 農業関係団体 農地、耕作放棄地対策

現行の基本計画では、意欲ある多様な農業者に対して地域の実情に応じて農地の利用集積を進めることで農地の有効利用を促進することを
謳っている。
人・農地プランにおける中心経営体に定められていても、必ずしも農地中間管理事業で受け手に選定されるとは限らないなど、地域での話し合い
結果との整合性が薄れてきているのが実態である。
個人の資産である農地を担い手に集積することは簡単なことではない。現場で推進に動く担当者が地権者の納得を得られやすくするためには、
一貫した国の制度設計が必要である。

男性 10代 和歌山県 学生 農地、耕作放棄地対策

《中山間地農業の問題点》
高齢化、過疎化、耕作放棄地、人材不足
中山間地での耕作放棄地の進行はこの10年あまりで急増。農林業の多面的機能（洪水防止、土壌侵食防止、生物多様性、温暖化防止等）山や
耕作地を管理することを環境保全につなぎ付加価値をつけ高く販売できれば、新規参入者も増え耕作放棄地の解消につながり、災害の軽減につ
ながります。
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女性 70代 広島県 主婦（主夫） 農地、耕作放棄地対策
　年々、農地が荒れて、美しい農村地帯が減ってきています。我が家も高齢化になり、農業を止めてしまいました。耕作していただく人がいなくなり
困りはてています。これから５年も経つとどうなるのか心配です。

女性 70代 佐賀県 主婦 農地、耕作放棄地対策
耕作放棄地は住宅の空き家同様あちこちどこにでもちらばっています。相続の問題などがからんでいる事も多く手がつけられない事例は少くな
い。相続など民法の改正、個人情報問題など法律の規制がきびしく手がつけられない事も多く連関しているので、その点の検討が特に必要では
ないでしょうか。

男性 60代 長崎県 流通業 農地、耕作放棄地対策
里山が林業不振で手入がなく雑木林が農地を浸食している。竹が生えると死に体です。8月20日広島災害では本省の素早い対応がありました。
外国資本による国土の買収対策、誰も知らない土地の境界線の公権力による確定等喫緊の政策が目白押しです。

男性 50代 長崎県 農業関係 農地、耕作放棄地対策 中山間地域（棚田）での農業は大変。高齢化で耕作放棄地が拡大している。又、作業も危険である。農地等整備に交付金を支出してほしい。

男性 70代 宮崎県 農業関係 農地、耕作放棄地対策
耕地がせまいが形が悪いと借主がいない耕作放き地となる。スムーズに借りてくれる対策をしてほしい。田の場合、湿田が多く借主がきらうス
ムーズな貸借できる対策をしてほしい。

女性 60代 宮崎県 主婦 農地、耕作放棄地対策

亡父はよく「農業を見捨てる国はほろびる」と言っておりました。農業立県であるはずの宮崎県にも歩いてみると耕作放棄地が見られます。「もった
いないなあ～」とよく夫と話しています。元気な高齢者と言われる人がたくさんいらしゃいます。最近ではこの方々の引きこもりも問題になっていま
す。こういう人この生きがい作りの為にもこの地を生かせないものでしょうか。土地を借りようとすると結構代金が高い（？）これらの調整をしていた
だくとかできないものでしょうか。

男性 30代 宮崎県 農業関係 農地、耕作放棄地対策 耕地整理をして一筆あたりを大きくしてもらいたい。最低でも５反。また、なぜ耕作放棄したのか調査。

男性 70代 宮崎県 農業関係 農地、耕作放棄地対策
10年間耕作放棄地を農業委員として調査して来ました。この事を委員会で問いても１行に前進しない、提案して何で放棄されているのか、農道が
無い、償有者が高齢化、これによって動物の被害を見て、何を作ってもダメと決めつけ放棄地が増加して行く、これを解決するのは機械が入る道
路を通すことが大きく左右する。優農地を大切に利用する事を願っている。

団体 50代 東京都 農業関係団体 農地、耕作放棄地対策
中間管理機構は、農業委員会が実施する農地利用意向調査により、『農地中間管理事業を利用します』と回答した農地については、必ず「農地
中間管理権」を設定し、遊休農地など生産条件が不備な農地については、その後、土地改良事業等を実施することにより、精力的に遊休農地解
消に努めるべきである。

団体 50代 東京都 農業関係団体 農地、耕作放棄地対策
農地の相続税納税猶予制度は、円滑な農地の継承を可能とする最大の政策の一つである。生産緑地法は、市街化区域内において農地保全の
根幹の制度であることから、、これまで生産緑地法ならびに相続税等納税猶予制度が農地保全と農業経営継続に果たしてきた役割を重視し、今
後とも両制度の基本を堅持し、都市農地の保全を行う必要がある。

男性 70代 宮崎県 農業関係 農地、耕作放棄地対策
農地林野の破壊が進んでいる今日、異常気象に名を借りて、災害では農林野を預かる我々は後生に対し、無責任でないかと思われます。災害
が出てボランティアの善意に甘んじらず、事前に生きた施策を講じるべきと思います。そこで次の提案を致します。自生するエコ燃料の樹をそのよ
うな土地に積極的に行政が植栽すべきであると思います（子実で油の生産、夏場は給水力が高く、冬場は落葉、地力をつける等々）。

女性 40代 長崎県 その他 農地、耕作放棄地対策

子供の頃は一面の田んぼを見ながら育ちました。どの田でも皆一生懸命作業に打ち込み台風などの自然現象と闘っていました。しかしながら今
や田の三分の一は荒れて雑草が伸び放題。一番許しがたいのは手入れがしんどいのでしょうが、明らかに田一面に除草剤をまいて雑草を枯らし
ていることです。そんなふうに汚染された土で育てられた野菜やお米を食べることになるのではと考えると怖くてたまりません。放棄された耕作農
地への対策は早急に行うべきだと思います。また、いつか、その土地で新たに農業を始めようという人がいたなら、そこが一度ならず除草剤で汚
染された土だということを必ず伝えていただきたいです。昔程除草剤は危険ではないかも知れませんが、何度も使用すれば土の毒性が強まった
り、川への汚染も深刻になるのではないでしょうか。とにかくも農地における除草剤の使用は禁止していただきたいと思います。

男性 - 兵庫県 食品製造・加工 農地、耕作放棄地対策
超少子高齢化により山裾に放棄地が多数現われはじめました。営農組合化の話しも進まず、各人が限界を感じるまで助け合いの農地保全が出
来そうにありません。農地の空洞化現象は集落自治の不透明さを意味していく様に思えます。今後、益々進展していくであろう過疎化のスピード
を和らげる施策が急がれます。

法人 法人 滋賀県 農業関係団体 農地、耕作放棄地対策

私どもの集落は青地６割・白地３割・市街地区域１割の農地であります。法人化により各種支援を受けることが可能になりました。その支援は青地
に限定されております。一方農地の維持管理の労力の殆どを青地以外に注いでいます。これがコスト高の最大の要因であります。市や県に相談
しましたが国の政策がそうだからということでした。農地として維持管理している田んぼは青地以外も同様に支援対象としてほしい。この状態が続
けば法人としては地主に返却＝耕作放棄地となることは必定であります。
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団体 団体 兵庫県 - 農地、耕作放棄地対策
耕作放棄地の発生防止や荒廃した農地の再生の取り組みに関連して、農地中間管理機構を活用した集積・集約化や水田フル活用等による生産
振興を進めることが示されているが、地域には、農地利用についてのインセンティブが働かない種々の要因があることから、農業生産，経営所得
対策や担い手確保対策、鳥獣被害対策等、農業委員会の取り組みを含め、さらに総合的な検証・検討を加える必要がある。

女性 50代 宮崎県 主婦 技術、環境
食料の輸入拡大、生産人口や消費人口の減少、施設による多量生産等による耕作面積の減少で、山間地や遠隔地域の農地の荒廃による災害
発生の可能性が高くなります。山間地等の「農業」から「国土保全業」への転向による新たな職業対策の創設を希望出来ればと思います。

男性 40代 長野県 農業関係
農林水産物・食品の輸
出

私はTPPは必ず成就するものと確信しております。全輸出入の付加価値を考えたら背に腹は替えられないからです。もちろん外国から安い農産
物が入ってくれば今の農家はイチコロです。だから民間団体は反対しているものと思います。がしかし考えると大学を出た農家の長男は農業以外
で働いていることが多いわけです、そうなるとTPPで一番困るのは誰だか見えてくるのではないでしょうか?
なので、話は変わりますが新規就農者に時間をかけて教えるべきことは「外国から見た日本の農業」。国際的な感覚を持たなければこの先長くは
続けていかれないと思います。日本の危機的状況をとつとつと展開しなければなりません。今、TPPの各国の中で日本にどういう作物を売ろうとし
ているのか、それがいくらぐらいか、どういう時期がその国のその作物の最盛期なのか、日本への輸出に関してどんな物流技術があるのか、各作
物ごとにシュミレーションしたものを議論した方がよっぽど重要ではないでしょうか。必要な栽培技術等は後からついてくるし、やる気があれば自ら
聞きに行くとおもいます。世界に負けない日本の農産物を作るということを営農者に植えつけることこそが最優先だと思います。日本食が世界遺
産になった今、それを支える原材料もまた世界遺産に含まれるものと希望します。これからの農業は農林水産省だけでなく外務省・通産省と連携
を持ち農産物の日本の輸入会社とも情報共有し、万が一その輸入相手国に何らかの諸事情で入荷されなかったとしても第三国からや自前の作
物でカバーできる体制作りが農林水産省さんで課題にすべき問題だと思います。私的な意見としてはその輸入農産物と同じものを同じ金額分だ
け輸出できて、ジャパンブランドを世界に売り込む事が有事に対しての防衛策にもなりますし輸入するその品種がその相手国に対しての品質見
本となるような農業であることが日本の優位性を保てることだと切に思います。

法人 法人 滋賀県 農業関係
農林水産物・食品の輸
出

現在、弊社も輸出に対して、積極的に行いたいと思っているが、申請、手続き等が複雑で、また、近くの関係機関にノウハウがないのが実態であ
る。国を挙げて、農産物の輸出促進を謳っているのであれば、もう少し、スムーズに輸出に取り組めるような工夫をして欲しい。

男性 - 滋賀県 その他（種苗業）
農林水産物・食品の輸
出

現在、輸出時に必要な検疫証明を得るには、港湾又は空港隣接の検疫所に出向かなければなりません。
出先機関の追加設置を希望します。

男性 - 愛媛県 農業関係団体
農林水産物・食品の輸
出

イ．米が主食とは言え、日本人が毎日食う料が少ない点。
ロ．国連を通じて輸出してナン民に食べさせたい。
ハ．農林省予算事業すると中間でピンハネされる。

男性 60代 茨城県 果樹（りんご）水稲 その他 認定農業者制度が国民の認知度が低いのでステカーを作って配布しる（軽トラ等にはる。）

法人 法人 大分県
その他（林業、林産
加工）

その他

　 「地産地消」生産県と消費県があるのに国産材として綜括的に需給バランスがとれて居たのに公共建築については、県産材と無理な制度であ
る（消費県にとり）。
　休耕田、放地林の言葉を禁じませう。
　青年の農林従事する意欲を失う。利益のある制度に変へませう。

男性 40代 長野県 農業関係 その他

現在の農家さんにはTPP締結によりどう日本が変わっていくか、
(一般の人もそう意識していませんが)なんてまったくもってどこ吹く風のような感じに思われます。ガソリンがこんなに上がっても
誰も声をだそうとはしていないのも私の考えすぎでしょうか?
先にも意見を出させていただきましたが今回もTPPに因んだことです。日本の農業は海外輸出を意識しなければ国内需要は今ほど望めないん
じゃないと思っています。そこでの提案はズバリ
「食リンピック 2020」
全国の農家さんを対象にオリンピックを見に来られた外国の方々に
日本の農業の凄さをアピールするなんていい機会だと思いますが
どうでしょうか。一般外国人もそうですが世界中のマスコミ関係者も来ますのでそれに乗じてどの農産物がおいしかったか投票するなんて面白い
と思います。日本のマスコミも取り上げてくれるんじゃないですか。また、その開催の側面として日本国内の輸出業者にも
投票してもらいそこで農家と商社とで接する機会があればビジネスチャンスにもなります。なにも一番になった農家さんだけがいいのではありませ
ん。ほかにもその国のマーケットによりまた、その国の好みというものもあると思います。出会えるチャンスを増やせばもしかしたらいい結果を生む
かもしれません。日本人がいいと思っても外国の方にはあまり受けなかったり、また、予選落ちした農家さんだけどなぜかあの国にはとても評判よ
かったりする可能性だってあり得ます。マーケット調査という側面から見ても食リンピックもありなんじゃないかと。
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男性 60代 滋賀県 農業関係 その他
今回、国道バイパス工事で施設の移転を余儀なくされています。
しかし、補償金だけでは、減価方式で計算されてしまい、現実の規模を維持するだけの施設が出来ません。不足分を政策金融公庫に相談した時
に、今から全体で4億もかけて農業するのですか、と言われてしまいました。不足は5000万ですか、情けなかったです。

女性 50代 大分県 主婦（主夫） その他

私が住んでいる大分は 農業県ですがそれでも農業従事者の確保には憂慮しているようだ。農家の子供は 都会に出るか もしくは せいぜいサラ
リーマンをしながらの兼業農家。農業県といいながら
このありさまですから日本の農業の先行きは いささか暗いものがある。農業が もう少し分業化されたり 農業法人にがんばってもらってサラリーマ
ン化した農業従事者が ふえないものだろうか？
日本の国策として もう少し農業に対して明るい仕組みや生活が成り立つだけの収入の確保が できないものだろうか？私は 口に入れるものは な
るだけ国産を優先して購入しているが いつの日か
外国産ばかりになるのではないかと不安でならない。安いものに走る消費者にも問題があるが 消費者が値段は少し高くても国内産を選ぶという
選択のできる日本の農業をぜひ維持していきたいものだ。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他
備蓄米については、昨年度25万トンの入札となりましたが、今後も25万トンを継続希望が多いと思われます。その場合、25万トンの4回転で100万t
ンの備蓄とし、1年20万トンに戻らないよう希望します。また、1年30万トンの3回転で90万トン備蓄も検討する必要があると思います。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他
生産調整10a7500円の助成は終了予定ですが、新規需要米については、この分を助成すべきと考えます。水循環基本法は、中山間のみの問題
ではなく、一般的に水利組合費を10a2万円程度負担しています。田んぼは自然の浄化装置です。よって、10a当り1万円程度追加助成すべきで
す。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他
飼料米の需要を伸ばすには、年間を通じて安定供給する必要がある。それを可能にするためには、1年間在庫保管しなければならず、その保管
料がネックになる。これを助成する必要があると思われます。また、徳島県では消費しきれないため、本州に輸送しますが、運賃が重荷です。

女性 70代以上香川県 その他 その他

アレルギー体質の人が食品選びを簡単にできる様な工夫が欲しい。大学受験を控えた高校生、親元を離れての食生活に不安を感じ希望が持て
ないと言う。加工品の多くがアレルギー物質が含まれていて苦労している。アレルギー物質の表示があっても買うことができる訳でもない。含まれ
ていない表示も必要、表示は一目で分かる様に見やすくする。アレルギーの人は増えているので、対応商品を多くして、優しい工夫もしてあげた
いと思いませんか。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他
備蓄米は、平成27年産も最低25万トン枠の確保をお願いします。25万トンの4回転で100万トン在庫。可能であれば、30万トンの3回転で90万トン
在庫もご検討下さい。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他
飼料米200万トンを現実的なものにするために、飼料米の運賃、保管料、金利等の助成として、10a当り8万円を10万円へ増額をお願いします。飼
料米を年間通じて一定量の安定供給を可能にするためには、1年分の保管料も発生します。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他
飼料米専用品種の推進は、ほどほどにしてほしい。仮に大飢饉に見舞われて、飼料米を緊急主食用に転用しようとしても、飼料米専用品種は、
そのまま転用しずらいし、おいしくない。世界的な不作にも対応しずらい。非常事態に備えるためにも飼料米は主食用品種で！

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他
飼料米専用品種は、積極的に推進するべきではない（再度）。今後、おこりうる穀物危機や海外食料援助を考えるならば、飼料米専用品種ではな
く、主食用品種で飼料米も備蓄米も確保していく必要がある。どんな状況になっても、食料は安定的に確保される制度の確立が必要である。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他
米の需給調整には、お米の輸出と加工米、飼料米への転換が必要。対策として、新潟県は輸出米特区にして、輸出米への助成を。中四国地区
には、飼料米への助成特区を。九州地区には、加工米（酒米）への助成特区を。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他
飼料米を推進するにあたり、飼料米を購入する企業に対して、購入kgに応じて、助成金を支給してはいかがでしょうか？飼料米協力金として、購
入kg×1円又は2円。100万トンを飼料米にしたとして、約10億から20億円？程度の助成金。ご検討ください。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他

お米の作付を守らなければならない。今年の価格暴落により、来年度以降作付をやめる者が増える。自然減反により、若干は需給バランスがと
れるが、それでは日本の農業は壊滅する。過剰分は、飼料米などを作付することで農業を死守するために、飼料米助成は10a10万円にすべき。
お米はいつでもあるという安心感で、日本人はなんとかなる。がお米がなければ、不安になる。外交もおよび腰になる。お米はすべての根幹にな
る。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 その他

お米の維持政策は日本の外交にも影響を与える。
お米を生産できなくなれば、技術と交換でお米を輸入することになりかねない。また、海外から必要なだけのお米を輸入できるとは限らない。確保
できたとしても相当の代償が必要になると考えられる。日本において、お米が不足する事態になれば、お米が外交の根幹になる。それでは、強い
外交は望めなくなる。
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団体 団体 沖縄県 - その他

沖縄県の農林業は台風干ばつの影響で大きな影響を受けてきました。幸い、宮古島では地下ダムが整備され、昨年の干ばつでも大きな被害を
受けずにすんだところです。今後は、台風対策として防風林を島全体に整備し、より災害に強い農林業を育てて頂きたいと思います。これまでの
土地改良事業により、基幹的な防風林帯の整備は行われていますが、今後は個別の農地に対する防風林帯整備への支援、また、公的な場所の
防風林帯で、管理面での支援をお願いしたいと思います。

男性 40代 岡山県 農業関係団体 その他
　床にコンクリートを用いた施設（レタス等を作る施設）をほ場整備で土地を確保しようとしたが、税制上、また換地上で非農用地扱いとなるため上
記の土地の確保を諦めた事例があった。上記の施設も農用地として扱えないか。

女性 50代 徳島県 主婦（主夫） その他
　コンビニ・スーパーなどの賞味期限切れで廃棄する食品ロスがとても多いので、半額や値引きなどを徹底して、売り切ってしまうような政策を立
ち上げてほしいです。消費者の購買力も上がり、ゴミの節減にもなり、一石二鳥だと思います。将来的には、なんとか、最速で安全に発展途上国
ヘ｛ドラエモンのタイムトンネルみたいに}提供し、恵まれない子供たちの命を救ってあげたいです。よろしくお願いします。

男性 - 栃木県 農業委員 その他

　今回は、「農業委員の選出方法」について申し上げます。市町村議会の同意を要件とし市町村長が選任ということだが、議会が否決した場合は
どうなるのか？地域から推薦・公募等が行える、、、とあるが、現在も実状は地域からの推薦である。公選法に準ずると言ってもほとんど選挙はな
い。過半は認定農業者から選任ということだが、そもそもこの認定農業者とはどういうものなのか？認定農業者になっている者もその意味を理解
している者は何人位いるだろうか？（基盤強化法）
女性、青年農業者を登用ということだが、これを論じる前に農地関連法の知識を有するか否かについて議論がない。女性、青年農業者大いに結
構であるが、議会、団体からの選任制度の廃止も当然である。
農委法の規定で言われている目的が達成されていない。選任する方（議員）も農業委員本来の業務を理解している者も少ない。単なる政争の具
になる場合が多い。
報酬引き上げとあるが、現行の報酬も高すぎる。なぜ高いかと言いますと、農業委員は農委法に基づく仕事はほとんど行っていない。行うことが
出来ないのである。なぜなら農地関連法の知識もなく、また覚えようともしない。農業委員会の最高の議決機関である総会についても招集権は会
長にあるわけだが私のところの会長はその意味を理解していないようである。農地法に基づく許可申請を採択する時も農地関連法の知識のない
者が何を根拠に賛成、反対の意思表示ができるのか、、、？大変不思議な世界である。国家の「農政」を論じる為に自から「脳性」を論じるべきと
思うが、、、？農地法等は農水省の高級官僚（よく言われる東大法学部出身）が草案したものである。農家の「とうちゃん、かあちゃん」には簡単に
理解できるものではない。ほとんど事務局職員が仕事をしている。民主党政権下でもこの点が指摘された。この点はどの政権でも同じと思う。活
発な議論などなく、審議も形ガイ化している。
農政審で大いに議論されることを切望いたします。

男性 - 栃木県 農業委員 その他

　今回は農業委員の選出方法の中で女性、青年農業者の積極的登用について述べたいと思います。特に女性の登用が言われて久しい。「男女
共同参画」の推進ということで大変結構なことであると思う。JA役員についても数名の女性が登用されているようである。また、今年９月に内閣改
造が予定され女性の登用が時々ニュースで流れる。ある解説者が「女性、男性」を論じる前にその役職に適人か否かを先に論じるべきであ
る、、、旨の話があった。当然である。
本市では、女性農業委員を増やす目的で農業委員の定員増員のため条例改正が行われた。（５名増）その結果議会からの選任委員（４名）はす
べて女性、選挙委員からも３名の女性委員が誕生した。市長さんも大変喜んでいるとのことです。前期まで１名しかいなかった訳ですから、問題
はこれからであります。この女性委員がどれだけ農地関連法を基に農地行政（法６条12項）が出来るか、、、？大変興味のあるところです。
私は昨年から今年初めに栃木県内のいくつかの農業委員会事務局で女性農業委員の活動状況を伺ったことがあるが、事務局の話では「農地法
に男女の別はないんですよ、、、」と申されていました。特に議会からの選任委員は「学識経験者」ということで選任した議長も多少なりともその意
識はあるように思う。女性なら誰でも良い訳ではないと思う。農水省からも選任する際の留意事項が通知されている。全国女性農業委員ネット
ワークなるものもあるようだ。全国農業会議所のおもちゃになっているようだ。農業委員会は社会教育関係団体ではない。日本の農地行政を行う
ところであります。農政審も現在の問題、話題を論じると同時に過去をふり返って見ることも重要と思う。(農地)調整法、自創法、現在の農地法な
ど）
上記が、私の女性、青年農業者の答申に関する意見であります。
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男性 - 栃木県 農業委員 その他

　平成26年８/８付け全国農業新聞に農政審で農委TA議論の記事が載っていた。
私は現職の農業委員ですのでこの論争の一部について私の感想を述べさせていただきます。農業委員会は「耕作放棄地など十分な機能を果た
していない、、、、」ご指摘のとおりであります。全国で約40万haと言われているが、この数字も正確性には程遠い数字であるように思われる。なぜ
なら農業委員は適当な調査しか行っていない。主な道路添いをただ車で見て歩っているだけである。それぞれの地域に「補助員、協力員」がいる
が連携をして調査している農業委員会は全国でもごく少数である。国もこの数字に責任など持っていない。「全国から報告のあったものを単純に
集計しただけである。」農地法を改正してもただ形式的なだけである。農委、JAのこれまでの役割、実績の記述はほとんどなかったらしいが、当然
である。全国農業会議所、県農業会議も農業委員の指導機関であるが満足な指導は出来ていない。国会議員を引退、落選した者が会長を務め
ているが本当に農政を知っているんだろうか？単なる「アテ職」となっているように思える。
農業委員の選出方法については、信頼と信用を得られる者を選出するためのシステムを検討、、、、。とあるが、信頼と信用を得られる人とはどん
な人を言うんだろうか、具体性がない。私は農地関連法の知識をを有している者が絶対条件になると思う。この点が議論されていないように思う。
農地関連法とは「農地法、基盤農振法、土地改良法、中間管理法etc」であります。これらの知識が無い者、また覚えようとしない者どうして信頼と
信用があるんでしょうか？　これらのほとんどは事務局職員が判断し、農業委員はただ追認しているだけである。事務局職員が農地法等の申請
書を受理した段階ですべて「許可相当」である。青年農業者、女性農業者の登用が言われて久しいが、本市でも７名の女性委員が誕生した。８月
27日農業委員会総会が開催され農地法等に基づく許可申請に対して審議が行われた。特別質問など無くすべて「賛成」ということで終了した。終
了後農地法、農地法等の簡単な研修会が行われたが、講師を務めた事務局職員の不勉強ぶりにはあきれたものである。満足な説明が出来な
い。農業委員の資質の向上と同時に事務局職員の資質にも大変問題があることを感じた。全国会議所、県農業会議の指導が悪い。

法人 法人 滋賀県 農業関係団体 その他

圃場整備により創地されました土地に倉庫兼作業場があります。創地された当時は法人格がないので自治体名義になっておりました。協同組合
法による農事組合法人となり、土地の名義を自治体から法人に移しました。そうしますと土地取得税・固定資税が宅地なみに課税されました。一
方地縁団体は優遇処置があり免税となります。協同組合法による農事組合法人は地縁団体と同様にぢてほしい。又、所有権移転による土地評
価（宅地なみ）分について税理士より対価を支払うよう指摘された。本来は出し合った余地なので評価を低くする等の優遇策をお願いします。

男性 50代 東京都 - その他
都市農地の中にも、高齢化、後継者不足等による遊休農地が多くあります。また元気な高齢者、あるいは子供達と作物を作りたいという人達もた
くさんいます。
もっと農業を理解してもらう為にも、多くの人達が気軽に農業にふれあえる様に、生産緑地、納税猶予等の制度を見直してもらいたいと思います。

男性 70代 東京都 - その他

この基本計画は今後5ヶ年を対象としているとのことですが、施策の方向性や目標設定等には長期的な見通しあるいは想定される姿が必要かと
思います。しかし議事録からは長期的な見通しあるいは想定される姿が見えません。もしそうなら、目的が分からず目先だけを見て走っている感
がしてなりません。
長期的な見通しあるいは想定される姿が示されることを望みます。

団体 団体 兵庫県 - その他
今後の農業構造の展望について、担い手の数よりも農地利用カバー率を重視していくことが議論されているが、人口減少局面の中で農村地域社
会の維持・発展を図るためには、家族経営を中心とした多様な担い手を重層的に育成・支援し、数を確保する対策が重要である。
このため、家族経営の健全な発展を支援する観点から、農業後継者の育成・支援、経営支援対策の一層の充実・強化を図るべきである。
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職 業

農業関係 14 (17.7%)

農業関係団体 4 (5.1%)

食品製造・加工 1 (1.3%)

外食産業 0 (0.0%)

流通業 0 (0.0%)

地方公共団体 59 (74.7%)

学生 0 (0.0%)

主婦（主夫） 0 (0.0%)

その他 1 (1.3%)

年代（法人、団体、不明は含まず）

３０代以下 0 (0.0%)

４０代 0 (0.0%)

５０代 5 (6.3%)

６０代 2 (2.5%)

７０代以上 0 (0.0%)

意見・要望の分野※

全般 11 (13.9%) 人材育成、雇用確保 3 (3.8%)

食料自給率・自給力、食料安全保障 0 (0.0%) 農村振興、中山間対策 6 (7.6%)

食の安全、消費者の信頼確保 0 (0.0%) 農地、耕作放棄地対策 19 (24.1%)

食育、食文化 1 (1.3%) 技術、環境 4 (5.1%)

地産地消、６次産業化 0 (0.0%) 食品産業政策 4 (5.1%)

農業経営、担い手 15 (19.0%) 農林水産物・食品の輸出 2 (2.5%)

農業生産（水田、畑作、畜産、園芸、特産） 8 (10.1%) その他 6 (7.6%)

○ 前回報告後（５月）以降、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79件の意見・要望を集約

（件） （件）

２５
意見・要望の分野は当方の整理による。

※34回の意見交換会等から意見・要望を集約。



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

男性 50代 農業関係 滋賀県 意見交換 全般

○米は、中山間地域では、コスト面で平地の大規模生産者には太刀打ち出来ない。
○飼料用米も需要が無くなれば価格は安くなる。経費・手間は主食用米と同じ。いかにコストをかけないかだが、中山間地域は効
率面で不利。
○機械がないと成り立たない土地利用型農業では新規就農は難しい。
○農業で生活できることが分かれば後継者は出てくるはず。
○農地・水保全管理支払制度は、地域ぐるみで取組むため、良い制度だった。

男性 60代 農業関係 滋賀県 意見交換 全般

○農地中間管理機構からの農地の貸付先は、耕作条件の良否に関わらず対応できるようなしっかりした担い手にしてほしい。
○水田の活用方法を集落で工夫できる余地を高め、20年くらい継続して使うことが可能になれば、安心して農業に取り組め、農地
も守ることができる。
○農業共済（施設）の補償が少なすぎる。ハウスは１棟200万円以上するが、全壊してもその半分も共済金が下りない。今冬の関東
の大雪のような事態に見舞われたら、対応できない。掛金が多くなっても良いから、補償額をアップしてほしい。
○日本の農産物には良い品が多い。外国へもっと出すべき。農産物を輸出出来るルートや方向性を国が考えるべき。中央市場通
じて輸出するシステム・指導が必要。今後は海外向けの輸送面に力を入れてほしい。
○農業の良さ、農作業の苦労を伝え、地元産農産物を消費するよう、消費者にPRして欲しい。学校教育に農業部門の科目を入れ
ることができれば効果的だと思う。
○若い人のやる気が湧くように、農業が儲かるというイメージを湧かすことが必要。例えば観光農園的なものをやれば良い。面白そ
うとか、やっていけそうというイメージをもってほしい。
○生産者は販路を確保することは苦手。販売のプロの雇用に補助金を出して欲しい。

－ － 農業関係 鹿児島県 面談 全般

現在、農家の高齢化による人手不足が進む中、過疎化が進んできている。
こう言っては何だが、国の政策はJAに委ね過ぎているのではないか。JAが農産物を買い取り、最終的には農薬代・肥料代等を差し
引いて農家へ精算され、少しも手元に入らない。
農協組合法についても、全国農協連の許可が必要であり、生産者の在り方が問われる。
農家段階での独自販売が大事であることはわかっているが、現実は販路が難しく極一部の農家しか対応できていない。
TPPで海外から入ってくる米はおいしくない。しかし中国・台湾へ輸出される米は国産のおいしい米であることに矛盾を感じる。
海外では、おいしい米である日本産米が人気であると聞く。輸入するより外国に売ったほうが、高齢化が進む中、農業が豊かになる
と思う。
水と食の問題も大きな課題である。干ばつ等あると立ち行き行かなくなる現状では、国として農家無しに考えている農業政策はおか
しいのではないか。

－ － 農業関係団体 秋田県 意見交換 全般
新たな施策において、農業・農村全体の所得を今後１０年間で倍増させるとあるが、当地域は積雪地であり、栽培期間にハンディが
あるうえ栽培できる作物も限られていることから、政策目標が達成できるとは考え難い。
全国一律の施策ではなく、それぞれの地域に適した作物への誘導を図る適地適作への支援など大胆な施策をとるべきである。

－ － 農業関係 福井県 認定農業者会 全般
日本再興戦略で、今後１０年間で担い手のコメの生産コストを４割削減することを目指すとされているが、４割削減となると１万円弱
のコストとなり、これではとても生活していけない。４，０００円～５，０００円くらいまで削減できればと思うが、そのためには農家の努
力だけではとても無理。農機具会社など業界の努力も含めた総合的な対策を打ち出していただきたい。

男性 50代 地方公共団体 徳島県
首長等との意見交
換

全般

傾斜地の多い地域では､耕作放棄地が増えている｡農地を大規模化できないような山間地農業をどうしていけばよいかということが
課題｡
中国における期限切れ食品使用の問題が出ているが､日本の食を見直すべき｡食育を行い､日本のものを食べる方向性を打ち出し
て欲しい｡
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男性 60代 地方公共団体 徳島県
首長等との意見交
換

全般

・人・農地プランは、農林水産省施策として久々のヒット作である。優良な農地を守っていき、農業生産を継続させることは、非常に
大事なこと。
・国内ではＴＰＰの論議が盛んにされているが、食の安全という面での議論がされていないのが気になる。
・世界には、コーデックスとかの統一基準があるが、食の安全という面からは、まだまだ国際基準ができていない現状。日本には、Ｊ
ＡＳ法があり、世界に誇れる安全基準ができている。これを活かして、日本がイニシアチブをとって、この食の安全の国際規格を作
るよう働きかけるべきである。
・中国から輸入されている食品が安全でない問題も、この世界基準をクリアした食品でないと輸入しないというふうにすべき。関税で
国内農業を守るのではなく、食品の世界基準を使って、国内にはこの基準をパスした食品しか入れさせないことで、国内農業を守
る。

－ － 地方公共団体 愛知県 意見交換 全般 都市的地域においては、全国一律の施策でなく地域にあった農業施策を立案願いたい。

－ － 地方公共団体 愛知県 意見交換 全般 市街化が進んで、産業における農業の位置づけが低下しており、水路や水田の維持管理に苦慮している。

－ － 地方公共団体 愛知県 意見交換 全般 都市農業の大切さは理解しているが、農地や担い手が減少しており、開発圧力も強い。

－ － 地方公共団体 愛知県 意見交換 全般
農業は市場経済の競争になじまない。農家にとっては色々な生き方があると思うので、色々なメニューをそろえて施策を展開してい
ただきたい。

－ － 農業関係団体 宮城県
水田農業推進協議
会総会

食育、食文化 国は米飯学校給食をもっと推進するべきである。

男性 － 農業関係 福岡県 会議 農業経営、担い手
・27年度から畑作物の直接支払い交付金の対象者は、認定農業者等になるとのことだが、小規模切り捨てでないのか。
・飼料用米について、需要は十分に確保されているのか。当地域では飼料用米の取り組みについて、条件が厳しい。政策として東
北地方しか重視していないのではないか。

男性 － 地方公共団体 福岡県
今般の施策の見直
しに関する説明会
（首長等への説明）

農業経営、担い手
・農政の改革に具体的に町がどうかかわっていくのか、ＪＡ、農家がどうかかわっていくかが不明。
・集落営農がないところ、担い手がいないところの対応が問題。

男性 － 地方公共団体 福岡県
今般の施策の見直
しに関する説明会
（首長等への説明）

農業経営、担い手
・よく施策が変わり、国がどういう政策を考えているのかわからない。
・米の直接支払交付金が半分になるので困ると生産者から言われる。

－ － 農業関係 長崎県
農業再生協議会総
会

農業経営、担い手
経営所得安定対策の見直しにおいて、集落営農組織の法人化要件が緩和されると聞いたが、既に集落営農組織として、法人化計
画を延期しているような組織についても認めてくれるのか。
今後は認定農業者になれないような農業者は、集落営農組織でカバーできるように、集落営農組織の要件緩和をお願いしたい。

－ － 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

農業経営、担い手
経営所得安定対策への加入促進として「認定農業者を増やす」、「集落営農を組織する」だけで本当にいいのかという悩みを持って
おり、町の制度運用において本来あるべき経営体の姿と、対策への加入促進をどう整理したらいいのか。

－ － 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

農業経営、担い手
新たな地域組織のモデルとして、地域行政の一翼を担う形で地域貢献を進める活動を模索する農業法人が出てきている。これから
の地域の姿として、活動に支援を要請する。

－ － 地方公共団体 岩手県 意見交換 農業経営、担い手
新規就農者を確保するためＰＲをしているが、単一の自治体では限界がある。ローカル線沿線でＰＲしているが地元では限られた
範囲のため、効果がでない。例えば、りんどう生産と就農について、都会の地下鉄で大々的に公告を打つなど、国でアピールをお
願いしたい。

27



－ － 農業関係 福井県 認定農業者会 農業経営、担い手

私たちの時代は何とかやっていけると思うが、１０年後、２０年後、経営をきちんとやっていけるよう、若い農業者を育てていかなけ
ればいけない。就農しても数年でやめてしまうような現状では将来はないと思う。新規就農者を育てるためには、例えば、全国に
３ヶ所くらい教育施設を作り、１施設当たり２００人～３００人を４年間徹底的に教育し、資格を与えるなど、本腰を入れて取り組んで
ほしい。

－ － 地方公共団体 福岡県
首長等との意見交
換

農業経営、担い手
・農業外収入があることから、町単位での自給自足・地産地消を目指し現状を維持することで耕作放棄地の防止になるのではと考
えている。

－ － 地方公共団体 山形県 意見交換 農業経営、担い手
輸出も必要であるが、国内との物価の格差もあり、生産コストを下げる必要。規模拡大で削減できるのは、労働時間位であり、資材
関係のコスト削減ができるような施策をお願いしたい。

－ － 地方公共団体 福島県 意見交換 農業経営、担い手
若者が地域に残れるような施策が大事。農業は１～２年でできるようなものではないので、就農して技術を覚えていく、研修と仕事
を兼ねたような施設を、町村など過疎化が進む地域に作ってほしい」。

－ － 農林漁業団体 熊本県 面談 農業経営、担い手

県内の酪農家数は600戸を割り込んでいる状況。その中で後継者を確保しているのは200戸程度である。このような状況の中、将来
の酪農を考えたときに、多頭化にも限界があることから法人経営だけではなく、家族経営を推進すべきではないかと考えている。
デンマークでは、300頭もの乳牛を6台の自動搾乳機を活用し一人で経営している事例を視察。飼料の生産を外部化し、自動搾乳
機など省力機器の導入により、労働を給餌と搾乳だけに軽減することで酪農経営継続の可能性も高まるものと考えている。

－ － 地方公共団体 愛知県 意見交換 農業経営、担い手 新たに農業に従事したい人は増加しているので、農地を簡単に借りることができる施策を推進願いたい。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換 農業経営、担い手
個人で農業経営を継続していくことが難しいところは、異業種や農業法人に参入してもらい、そこで若者を採用してもらう仕組みを実
施していく必要がある。

－ － 地方公共団体 岐阜県 意見交換 農業経営、担い手
都市近郊であり、消費動向に対する反応（需要の高い作物の導入）は早いが、仲間の広がりが鈍くブランド化が進まない。
広域的な連携のなかで、ブランド化ができないかと考えている。

－ － 地方公共団体 宮崎県 面談
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

宮崎県では県内の全水田に飼料用米を作付けしても、足りないぐらいの需要はあるが、生産された物をどこに保管して、誰が調整
して、誰が供給するのかという体制が整っていない。
例えば鳥であれば籾のまま給餌できるが、豚や牛であれば精米の必要がある。
そういった精米施設の整備であったり、貯蔵庫の整備であったり、なかなか需要サイドも使用の目処が立たない中で、話が進んで
いない。
宮崎県内に需要があるのならば、ＷＣＳも含め、他県からの仕入れの等、全国的な飼料用米の需給調整のシステムが必要でない
かと考える。

男性 － 農業関係 秋田県 意見交換
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

国は県や市町村単位の政策にとどまらず、例えば北海道・東北ブロックは水稲作、関東中部地区は野菜作、九州では園芸作など
大きなブロック単位で適地適作の政策も考えられるのではないか。

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

基盤整備の重要性も理解していただきたい。水源を確保しなければ、野菜等の安定的な生産は難しいため、土地基盤の価値を高
めていきたいと考えている。

－ － 地方公共団体 秋田県 意見交換
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

中山間地では、住民の定住と農地を荒らさないよう営農継続を図るためにも、むしろ作りやすい米を作らせるべき。平坦地は工夫
が可能であることから、条件の良いところでは大豆や麦等のブロックローテーション栽培を計画的に実施するなど、区分けをする大
胆な施策を考えるべき。
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－ － 地方公共団体 三重県 意見交換
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

飼料用米を作付けしているが、主食用米と作付時期が異なるので、農業用水が足りなくなるのではないかと懸念している。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

水田フル活用による飼料用米への転作は、農業用水の不足が懸念される。作物と水利のバランスを考えた施策の実施をお願いし
たい。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

町では10年以上にわたり大豆の生産が安定するように取り組んでいるが、なかなか安定した生産ができない。収量が安定する品
種の開発を促進してほしい。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換
農業生産（水田、
畑作、畜産、園
芸、特産）

減反政策の廃止に伴い農家が自らの判断で作付けするため、水利権を誰かが調整しなければならない。水田の３分の１を転作し
ないと水の供給ができない状況なので、水の確保をどうするかが大きな課題である。

－ － 地方公共団体 岐阜県 意見交換
人材育成、雇用
確保

人口が減少し、住む人がいなくなれば、農地を集約しても意味がない。住む人を確保する施策が必要。

－ － 地方公共団体 岐阜県 意見交換
人材育成、雇用
確保

農業のイメージは、辛さや厳しさが先行しているが、後継者や参入者の確保に向けて、農業の楽しさ、成功事例等のイメージアップ
を国としてもっとＰＲしてほしい。

－ － 地方公共団体 岐阜県 意見交換
人材育成、雇用
確保

農業系学校の学生は、就農希望があり意欲も高いので、学生段階から実務面のスキルアップの支援を充実してほしい。

－ － 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

農村振興、中山
間対策

中山間地域の耕作放棄地は、農家や地域外の事業者には活用しづらい。置賜地域３市５町の有志が設立した「置賜自給圏構想を
考える会」は、非農家の人たちが農地を借りて自分たちで地域を守っていくとしている。国においてもこの様な活動に支援を。

－ － 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

農村振興、中山
間対策

中山間地域では、貸し手は多いが借り手は少ない。機構が借り受けないと地域の将来像がどうなるか不安である。一方、少人数の
借り手で集積が進んだ場合、集落機能が低下することが心配。

－ － 地方公共団体 宮城県 意見交換
農村振興、中山
間対策

持続的に元気づくりを進めるには、町を離れた者に町に戻ってもらう必要（介護制度ができて、介護に任せればよいとの発想になっ
てしまい残念）。年金と自給自足で農地が荒れずに済む、鳥獣からも守れる、そういう流れを作りたい。国でも退職後は田舎に戻れ
との声かけをしてもらいたい。

－ － 農林漁業者 長崎県 会議
農村振興、中山
間対策

ＴＰＰの問題で、農産物において、日本が世界と競争することは厳しいと思う。
日本農業は家族経営で６０歳以上の高齢な農業者が半数以上を占めているが、農業が基幹産業となっている地域も少なくない。そ
ういった現状を踏まえた政策をお願いしたい。
日本は山間部の農地が多いと思っているが、現在の施策は、農地集積や生産調整の廃止等、山間地の条件不利農地がどんどん
消滅していくような政策が取られているような不安を感じている。
中山間地域においては、条件不利地で農業経営が難しいので、そういった山間地の農業や棚田の水田を守るようなアイデアの提
供をお願いしたい。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換
農村振興、中山
間対策

中山間地域では鳥獣害の被害に苦慮しており、防護策の対応だけでなく、個体数の調整が必要。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換
農村振興、中山
間対策

県境をまたがる広域的な鳥獣対策に苦慮している。
また、柵の修繕や設置場所の維持管理に苦労している。
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男性 － 地方公共団体 福岡県
今般の施策の見直
しに関する説明会
（首長等への説明）

農地、耕作放棄
地対策

・不在地主などの農地利用について強制力がないため不作付け地などの対応をどのように整理したがよいか課題。

－ － 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

農地集積の次の課題として、基盤整備を進める必要がある。しかし、農家の負担は無い代わりに、市町村負担（10％）が大きく農家
の要望に応えられないので財政的支援をお願いしたい。

－ － 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

不在地主の水田があって、集約出来ない場合が多いので対策が必要。

－ － 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

農地集約には集約すべき地域とそれ以外の地域と区別し、集約すべき地域には土地改良など積極的に投資すべき。

－ － 農業関係団体 青森県
農業再生協議会総
会

農地、耕作放棄
地対策

ＴＰＰ問題を始め農業の変わり目であり、当町で農地中間管理機構等を活用し水田３～４ｈａの規模拡大を実施しても対応策たり得
ない。この際、農業をやめる者を募集し、国が農地を買い上げて大規模な農地集積を図るような大胆な改革も必要ではないか。

－ － 農業関係 秋田県 意見交換
農地、耕作放棄
地対策

機構が具体的にどうなるのか見えないので、現段階ではこれといった目標（機構の活用）はないが、大規模な農業者が積極的にど
んどん集積してしまうのではないかと危惧している。例えば、企業が受け手として機構へ公募する際に大げさな計画を立て、借り受
けた後に農業経営がうまくいかなかった場合、それで済むのだろうか。
それぞれの地域では、これまでのコミュニティを通じた活動もあり、受け手を公募による公平な調整で決めると言っても、機械的に
配分されるのではないか心配だ。これまでの人・農地プランの話し合いで積み上げてきた成果を考慮してほしい。

－ － 農業関係 福井県
水田農業経営協議
会

農地、耕作放棄
地対策

農家は儒教的な考え方を持っており、先祖代々の農地を他人に貸し出すことは考えられないのではないか。

－ － 農業関係 福井県
水田農業経営協議
会

農地、耕作放棄
地対策

小作料は１０年間固定されるのか。今後の農政の変化や企業の参入などを考えると、標準小作料を決めて、ある程度変更できるよ
うにした方がよいのではないか。

男性 50代 地方公共団体 徳島県
首長等との意見交
換

農地、耕作放棄
地対策

農地を集積していくためのネックは、①水利費を誰が負担するのかという問題　②地権者の農地への愛着が強いことによる土地交
換への抵抗　③各地域によって異なる農地の貸借単価（1,000円～10,000円/10a）。
これらによって、出し手と受け手の間で金額が折り合わない。

男性 50代 地方公共団体 徳島県
首長等との意見交
換

農地、耕作放棄
地対策

遊休農地になってしまった理由というのも地域によって異なると思う｡全国一律の政策も必要と理解しているが､各地域の事情があ
り難しい｡
 今までは個人個人で(農地を)取引していたものが､機構が間に入ることによって信用ができ､安心して財産を任せられるというところ
は評価できる｡

－ － 地方公共団体 愛知県 意見交換
農地、耕作放棄
地対策

高齢化に伴って耕作放棄地が増加しているが、具体的な対策はどうなっているか。
耕作放棄地の増加によって鳥獣被害が増大している。

－ － 地方公共団体 愛知県 意見交換
農地、耕作放棄
地対策

農地が均分相続され、権利が分散しているが、対策はないか。

－ － 地方公共団体 岐阜県 意見交換
農地、耕作放棄
地対策

農地を資産であるという意識が強い小規模兼業農家が多いことから、農地中間管理事業による担い手への農地集積は簡単ではな
い。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換
農地、耕作放棄
地対策

農振農用地の農地転用が困難である。守る農地、そうでない農地を仕分けできるような制度設計をお願いしたい。
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－ － 地方公共団体 三重県 意見交換
農地、耕作放棄
地対策

農振農用地は、各県単位で管理され取組主体の市町と結びついていない。
農地の総量確保については、ミクロ的な観点も踏まえ実効性のある施策を検討してほしい。

－ － 地方公共団体 岐阜県 意見交換
農地、耕作放棄
地対策

市単独で、農地の貸し借りのマッチングを行ってきているが、農家の高齢化や担い手不足で、農地の借り手が少ない。また、山間
部は、農地が小さく分散しているため、農地の集積は難しいと思っている。

－ － 地方公共団体 愛知県 意見交換
農地、耕作放棄
地対策

農地を資産的に保有している人が多く、結果として不在地主が多くなって管理できない状況となっている。
農地を購入する際には下限面積があるが、相続の場合は例外的に認められてしまい、耕作放棄地化してしまう例が多い。

－ － 地方公共団体 愛知県 意見交換
農地、耕作放棄
地対策

都市計画区域を設定しているが、市街化区域の拡大に当たっての調整がうまく進まない。
農地を守ることも大切だが、適切な町づくりのためには、農地転用等については柔軟な対応が必要。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換
農地、耕作放棄
地対策

農地制度について、国、県が一定の基準を設けることが必要ではないか。しっかりした統一基準がない中で、農地転用許可権限の
市町への移譲には問題がある。

－ － 地方公共団体 青森県 意見交換 技術、環境
農水省には、バイオマス発電は、売電を目的としたもの以外にも、重油使用ボイラーの代替えエネルギーであるということももっと考
えて頂きたい。

－ － 地方公共団体 岐阜県 意見交換 技術、環境 鳥獣の生息数を調査して、捕獲を徹底して欲しい。

－ － 地方公共団体 愛知県 意見交換 技術、環境 狩猟者の高齢化が進み、その確保が大変である。

－ － 地方公共団体 岐阜県 意見交換 技術、環境 サル、イノシシ、シカ、ハクビシン、アライグマといった獣害が増えている。森林管理局と連携した鳥獣害対策を期待する。

－ － 地方公共団体 大分県 面談 食品産業政策

大分県では米粉用米の活用促進のため、推進県学校給食会を通じて、県下の小中学校に米粉（麺）を提供している。これは、食
育、地産地消、消費拡大等トータル的に考えて進めているものであり、現在週１ペースで提供し定着している。
２ヶ月に１回程度は米粉パンも提供しているが、供給量は月平均５，０００ｋｇ程度であり、需要的にはこの程度が限界であると考え
ている。
全国的に米粉の需要が伸びず特に出口対策が必要と考える。国としても考えがあると思うが、新しい切り口で、推進する必要があ
り、今後推進に当たってアドバイスを頂きたい。

－ － その他 宮崎県 面談 食品産業政策

宮崎市内の幼稚園園長から、学校給食用等政府備蓄米交付制度は、大変良い制度と思われるが、現在、本県においては米飯給
食がかなり進んでいる状況。この交付要件の中で「米飯給食の実施回数を前年度より増やした場合、その増加分を上限として交付
申請が可能」となっている。しかしながら、その点をクリアするのが困難であり当幼稚園を始めほとんどの学校等において、交付を
受けられない現状である。どうぞ、交付要件を緩和していただけるよう切望する。

－ － パン屋 宮崎県 面談 食品産業政策

米粉パンは消費者から、「もちもちした食感が良く、食べて美味しい。」と好評であるが、一方では、「堅くて値段が高い。」という声も
少なくない。米粉の価格がもっと安くなれば、消費者に米粉商品をもっと安く提供できると思う。
業者も消費者にとって魅力ある商品を開発し、消費拡大を進めることによって、最終的には国内自給率のアップに繋げることが大
事だと思う。

－ － 農林漁業者 長崎県 会議 食品産業政策

農作物の消費が減少し、価格は自分たちで決められない中で、益々、農業収益が悪化してきている。需要拡大や流通の改革にも
取り組んでもらいたい。
今回、消費税が８％となったが、農産物の売価については、買い手が価格を決めるのが現状のため、原価を下げることを要求され
る。農産物などの食料については、消費税の適用外として取り扱われないか。
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男性 50代 地方公共団体 滋賀県 打合せ
農林水産物・食品
の輸出

牛肉に輸出促進について
○米国、香港等主要国に輸出する場合、輸出できる食肉処理場は当該国の検疫等基準をクリアした２～３か所のみであるため、他
県の事業者にとってはコスト等が掛かるのが現状。このため、各地に検疫等基準をクリアする食肉処理場が設置できるよう支援し
て欲しい。
○商談会後の輸出に踏み切ろうとしても、輸出先国からの連絡や手続書類が外国語であるため、輸出事業者に負担が生じてい
る。このため、各地に輸出事業者の相談窓口、輸出アドバイザー制度を設けて欲しい。
○輸出先国で焼き肉、しゃぶしゃぶ用の肉を食してもらうには、カット技術が重要。このため、輸出先国にカット機械の導入や食肉
専用のカットセンターの設置に支援して欲しい。
○国内での商談会後、輸出先国においてもジェトロ等によるサポートが欲しい。

－ － 地方公共団体 青森県 意見交換
農林水産物・食品
の輸出

りんごの輸出に取り組みたいが、農産物の輸出は、産地毎に競争している現状で取り組み難いので、オールジャパンでまとまって
取り組めるような輸出体制を早急に造ることが必要。例えば、糖度はいくらとか、しっかりとしたブランド基準を設けて、この基準をク
リアーしたら日本のりんごですよというような基準をつくって頂きたい。

－ － 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
農業者と商工業者が連携する事業が増えている。融資のための信用保証などの一元化（中小企業信用保証制度と農業信用基金
協会）の時期ではないか。

－ － 農業関係 秋田県 意見交換 その他
産業競争力会議や規制改革会議でいろいろな農政改革が提案されているが、メンバーに農業者の代表が入っていないのは問題だ
と思う。

男性 不明 地方公共団体 東京都
都道府県農林水産
業・地域の活力創
造協議会

その他

東京五輪ではまだ求められていないが、
　・オリンピックにおける木材調達方針として、合法で持続可能性の証明されたもの（ＦＳＣ等による森林認証および木材認証）が直
近２大会で採用されていること
　・2012年のロンドン大会において、競技会場や選手村などで提供される天然水産物は、海洋管理協議会（ＭＳＣ）などの認証を受
けた漁業で取れたものに限られたこと
から、東京五輪でも国際認証が求められる可能性が濃く、水産物や木材だけでなく農産物についても今後グローバルＧＡＰなどの
国際認証を受けた農産物を求められるかもしれない。
　そうなった場合、国内で生産された農林水産物の提供が可能なのか心配。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換 その他
担い手に農地を集積した場合、担い手だけではため池・農道・水路等の農業用施設管理や施設管理費の負担が困難。
農業用施設等の管理費の負担軽減等の補助が必要ではないか。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換 その他 農地の多面的機能を発揮するには、老朽化している土地改良施設の早急な改修が必要である。

－ － 地方公共団体 三重県 意見交換 その他 農地転用許可制度については、権限移譲だけでなく許可基準の緩和をお願いする。
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