
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３回募集）

【寄せられた意見・要望】総計273件（ホームページ、郵送、FAX等 261件、意見交換会等 12件）

【募集期間】平成26年12月19日～平成27年1月19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。

ホームページ、郵送、FAX等で提出された意見・要望 ・・・・Ｐ１
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○ 合計261件の意見・要望の提出を受付

○ 平成26年12月19日（金曜日）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３回募集について」

・農林水産省公式facebook（１月１４日）

・農林水産省公式twitter（１月１３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

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

・農林水産省メールマガジン（1月9日）

項目※

全般 60 (23.0%) 人材育成、雇用確保 6 (2.3%)

食料自給率・自給力、食料安全保障 22 (8.4%) 農村振興、中山間対策 18 (6.9%)

食の安全、消費者の信頼確保 20 (7.7%) 農地、耕作放棄地対策 27 (10.3%)

食育、食文化 9 (3.4%) 技術、環境 1 (0.4%)

地産地消、６次産業化 10 (3.8%) 食品産業政策 1 (0.4%)

農業経営、担い手 36 (13.8%) 農林水産物・食品の輸出 4 (1.5%)

農業生産（水田、畑作、畜産、園芸、特産）19 (7.3%) その他 28 (10.7%)

職 業

農業関係 85 (32.6%)

農業関係団体 49 (18.8%)

食品製造・加工 11 (4.2%)

外食産業 2 (0.8%)

流通業 7 (2.7%)

地方公共団体 12 (4.6%)

学生 0 (0.0%)

主婦（主夫） 14 (5.4%)

その他 81 (31.0%)

年代（法人、団体、不明は含まず）

３０代以下 11 (4.2%)

４０代 23 (8.8%)

５０代 31 (11.9%)

６０代 53 (20.3%)

７０代以上 31 (11.9%)

提出方法

ＨＰ 78 (29.9%)

ＦＡＸ，郵送、持参 183 (70.1%)

（件）
（件） （件）

（件）



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 石川県 地方公共団体 全般
基本計画で、今後の農政の方向性を示すに当たっては、世界的視野に立って講ずべきグローバルな政策と、地域特性を踏まえて対応すべきロー
カルな政策に分けて捉え、（あるいは両方の観点から）それぞれの位置づけを明確にしていただきたいと考えています。それは、産業政策、地域
政策とも、現場でその効果が最大限発揮されるためには、国と地方自治体の連携・一体的対応と役割分担が極めて重要だからである

男性 40代 鳥取県 その他 全般

初めまして。全般を選んだ理由は、各具体的な項目を考慮した上で、選びました。まず食料自給率の確保ですが、現況の第二次産業の国内での
衰退は、国際間での先進国日本は、妨げられない状況だと考えます。それゆえ、第一産業強化が、今後の日本にとって、国をもって成すべき姿と
考えます。その方向性で臨めば、自ずと自給力の高まりや、国民の意識の転換が発生すると思います。そして、食文化～六次産業化への発展、
根付ものへと変化すると思います。並行して、担い手となる人材への育成そして、雇用の確保ができるでしょう。地域課題となる、中山間～限界集
落へのインフラ対策へも進むと考えれます。また、地方創生を取り入れつつ、国家プロジェクトとして、向かえば農地、耕作放棄地対策も具体的な
案が産まれるのでは。そして低炭素社会に向けた、循環・共生・再生を基本理念とすれば、高付加価値な新しい輸出物へと、世界へ輸出できるの
では。国として、地方をコーディネイトできるツールになると考えます。古来、弥生時代から育んできた湿田式の稲作です。温故知新ではありませ
んが、今が日本が変革する時だと考えます。

男性 40代 千葉県 その他 全般

ご公務ごくろう様です。
国内の労働人口は、産業を問わず減っている。特に農村部は極端に減り、農産物価格の低迷等により営農継続できる人材が少ない。
 農業以外で生計を建てる既存のシステム問題は変化なし（要は生産から最終消費までのプロセス）。他産業へながれた農村人材が、財産継承
の時期に帰ってくるが、農村の文化に定着がしずらい。農村の平均年齢があがり、介護等で悩む世代で公益性を訴えても浸透しない。生活をす
るための日銭には目が行く。要は判断能力がなくなる年齢層という状況。
 それらの状況にて農村地域の気運は低くなりつつあり、役所側の考え方と住民側の隔たりがある。地方分権社会（企画能力のある役所と政策対
象者）を具現化できる国家施策と各種国際条約との整合性に配慮した仕組みの方向性を期待。点と面の政策の解りやすさが重要で、それを運用
できる人材がいるか問題であります。

女性 80代 長崎県 主婦 全般
地方創生は農林水産省を軸に。大企業ばかりに眼が向いていた政府、やっと地方創生に腰を上げた観がする。今こそ、農林水産省の出番。ＴＰＰ
で他国を豊かにするのではなく、日本の風土に合った農業経営を考え、担い手となる若者が喜びを感じて働けるような手だてと、ひいては、日本
国民の食の自給力アップへと考えて頂きたい。

男性 60代 滋賀県 食品製造・加工 全般
「海外援助米」による生産振興について…。少子化・高齢化での人口減少化による米の消費は一途を辿るのみ。米粉用米、飼料用米に新規需要
米として「海外援助米」の新設を望みます。農家の良質米、生産意欲がなくなって来ているからです。この地域の農業生産は８０％が稲作だからで
す。

東京都 農業関係団体 全般
「農業改革」は慎重に
今、農業界に必要な事は、それぞれの組織を批判し、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。

法人 熊本県 農業関係 全般

　農業政策の基本的ベースを構成して頂きたい。食糧の自給政策を明確にして、目先の対策ばかりではいつまでたっても農業者全体の意識はか
わりません。食品自体のシステムも見直さないと、利益オンリーの裏と表の体質は変わりません。地球規模で環境が悪化している事をしっかり見
据えて欲しい。経済政策と合わせて、目先優先を変えないと本当に行き詰まります。もう、その兆候が出ています。しっかりした基本政策をはっき
り打ち出せば、必ず農業者の意識は変わります。そうすれば、日本が世界のモデル農業に成ります。

男性 60代 福岡県 農業関係 全般
　食料自給率の問題だけれども、農政の基本となる農家の所得補償を考えるべき。地方創生といいながらも言い訳的なところと思う。現実をしっ
かり確保してあげること。農業生産物を国家的レベルで、１０年～２０年のスパンで、目標を提示すること。

法人 熊本県 農業関係 全般

　６５才以上の農業者が６５％をこえる中、あと１０年で農業をやめる今日、収益を上げる農業者をどうするかであります。集約した農地であっても
今年のような安い農産物では大変であります。人口が減少する中、中山間地や農地の問題で、農業委員会の見直しが必要であるように思いま
す。新しく農業に取り組む方及び企業もありますが、そう簡単ではないと思います。今からの農業は、資本と技術がかかります。又、自然との中で
の事、農業者に対する金融も長期の物がまだいる。農業は人の命の元である。

男性 70代 熊本県 農業関係 全般
　基本計画等に我々農業関係（経営）がリポートしても政府がその気にならないと。以前は国内食料自給率を５０％に目指すと言ってましたが、Ｔ
ＰＰに押されてその言葉は箱の中。人口減になる地方農政は、耕作放棄地対策もさることながら、集落維持対策を。
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法人 熊本県 流通業 全般
　食糧、米を中心とした流通小売を国の今後の指針をどのように考えて居られるのかお聞きしたい。加えて小売の現場で、今後の米穀を含めた
食品全般の小売店の打開策を提案したい。

男性 60代 滋賀県 農業関係 全般

農業者の収入は、他の業種よりもかなり少なく米等の農産物は低価格や変動が大きい。稲作では規模によらない肥料や苗等の材料費等で出荷
価格に近く輸入米には困難。他方で消費者は安価で手間の要らないデリカ食品や牛丼等を歓迎。安価で特徴ある農作物を作り販売する為には、
行政からの技術援助、低利の融資、各種規制の緩和等をお願いしたいです。具体的には、中間業者の料金の削減化（農産物価格のup化）、直売
所への加工野菜の出品化、麦や大豆以外への転作補助制度等を拡充。

法人 50代 東京都 農業関係団体 全般

高齢化、少子化社会に対応した農業政策を
 今後、少子高齢化により人口が減少し経済の高度成長は望めない中で、国民は、安全で安心な生活環境と日常生活を望んでいる。その最も基
本となるものが農地と農業であり。「最も公平で透明性のある公選法というプロセスを経て選出された」行政委員会である農業委員会組織を中心
にした、担い手育成対策や農地保全対策を最重要課題として、地域の関係者・農業者の叡智を結集して進める必要がある

法人 50代 東京都 農業関係団体 全般

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
 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。

法人 50代 東京都 農業関係団体 全般

新しい食料・農業・農村基本計画へ都市農業を明確に位置づけ、「都市農業振興基 本法（仮称）」に裏付けされた施策の創設を
 議員立法で通常国会に上程されようとしている、都市農地を保全し、農業のある快適なまちづくり必要な「都市農業振興基本法（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。

法人 50代 東京都 農業関係団体 全般
都市農地の社会的貢献を評価する、直接支払い制度を講じること
 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。

法人 50代 東京都 農業関係団体 全般

「農業改革」は団体組織の見直しでなく、組織活動を尊重した推進をすること
 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、家族経営を中心とした農業者の所得増大の実現性の見える具体的な
経済政策である。
 日本農業を成長産業化をするためには、地域農業の実情を把握し、「公平で透明性のある公職選挙法を準用したプロセスを経て選出された」信
頼性のある農業委員会の活動をより評価・重視した、地道な地域活動による合意形成による農業政策の推進が不可欠である。

法人 70代以上兵庫県 農業関係団体 全般
現在国の農業政策は、総花的政策であり、地域の気候、環境、風土に適合した政策が必要と考えます。そのためには、府県単位による特徴ある
農政を行うため、金・人を含めもっと地方へ権限を委譲うするべきと考える。

法人 40代 滋賀県 農業関係 全般
国内の需給バランスの崩壊により26年産米の取引価格は再生産を行うことのできない安値となった。このことにより、農業離れが加速化する恐れ
がある。食の安全保障とは、国民が明日の食の心配をしなくても良いのが最低条件であり、我が国の更なる自給率低下の引き金にならぬよう、健
全な需要を維持するため、他国を含めた積極的なマーケットの強化が必要である
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法人 東京都 経済団体 全般

Ⅱ．「食料・農業及び農村に関する施策についての基本的な方針」について（政策対応の方向性）
「食料・農業・農村基本計画」は、今後10年程度を見据えた上で、当面の５年で取組むべき施策の基本的方向を示す重要な戦略である。とくに人
口減少が確実に進展すると見込まれるなか、この５年間はまさに正念場であり、その取組み如何がわが国農業の将来にわたる持続性を決定付
けるといっても過言ではない。
したがって、次期基本計画では、全体を貫く考え方である「基本的な方針」において、政府を挙げて改革へと取組む決意を表明するとともに、社会
構造や消費者ニーズの変化、国内外の需要動向等わが国農業の将来像を見通した上で、この５年間に取組むべき施策を体系立てて示すべきで
ある。もちろん、震災の被災地域がわが国の食料供給地域として力強く復興し、自立的で持続可能性のある地域経済を再生するため、農産物等
への風評被害の払拭、競争力のある農業経営モデル確立に向けた基盤整備も視野に入れる必要がある。
具体的には、以下の２つの視点を重要な柱として明示すべきである。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅱ　１．持続的発展に向けた望ましい農業構造の確立　（１）競争力強化・成長産業化に資する農業生産基盤の強化
　将来にわたって持続性を確保し、国際競争力のある成長産業とするためには、何よりその生産基盤を確固だるものとしなければならない。現
在、農業従事者の平均年齢は66.2歳と高齢化が進行しており、1990年に482万人だった農業就業人口は2010年には261万人にまで減少してい
る。また耕作地面積は減少する一方、耕作放棄地は今や滋賀県(約40万ha) と同程度の面積になるまで拡大している。
　こうした状況に歯止めをかけられるよう、法人をはじめ新たな担い手の確保や人材育成の強化、農地集積の推進等に関しそ、従来の発想、に
囚われない大胆な政策に取組むことが必要である。その際、革新的な取組みを推進する主体に対して、重点的に支援すべきである。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅱ　１．持続的発展に向けた望ましい農業構造の確立　（２）マーケットインの視点からの生産実現と付加価値の向上
　高齢化や核家族化等、ライフスタイルが変化するとともに、消費者のニーズ、価値観も多様化している。人口減少に伴って圏内の農産物・食品
市場は縮小するものの、海外市場は中国をはじめアジアを中心に2009年の340兆円から2020年には680兆円へと拡大し続けることが見込まれて
いる(農林水産省作成資料)。また、農産物・食品の流通構造も、コンビニエンスストアやドラッグストア、郊外型のショッピングセンターの普及、ネッ
ト通販の急速な発展等に伴って大きく変化している。
　今後、マーケットの動向や新たな流通構造を十分に把握し、戦略的に取込んでいくことがさらなる成長を目指す上での鍵を握ることから、マー
ケットインの視点に立ち、より付加価値の高い農産物・食品を生産から加工・販売に至るまで一貫して提供できる環境を整備していく必要がある。
その際、コメに偏ることなく、野菜や果樹等の施設園芸型農業も含め、バランスの取れた政策を実施することが重要である。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅱ　２．政府一体となった政策展開
　農業の成長産業化を本気で実現するためには、政治の揺るぎないリーダーシップのもと、省庁の枠を超えて、政府が一体となって取組むことが
必要である。したがって、基本計画では、既に展開されている「『日本再興戦略』改訂2014、「農林水産業・地域の活力創造プラン」、さらには観光
政策やICT政策等の他分野の戦略とも相互に一貫性・継続性・整合性を持ち、相乗効果を生み出す形で取りまとめられなければならない。
　また、施策についてその効果を検証し、結果を次年度以降の予算や政策に反映し改善を図るという、いわゆるPDCAサイクルを着実に回してい
くことも不可欠である。その際、国民にとって有意義な政策となるよう、評価にあたって民間の意見を十分に取入れる仕組みが重要である。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ．「食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策」について（具体的方策）
１．農業の成長産業化を支える担い手の確保　（１）企業の参入促進
　生産基盤を強化するためには、まず、効率的かつ安定的な農業経営を実践できる経営体を広く確保していかなければならない。とくに、農業従
事者の高齢化や後継者不足が深刻化するなか、大規模家族経営や農業経営の法人化の推進とともに、高い技術力や資金力、優れた経営感覚
を持つ企業の参入を促進していくことが不可欠である。企業・法人による参入が促進されれば、地域における雇用の拡大等、活性化に寄与するこ
ととなる。
「「日本再興戦略」改訂2014」 で掲げた「今後10 年間で法人経営体数を2010年比約4倍の5万法人にする」との目標を達成するためにも、法人が
積極的に参入できる環境を早急に整備する必要がある。すでに2009年の農地法改正によりリース方式による企業参入が自由化されて以降、約5
年で改正前の5倍のペースで一般法人が参入するなど、着実に増加しているものの、いまだ企業が農地の所有を選択することが認められていな
いことから、参入に慎重になる企業も少なくない。
　従って、基本計画では、企業を農業経営の重要な担い手として位置づけ、時期を含め、企業による農地所有の可能化を明確に示すべきであ
る。また、農業生産法人を通じた企業参入を促進できるよう、農業生産法人の構成員要件についても、企業が過半の議決権を取得できるよう規
制緩和することも必要である。
　なお、こうした参入障壁の緩和にあたっては、適切な農地法の適用を前提としつつ、現場の農業者と企業が対立することなく、互いの強みを活
かしながら協力・信頼関係を築き、農業・食品産業全体の活性化を図ることが重要であり、経済界としても関係者と密接な対話等を通じて改革に
協力していく。
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法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ　１．農業の成長産業化を支える担い手の確保　（２）新規就農の促進
　農業の持続性を担保する上では、企業による参入と併せて、女性も含めた若い世代の担い手の確保が重要となる。近年、農業に関心を持ち、
都心から農村への移住を希望する若者も増えており、また、若者はICTに精通している場合も多く、新たな農業ビジネスモデルの創出も期待でき
ることから、従来の就農支援策に加えて、若者自身の就農を後押しする制度・体制の整備が急がれる。
　具体的には、都市型農業・農園を含めた農業体験の機会の拡充等を通じ、引き続き農業・農村への関心を高めていく一方、都心から農村への
移住を支援するため、都市圏と地方の自治体の連携により、新規就農希望者と後継者を求める地方農家のマッチングを促進すべきである。こうし
た取組みは、地元の農産物への興味を促し、地産地消を進めるとともに、中山間地の活性化にもつながっていく。また、農業未経験の若者に対
する体系的な研修制度を整備するとともに、農業参入に必要な初期費用を確保できるよう、融資制度を拡充することも重要である。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ１．農業の成長産業化を支える担い手の確保　（３）農業経営を担う人材育成の強化
　農業の成長産業化の基盤は人材に他ならず、農業に関する専門的な知識に加え、経営を担える人材の育成が不可欠である。公的教育機関や
民間研修機関等において、農業経営に関する教育が行われているものの、関係機関が相互に連携した人材育成に取組んでいるとは言い難い状
況にある。
　まずは、国として目指すべき人材像を明確にした上で、初等教育における農業体験の拡充、農業高校・大学等における農業経営や6次産業化
に関する教育の強化を図るとともに、体系的かつ一貫性のある教育体制を構築すべきである。同時に、海外の先進的な事例を積極的に取入れら
れるよう、海外研修の機会等を拡充することも必要である。
　また、6次産業化をより実効性の高いものとする上で、川上から川下にいたるまで、企画・調整に取組める人材が求められている。この点、2012
年度より国家認定制度に基づく資格である「食の6次産業化プロデューサー」の認定制度が開始されており、同制度の普及を促進することも一案
である。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ　２．農地集積の推進による農業経営の大規模化
　農業の生産性向上のためには、農地集積の加速を通じた農業経営の大規模化が必須であるものの、現状では、利用農地が小規模かつ飛び地
になっているケースも多いなど、農業先進国の規模に遠く及ばないのが実情である。このような状況のもと、農地中間管理機構が設立されてお
り、農地を借りたい主体がタイムリーかつ的確に情報を把握できる仕組みの整備と併せて、同機構の積極的な活用を通じた農地集積をスピー
ディーかつ強力に推進すべきである。例えば、農地の早期貸出しへの高いインセンティブの付与や、農地集積が進んだ都道府県への補助金の拡
充、農地貸出しの促進に資する税制の整備が重要である。現在、農地中間管理機構の活動が各地で始まってきているが、農地集積が効果的に
進むよう、関係者の一層の努力が必要である。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ　３．6次産業化・高付加価値化の推進　（１）経済界と農業界の連携促進
　上記1. 2. で示した生産基盤の強化とともに重要なのは、多様化する消費者ニーズや海外需要に対応するとともに、選択される農産品・食品を
安定的・効率的に供給するため、生産から物流、加工、販売にいたるバリューチェーンを構築し、高付加価値化を図っていくことである。同時に、
製造業が有する生産工程管理システム等を積極的に取入れ、生産性を向上させていかなければならない。
　こうした観点から、経団連とJAグループでは、双方の立場・価値観の相違を踏まえつつも共通の利益・目標を達成するため、「経済界と農業界
の連携強化ワーキング、グループ」を発足している。現在、具体的な連携プロジェクトの創出に向けた取組みを加速しており、今後も、経済界と農
業界が現状や将来ビジョンを共有しながら、一層の連携を強化していく。また、農林水産省においても「農業界と経済界の連携による先端モデル
農業確立実証事業」において、農業界と経済界の連携プロジエクトを重点的に支援しており、今後、取組みの拡充を通じて6次産業化を促進すべ
きである。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ　３．6次産業化・高付加価値化の推進　（２）他分野との連携・融合の促進
高付加価値化、6次産業化を図っていく上では、良質な農産物の生産・販売にとどまることなく、エネルギーや観光、食品産業をはじめ、農業と親
和性の高い他分野との連携・融合を促進し、相乗効果を生み出していく視点が欠かせない。農業は、地域経済の牽引役として期待されており、地
域の産業資源等の特性を踏まえながら、その潜在力をいかんなく発揮し得る取組みを広げ、地域経済の活性化を図る必要がある。食品の最終
消費73.6兆円(2005年)のうち8割以上は加工品・外食による付加価値と推計されるなか、農業と食品関連産業、観光産業等との連携強化は必須
である。例えば、食品関連産業の加工・流通段階で発生する残溢を地域内で飼料や堆肥として有効活用すべきである。また、旅行者の「その地
域ならではの体験、食へのニーズ」も高まるなかで、農業体験の提供、農家での料理の提供や宿泊等、農業を観光資源として活用しつつ地元の
食材等が観光客に提供されれば、農産物・加工品の認知度向上、域外への流通・販路の拡大等につながる。とくに2020年の東京オリンピック・パ
ランピックは外国人旅行客を誘致する絶好の機会であり、その波及効果を地方にも広げようとする取組がなされているなかで、国・自治体等によ
る地域の特産品の積極的な発信が求められよう。
　さらに、東日本大震災以降、再生可能エネルギーに対するニーズが高まるなか、農業資源を活用したバイオマスエネルギーの研究開発・実用
化に取組むことも重要である。農林水産省では、「次世代施設園芸導入加速化支援事業」において、木質バイオマス等の地域の未利用資源を活
用しながら、エネルギー供給および生産・調製・出荷までを一貫して行う拠点を整備しており、こうした取組みを一層強化すべきである。
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法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ　３．6次産業化・高付加価値化の推進　（３）農林漁業成長化ファンド(A-FIVE) の有効活用
　地域の特性を踏まえながら、異業種間での戦略的な連携強化を進める一方、農業を基盤とする新事業の創出や6次産業化の推進に向けて、リ
スクを取って果敢にチャレンジする事業体に対して資金面からサポートしていくことも重要である。
　2013年1月に農林漁業成長化ファンド(通称:A-FIVE) が設立されたが、6次産業化事業体への実際の出資決定総額は約26億円と、総ファンドの
3%程度にとどまっており(2014年12月現在)、活用が十分に進んでいるとは言い難い。同ファンドから出資を受ける場合、6次産業化の事業体の資
本構成要件を撤廃するなど、より実効性の高い出資が促進される仕組みを構築すべきである。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ　４．スマート農業の推進(ICTの利活用促進)
　農業は重労働という印象が強く、若者や女性に敬遠されることが多いが、ICTを積極的に活用し、スマート農業のモデルを確立することにより、
担い手不足や労働負荷の軽減はもちろんのこと、従来の農業経営モデルの変革、さらには若者や女性の新規就農へとつなげていかなければな
らない。例えば、熟練農家のノウハウをデータ化し、経験を「見える化」することにより、ノウハワの伝承や経営管理・マネジメントが容易となるとと
もに、とくに施設園芸型農業において、農作業の効率化、簡素化、低コスト化、省力化等による生産性の向上、安定的な経営が可能となる。さら
に、次世代の施設園芸型農業モデルを確立し、データ分析技術を活用した営農等の仕組みを含めて海外へ積極的に展開すれば、新たな需要の
獲得も期待できる。
　上記の観点から、さらなるICTの利活用を加速すべきであり、具体的には、農業・食品分野における公共データ等のオープンデータや消費者の
購入履歴といったビッグデータの活用を可能とする法整備が必要である。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ　５．農産物、食品の輸出拡大
　海外において、わが国の農産品・食品は品質面で高い評価を受けており、また「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録(2013年12月)されるな
ど、海外に展開していく上で絶好の機会がまさに到来している。日本の農産物・食品が海外で選ばれ、また2020年に輸出額１兆円という高みを達
成するためにも、省庁連携および官民連携による輸出戦略の強化に加えて、輸出の弊害となる規制の見直し等、環境整備は必須である。まず
は、政界における日本食の認知度・存在感を圧倒的に高め、その地位を確固たるものとするため、官民を挙げてブランド強化・浸透に取組むべき
である。具体的には、日本食に対する外国人の晴好を踏まえた上で、官民連携のもと、海外でのテレビCM、ネット広告等を通じて日本の食文化を
積極的に発信するとともに、外国人観光客をより一層わが国に呼び込み、日本の食文化に触れる機会を増やすことが考えられる。
　その上で、国が先導して、中国をはじめ中間層の増加が見込まれるアジア市場、富裕層向けの高級果樹等、有望な輸出先市場・品目の動向を
絶えずフォローしつつ、トップ外交等を通じて日本の農産物・食品を海外に売り込むなど、積極的に市場を開拓すべきである。併せて、九州、東
北、北海道等の各エリアの輸出の現状を把握した上で、エリアごとの輸出目標額を設定する視点も必要である。
　さらに、相手国・地域に対して輸入規制の撤廃・緩和を強力かつ継続的に働きかけていかなければならない。各国の安全性基準や検疫制度の
違いが輸出の阻害要因となっている現状を踏まえ、基準等の統一・相互認証に向けた政府間協議を推進するとともに、農業生産工程管理(GAP)
や危害分析・重要管理点(HACCP) 等の農場管理の認証基準の導入を促進し、わが国の農産物・食品の安全性・信頼性を担保する仕組みを整
備すべきである。
　こうした農産物・食品の輸出のみならず、海外の需要を新たに獲得していく観点から、わが国が優位性を持つ施設園芸型農業の設備や管理シ
ステム、経営ノウハウ等を一体的に海外に展開し、現地の事情やニーズに沿った農業経営が可能となる施策を講ずることも重要である。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ　６．最先端の研究開発の推進　（１）イノベーション創出に資する研究開発への重点投資
イノベーションを創出するためには、基礎研究から実用化・事業化を一貫して推進することが不可欠である。食料・農業・農村基本計画において、
イノベーションの創出という農林水産分野の研究開発にあたっての基本方針を明確にした上で、「農林水産研究基本計画」が取りまとめられなけ
ればならない。その際、現在検討中の「第5期科学技術基本計画」と一貫性・整合性を持つ必要がある。
　また、研究開発の評価を着実に実施し、結果を次年度以降の予算・施策に反映していくことが重要であり、評価委員の過半を産業界出身者とす
るなど、イノベーションにつながる研究開発が担保される仕組みを設けるべきである。

法人 東京都 経済団体 全般

Ⅲ　６．最先端の研究開発の推進　（２）産学官連携による食の研究開発拠点の整備
　世界第2位の農産物の輸出国であるオランダでは、フードバレーと呼ばれる産学官連携による食の研究開発拠点を整備している。同拠点では、
ワーへニンゲン大学および周辺研究機関を中心に食品関連企業の集積を図り、企業の課題解決や新商品開発のニーズに合った研究開発を進
めている点が特徴であり、フードテクノロジーの分野で高い競争力を保持するとともに、顧客志向の商品・サ←ピスを提供するベンチャー企業の創
出につながっている。
　わが国においても、諸外国の先駆的な事例を参考に、拠点の核となる大学や公的研究機関を国が選定して重点的な支援を行うことにより、国
内外の優秀な研究者や企業が集積する食の研究開発拠点を整備し、イノベーションを推進すべきである。
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法人 東京都 経済団体 全般

１．基本的考え方
わが国の農業が目指す姿は、「国際競争力のある成長産業」「若い人が夢と希望を持って集まる魅力ある産業」である。そのためには、農業に
「マーケットインの発想」「規模の経済」「技術」を根付かせ、経営マインドを持った農業の担い手を増やすとともに、企業との連携を拡大していくこと
が不可欠である。また、「特区」等を活用し、意欲と能力のある担い手の創意工夫を応援し、その活躍の場を増やしていくことが重要である。
したがって、こうした流れを阻害してきた過去の軛を脱し、農業の将来を拓く新しい農政へ転換していくことを明確に示すため、まず「基本計画」を
貫く基本理念・考え方として、以下の原則を強調すべきである。
① 【経営の自由と責任】
 作付品目および量の決定は農業経営の根幹であり、その自由と責任は農業の担い手にあること。
② 【新規参入の促進】
 多様な技術、ノウハウ、アイデアを結集し、農業の生産性向上や高付加価値化を図るため、企業ーなど多様な主体の参入を促すこと。
③【[技術の最大限活用】
　操業の生震性向上や商付加価値化に向け、企業、大学・研究機関、政府・自治体と述携し、成長の源泉となる研究開発やイノベーションを推進
し、農業にICT毒事の技術を最大限活用すること。
④【マーケットインの発想】
　消費者や市場のニーズを的確に捉えた農業生産、農政を展開するため、「プロダクトアウト」「生産者視点」から「マーケットイン」「消費者視点」へ
マインドセットを転換すること。
⑤ 【グローバル競争の促進】
 関税による保諮政策を転換し、市場開放と適切な所得補償政策により、国内農業の構造改革や海外展開を加速すること。

法人 東京都 経済団体 全般

２．主要論点に関する意見　（１）「食料の安定供給の確保に関する施策」について　①6次産業化等の戦略的推進
・多様な主体の持つ技術やアイデアを組み合わせ、革新的な技術や尚品・サービスの開発を進める「オープン・イノベーション」の推進は、他の産
業と同様、農業にとっても不可欠である。したがって、6次産業化の成否は、いかに農業の担い手と企業、資金提供者としての地域金融機関等が
セクターの墜を乗り越えて、円滑に連携できるかにかかっている。企業としても、農業の担い手とともに新しい価値を創り上げていくという
「CSV(Creating Shared Value)」 の考え方の下、積極的な連携・協力を展開していく。
・こうした連携を促進し、様々な形の成功事例を生み出していくことによって、日本再興戦略が掲げた6次産業化の市場規模を2020年に「10兆円」
というKPI(成果目標)の達成が可能となる。したがって、基本計画では、企業との連携を促進する6次産業化推進策を着実に実行し、必要な見直し
は迅速に行うことを具体的に明記すべきである。

法人 東京都 経済団体 全般

２．主要論点に関する意見　（１）「食料の安定供給の確保に関する施策」について　②農産物、食品、農業技術、和食文化の海外展開
・「強い農業」の象徴となるのが、世界に打って出る海外展開である。日本再興戦略が掲げた2020年に農林水産物・食品の輸出額を1兆円という
KPIを達成するため、円安で輸出に追い風が吹いている今こそ、官民、省庁の壁を超えて推進体制のより一層の強化を図ることが不可欠である。
その際、農産物・食品のみならず、農業技術や和食文化についても、国際展開の大きな武器となる。企業としても、販路開拓、流通販売網の構
築、マーケティング・プランディング、国際認証の取得などを通じて、ビジネス機会の創出に努める。
・こうした輸出促進は、人口減少により国内需要が縮小する中で、食料安全保障の観点から、一定程度の農地を維持するためにも不可欠であ
る。
・また、原発事故に伴う風評被答の払拭も、官民挙げての取り組みが必要である。ユネスコ無形文化遺産「和食」の世界へのアピールと併せ、ま
ずは国民一人ひとりが福島県産品も含めてわが国の安全で美味しい国産食材への理解を深めていくことが必要である。
・こうした認識の下、基本計画においては、KPI逮成に向けた戦略、推進体制をより具体的かつ実効性のあるものとなるよう、より体系的に示すべ
きである。

法人 東京都 経済団体 全般

２．主要論点に関する意見　（１）「食料の安定供給の確保に関する施策」について　③経済連携の推進
・自由貿易と経済連携の推進は、わが国が世界の活力を取り込み、持続的な経済成長と盛かな国民生活を築現するために不可欠である。農業
にとっても、①不当な輸出・輸入制限の禁止の確保(食料の安定供給、風評被害等への対応)、②農業・食品産業の国際競争カ強化と販路拡大の
面で「強い農業」の実現に向けた梃子となる。
・その意味で、基本計画は経済連携が進展した世界を前提とすべきである。他方、経済連携交渉の進捗状況にかかわりなく、農業の構造改革と
国際競争力強化は喫緊の課題であり、それを担保する施策を明示すべきである。
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法人 東京都 経済団体 全般

２．主要論点に関する意見　（２）「農業の持続的な発展に関する施策」について　①研究開発の促進
・農地や担い手が限られているわが国にとって、「技術」は農業の未来を拓く鍵であり、オランダやイスラエルにおける先進的取り組み(産官学連
携による研究開発)をベンチマークに、革新的な研究開発をより一層推進する必要がある。企業としても、これまで培った様々な技術を農業に応用
し、生産性向上や収量拡大などに貢献することが可能であり、冒頭で述べた「オープン・イノベーション」（CSV）の観点から、積極的に連携・協力し
ていく。
・その際、ベンチャー企業や地域の中小企業、地方大学をより積極的に活用し、各地域の特性に応じた研究開発を行うととが重要である。地域の
産官学連携を地域活性化の起爆剤とするために、一つでも多くの成功例を生み出していくべきである。
・こうした観点から、基本計画では「イノベーション」を重要な柱とし、イノベーション創出を加速させるための施策を、より具体的に明記すべきであ
る。

法人 東京都 経済団体 全般

２．主要論点に関する意見　（２）「農業の持続的な発展に関する施策」について　②多様な担い手の育成
・若い担い手を増やすためには、農家出身でなくても若者が「就職先」の選択肢の一つとして農業を容易に目指せる環境が必要であり、その意味
で企業参入の促進、農業生産法人の数・規模の拡大や経営カの強化をより積極的に図るべきである。企業としても、農業への参入が進めば、農
業生産のみならず、その加工・流通・販売、マーケティングやプランディング、組織マネジメントなど、幅広い分野で農業に携わる人材を雇用し、ビ
ジネスとして拡大していくことができる。
・その際、企業で経験や技術・スキルを持つシニア人財を積極的に活用することで、農業機械の技術開発やコスト削減に寄与した例もあり、こうし
た取り組みも推進していく。
・外国人技能実習制度については、実習期間の延長(3年→5年)が行われることになったが、同制度はあくまで「母国の経済発展を担う人材育成」
が目的であり、研修終了後は帰国することが前提である。既に多くの農作業現場で優秀な人材を活用している実態を踏まえ、優秀な人財の定着・
活用を目的とした制度の抜本的改革が求められる。
・現行の基本計画においても「新たな人材の育成・確保」が掲げられているが、実績がまだ不十分であることを踏まえ、新たな基本計画には、多様
な担い手の育成に向けた実効性ある計画、施策、KPIを盛り込むべきである。

法人 東京都 経済団体 全般

２．主要論点に関する意見　（２）「農業の持続的な発展に関する施策」について　③農地集積・集約化の加速
・「農地中間管理機構」の設立は、日本再興戦略で掲げた重要施策の１つであり、これを真に実効性ある組織とするために、不断の検証・評価が
必要である。また、耕作放棄地の発生防止・解消も合わせて行うことで、農地集積・集約化を加速化すべきである。
・企業にとっても、土地の集積・集約化が容易になれば、効率的な農業経営が可能となり、参入のインセンティブになる。また、農地のリース方式
に加え、所有も認められることになれば、長期的な投資計画に基づくビジネスの展開が可能となり、農業の成長産業化に寄与できる。
・基本計画では、こうした動きを加速する実効性ある施策をさらに検討・実施していくことを明記すべきである。

法人 東京都 経済団体 全般

２．主要論点に関する意見　（３）「農村の振興に関する施策」について　「地方創生」「観光立国」「生物多様性」等との有機的連携
・わが国の各地域には、それぞれに素晴らしい特産物、食文化が存在する。「農村振興」を推進する上では、政府の諸戦略、例えば「地方創生」
「観光立国」「生物多様性」等の諸戦略と有機的に連携させることによって、新しい価値を発掘し、地域の自主カを磨き、それを消費者や観光客に
つなぐべきである。
・例えば、農業と再生可能エネルギー、農業と景観配慮や生物多様性(自然の形成、維持といった多面的機能)など、地域の資源を農業をうまく結
びつけることで、新たな価値創造につながるのである。
・企業としても、例えば地元の宿泊施設やレストランにおいて、コスト優先で他地域や外国産のものを使うのではなく、地元産の食材を使った食事
や土産品を提供するととや、農業・農村体験などのグリーンツーリズムを支援することは、これまで以上に有効である。こうした施設・体験こそ、地
元の魅力をプレゼンテーションする格好の場であり、地域一体となって活用すべきである。
・また、人口減少社会において、低・未利用地(空地、空家、耕作放棄地等)の拡大が予想されるが、「自給力」に関する議論の中で、国土利用のあ
り方も議論していくべきである。こうした視点に立ち、本計画では政府の他戦略との整合性や連携を十分意識した上で、農村振興のグランドビジョ
ンを描くべきである。

法人 東京都 経済団体 全般

２．主要論点に関する意見　（４）「団体の再編整備等に関する施策」について　農協改革の着実な推進
・農業の「成長産業化」「国際競争カ強化」を実現するためには、地域の農協や農業の担い手が主役となり、自主性や独自性を後押しすることが
不可欠である。その意味で、農協改識に関する規制改革会議の答申は、確実かつ迅速に実行すべきと考える。
・農協改革関連法案の作成・提出と併せ、基本計画にも農業の発展に資する新しい組織のあり方と役割を明記すべきである。
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法人 東京都 経済団体 全般

２．主要論点に関する意見　（５）「施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項」について　意欲ある地織や担い手の主体性発揮
・以上のような農業振興、農地の確保、活力ある地域の再生などを効果的に推進するためには、地方自治体が「主体者」としてより明確な役割と
責任を持つことが不可欠である。
・また、国家戦略特区(地域創生特区を含む)を積極的に活用し、改革志向で意欲ある地域や担い手の主体性を発押させ、創意工夫によって、成
功事例を次々と生み出していくことが重要であり、基本計画においてもこうした考え方を明記すべきである。

兵庫県 農業関係団体 全般

　農政の見通しは不透明で先が見えない。米の生産調整は29年までいぜんとして続くが30年からは、転作が廃止される。30年以降の米生産に対
する施策がまったく見えない。TPPが導入されれば米価はさらに下落するであろう。若者の農業ばなれが続く中、農家の安定的収入の確保はど
のようにすればよいか。農地水環境で農村の活性化をはかっている。無駄とは言えませんが、もう打ち切ってもいいのではないか。その資金を農
業収入が向上するような補助制度へ移動してはどうか。外国では農家は国によって守られている。日本ももっともっと農業経営（営農）、担い手に
対し手厚い補助をしていくべきであると考えます。

兵庫県 農業関係団体 全般

少子高齢化が進む中、兼業農家の集まりで営農組合を設立し運営しているが、オペレーター（免許取得者）は現役の人が大半で会社を思うように
休めない。したがって作業計画はどうしても土日の設定となる。
　その結果、１．機械台数の増加（費用増大）、２．農協等使用料金が高くつく、３．●（判読不能）の場合の対策（人員確保困難）等の問題が発生
し、補助金無しでは全くの赤字となる。小規模でも耕作放棄地を少なくし、且つ経営が成り立つ方策が必要。

女性 70代 熊本県 主婦 全般
　最近は他県より移住者が増え、家屋、田畑の件で困っておられる方が多く見受けられるように思いますが、田畑などを利用するにしても、スムー
ズに借り入れできているのか？と思います。せっかくの土地を荒らすことなく、運用できたらと思っていますが、手続きとかの方法がわからずにどう
してよいかわからない方がおられるようです。もう少し簡単な方法でできないものかと思っています。よろしくお願いします。

法人 鹿児島県 農業関係団体 全般

　農業の担い手については、農業法人育成と新たな担い手（企業参入）が全面に出ているが、日本の狭小かつ山間地が多い国土事情を考慮す
れば、規模拡大には限界があり、家族経営を主体としつつ、集落営農の育成も含め、地域全体の底上げにつながるよう配慮してもらいたい。
　米価下落等で農業所得が減少する中、農地の分散錯圃の解消が急務の課題であり、国は２６年３月、農地中間管理事業を創設したが、①機構
はその規定により借り手の見込めない農地は引き受けない、②耕作放棄地が解消した場合、その解消費の地権者負担分は機構が肩代わりして
地代に上乗せする、③農地利用配分計画に基づく権利移動には、借り手から機構、機構から受け手と二段階の審査となっており、これまでの市
町村内部での権利移動と比べ時間を要するなどが事業推進の課題となっているため、制度強化を要望する。
　農地の有効利用が進まない要因の一つに相続未登記農地の問題がある。この件に関して、国では持分の過半を確知できない農地を調査した
うえで機構を通じて、知事の特定利用権設定の途を開いたが、①事前の調査を要求するため事務や経費の負担が大きい、②それだけの労力を
かけても５年以内の貸借にしかならず抜本的な解決とならないため、新たな対策が十分利用されていない状況にある。農地の公共性を踏まえ、
その有効利用を図れるよう、基本計画に理念を書き入れ、納税管理人１人から貸し出せる仕組みを創設してもらいたい。
　地方の衰退が進む中、農業分野の人材確保が重要な課題であり、国は青年就農給付金や農の雇用事業などの対策を講じている。とくに農業
法人への就業は、資金や農地のあてがない若者が農業に就く手段として極めて重要と思われるが、地方で、農業法人の労務管理体制は他産業
に比べ遅れており、人材が定着しない要因となっている。農業法人の育成と併せ、その設立初期段階の育成の必要を基本計画の盛り込み、対策
を講じてほしい。

男性 60代 佐賀県 農業関係 全般
　戸別所得補償の半減、計画生産に従って米生産を行っても米価下落、農家の努力を越えてひどい状態。本来あるべき日本型農業を国は考え
ているのか。机上論でしかないように思う。

法人 福岡県 農業関係 全般 　農業政策（安定した政策）の短期・長期の展開をしてほしい。計画的な設備投資が出来なくなる。

女性 70代 熊本県 主婦 全般
　人、生物が生きていくうえで何よりも優先するのが、「食」まして人間であれば「食」は身体、精神的にも安全なものでなければならない。消費者
が安心して「食」することの出来るものを信頼のおける生産者、販売者がいてくれて、適当な価格で販売してくれるのが望ましく消費者としては、生
産者への協力も大切なものである。農林水産省は国民の目線にたって、国民の信頼を得る行政であって欲しい。
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法人 熊本県 地方公共団体 全般

　農業・農村の所得倍増を目指した「農林水産業・地域の活力創造プラン」を踏まえ、農業担い手の所得向上につながる具体的な施策（特に生産
対策）について検討いただきたい。
　議論の中で「水田のほ場整備は極めて重要」との意見があるが、畑や樹園地についても、その重要性を踏まえ、議論していただきたい。（地域
からも、畑や樹園地の整備について、水田並みの支援をしてほしいとの声が多くあがっている）

男性 40代 兵庫県 農業関係 全般
中山間地域に対しての支援が少ない。守る農地とせめる農地を区別した支援が必要だと思います。
４～１０㏊規模の農家におもいきった政策が必要と思われる。集落営農ではなく個々の農家のグループも集落と同等にすべき。
個々の担い手に安心と希望を！！

兵庫県 農業関係団体 全般
家畜伝染病の見直し、牛白血病の届出伝染病から法定伝染病への格上げ、及び家畜共済対応を行う事。キャリア牛の淘汰により清浄化を図り
肉用牛の増頭を推進するため

兵庫県 農業関係団体 全般
子牛価格安定対策事業の見直し
肉用牛繁殖経営支援事業の制度化への変更を行う事。

兵庫県 農業関係団体 全般
畜産物ブランド強化・消費拡大推進
「神戸ビーフ」等の海外輸出拡大に係る県内食肉センターの早急な整備を行う事。

兵庫県 農業関係団体 全般
機械設備等を導入する場合は、国内はJIS規格、外国製品は各国の基準を満たす事を要件とする取り決めを行う事。基準を満たさないものは非
関税障壁扱いとする事。

男性 60代 愛知県 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39％は主要先進国で最低。世界人口、地球規模での自然災害の増加により将来の食料不足は明白。よって円滑な輸入の展
望は無理。経営収支の悪化と将来不安で農家の廃業が止まらない。政府は経営意欲、後継意欲を高める強いメッセージと最適な対策を講じるべ
し。主権国家として最大の恥を体験しないために。

男性 60代 福井県 その他
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食料自給率について、基本となる数値、カロリーベース等正確な数値でお願いしたい。また、国際的に自給率のわが国の低い数値は、有事の際
の備えとしては，適切か？最後に、社会との調和が必要。
すなわち、国民世論の反映で基本計画は作るべきで、アクションプランの策定までするべき。

男性 60代 北海道 農業関係団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食料自給率が低い原因は多々あるが、最も深刻なのは国産を大事にせず、安価な輸入を選択する国民の意識の問題と思う。スイスのように幼
児が自国産は高くてあたりまえと言って生産者に感謝し、大事にするようにならねば自給率は上がらないと思う。このためには幼児の頃からの教
育をしっかりと行う必用がある。これは食料自給率だけではなく昨今の若者世代が異常な事件を起こすという状況を是正することにつながる。会
津藩校日新館十訓のような教えを幼児から徹底することで国産農畜産物を愛し、生産者を愛し、高くても国産を購入することになりおのずと自給
率が上がり、且つ、目上を敬い、両親・兄弟を大事にし、道徳観念のしっかりした国民育成が可能となり、凶悪事件等々が減少すると思う。これは
農水省に限らず政権が考えなければならないことですが、日本の将来のために真剣に考えるべきことと思う。農水省職員のみなさんどうかよく考
えていただきたい。これはアインシュタインが愛した日本人の国民性の維持に繋がり、世界から賞賛される日本文化維持のために絶対必要と思
います。（競争社会を標榜する新自由主義者がせっかくの日本の文化・国民性を欧米化させ、思いやりのない殺伐とした社会に変えてしまう前
に、手遅れになる前に舵を切ってほしい！）

女性 70代 鹿児島県 流通業
食料自給率・自給力、
食料安全保障

若い人の米離れを耳にしますが、この辺りでも年配の人も「簡単ですぐ食べられる」ということでパンをよく食べるようです。乾めんのうどん、そば、
ラーメンをゆでるのも面倒だそうです。日本人の体質や健康面からみても和食の方が良いでしょうし、柔らかい物ばかり好む子供は継続力に劣る
とか。テレビで見た、鹿屋体育大アスリート食堂のような取り組みは、利用者にとって、食生活を考えるきっかけになると思います。

法人 兵庫県 農業関係団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食に対する世代による変化、生活習慣の変化に対応した農業生産を考えるべきではないかと考える。低カロリーが求められるのであれば、米な
ども低カロリーに対応した品種開発など消費者ニーズにあった栽培方法の検討が必要と思われる。
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男性 70代 徳島県 農業関係
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　日本の食料自給率は依然として４０％に及ばず、逆に低下している。先進国では最低レベルにある。
　又、アフリカ諸国では餓死者が数百万人もあると聞いている。「食足りて国が有る」。尚一層、食料安保の重要性を認識し、その為にも、何よりも
農業（第一次産業）の振興の為に農業経営の合理化、担い手、人材育成等上記に明記されている分野等に農林水産省は全力で取り組んでもら
いたい。

法人 宮崎県 食品製造・加工
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　首都圏への物流について、流通の補助金の政策を検討してほしい。最近は流通コストが高くなり、首都圏近郊のメーカーにコスト面でだいぶ開
きがあります。

男性 50代 大分県 その他
食料自給率・自給力、
食料安全保障

TPPに関連して、食の安全が脅かされている気がします。その点を、守っていただきたいです。農家の皆さんの意欲がなくならぬよう、また、遺伝
子組み換え食品などの害が出ないように配慮していただきたいです。

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

日本は食料の6割を輸入に頼っているが、今日の近隣諸国との関係悪化から極めて危うい立場にある。食料は原則として国産を基本とすべきだ
し、そのための補助金や税金は国民が応分に負担して当然である。最近は値段が安ければ良いという風潮も見受けられるが、安全・安心は価格
では買えないことを肝に銘じるべきである。

法人 北海道 消費者団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

【食料自給率の引き上げを求める】
国民の大多数は、食料の「安全・安心」の観点から 食料自給率の向上を求めており、国は、食料自給率の向上に努める責務がある。
今回、「新たな食料・農業・農村基本計画」の策定において根幹を成すのは、食料自給率の現行目標値(50%) の引き上げと、それに関連する実効
性のある農業振興策の確立である。
これまで工業優先で農業を軽視した結果、食料自給率の低下につながった。今こそ、農業立国をめざした「新たな食料・農業・農村基本計画」を
策定し、国民が安心できる「食料自給率の向上を柱とした食料安全保障」を目指すべきである。

法人 北海道 消費者団体
食料自給率・自給力、
食料安全保障

【食料自給カ指標の拙速な導入に反対する】
我が国の農林水産業が有する、潜在的な食料供給能カを示す指標として、あらたに「食料自給カ」指標を導入し、「食料自給率」指標と併せて公
表するとしている。
しかし、現在示されている「食料自給カ」指標内容は、現実ばなれした前提の上で試算された架空の指標であり、指標としての存在価値が疑わし
い。
「食料自給カ」指標を作成するのであれば、十分議論をつくし、現実に即した有効な指標とすべきである。重要なのは、あくまで「食料自給率」指標
であり、混乱と誤解を招きかねない拙速な「食料自給カ」指標の導入に反対する。

男性 埼玉県
食料自給率・自給力、
食料安全保障

食料自給率目標50%は維持し、安心安全の食料の安定供給は、守ってもらいたい。内容的には、畑作の麦作奨励が一番いいと思います。各地に
は、コンバイン、乾燥機はあるし、は種を12月に遅らせて、7月の収穫出来れば、労力配分もうまくいくし、経済的にもいいし、耕作放棄地の解消に
も役立し、自給率向上にもなると思う。但し水田の麦作の半分ぐらいは、検討してもらいたい。

男性 40代 愛知県 農業関係
食料自給率・自給力、
食料安全保障

先般の農業政策は、規制改革ばかりを前面に出しすぎで、どうも拙速すぎる。農地中間管理機構についても、地域をお金でまとめるようで、もっと
現場を見て、話し合いでまとめるべきである。日本の限られた国土で、中山間、平地など、大規模農地を構築するのは、なかなか容易ではないと
思う。土地それぞれによって、地質地力もそれぞれ違う。税金を使って補助金を出しての農地集積はやめて欲しかった。規模の大きい農家はその
まま大きくなり、中小規模農家は淘汰される。そして、多くの法人化への移行。すべて、法人にすべきでない。個人家族経営も残し、農業政策も、
中山間、平地のダブルスタンダード政策。そして、経営も法人（集落等企業等）、個人（家族経営）のダブルスタンダード政策をすべきである。一区
画大規模圃場も限度があり、まとめれば、メリットもあればデメリットもあり、そうすれば規制緩和により、まとまった農地を企業が買い、工場、物流
センターを作る。それでは、食料自給率が上がるどころか、食料を生産する農地が無くなり、食料自給力が上がるはずがない。海岸沿いの工業地
帯は、地震津波の影響を考え、内陸へとどんどん移している傾向である。企業も今までの土地を使って改築するのではなく、農地を安く買い新築
した方が安易だと思ています。優良農地ほど、企業立地の条件の良いところである。このままでは、自給力の低下、農地の荒廃がさらに進む。い
や、多面的機能を果たしている農地が日本から無くなるであろう。集中豪雨、大雨による洪水も多くなると思います。行政も財政が厳しいため、企
業誘致ばかり言い出しています。規制緩和もほどほどにして下さい。もっと本当に現場を見つめるべきです。
低コストにすると言いつつ、遺伝子組み換え作物を導入のタイミングを狙っている言う声も聞こえてきます。もっと国民に国産の食料を食べてもら
う運動・政策をして欲しいです。いつか食料を生産する農地が無くなります。それで良いのでしょうか？農地・水直接払いの地域も活動がワンパ
ターンで、地域住民のお弁当等に変わっているのが現状です。現場を込まなく回って意見を聞いて下さい。机上ではいくらでも理想は語ることが
出来ます。宜しくお願いします。
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法人 50代 東京都 その他
食料自給率・自給力、
食料安全保障

○食料自給率の目標
【食料自給率・自給力について】
国民は食の安全、自給率向上や供給、価格の安定を望んでいます。他の先進国と比較しても低い自給率目標（カロリーベース 50％）を下げるべ
きではありません。また新たに提案されている「食料自給力」は非現実的な条件での数字であり、日本の危機的な農業の現状を見誤らせるもので
す。現実に生産され、率として示される食料自給率を向上させることに力を注ぐべきです。

法人 50代 東京都 その他
食料自給率・自給力、
食料安全保障

○食料、農業および農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
1、食料の安定供給の確保に関する施策
【総合的な食料安全保障の確立について】
 昨秋の米価は生産費も賄えないほど暴落し、直接支払交付金の半額削減もあり、大規模米作農家でも打撃は深刻です。再生産が不可能な事
態では、主食の米さえ供給や価格が不安定となります。国の責任で米の需給調整を行ない、備蓄米は100万トン以上とし、不測の事態に備え、需
給安定にも活用してください。超古米を備蓄米とせず、入れ替えた米は加工用とし、アクセスミニマム米輸入は止めてください。麦、大豆、飼料用
作物の自給率向上の施策を講じてください。

法人 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

　世界各地より様々な農産物が輸入されている現在、我が国の自給率は低下するばかり、地方では農業が年々疲弊し、遊休地が広がる現在、
もっと真剣に農業改革に取り組んで活力を生み出してほしい。特に米作についても主食以外の利用拡大策を考え土地の荒廃を防止してほしい。
若者の農業従事者がふえる対策も大切な課題。ＴＰＰの問題も中途半端に終わらぬよう取り組んでほしい。各地の特産物発掘に力を。

法人 鹿児島県
その他（消費者生活
協同組合）

食料自給率・自給力、
食料安全保障

　貧富の拡大や気候変動による食料供給の不安定化は世界的な課題です。このような中で食料自給率をさらに引き下げ、ビジネスチャンスの対
象として日本農業を破壊しようとするＴＰＰ交渉や農協改革などが論議されています。日本の農業を守る立場で、食料自給率の引き下げにつなが
るような計画にならないよう、切に要望します。

法人 大分県 流通業
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　食料自給率は近年では国の自給率の引き上げの要望と対策は効果が期待できる範囲の結果は示されていないと思われます。何故なのかを考
えてみるに、日本国内の経済状況と農業生産性のバランス、農業生産に合理的な国の支援と農業生産者の担い手を確保する対策を国は真摯に
考えなければ、益々、自給率・自給力は低下し、食の安全保障も希薄なものとなっていくと思われます。自給率・自給力、食糧安全保障の強化に
は量を武器にする海外食料生産地が点在する中でも、世界でも質を武器に出来る日本は安心・安全はもとより、品質で海外での勝負が出来る可
能性のある唯一の国と確信する中、可能な数量をも生産できる体制も必要があり、それがしいては自給率の向上と農産物の貿易自由化の席に
就ける日本の立場が出来上がると考えます。安さばかりを強調するのではなく、価値ある農産物を生産することを主軸に考える時代が来ていると
考えます。

男性 60代 福岡県 農業関係
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　日本は先進国といいながらも食糧の自給については、商工業中心のため、外国農産物に依存している状態である。食料自給の大切さを学校で
教えるべきである。栽培でなく、地球上の状況をよく認識させるべき。また、消費者（お客さん）も同様である。マスコミをより活用し、知らしめるべ
き。戦争や災害等があると食料の輸入ができなくなり、パニックになるのでは。

男性 70代 長崎県 その他（年金生活者）
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　食料自給率５０％の目標は、不可能ではないか。現在の３９％を維持するのがやっとのことで、目標値は最大で４０％とすべきであろう。もし、５
０％を目指すなら、日本からパン、麺類を一掃しなくてはなるまい。

法人 鹿児島県 その他（漁協同組合）
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　魚類養殖の生産現場において、原価の約７割を占める餌代について、近年の餌事情は最悪です。特に餌の主成分である魚粉は、ほぼ１００％
を輸入に頼っており、その主産地である南米の漁獲が極少になっているため、円高とあいまって高騰が免れず、養殖経営が危機的状況に陥るこ
とが予想されます。魚類養殖が日本の食料供給及び輸出産業として維持される為に、安全で効果的な餌料が、安定かつ安価で供給されるよう、
基本的な構造を国によって作成されることを要望します。

男性 60代 福岡県 農業関係
食料自給率・自給力、
食料安全保障

　日本の食料自給率は４０％弱だが私は１年間地球全体がいろんな災害が発生し、世界中の国が自分の国の自給率をまかなえるだけになった
場合、日本は食料パニックになるだろう。私は１回そういう経験を味わってほしい。当然、日本の自給率の大切さがわかるのではないか。人間は
お金では生きられない。食料が一番であることを国民が考えてほしい。
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男性 70代以上岡山県 その他
食の安全、消費者の信
頼確保

数年前に発生した食肉偽装問題を契機として、多くの食品偽装が話題となったが、今なおテレビや新聞等で報道されている事は誠に嘆かわし
い。私達消費者がその食品の安全、安心を確認できる唯一の拠り所は、その食品に添付された、あるいは印刷されたラベルなどの表示である。
多くの食品メーカーが適切な表示をしている中、一部の業者の偽装は誠に残念である。これら業者への厳しい態度と完全に安全安心できる表示
への更なる推進に期待したい。

女性 60代 岡山県 主婦
食の安全、消費者の信
頼確保

　体にまあまあの物で、なるべく安価な物がいいです。とにかく、病気の原因にならない商品がいいです。

法人 奈良県
農業関係・食品製造
加工

食の安全、消費者の信
頼確保

自社で新鮮な牛乳、乳製品を作っておりますが、国、県、市の機関においても地産地消の意味をふくめてもっと使用して頂きたい。安心、安全な製
品を作っている小さな業者にもう少し光を与えて頂きたいと思います。

法人 30代 滋賀県 農業関係
食の安全、消費者の信
頼確保

農家の所得が低いのはいかがなものか。
ひとえに、農家の子弟ならハードルなく農家になれるというところに問題があると思う。
理髪店は、国家資格をもつ子弟に家業を預けることができる。
他人の髪の毛を切るということが、安全面や衛生面で他人に危害を加えないようにするためだと、解釈している。
一方、他人の口に入る食料を生産し、また、他人の健康に寄与する生命産業である農家に国家資格が存在しないことは、危険ではないのか。
農家の国家資格を作り、一定レベルの農業技術、農業経営力に達したものに農家の免許を与える。
誰もかれもが農業生産できるから、過当競争がおこり一割豊作になると、市況が半値になるという、理不尽な価格の決定構造になっている。
技術力、経営力を養った物だけだ農業生産できるという資格制度を作り、それを徹底的に実行していく。農業が自立した産業になるためには、こ
のようなことも必要なのではないだろう。
まずは農業後継者、新規参入者のレベルから国家資格を導入してほしい。
農業法人 社員

男性 60代 広島県 その他
食の安全、消費者の信
頼確保

近年の輸入農産物の汚染問題及び健康志向等による国民の食への安全性、国産農産物及び有機農産物等への志向が高まっている。しかし未
だ消費者の価格への要求は厳しく、生産者の所得への見返りは希薄で、生産拡大及び後継者育成等が危機的状況にある。そこで各地域、各品
目等の生産者のコスト、労働時間、所得等を広く知らしめ国民に安全農産物に対する対価の正当性を理解させるためのあらゆる広報活動を国、
県、市町村を挙げて取り組む。

男性 60代 大分県 その他
食の安全、消費者の信
頼確保

外食産業の異物混入問題がたびたび発生しています。外食をすることが多い現在食に対する不安を感じます。企業は発表することをお客様に対
するサービスと考えているかもしれないが、利用者は問題が発生するたびにどうすれば自分が被害にあうことが少なくなるのかを悩みます。どうし
たら本当に発生をおさえる事が出来るのかをもっと議論すべきだと思います。

女性 50代 東京都 その他
食の安全、消費者の信
頼確保

○食料、農業および農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
1、食料の安定供給の確保に関する施策
【食品の安全と消費者の信頼の確保、国産農産物の消費拡大について】
国産農産物の海外市場への販路拡大を重視し、国内には安い外国産品を輸入することで食料を確保するという構図では、自給率向上は望めま
せん。価格保障、所得保障で生産者が生産を続けられる施策を拡充することとあわせ、消費者が選択でき、国産の消費拡大に貢献できるよう加
工食品や外食での原料原産地表示を早急に義務化してください。そのためにトレーサビリティ体制も義務化してください。

男性 60代 岡山県 農業関係
食の安全、消費者の信
頼確保

　有機無農薬で米と野菜を生産している者です。最近青空市が多く見かけられ、近所の生産者の農産物が店頭に並んでいます。近くに店がある
ことは良い事だし、地産地消にもなるし、生産者も売れれば生産意欲が湧いて来ると思います。只出荷用と自家消費用を作り分けている生産者
が居る現状を見て不安になります。店頭で販売する農産物に関しての残留農薬のチェックと指導が必要です。
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法人 東京都 消費者団体
食の安全、消費者の信
頼確保

新たな有害物質への対応やフードディフェンスの強化を進めてください.
・最新の和学技術により明らかになった新たな有害物質への対応を巡めてください。その対応について食品業者へ指針を示すとともに、低減対策
等、消費者自らができることを示してください。 最新の科学的知見に基づいた情報提供や学習といったリスクコミュニケーションをさらに進めると
共に、誤った情報や不安をあおる情報に対しては積極的に正確な情報を提供してください.
・事業者によるHACCPの衛生管理の取り組みは、安全な食品を提供するという従業員の意識向上にもつながることから、推進していくことが大切
です。.一方で、意図的な犯罪に対しては、十分に防止することは困難な面があります。フードディフェンスの強化については、個々の事業者の努
力に頼るだけでなく、日本の食品業界全体の需要課題として、行政・生産者・食品業界が連携し、一体的な取り組みを進めてください。

法人 東京都 消費者団体
食の安全、消費者の信
頼確保

食品表示の適正化を他省庁と連携して進めてください。
・平成27年春には新たな食品表示法が施行されます.新たな表示制度が消費者の選択に活かされるよう、関係事業者に周知・遵守させるととも
に、消費者庁、厚生労働省と共に消費者にも制度の普及・啓発を行って〈ださい。
・また、外食メニューの不当表示問題を契機として景品表示法の強化が図られました。
消費者庁職員として併任された食品表示Gメン等によるホテルやレストランへの巡回とともに、消費者に誤認させる不当な表示に対して監視指導
を強化してください。

法人 東京都 消費者団体 食の安全、消費者の信頼確保

福島第一原子力発電の事故による復旧・復興に向けた取り組みを続けてください。
・福島第一原子力発電所の事故の後、国産食品への放射性物質に関する対策が進められたことにより、基準値を超える食品は減少傾向にあり
ます.関係者の努力で福島県産のお米からの放射性物質もほぼ検出されない状況になってきました.しかし、未だ除染や管理が行き届いていない
農委も多く残されています。放射性物質に関する不安を払拭するために、帰農に向けた支援を進めつつ、引き続きモニタリング検査の公表や、国
民・事業者・行政によるリスクコミュニケーションを継続して〈ださい。

法人 福岡県 食品製造・加工
食の安全、消費者の信
頼確保

　異物混入で色々問題が発生しているが、１件でてくるとここぞとばかり各メーカーが出してきてこれまで公表するべき事をおこたり、技術面は良く
ても従業員の労働条件とかが改善できないと、今後もこの様な事はおこると思う。国は企業重視の政策だけで、個人の事については後まわし、企
業重視でもいいがもう少し一般の人々の事を考えてもらうと、この様な事も少なくなると思います。

女性 60代 熊本県 主婦
食の安全、消費者の信
頼確保

　先日より世間を騒がしている●●●（注：原文には個別企業名を記載）の異物混入にはじまり、次から次へと判ってきた事件、子供から大人まで
利用する食品に関わる事であり、はっきりとした原因をつきとめてほしい。また、そのチェック機関がどのように関わっているかまで公表し、二度と
この様な事がないように。食の安全安心が普通の事として受け入れられる様になる事を願います。

男性 50代 熊本県 その他（漁業）
食の安全、消費者の信
頼確保

　食品の安全性、信頼性になるように体制づくりをお願いする。

男性 70代 鹿児島県 外食産業
食の安全、消費者の信
頼確保

　今日、海外からの安い食材が簡単に手に入り、私達消費者の生活にとっては、有り難いものでもあります。一方で、飲食店などで使われる食材
が、どこのものかなど私達が明確に判断できる表示などは、恐らく提供している飲食店の任意によるものが多いと感じます。私達の食の安全が明
確に判断出来るような表示基準や規制を設けてほしいです。

法人 熊本県 農業関係
食の安全、消費者の信
頼確保

　「食の安全・安心」とは製造者側も消費者側も常に心にとめていることだと思う。消費者としては、最近の異物混入という状況を見ると製造過程
に疑念を抱かずにはいられない。心理的、主観的な問題である「安心・安全」という感情は、制作者側の制作過程に配慮・消費者への配慮が伝わ
れば、「信用」という心情をもって「安心・安全」という感情を得ることができるのではないかと思う。製造者としては何をどのように伝えることが有効
であるのかを考えていきたい。

女性 40代 大分県 主婦
食の安全、消費者の信
頼確保

　小さな子を持って、親として食の安全を守りたいが、異物混入等の報道が連日の様に流れ、何を基準に購入したらいいかわからない。地元の品
を使い、いちから手作りした方がよいのだろうが、時間、予算にも限りあるので、各企業に今以上のチェック体制をお願いし、それを怠るとペナル
ティを与えるくらいの厳しさにしてもいいと思う。

男性 60代 長崎県 流通業
食の安全、消費者の信
頼確保

　最近の食と食の安全について、食に危ないものが入っている事故が大きく取り上げられていますが、私は大変驚いています。命に直結するから
です。国、業界、消費者で対策を取るべきと思います。
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男性 60代 熊本県 流通業
食の安全、消費者の信
頼確保

　レストラン、弁当などの野菜の生産地が心配です。産地表示をして欲しい。

法人 鹿児島県 流通業
食の安全、消費者の信
頼確保

　加工食品の原材料の割合を、多い順に記入を義務化したらどうか。量販店の加工食品は納入価格を抑えられ、結果、添加物等が多すぎるよう
な気がする。子供達に安心して食べさせられる食品を望む。製品の安心安全が作り手と売り手側のものになってきている。

女性 30代 宮崎県 主婦 食育、食文化
近年、欧米化、デジタル化が急速に進み、幼児期からの食文化がかわってきている。子供の食する物も和食より洋食が多い。肥満児や体力のな
さが問題にあがっている。日本人の食はやはり和食にあると思う。日本のものをより食べてほしい時代です。子供たちのため、昔ながらの食文化
をもっと広く伝えていってほしい。

法人 大分県 食育、食文化
世界はまさに情報化時代の渦中で、生活様式の変化も年々加速されてきていると感じられ、日本人の多くの人は日々の食に対する食欲の感覚
は変化しつつあると思います。簡単、便利が優先し、安全・安心はもとより、家庭での料理食は希薄になりつつあります。忙しい現代社会は、食
育、食文化をも変化させる大きな要因となっています。食は生きる源です。将来を危惧します。

男性 60代 大阪府 地方公共団体 食育、食文化

FAOは２０１３年５月に世界の食糧危機を克服するには「昆虫を食べること」だと報告。昆虫は、高蛋白で良質な不飽和脂肪、そしてカルシウム・
鉄分・亜鉛などのミネラルが豊富。また、「畜虫業」の可能性にも言及。虫１キロを得るには平均で２キロのえさで済み、１キロの牛肉を得るのに必
要なえさ８キロに対し、４分の１で済む。虫を食べる文化のない英国でも「抵抗感」を打ち消す広報として「Ento」プロジェクト長期計画を進めてい
る。日本には昆虫食文化があるが、現在は一部の地方のみとなっているので復活させたい。

男性 香川県 外食産業 食育、食文化
さぬきうどんの店長です。さぬきの小麦で作ったうどんこそ、さぬきうどんだと思います。ASWのうどんとさぬきの小麦夢2009の小麦のうどんとをラ
ンク別にしてほしい。

法人 北海道 消費者団体 食育、食文化

【農林水産業に関する学校教育等の充実について】
農林水産業は、地方の基幹産業であり、国土や自然環境の保全、地域社会の持続可能性等多面的な機能を有しており、農林水産業発展は、国
民の生命線である。
そのため、国民各層の理解と支援が不可欠であり、学校教育や生涯教育において、農林水産業の重要性や、食育(日本型食生活の普及等)の一
層の推進をはかるべきである。

法人 50代 東京都 農業関係団体 食育、食文化
食農教育推進事業を農林水産省と文部科学省両省所管おいて構築すること
  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。

女性 40代 佐賀県 主婦 食育、食文化
食育、食文化について、日本の伝統的な食文化に関心を持たれている方は少ないと思います。日本の伝統的な食文化を幼稚園・保育所・学校等
でもっと広めていただき、親や子供たちに関心を持たせていただきたいと思います。

法人 東京都 消費者団体 食育、食文化

消費者の多様なニーズ・特性に対応した食背と国産農産物の消費拡大を進めてください。
・日本人の生活スタイルの多様化とともに食のスタイルも多様化しています。バランスの取れた食事・十分な睡眠・適度な運動が大切であることを
押さえた上で、食における美味しさ・楽しさ・面白さを伝え、食への関心を高める施策が求められます。日本の食文化が注目されている今とそ、こ
れまで育んできた季節ごとの食にまつわる文化の継承も含め、国産農産物の消費拡大の取り組みを推進してください。
・.生産と消費が離れる'中、次世代を担う子供たちが農林水産業を体験する機会を、文部科学省とともほ授業のカリキュラムに入れるなど、積極
的に推進して〈ださい.。
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法人 東京都 消費者団体 食育、食文化

厚生労働省や文部科学省と連携を図りながら、生活習慣病の予防を強化してください。
・日本人の食事摂取基準(2015年版)が策定されました。策定目棋として、生活習慣病の発症予防とともに、重症化予防も加えられています。「目
本型食生活」の欠点は塩分の摂り過ぎとも言われています。日本人が一日に摂取している食塩量は約13gとも言われ、目標量を大きく上回り、高
血圧のリスクは高まっています。食品事業者への低減策を示すと共に、イギリスの例を著書考にしながら国策として減塩の取り組みを推進してく
ださい。
・生活習慣病予防には子供の頃からの習慣が大切です。各家庭や食品関連事業者の取り組みを促すとともに、文部科学省と連携し、学校給食
のみならず、授業を通じて食の大切さを学ぶ機会を作ってください.。

法人 滋賀県 食品製造・加工 地産地消、6次産業化

総合化事業計画の認定を受けて、６次産業化ネットワーク活動交付金実施計画書に着手しておりますが、非常に難しく苦戦をしております。交付
金であるため、しっかりした計画書は必要かと思います。しかし、実績データ、やりたいことなどはすぐに記入できますが、今後のこと、特に費用対
効果については、正直想像もつきません。今後の交付金事業申請には、もう少し、簡単な書類審査になりますよう、ご検討いただければ幸いで
す。

男性 50代 京都府 地方公共団体 地産地消、6次産業化
6次産業化については、マーケティングが確立しない中では、過剰設備投資や既存食品加工業等の過当競争になり兼ねないと思います。
農家サイドだけがガンバルのではなく、生協など需要側ときちっとタイアップして、共同出資の様な形で進めるなどのスキームが必要ではないで
しょうか。

法人 奈良県 農業関係 地産地消、6次産業化
１．６次産業化に於いて製造される商品の販路拡大の為、ベンダーとバイヤーがマッチング出来る場を多く大規模に設けてほしい
２．年に一度東京ビッグサイト等大規模な展示会が企画されれば出展したい。

女性 兵庫県 食品製造・加工 地産地消、6次産業化 食育をさけばれながら旬に旬を食べる事を知らない人が多く、考えさせられる事が多すぎる…

法人 北海道 消費者団体 地産地消、6次産業化

【農業・農村所得倍増の根拠を明確に】
今回、「農業・農村の所得倍増を目指す」こととし、農業所得や農村地域の関連所得の増大に向けた対応方向が示された。
しかし、所得倍増を目指す年次計画や項目ごとの数値の裏付けがなく、具体性に欠ける。特に、農村地域の関連所得の増大に向けた対応は、総
論的内容に止まっており、根拠が弱い。
農業者の意欲を高め、農村の活性化を推進するため、農業・農村の所得増加は不可欠である。年次ごとの所得増にかかる計画等を、具体的根
拠に基づく数値で示すべきである。

女性 60代 大分県 主婦 地産地消、6次産業化
大分県産のおいしい食物を家族全員で食べたいと思っています。農業離れ対策の一助として、米・野菜等の価格を安定にして、元気な農業にな
るべく県・市の対応を宜しくお願いします。

法人 40代 滋賀県 農業関係 地産地消、6次産業化
地産地消において、生産者、消費者共に税制や補助等の優遇制度を策定してほしい。
弊社は滋賀県のこだわり農産物の生産を行っているが、促進、普及につながる施策を講じていただきたい。

法人 熊本県 その他（林業） 地産地消、6次産業化
　6次化をやって行くのに資金的な手助けが複合して使える様に成ればと思います。もっと現実的な補助をしていただきたい。実力が付くまで応援
が出来ないのか。

男性 60代 宮崎県 農業関係 地産地消、6次産業化 　６次産業の規定がきびしく経済産業省の様に個々の農家も頑張る個人にも事業をやってほしいし、もっとわかりやすく指導してもらいたい。

男性 兵庫県 食品製造、加工 地産地消、6次産業化

地方の山間集落では、国の農業政策に合致する大型化は願うすべての無く家族で細々と耕作する他維持することはできません。こうした山間地
の再生取り組みとして①効率追求のみで無く他品種少量農家②こうした農産物を原材料とするグループ（会社）③これを商品化し、販売するグ
ループ（会社）への支援。又、このグループ（会社）が地元の人々の働く「場」を提供することを支援の条件として、就業の機会を作るべきと考えま
す。

男性 60代 奈良県 農業関係 農業経営、担い手

過疎化等に苦しむ村では農協の果たすべき役割は大であるが、農協自身が、農家は野菜を作るだけの小作扱いをしている状況では政策を変え
ようが、トップダウンで政策を委託しても何も変わらない。農協が農家を育てわが村の自慢の逸品を一緒に作る取り組みをする必要があるように
思う。また、営農に力を入れず金融に力を注いでいる農協組織もあり、営農と金融の分離を行い、営農部門のみ農林水産省扱いにする思い切っ
た改革も必要！
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男性 70代以上広島県 農業関係 農業経営、担い手

現在のような米価では、土地を集約したところで、中山間地域では農業経営の担い手は殆どいないと思われる。米を栽培するために、他から収入
を得て、肥料・農薬・機械代につぎ込み、生活費すら生み出せないようでは、将来性はない。最近のサラリーマンの平均年収は300万円前後の世
界とよく耳にするが、それでも若者は現金収入のほうに足が向くのではないか。とくに強調したいのが、農業は自然を相手の仕事であるので、機
械で計算するように上手くいかないのが、実態である。

法人 30代 滋賀県 農業関係 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。
 企画部会における議論の中でも「法人主義」への転換が必要とあるが、中山間地等を多く抱えるわが国の農業環境を考えたときに、家族農業経
営の果たす役割は大きい。また、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。
 経営面に着目したあるべき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。）

法人 60代 熊本県 食品製造・加工 農業経営、担い手
農地法の改正により参入しやすくなったという国、自治体の声に促されて農業参入したが、その後の経営所得安定対策の改正は個人農家、1企
業を締め出しかねない政策のように見える。 新規参入企業への政策緩和や補助金の充実を図って経営が安定するよう検討して欲しい。

法人 兵庫県 農業関係団体 農業経営、担い手

・農業用の温室の建設は農業用施設として扱い、コンクリート張りでも建築基準法から除外すること。
　農業生産を行うために建築したハウスが農地転用し農地でなくなるということは、どういうことか解答いただきたい。
・全ての雇用制度にかかる助成制度を期間限定にせず、効果が確認できるまで実施すること（緊急雇用、就農雇用制度等）
・農地を担い手に集積して規模拡大していくことが持続可能な農業の推進になっているか疑問である。現在、地域の農業を支えている兼業農家を
無視して施策をすすめた場合、地域のコミュニティが崩壊し水路などの保全ができなくなるのではないかと考える。また、野菜作では、兼業農家が
生産量に奇与する部分が多い。兼業農家も成り立っていくような農業政策を望む。
・農業者の高齢化、後継者不足により労働力不足となっており産地の維持拡大が困難となっている。その中で、外国人技能実習生を導入する地
域もあるが、外国人技能実習生ではなく、直接外国労働者として雇い入れできるようにすること。また、申請手続き等を簡素化すること。

男性 60代 滋賀県 農業関係 農業経営、担い手
私は日本が世界から尊敬される品位ある国となることを願っております。特に党派に固執しておりません。その上で農政について特に感じている
事ですが、国は口先ばかりの政策で本当に日本農業並びに農村を守る姿勢が見えにくい。例えば多くの制度資金や助成資金がすべてにおいて
農家側（需用者）に厳しい要求をつきつけ資金を使わせないようにしむけている。

男性 70代 滋賀県 農業関係 農業経営、担い手
農家に生まれた男の子でも、現在３０才代後半になって「今の日本は食料が余っている時代だから国民の７０％以上が農業なんて保護しなくてい
いと言ってる。その様な農業は次ぎたくない、農村にも居たくない」とはっきり言います事が残念です。我が地方でも１０㏊、２０㏊と多く作っても、お
金が出来ないと言っています。農村は戸数が減るばかりです。

法人 滋賀県 農業関係 農業経営、担い手

今、農業経営が大規模化と生産経費の削減を行うことが必須になっております。しかし日本の農地で効率的農業が行えるところがどれだけある
のか又、効率主義だけの農業経営となってしまうのが大変不安に思っております。経営的に受け手が無い山間地の農地は集落営農が収支を無
視してでも生活環境維持のため農地を管理しているのが現状です。間接作業が多すぎ経費削減に限界がある山間農地と平野農地との２本立て
の政策が必要だと思います。

男性 50代 滋賀県 農業関係 農業経営、担い手
高齢化、人口減少の将来予測の中で、農業経営(中山間地)での担い手不足対策が言われているが、耕作条件の不利困難な農地での、利益が
見込めない地域では、法人、企業の農業参入には限界があると思う。明確な方針を示してほしい。

法人 鹿児島県 農業関係 農業経営、担い手
　農業の担い手の人材育成と雇用確保をしっかりとし、農業生産を高め、効率の良い生産方法を身につけて６次化につなげてもらいたい。農産物
を安定的に生産できる人材を育てないと６次化までつながって行かないと思います。

女性 50代 香川県 農業関係 農業経営、担い手
　年々異常気象、また鳥獣被害、その上農産物の価格の低迷。しかしながら経費は下がるどころか、上がる一方です。このように農家を苦しめる
環境になっております。いろいろと政府は、対策をしてくれているようですが、一部の人は使っているようですが、広く一般には受けられていないよ
うです。農作物は、人が生きていく上では大切な役割を持ってります。魅力ある農業にするためにもう少し考えてほしいと思っております。
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女性 40代 千葉県 地方公共団体 農業経営、担い手
　新規就農者に田畑を維持する重要性をわかってもらうため、グループになって、はじめから田畑を作ってもらいます。広場・山中など自分たちで
場所と生産物を決め、アドバイザーをたずね、目標の収入をたっせいできるようにがんばってもらいます。アドバイザーは農家さん、大学など。
　名付けて「開墾しよう、そうしよう！」です。

男性 60代 福岡県 農業関係 農業経営、担い手

当農事組合法人は創立3年を過ぎたところですが、構成員17名の年齢構成は60歳以上が30％、50～59歳が40％、50歳未満が30％です。つまり
60歳以下の現役のサラリーマンが農業者として作業を行っている状況で今後5～10年先には中核をなす若いリーダーを育て組織経営・運営を考
えていかなけれけない状況にあり先進農事組合法人で旨く若い世代への運営に移行した成功事例があれば、その情報を開示していただければ
有り難い。

男性 40代 滋賀県 その他 農業経営、担い手

30歳ごろから農業を兼業でやっているのですが、なんで、兼業の範囲で農業をやらせてくれないんですか？法人化でじいさんらの息子がどんどん
農業から逃げる道を作ってるだけなのではないでしょうか？小中規模でもマンパワーを残すために法人化(大規模)ばっかりいわないで政策を組ん
でください。じゃないとほんと、10年後、農業いやでもやってくれる人が誰もいなくなると不安です。価格決定権（安定した価格）がない限り、専業で
農業もできず、かといって、兼業で、3町以上の草刈はできません。一人当たりどれくらいが妥当かよく考えてください。おねがいします。

女性 70代以上大分県 主婦 農業経営、担い手
affの記事では若者の農業経営に積極的な様子が記されていますが、実際に身近な所では農業離れが起きています。叔母が高齢で長年耕作し
てきた田んぼや畑は後継者がいなく、今まで守ってきた良い土壌もだいなし（ニラ生産農家でした）働く意欲の湧く様な農業のあり方を政府は考え
て行くべき時だと思います。

法人 50代 鹿児島県 農業関係 農業経営、担い手
弊社は公益法人であるため黒字経営を見込むことが出来ないため大型農業機械（産業用無人ヘリコプター）リース補助事業（1/2補助）の実施と
担い手育成研修事業の研修費用補助金を活用できる制度を作って下さい。航空事業実施法人にはとても喜ばれると思います。

男性 60代 広島県 その他 農業経営、担い手

米価の低落は作付面積の削減、生産減少を招き50%目標の自給率向上を大きく損なうばかりか大事な耕地が荒れ果て、基本計画にある美しい
農村風景、水源涵養は不可能となる。大規模化、専業化にはなじまない条件不利地域では兼業による中小規模農家の役割が唯一の耕作維持に
つながり、国では手の廻らないところを各県市町村が地域に的を得た政策をとる必要がある。自給率向上、地産池消のために中小規模兼業農家
の取り込みは不可欠である。

男性 60代 広島県 その他 農業経営、担い手

時代に合わせた営農の改善は必要であるが、個別競争で営農を推進する先進的スタイル、六次産業化、需要開拓、輸出、高付加価値生産等、
こうなると企業としての農業生産者でないと不可能である。一生産者に生産技術、販路対策の全ての手腕を求めるのは不可能である。特に機械
効率、労働生産性の劣る中山間棚田エリアでは中、小規模農業経営、安定兼業で支える農業も一つの柱として過疎化を回避する手立てとすべき
である。

法人 50代 長野県 地方公共団体 農業経営、担い手
農地条件等に恵まれず規模拡大や大幅なコスト削減が困難な中山間地域等の農業振興が大きな課題となっている。今回、地方意見交換会で示
された資料では、「経営展望」について、営農条件に恵まれない「中山間地域の農業経営モデル」が示されておらず、中山間地域農業の将来の姿
がイメージできない。条件不利地域でも創意工夫と努力で経営が成り立つ「中山間地域の農業経営モデル」を明示されたい。

法人 50代 長野県 地方公共団体 農業経営、担い手
農業・農村の所得を増大することは重要であるが、「倍増」を基本計画に位置づける場合には、どのような積み上げをもって「倍増」になるのか、農
業・農村の所得を構成するとされる「農業所得の増大」と「農村地域の関連所得の増大」について、項目ごとにそれぞれ、どのような方法を講ずれ
ば幾ら増加可能なのかを例示するなど、農業者が実現可能性を具体的にイメージできるよう記載されたい。

男性 滋賀県 農業 農業経営、担い手
当土地改良区では集落営農組織を推進しています。また、耕作の中心者は６０歳～７５歳の元気老人を育成することや、地域の農業施設を地域
で守り育てる取組をしたいので、集落営農組織への助成を強く求めます。

法人 50代 東京都 農業関係団体 農業経営、担い手

特定の経営分野に特化しないバランスのよい農業施策を
 特に、国の農業産出額8兆5千億円のうち、野菜や果樹分野が34％、畜産が30％を占めているが、輸入野菜・果樹・花きの増加により一層の価格
低下をもたらし、農業経営の継続や生産意欲にも影響して、遊休農地の増加の一因となっている。
 遊休農地の解消と増加防止のためには、農村地域・都市地域を問わず、土地利用型農業経営以外のこれら分野の経営を確立することが必要で
あり、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。
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男性 50代 栃木県 農業関係 農業経営、担い手

稲作農業の体質強化緊急対策等の政策において最近の農政は担い手・集落営農ばかり優遇して兼業農家を切り捨ていてる傾向があると思う。
兼業農家は他の職業から得た所得を農業につぎ込んで食料自給率を上げようと努力しているのにそのボランティア精神を踏みにじってしまう今
の農政には腹立たしく思う。なぜ戸別所得補償復活を掲げていた民主党に投じなかったかと悔いている。後悔をさせない小さな農家を切り捨てな
い政治を願います。

男性 60代 東京都 その他 農業経営、担い手

農業発展のためには担い手の確保が重要である。農外に期待するのもよいが、農家の子弟に期待するのが自然だし最も効率的だ。しかしその
農家の子弟が激減している。農山村の出生率を高め、農業後継者群の裾野を広げる必要がある。農水省は農山村の人口増加対策を施策の根
幹に据え、農業所得の向上策はもとより、農家の女性に男性と同じ農業労働をしつつ育児・家事も強いるような農家の生活・労働のあり方を改善
し農家のイメージを変える必要があるのではないか。

男性 70代以上滋賀県 農業関係 農業経営、担い手

私が住まいする地区では、平成22年度補助採択を受け、経営体育成事業として、ほ場整備事業を県営事業として取り組んで頂いております。併
せて、農業経営の受け皿として、担い手を主にした構成員で平成24年12月に農事組合法人 みちあいの里三津屋を立ち上げました。
ところが、H26産の米価が暴落し、農業経営に即座に影響し、法人の展望が持てない状況になってきました。まだ、その上に、TPPが妥結します
と、ますます農業経営に困る状況になると思います。我々が、子々孫々に良かれと思って、大規模圃場と、農地集積を図るべく取り組んできた、事
業を、若者に希望と展望が持てる政策を希望します。また、農林政策は、末端においては、目まぐるしい変化と、急ぐ要望が多く見られます。もっ
と、落ち着いて、しっかりした政策と、若者が、農業に希望の持てる方向を打ち出していただきたい。

法人 50代 東京都 その他 農業経営、担い手

第3 食料、農業および農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
2、農業の持続的な発展に関する施策について
農林水産業は国民の命や地方経済、国土保全を担う基幹的産業です。農業政策では中山間地が多い地理的条件のなか「家族農業」を中心に据
え、地域の特性に応じた農業支援の施策を行い、大小多様な農家経営を数多く維持することを求めます。また、新規就農者には、国、地方自治
体、地域が一体となった長期的、きめ細かな支援を行なうことを求めます。国連が昨年を「国際家族農業年」、今年を「国際土壌年」と定めたよう
に、農業は地域に密着し文化、環境、コミュニティを支える営みでもあり、地域から選ばれた農業委員会の意向を尊重し、企業の農業参入は規制
し、農地取得に道を開くことは止めてください。

滋賀県 農業関係団体 農業経営、担い手

干拓土地改良区は、内湖を干拓し陸地を維持す新る施経設費(干拓堤防・排水機場・幹線排水路等)の施設の改修・更及び、排水機場の運転管
理費などの維持管理費の負担を強いられています。
今後はTPP等を考慮された農家経済に厳しい農業施策が想定されます。干拓地の農家は陸地維持管理の特別負担(賦課金10a当・年1～2万円)
が重荷となり、農業経営の継続困難や農地放棄も想定されますので、陸地の維持保全に係る経費を全額公的負担とされ、安心して農業経営が
継続出来る新制度を早期に創設されますようお願いします。

男性 不明 福岡県
農業関係（兼業農
家）

農業経営、担い手
　今後の農業経営はどうなるのか。高齢化していくなか担い手（若者の育成）への支援、勉強会等の開催、地場での農地拡大等を市、県、ＪＡへ
の呼びかけで楽しい農業経営の促進。

法人 鹿児島県
農業関係
その他（開業獣医）

農業経営、担い手
　酪農経営が厳しいです。経営安定を目指したいのですが、乳価は現状のまま、円高の影響、牧草の高値により、行きずまりそうです。もっと国の
保障を。

男性 60代 長崎県 農業関係 農業経営、担い手

　今後の農業経営に不安が、特に米価暴落で私達農家にとって今後、米作りで経営がなりたって行くんだろうか。また、米作りが出来るのだろう
か。国は私達兼業農家がつぶれても企業を参入させて農業を維持、また、効率が悪い地域は、切りすててしまうのでないかと思ってしまいます。
必ずあと何年後にはやって来るだろう食料危機に備え、強い農業経営と地域の発展しなければならない思うし、頑張って次の世代に引き継がな
ければと思います。

女性 40代 福岡県 主婦 農業経営、担い手
　平成２６年度産の新米は、店頭で確認する限り、一般的なもので、１０kgあたり１，０００円ほど、例年より安い気がしました。消費者としては助か
るのですが、生産者の方々の収益としてはどうなのだろうと心配になります。

兵庫県 農業関係団体 農業経営、担い手
農業用の温室の建設は農業用施設として扱い、コンクリート張りでも建築基準法から除外すること。農業生産を行うために建築したハウスが農地
転用できなくなるというのは納得できない。早急に法改正を望む。

兵庫県 農業関係団体 農業経営、担い手 全ての雇用制度にかかる助成制度を期間限定にせず、効果が確認できるまで実施する事。（緊急雇用、就農雇用制度等）
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兵庫県 農業関係団体 農業経営、担い手
農地を担い手に集積して規模拡大していくことが持続可能な農業の推進になっているか疑問である。現在、地域の農業を支えている兼業農家を
無視して施策をすすめた場合、地域のコミュニティが崩壊し水路などの保全ができなくなるのでないかと考える。また、野菜作では兼業農家が生
産量に寄与する部分が多い。兼業農家も成り立っていくような農業政策を望む。

兵庫県 農業関係団体 農業経営、担い手
農業者の高齢化、後継者不足により労働力不足となっており、産地の維持拡大が困難となっている。その中で、外国人技能実習生ではなく、直接
外国人労働者として雇い入れできるようにする事。また、申請手続き等を簡素にする事。

男性 20代 徳島県 農業関係 農業経営、担い手
　高齢化の為、農家が減っている。若者など新たに担い手などを増やしてほしい。
　また、土地の有効活用法などがあればおしえてほしい。

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）

各種法人に対する事業の助成金等についてですが、農業生産法人と特定農業法人では、後者の方は耕作依頼があった場合、条件不利地でも
耕作を請け負う義務があり、必然的に生産効率も悪くなりますので、通常の農業生産法人に1ほど支援するとすれば3倍程度は支援する必要があ
ると考えます。
同じ支援内容という現状の制度設計は明らかに理不尽です。
また、特定農業法人が同じ地域内に出来た場合、農業生産法人の経営にも一定の制限を設けるべきだと考えます。

法人 兵庫県 農業関係団体
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

・加工業務用需要に対応した契約取引を拡大するとなっているが、畑作では収量は多くそれでも良いが、淡路のような水田では収量が少なく、も
ともと契約単価も安い交渉となり、農家所得につながらないのではないか？
・各産地、特色ある農産物の生産が基本であるが、販売方法は物流のあり方など生産者に不利な部分が多い。また、国内での産地間競争も生
産、品質向上のためには大事であるが、輸入品への対抗を考えれば産地間協力も必要である。
・野菜価格安定保証額は、９年から６年平均になったので、不安定な保証額となっている。制度を見直し各産地および全品目が自ら再生産できる
単価となるように早急に見直しを行うこと。
・平成20年の肥料価格の高騰以来、農業生産資材は高止まりしており、原料を海外頼っているため、為替の影響、石油情勢、肥料原材料の産出
国の意向などに左右され、農業生産現場は、収益を圧迫されている。肥料を始めとして生産資材の価格安定を図るための基金、補助政策を望
む。

男性 70代 奈良県 主夫
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

水田、畑作を耕作放棄しないように、頑張って作付けしているが、獣害(特に猿）に悩まされている。電気柵、網などで対策しているが効果がない。
良い対策をお願いしたい。

男性 滋賀県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

猿の害に困っています。稲の穂から麦大豆、今は大根、人参、ネギまで食べられ家の中までも入ってくる始末、ぜひ対策をお願いします。

法人 熊本県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

　昨年は戦後最悪の異常気象で非常な減収でした。その上価格は大幅な下落で１袋４，０００円－４，８００円で労賃もでない状況で、多くの農家
が稲作に意欲をなくしています。国は規模拡大による価格の低下をもとめていますが、今の価格では赤字の拡大につながり、規模拡大の意欲は
ありません。米の消費の減退により、稲の作付面積の縮小が求められるものであれば、政府の責任において自給率を決め、生産割当をすべきで
す。転作がよりよく実施される為に高齢の人でも稲作を続けられる為にも戸別所得補償は元にもどすべきです。又、転作作物についても飼料稲な
みの奨励措置があればもっとやりやすくなるものと思われます。コスト低下のため機械化無にはできません、組合による農機具の購入共同利用
に助成を要望します。

男性 70代 熊本県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

　農機具関係の油税の引下げを認定農業者に対し御要望をお願いしたい。
　深刻化する猪の農産物の被害、頼みの猟友会員も町に二人しかいない状態で、どうしても認定農業者に被害対策のアドバイザーが箱わなの免
許を広く取らせ、ハンター奉仕の精神で行ってもらいたい。

法人 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）

国庫事業採択要件の拡大を
 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。
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男性 20代 福岡県 農業関係団体
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

現在地域では生産数量目標達成のため全町的にブロックローテーションに取り組んでいます。飼料用米や加工用米などが生産数量目標外で生
産できるようになり、ブロックローテーションで主食用米以外を作付する地域に飼料用米などを作付する農家が増加しています。しかし、大多数の
農家は大豆の作付を行っており、飼料用米の隣接圃場で生育不良などの問題が発生しています。このような状況ですので、地域全体としてのブ
ロックローテーションに影響を与えるような飼料用米の作付について国から指導を行っていただきたいです。または、大豆の団地化に対して過去
の団地加算の復活などをご検討いただきたいです。

男性 70代 大分県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

　若者が都会に集中せずに地方で農業、漁業に従事して豊かな生活ができる社会造りが必要。若者が都会に出て行って、安い俸給で結婚もでき
ず郷里にも帰れない状況が少子化社会をうむ一因にもなっている。より豊かな国とは都市の繁栄ではなく農漁村が豊かになってはじめて実現す
る。

法人 長崎県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

　離島に於いて肉用牛を主体とした農業経営を行っているが、飼料の高騰、素牛の高値と良好な材料が少なく、畜産（肉用牛）の方向性がみえて
こない。政策として飼料米化増産はうたっているが、それより国産の安価な配合飼料供給の基礎となるのか知りたい。

法人 熊本県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

　政権が代わり農業政策も変化する、中長期的には計画を出して営農したい者に対して全くやり難い農政である。小を大にしていく農家にとって
最悪の施策である。なぜか、其のたび変更する計画は何ともハラハラしながら営農する状況である。

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）

　営農始めて４９年になりますが、２０１４年度ほど米価の低下はショックでした。今後、担い手農家が安心して経営が出来る政策を願うのみです。
今後も水田の高度利用を計りながら後継者に安心してまかせる経営者となるよう各関係団体と連携を取りながら地域農業を守って行きます。

女性 50代 福岡県 農業関係
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

　福岡で黒毛肉用牛肥育と一部黒毛繁殖和牛の一貫をしている畜産農家。土地改良事業で、畑・水田が整備され、作業がしやすくなり、牧草は
転作の対象となりますが、畑作作物に、牧草を入れてもらえないか。

男性 40代 鹿児島県 農業関係団体
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

　今後の日本の農業がどのような展開になっていくのか。農家（生産者）、ＪＡ、ＪＡ関連団体はどうなっていくのか。

男性 40代 長崎県 その他（自営業）
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

　２６年度産のお米の価格が下落して、消費者にとっては良いことですが、お米を作る生産者にとっては大変なことだし、販売者にとっても価格競
争がおきて大変なので、国、政府が安定した価格を維持できるように考えてもらいたいと思います。

兵庫県 農業関係団体
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

加工業務用需要に対応した契約取引を拡大するとなっているが、畑作では収量は多くそれでも良いが、淡路のような水田では、収量が少なく、も
ともと契約単価も低い交渉となり、農家所得に繋がらないのではないか？

兵庫県 農業関係団体
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

各産地、特色ある農産物の生産が基本であるが、販売方法は物流のあり方など生産者に不利な部分が多い。また、国内での産地間競争も生
産、品質向上のためには大事ではあるが、輸入品への対抗を考えれば産地間協力も必要である。

兵庫県 農業関係団体
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

野菜価格安定保証額は９年から６年平均になったので、不安定な保証額となっている。制度を見直し各産地および全品目が自ら再生産できる単
価となるように早急に見直しを行う事。

兵庫県 農業関係団体
農業生産（水田、畑
作、畜産、園芸、特産）

平成２０年の肥料価格の高騰以来、農業生産資材は高止まりしており、原料を海外に頼っているため、為替の影響、石油情勢、肥料原材料の産
出国の意向などに左右され、農業生産現場は収益を圧迫されている。肥料を始めとして生産資材の価格安定を図るための基金、補助政策を望
む。

法人 30代 熊本県 農業関係 人材育成、雇用確保 人手不足が慢性化している為。ハローワーク、求人案内、新聞チラシなど求人を出しても、人が集まらないのが現状です。

男性 40代 宮崎県 食品製造・加工 人材育成、雇用確保
人材確保が非常に厳しい・難しい状況をなんとかしてほしい。
絶対的に労働人口が少ないので・もっと日本人以外の人材確保が
容易になれば事業が安定する。
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男性 60代 広島県 その他 人材育成、雇用確保

現在の農業経営は新規参入等で高額な投資をしてスタートしても継続、維持はかなり難解である。指導する体制も個別の濃密指導は不可能であ
る。雇用就農スタイルでは組織の一員として労力提供主体で営農全般の資質は問われない。雇用就農で所得追求のできるスキルを確実に身に
着けた上で新規就農をスタートするスタイルが現実的である。そのためには手始めに各地域の安定経営の専業農家への雇用就農が得策であ
る。

法人 北海道 消費者団体 人材育成、雇用確保

【農業・農村と農業高校等の積極的な連携について】
これまで、農業高校等は農業後継者育成等で、実績をあげてきたが、今後さらに年代を関わず幅広い実践的農業従事者の育成に門戸を開くべ
きである。
また、農業・農村活性化の一環として、農業生産者と各地域の農業高校等との密接な連携や利活用化を進め、「農業・農村のための人材育成・
研究サポート拠点化」を目指すべきである。

法人 鹿児島県 農業関係団体 人材育成、雇用確保
　定年を迎え職員が退職していく中で、正規職員の採用が少なく、臨時でカバーする状態である。このままでは会社の存続にもつながる。
　雇用を確保し、担い手の人材育成に努めなければならない。
　行政、ＪＡ関係団体等ありますので、現状をご理解いただき、雇用できる資金の助成をお願いします。

法人 大分県 農業関係 人材育成、雇用確保
　青果加工品の販路開拓に助成支援がもっとあれば。生産拡大をしている中、若手労働者の雇用確保が難しい。機械化したくてもなかなか支援
体制がない。地方自治体の財政が少なく、支援に結びつかない。

男性 60代 福井県 農業関係 農村振興、中山間対策
中山間地直接支払い交付金について、現在の支払い対象は1ha以上の団地の要件があるが、それ以下の面積でも支払い対象にお願いしたい。
面積が20a程でも3筆あり、畦畔の面積が多くても支払い対象にならない。

男性 60代 京都府 食品製造・加工 農村振興、中山間対策
中山間地域における地域振興には、基幹産業として地域の生業としての農林業は、過疎化高齢化の影響により衰退の進行には止めがかからな
くなっている。農産物の作付も輸入品の影響を受け落ち込み続けている。地方の小規模農林業者を守るためにも、TPPには参加しないようにと国
へ希望する。

法人 30代 滋賀県 農業関係 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が存
在する。
 こうした実態を踏まえるなかで、中山間地域で農業を営む兼業農家や家族経営など多様な農業者の存在が非常に重要性を増している。
 企画部会の議論でも、中山間地域におけるこうした多様な農業者の役割を基本計画に明確に位置づけるよう求めている。
 中山間地域における農業は、単なる産業として捉えるのではなく、国土の保全という大局観に立って、総合的な施策を講じる必要がある。

男性 70代 佐賀県 農業関係 農村振興、中山間対策

具体的な事例になりますが、水車による精米、製粉を行っていた施設があります。揚水用の水車はかなり見受けられますが、このような水車はご
く少ないと思われます。この活用が図られるような施策があればと存じます。６次産業化への取組も含めて考えております。
畑地かんがい事業、利用目的の多角化をお願いしたいと存じます。指定目的のみかん園が急速に廃園化しています。現在、転用の案があるもの
ではありませんが、柔軟な発想ができるよう、ご配慮いただきたいと存じます。

東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策

　都市農業の生産振興は、重要な農地の保全策となり、結果的には都市住民にとっても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。
都市農業経営の継続に不可欠な生産緑地法およじ相続税等納税猶予制度の基本を堅持することが必要である。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、基本を堅
持し、都市農地の保全を行う必要がある。
都市農地を保全し、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「都市農地等保全のための新たな制度」の構築を行うことが必要であり、都市計画制度や税制など関連
法の改正および都市農業振興施策の確立については、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、農業経営の継続が
可能となるよう、相続税・固定資産税等に対する適正化措置を講じていく必要がある。
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男性 50代 滋賀県 農業関係団体 農村振興、中山間対策

土地改良区職員として意見申しあげます。
○土地改良区では受益地内においては、農地と土地改良施設の保全・維持管理として直接的なことと、集落単位で共有財産としての2階建てで
以前より体制があったが、農家が減少していることでその体制が整わなくなっている。
 その中で農地中間管理機構の本格稼働により一層の組織体制が崩れることは見込まれます。
土地改良施設の有効活用と維持管理がスムーズに移行できる何らかの対応が必要と考えられる。
○当管内においては水田の耕作放棄地はないが、畑地においてはかなりあると思われます。
 この畑地においても畑かん施設を設置していることで、賦課金（揚水費）も未納発生の恐れもあります。…自作農が極減している。
 大規模農家・担い手になって地域の農業・農村・土地改良施設の維持管理は保全できるか懸念するところです。
○担い手・小農家（自作者）が共に農村地域で共存できることが望まれていると思います。

女性 60代 新潟県 主婦 農村振興、中山間対策
国は農業所得倍増計画をうたっているがその為の大規模化、効率化一辺倒では真の農村は廃退する。山、森、水を守って農地を育て地域農村
の発展に貢献しているのは中山間地域の小規模農家である。しかし所得が不十分の為兼業農家として奮闘し故郷が消滅しない様頑張っている。
国土保全、農山村発展の為兼業農家が成立っていく施策が必要。そして小規模農家だからこそ異例な米価安値でも耐えることができる。

法人 和歌山県 その他 農村振興、中山間対策
農村振興は農業だけでなく林業とおおきくかかわっています。山村は都市部に比べ所得が少なく自然相手のため季節により適期の仕事が変わり
ます。よって、農業、林業を合わせて振興しないと効果が見込めない気がします。

男性 70代 石川県 農業関係 農村振興、中山間対策

　東日本大震災における津波の被害、広島の土砂崩れによる被害を見るにつけ、経済的な面を重視するあまり、人が住むに適しない土地を開発
して住みついた結果であり、原発の被害もエネルギーコストの低減を追及して、安全を犠牲にしたゆえにもたらされたものと思います。
　今また、農業・農村の所得倍増が大きく取り上げられておりますが、これも経済性を追求するのが主で、日本の豊かな自然を守り育てる、治水と
保全にもっと力を入れるべきだと思います。

法人 50代 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策

島嶼地域の農業振興の充実
 離島は、国土領域や経済水域、自然環境の保全など、我が国の存立に於いて大変重要な地位と役割を担っているにもかかわらず、社会資本整
備の不足、経済の衰退などにより、厳しい日常生活の条件のもと人口が激減しており、国策上、大きなマイナスである。離島経済の大きな柱であ
る農業の活性化を、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、食料・農業・農
村基本計画おいて離島農業振興を位置づけ、施策を講じること

法人 50代 東京都 農業関係団体 農村振興、中山間対策
都市農業への支援施策を
 都市農業の生産振興は、農地の保全策であり、快適な市民生活を形成している。都市農業への支援は、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。

女性 60代 岡山県 農業関係 農村振興、中山間対策
　中山間の小さな耕作地へJAがする農薬の散布を中止にしてほしい。高齢者の作業を軽くする為とか。それはまるで逆の発想にすぎない。環境・
人体・生物●（判読不能）に最悪になっている。散布後の体調は悪くなる現状です。

女性 60代 熊本県 農業関係 農村振興、中山間対策
　中山間地と言われる地域は、耕作地の放棄であえいでいます。原因は農業従事者の減少、高齢化が主な原因とみられます。また、作物を植え
たとしても、収穫は鳥獣による被害のため、全くみこめません。それだけでなく、先人がきづいた石積み等がこわれても、修復も困難な状況にあり
ます。このままでは中山間地は荒廃せざるをえません。

法人 熊本県 その他（造園業） 農村振興、中山間対策 　農林水産物、食品及び健康食品への安全性の確保、輸出の流通の確保。

男性 80代 兵庫県
その他（農業機械取
り扱い）

農村振興、中山間対策

既に聞きなれた表示です。私は中山間地で生まれて８０有余年、地域ならの様々な直接間接の経験をしました。食糧難時代からバブル期、又今
日の満腹社会と環境は次々と変貌しました。この○（判別不可）を変えたという評言ピタリの環境です。若者は山間地を離れ年寄りを残す。それも
残された年寄りは次々と亡くなられ空家が増える一方です。従って過疎の進行は申すまでもありません。以前は、小学生児童が２，３０人のグ
ループで２組位登下校してたのが今は４，５人となっている。この変貌を行政的に地域進行策を打って頂けるか地域行政を混えたシンポジウムを
開いて具体策を講じたい。水資源の中山間地を見捨てると大きな危険を伴うことを忘れまい。山林の間伐事業も早急に考えて頂きたい。
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男性 70代 滋賀県 農業関係 農村振興、中山間対策

農村、農業の全体現地現場の実態を知って欲しい。農業の崩壊は農村の崩壊、机上の論理では説明がつかない現実があります。特定の優良農
業経営者？だけで国力としての食料が確保出来るか考えてほしい。特に土地改良区（比較的小規模）がかかえる地域農業担い手としての現実は
大変困難な課題である。とりわけ中山間地における農地施設、担い手の課題は今後の日本農業の縮図であり、今後の在り方を左右することにな
るのではないかと危惧します。現状の中山間地対策に期待し、更に各地で実態に則った対策を御配慮いただきます様、要望いたします。

法人 兵庫県 農業関係団体 農村振興、中山間対策
昭和５０年代後半に農地のほ場整備を行い、用水を当時最も効率的と言われたパイプライン方式を採用したが、３０年余経過した今日、施設の老
朽化による維持管理に苦労している。また、一戸当りの平均耕作面積が0.3㏊と少なく、農業で生計を立てるのはほど遠い現状にある。農地の集
約化という方法もあるが、集落機能の低下につながり、課題が多い。

和歌山県 地方公共団体 農村振興、中山間対策

国及び県が実施する土地改良事業は、土地改良法第85条第８項の規定により、同法第３条に規定する事業に参加する資格を有する者（受益農
家）の三分の二以上の同意を得た上で農林水産大臣及び県知事に事業申請することができるとなっている。しかし、公共性が高く農家負担を伴
わない土地改良事業（防災事業等）は行政が行うべきものであるため、同意取得の手続きを不要とするなど、土地改良法の考え方を見直す時期
がきているのではないでしょうか。

男性 40代 茨城県 農業関係 農地、耕作放棄地対策
茨城県大子町で奥久慈しゃもの生産を5年前に新規就農して営農しています。畜産施設を建設するさいの手続き、土地改良等による農地使用制
限を簡略し、農業関係の農地利用は時間を待たず掛けずで使用出来るよう要望します。
 肉用養鶏は他の畜産に比べ蔑ろにされている感があります。無くしてはいけない食材食文化があるはずです。

男性 60代 北海道 その他 農地、耕作放棄地対策
農産物の生産条件における農地の基盤整備を計画的に推進させるためにも、当初予算での確保が重要である。
農業経営者の高齢化や担い手不足により耕作放棄を未然に防ぎぐためにも、農地の区画拡大と排水条件整備を計画的に行い、農業生産規模
拡大と効率的な農産物の生産条件整備を早急に進めるとが大事である。併せて、農村地域の環境の維持も図られるものである。

男性 40代 山口県 農業関係 農地、耕作放棄地対策
地域農業委員です。
耕作放棄地対策として固定資産税の増額が検討されているとの記事があったが、現行の2～3倍程度では生ぬるい。最低でも、自己保全管理し
た場合に必要な反当り5万円程度の課税をすれば放棄地は少なくなるはずである。

男性 40代 山口県 農業関係 農地、耕作放棄地対策

地域農業委員です。
農業振興地域内の農地に何も作付せずに、自己保全管理（草刈り・耕耘）を繰り返し、農業振興地域の網が外れるのを待っている農家が多い。
新規就農者が農地を借りたくても権利のみを主張し、草刈りをしているのだから何が悪いと開き直る。
このように、自己保全管理を2年程度続けた場合は、希望者がいる場合、強制的に借りれる仕組みに法改正すべきである。
その後、本人が再び作付したくなった場合は、返せるようにすれば良い。
農地は国民の共有財産だと認識させる広報が必要である。

法人 30代 滋賀県 農業関係 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。
農地中間管理事業では当初謳われていた機能（中間保有や基盤改良）が進んでおらず、優良農地だけが担い手に集積されるといった事象も生じ
ている。
企画部会での議論にもあるように、条件不利地の基盤改良などは、担い手への農地集積において欠かすことのできない条件であることから、現
行の農地中間管理事業と一体的に進める必要がある。

男性 50代 滋賀県 農地、耕作放棄地対策
生産コストを下回る生産者米価では現在７０歳を越える農家の平均年齢の為、離農がより進むだろう。専業の担手農家や法人も、この米価では
むやみに面積を拡大できない。米価は安くして国民にもっと米を食べてもらい、農地の多面的価値をしっかり数字化し、農家の所得をしっかり補償
すべきである。欧米を見習うべきである。そうしなければ、耕作放棄ぐらいではなく、国土の崩壊は免れないであろう。

男性 60代 熊本県 農業関係 農地、耕作放棄地対策
　私たちの町では、少子高齢化による農業後継者不足や近年米価の下落により、耕作放棄地が年々増加傾向にあります。５年後、１０年後私た
ちの町、村、地域を、又、農地、農業を誰かが守って行かなければなりません。その対策として最低限の政策、対策、支援を希望します。
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男性 70代 熊本県 農業関係 農地、耕作放棄地対策
　耕作放棄地の増加で、生産の低下はもちろん鳥獣害などは増加します。家庭菜園なども被害の増加で、耕作をやめてしまわれます。あまり問題
にされていませんが、荒地化したヤブで害虫が越冬、年々増加しています。特にカメムシの異常な増加で、果樹や野菜は壊滅的な被害です。耕
作放棄地解消と合わせて、カメムシの被害調査と大規模な駆除対策をしないとカメムシの被害で農村は滅んでしまいます。

男性 60代 大分県 その他 農地、耕作放棄地対策
農地保全は米や麦を生産する「田」に対して重点が置かれており、柚子や大分のかぼすなどを栽培する果樹の「畑」は無視されている。山間地で
は猪や鹿の被害は同じように畑にも及んでおり、生産性を高めるためには防護柵の設置や耕作地の保全に対し、田と同等の施策は当然と考て
いる。

法人 40代 和歌山県 流通業 農地、耕作放棄地対策

農商工、六次化、地域連携と進めていく中で和歌山県は水稲のイメージがない。農家さんと連携していく中で特に米所でない和歌山県は圃場整
備が特に遅れています。その中でも水路の問題が多く中間管理で農地が増えても作業が進まないので困っています。また、国や県がOKでも市町
村が一部の負担をしてくれないので整備ができない。あと、中間管理の借り手に果樹には圃場はあるが水稲にもつけてほしいとのことです。
よろしくお願いいたします。

男性 60代 広島県 その他 農地、耕作放棄地対策
平坦地による個別規模拡大による大型機械導入生産、集落営農による機械の共有、効率化によるコスト削減は行われているものの、老齢化もあ
り農業経営上機械のコスト及び機械作業が大きな負担となっている。そこで国が主要基幹作業のための機械を装備し、オペレーターの公務員化
により希望する生産者の圃場作業を廉価で行うことで生産者の再生産につながるコスト削減に努め、荒廃防止、自給率向上対策とする。

法人 徳島県 農業関係団体 農地、耕作放棄地対策

　耕作放棄地が徐々に増加してきており、今後の状況を考えると賦課金の徴収に支障が出る恐れがある。
　対処方法として、常に耕作できる状態を確保しておき、担い手や次世代の要望に答えられるようにしておきたい。
　そのためには改良区が直接耕作放棄地対策を行いたい。
　また、対策を行う上での経費の補助をお願いしたい。

法人 50代 東京都 農業関係団体 農地、耕作放棄地対策

遊休農地解消のため農地中間管理機構の責務を全うできる事業を
 中間管理機構は、農業委員会が実施する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」を設定できるよう遊休農地など生産条件が不備な農地については、土地改良事業等をより充実させ、精力的に遊休農地解消に努めるべ
きである。

男性 20代 福岡県 農業関係団体 農地、耕作放棄地対策
現在、集落営農組織の法人化が進んでいます。その中で、法人に加入予定の農家が、現在耕作している農地をすべて法人に利用権設定した場
合、その農家は法人の構成員であっても個人で農地を取得することが現在の制度ではできないと思います。この制度について農地の集積を加速
させるためにも法人の構成員として農業に従事していれば、農地を取得できるように見直しを行っていただきたいです。

男性 60代 愛知県 農業関係 農地、耕作放棄地対策

農地の需要が高いにもかかわらず貸し手の多くが農地を手放していないことについて、地権者の気持ちを十分に聞き、同時に借り手の意向と整
合を図るために、集落の区長をリーダーにして、農業的及び都市的土地利用調整をおこなうことを提案します。また耕作放棄地のみに注目する
のではなく、今後高齢化して耕せなくなる可能性のある農地（耕作放棄予備群）についても対象として捉え、長期的に調整する拠点として集落公
民館を位置付ることが現実的と考えます。

法人 徳島県 農業関係団体 農地、耕作放棄地対策 　後継者不足により、農地の担い手がいないため、耕作放棄地が増えたり、農業をやめる方が多くなっているので、抜本的な対策が必要。

法人 宮崎県 農業関係 農地、耕作放棄地対策
　国、県、市より見合った補助金交付を実施してあらゆる農業分野に関する作物等の栽培、収穫の拡大につなげる。その際の行政窓口の申請や
規程などを緩和することも求められる。このままでは放棄地は増える一方だろう。

法人 福岡県 農業関係 農地、耕作放棄地対策 　農地中間管理機構にて集約した農地を圃場整備し担い手、農業法人への斡旋を積極的に行って欲しい。

男性 60代 福岡県 農業関係 農地、耕作放棄地対策
　兼業農家が多く（第２種）、農業従事日数少なく、除草、水路等の手入れはされず、都市近郊農業は税負担も重くのしかかり、積極的でなくなって
いる。有効利用のため、農地の流動化と賃借関係を合理化して「やる気ある農業」を育成し、増産と共に余剰分の輸出可能な農業を実現したい。

女性 不明 大分県 その他 農地、耕作放棄地対策 　休耕地になっていたのが、現在、荒地になり背高泡立草や蒲の穂が繁っていますので、どうにかならないか。
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男性 70代 宮崎県 農業関係 農地、耕作放棄地対策
　米の消費が減少し、米が余る。減反になる。転作は、当地域では湿田が多いのでうまくいかない。暗渠排水もすぐつまる。放棄地がふえる。ブ
ロックローテーションしているが、水不足が発生するのでスムーズにいかない。上流にタンクを設置して畑かんの様に供給する事業を仕組んでほ
しい。

女性 70代 佐賀県 主婦 農地、耕作放棄地対策
　農業の担い手がいなく老夫婦２人になり、農地、山林を放棄していますが、父母がいた時は、田あぜまで豆を植えたり、野菜を植えていた昔がな
つかしいが、今大型機械になっていますが、経営していく人（若い人）がいなくて、何か対策はないのか。

法人 宮崎県 農業関係 農地、耕作放棄地対策 　つくる人と食べる人の信頼そのものであり、あまりにも行政が何かと介入しすぎるのではないか。

男性 60代 熊本県 その他（自営業） 農地、耕作放棄地対策

　耕作放棄地の解消に向けて、中高年齢の方々で仕事がない（雇用されない）といった人達の中で希望する人には、貸し付けて解消を図る方策
が取れればよいと思います。広い面積でなくても解消されると思います。また、農機具の貸し出しや耕起のみ請け負う組織の育成も必要と思いま
す。放棄地はイノシシや鹿等の被害を受けることが多くあります。一部では、行われておりますがジビエ料理の普及に各自治体でも取り組んでも
らいたいものです。農作物の被害は年に２００億円を超えるとも言われています。

男性 70代 兵庫県 農業関係 農地、耕作放棄地対策

農地、耕作放棄地対策について
中山間地域の過疎化は深刻な事態である。農家の高齢化、獣害対策、圃場の条件差で離農家が甚大である。今ヤ農業者は大口農家、担い手
農家、認定農業者には農地流動化対策により生産調整で優遇的に重視されているのに中山間地の条件差では保全管理のみの扱いである。過
去には鶴山にコウノトリの生息地があった。周辺の山田はすべて湿田で水性小動物の宝庫であった。コウノトリの増殖を控え、放棄地の解消策と
して集落での取組として、山裾の刈込、畦畔の管理強化して、各谷間の水利を利用してビオトープを計画し、水性小動物を増殖する。生物多様性
を図る計画を実施する。

滋賀県 地方公共団体 農地、耕作放棄地対策

若者の流出と高齢化により農村集落の荒廃が懸念される今日の状況においては、ただ目標農地面積の確保に執着するのではなく、集落に人が
住んでこそ農地は守られるということを改めて認識すべきであり、農地の有効利用を行うことで、新たに移住者を受け入れるための住環境の整備
や雇用の創出に向けた取組を地域と行政が協働して行わなければならない。こうしたことから、農振除外に係る県知事同意や土地改良灌がい排
水事業の８年経過措置など、必要最小限度における農地の有効利用の妨げとなる現行法制度の改正も含めた抜本的な見直しの必要性につい
ても記載いただきたい。

男性 40代 徳島県 農業関係団体 農地、耕作放棄地対策
　日本の農業、特に西日本においては、水田農業の家内労働によって農地を維持してきた。しかしながら、米価の低迷や担い手不足により、圃場
の集約が進んでいない。地域の担い手を育成するためにも、担い手に対する機械代、人件費等の助成を大胆に行うべき。また、野菜栽培を推進
するため、水の確保対策を図るべき。将来の見通しがなければ若者が定着しない。

男性 60代 滋賀県 農業関係団体 技術、環境
現在国営事業で行われた干拓地の、土地改良区の役員をしている関係で要望します。アセットマネジメント事業により、施設の長寿命化が図られ
るのは良いことだと思いますが、近年異常気象等により短時間の大雨も予想されます、リスク管理の面からも大型仮説ポンプ（2t/秒以上）の開発
を願いします。

法人 70代以上滋賀県 農業関係 食品産業政策

農業者に関する助成金について、消費に関する部分に対して助成金を出されては？と考えます。
たとえば、国産の農産物を外食産業や量販店が取り扱う際に、外国産との価格差を埋めるために助成金を出す。
特に外食産業に、国産品の利用拡大を促し、かかった費用等を助成する。などです。
生産者としては、一律に助成していただくより、個々の規模拡大の努力や、消費拡大により出荷量が増えることの方が励みとなります。

男性 40代 兵庫県 その他
農林水産物・食品の輸
出

昨今の円安により、農作物の輸出に大きな期待が寄せられているが、日本の品質が世界に浸透しておらず、イメージ通りの競争力が発揮されて
いない。食品のグローバルな主成分表示と海外の官能評価をリンクさせ、海外の消費者に日本の食材を十分に学ぶ切っ掛けとなる食材の科学
的情報の提供を進めなければならない、

女性 70代 福岡県 その他（無職）
農林水産物・食品の輸
出

ノルウェーのサーモンと日本のブリの養殖、輸出の差が日本の民間業者にリスクを負わせ、上部団体や国の支援体制がマーケティングを含め、
そのまま世界シェアの差ではないでしょうか。他分野においても技術力、高品質、管理維持等せっかくの民間力を世界で大きく伸ばせるよう国家
的戦略を打ってほしい。

男性 60代 福岡県 農業関係
農林水産物・食品の輸
出

経済産業省関係、自動車工業会等、商工会議所団体等は外国に政府関係者と随行し、政府間交渉等行っているようですが、農業関係は国内で
諸法で規制されており、自由に諸外国と交渉されていないのではないか。民間企業や商事会社は、農業機械や種子、農業技術等を自由に外国
に提供しており、国内農業者に不利益をもたらしているのではないか。
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法人 鹿児島県 食品製造・加工
農林水産物・食品の輸
出

　海外輸出を主体としているが、特に食の安心安全、信頼確保に向けた取組に注力している。鹿児島県・日本の代表としても過言ではないブリの
輸出に積極的な支援をいただきたい。国内需要減に反比例して海外需要は増加している。ノルウェーのサーモンではないが、各国への輸出推進
に伴う物流の迅速性及び安全性への早急な対応を期待したい。

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

女性 50代 徳島県 食品製造・加工 その他
　食品のロスをなくすため、コンビニや飲食店・スーパーなどから値引きを徹底指導し、どうしても出る場合、フードバンクへ早急に提供するシステ
ムを確立する。冷凍保存できる対策をとり、世界中の飢えで苦しむ人達へ届けるようにしてほしい。

男性 60代 広島県 その他 その他

気象変動、資材高騰、需給バランス等による価格変動等の中で、先進技術を駆使し高付加価値等有利販売を目指す先進的生産者にとって、国、
県の事業導入の際にかなり綿密な将来計画数値まで求められている。しかし農業は不確定変動要因が大きく数か月後でさえも計画時の前提条
件が崩壊することも必定である。補助事業申請時の計画書及び計画変更等は生産者の意欲喪失に至らぬように生産者が闊達に事業が活用で
きるよう改良すべきである。

男性 60代 広島県 その他 その他
食糧の輸入大国である我が国は、天候異変、世界情勢等による食糧の輸入確保は常に危惧されている。そこで土地生産性の最も高い作物で、
あらゆる耕地に栽培可能で干ばつ、粗放栽培にも耐え、機械化利用体系にもなじむ「カンショ」の作付を振興し、製粉化による食糧備蓄の品目と
して国が買い上げ備蓄をし、余剰および更新対象は有事の飢餓対策として海外への支援物質として役立てる。

男性 60代 広島県 その他 その他

放射能汚染地の除染後の営農は営農者の高齢化等により、自給、地産池消を主体に一部業務用の契約生産が販路対策として考えられるもの
の、風評被害対策に収穫後のさらなる残留分析、消費宣伝等生産、販売のためのコストは他産地以上に投入される税金を含めると膨大なものと
なる。そこで非食料作物の生産が考えられる。絶滅危惧の希少植物、特殊樹木生産、水源涵養湿地、生物保護区、森林公園等の導入を推進す
る。

男性 20代 福岡県 農業関係団体 その他
農協改革の議論の中で共済の分離・金融の分離・中央会の社団法人化・全農の株式会社化などが議論されていると思います。農協に対する監
査指導等について中央会のみが行ってるように報道等では感じますが、県(団体指導課等)も監査指導などを行ってると思いますがこの点に関し
ての議論はないのでしょうか？また、なぜ全農のみ株式会社化で全共連や農林中金は株式会社化の議論にならないのか疑問です。

法人 50代 東京都 その他 その他

食料、農業および農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
1、食料の安定供給の確保に関する施策
【国際交渉への対応について】
十分な食料を生産し国民に供給していくことは、政府の基本的な責務です。しかし政府は関税撤廃を目指すTPP（環太平洋連携協定）交渉を進め
ています。TPP参加によって日本の農林漁業が壊滅的打撃を被ることは政府の試算でも明らかで、多くの国民が望む食料自給率向上、安全な食
料の安定供給に逆行します。TPP交渉から撤退し、豪州EPA（経済連携協定）をはじめ、日本の農業を衰退させるEPAやFTA（自由貿易協定）も進
めるべきではありません。

男性 30代 福岡県 農業関係 その他
　実家の農地がすべて市街化区域で固定資産税が高くて困っています。年間２００万円以上の税金を払っています。市のほうには生産緑地制度
の導入を依頼していますが、話が進みません。このままでは先祖代々の土地を守っていく事が困難になります。どうにかならないものでしょうか。

90代 福岡県
食糧の自給率は70%位は保って欲しい。戦中戦後を知る人は少なくなり、その苦しみ、辛さを知る者は二度と経験したくない。戦争はしなくても、人
の世に争いは絶えない。経済制裁等は必ず起こる。

90代 福岡県
企業の農業進出に賛成できない。農家は充分努力し何とか増産しようとしている。企業がやれば、生産者が倍になる解ではないでせう。企業は儲
からなければ太陽光発電とか、保留地とかし、手放さない。土地が欲しいのだ。炭坑跡地を広大に放置し、農地にすれば一等地の美田になるの
に解放しない。
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福岡県

政府は、育児と女性の社会進出ばかり計っているが、少子化の原因は農村に嫁の来てがない事。農家は祖父母と同居し育児にもよく、子沢山で
きる。隣のおばあちゃん、孫が嫁貰う迄は死ねないと嘆いている。自治体も婚活をやっているが、成功率が低い。ほんとに農家をやるか、農村に
住み付く人を募集しなくては。以前マスコミが金融やコンピューターばかり推奨し、労働者をとり上げなかった。その為に農家や労働者は減り、建
築業界や運転手が不足する○（判別できず）になった。まだまだ農協問題等があるが、200字では半分も書けない。

広島県

農村の滅亡は日本の滅亡である。農村に人がいなくなる。誰が食料生産をするのですか？獣が増え洪水が起きる。平成１６年の平成の大合併に
おいて中山間地域は骨抜きとなり衰退している。戦時中、戦後、日本国を支えてきた農村は、日本各地において消え去っていく、果たしてこのまま
進んで行っていいのでしょうか。戦後に生まれた人には分からないでしょう。米価の値下げは米を作る人がいなくなる。企業において賃上げが行
われている。安倍政権において農業者に対するいじめである。学校においてのいじめの問題がある中で農村、農家に対するいじめである。これが
正しい政治の道なのでしょうか。全国農協中央会の解体は農協組織の分解、農協の弱体につながると思います。長年、中央会と国会議員の協力
によって値上げをしてきた米価も半値以下に下落、農家はどのようにして生活すればよいのですか。安倍政権は農地１５ｈａ以上、米価４８００円を
目標にしていますが中山間地において１５ｈａは困難である。山間、谷間において米価の下落において人はいなくなります。田畑は荒廃する。今
日、中山間地域において農業をしている人は戦時中、戦後昭和２１年、２２年頃の食糧難を過ごして苦労してきた人が残って農業をしている。これ
も数年で消えるでしょう。規制緩和によって大企業の農村への進出昔に帰って地主、小作制度の復活である。農村、農業の健全、育成のために
は全国農業中央会を中心とした農政運動が必要である。本年の佐賀県知事選、来年の参議院議員の選挙を目指して農政運動を展開すべきで
ある。また、米価の値上げのためには平成１５年度は作付をして平成１５年度は全国一斉に作付をしない運動をどうかと考える。農業者が団結し
て強くなろう。

男性 長野県 農業関係

・中央会は公任会計士でよい
第三者公任会計士でよい。監査指導だけではだめ。流通機構が第一農家他は理事会で決めること。横口をあまり出さないこと。
・全農株式会社でよい
農家は●●より資材が高い（判読不能）。農家離れ。自家で出荷した方が経費が引けるので農家離れ。若者に魅力がない。市場との話合して農
家に利益を与えるよう願う。

男性 40代 長野県 農業関係
　アルストロメリアなどの生産が盛んな長野県の飯島町から意見をさせて下さい。現在、切花などの安価な農産物が我が国に多く輸入されていま
す。しかし、生花などは、消費者の方が、丹精込めて作られた郷土(故郷)のものを選択して、購入できないのではないかと感じています。ぜひ、故
郷を選べる「産地表示」の制度化をご検討下さい。

男性 60代 滋賀県 農業コンサルタント

１．食糧法の改正とTPPの妥結後、真の農家に絞った支援の実施
ポイント：農業を事業として頑張っているが経営に苦慮している人や会社にのみ補助金を支給する。すなわち対象とする「農家」の定義を見直す。
①米、表等、重要5品目の関税率の大幅な低減(ゼロもしくは10%以下から段階的にゼロにする)。これにより市場原理で価格は下がり自然な形で
一般人への公平な利益分配ができる。
②輸入自由化による市場価格の低下を精査した上で、見せかけの農家が自然淘汰され、残った経営意欲のある認定農家(含む団体)や生産法人
に絞った補助を次の条件で、行う。
・全販売農家を補助対象とせず、主業農家の中で65歳以下の専従者がいる認定農家や生産法人のみとする。
・稲作農家の場合、補助金の算出基準は飽くまでも、同品質のジャポニカ米の輸入米価格(小売、輸入原価)との差額とする。関税がゼロでも輸入
米市場価格が日本産より高い場合は支援を中止する。
③65歳以上の高齢専業農家で販売農家においては、農業所得と年金所得との合算額に基準枠を設け、農業所得に応じた補助金を段差をつけ
て支給する。但し、年金のみを受給する農業就業者に対して不公平とならぬよう勤労報奨金程度の額を支給する。これは自然維持の農村活動に
対する「グリーン補助金」として支払うものである。
④支援の要否判断は第3者を交えた地方の審査会で行い結果は公表する。審査会メンバーの定期入れ替えと本省による定期監査をルール化し
実施する。
(経営難で公金支援を受けていることを公表することで自立経営と経営再建努力を促す。)
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男性 60代 滋賀県 農業コンサルタント

２． 農協法の廃止
ポイント：見直した農家の定義に則し完全に農協法を廃止する。新定義で農家と認められない農協正組合員は一般人と同じ扱いとし、全中を廃止
し、JA全農、単一農協の機能を見直し、一般の商社、金融機関、保険会社等と同一条件とする。
①農協の設立当初の目的である、農業経営者のためのサポート業務が残るのであれば地方農協(民間会社)の機能として再構築する。
②高齢専業農家を除けば、零細な販売農家は主業農家ではない。したがって今までの組合員としてではなく、民間金融機関やポイントカードのメ
ンバーの位置づけとして継続を可能とする。65歳以上の高齢専業農家(販売農家)に対しては1項で述べた報奨支援で対処する。
③新しい定義では農業従事者として認められるメンバーが少なくなるので、農協の地方組織が存続出来たとしても独占禁止法の適用対象とし、
全中機能は排除する。また共同購入、購買、価格統制等、広範囲渡ってJA全農の活動も制限し、個別農協の活動や体制も民間企業と同じように
自由競争の原理に任せる。

男性 60代 滋賀県 農業コンサルタント

３．農地法、農業委員会に関する法令及び固定資産税の改正
ポイント：「農地を売りたくても売れない」、「売りたいが売れば税金が掛る」、「農耕しなくても農地として所有している方が固定資産税は得である」
といった土地集約の阻害要因の排除を目的とした時限立法の制定で農地の流動を図る。効率農業を目指す主業販売農家や企業に対しては農
地取得や賃貸に対する優遇税制を考える。また一般人が小農地を取得してホビー農業が出来るような法と税の仕組みを作る。
①農地の流動性を上げるべく、農地委員会の権限削減と公平な委員の選出を行う。
・よそ者が入りにくいような意図もある閉鎖的な委員会を解体し、農業に魅力を感じている人なら誰でも農地が買えるよう、地元の利害に偏らぬよ
う第三者(農家以外)が必ず入る仕組みをつくり、マニュアノレと公平な基準を定めて審査基準の策定ガイドラインを農家以外の多くの人の意見を
取り入れて策定する。
②農地の固定資産税率の見直し(上げ下げ)と不動産取得税に対する税率の軽減
・固定資産税や不動産取得税は、販売農家の経営実態(認定農家、主業農家、準主業農家、副業的農家等)に応じて段階的に定め、認定農家に
は買いやすく、副業的農家や自給的農家には売りやすい状況をつくる。
・農産物を販売しない自給的農家は一般人が土地を所有して行う“ホビー農業"と同じ税率に固定資産税を上げる。また、自給的農家が家族に土
地を相続するタイミングで、認定農家への農地譲渡については課税の特別優遇措置を考える。

男性 60代 滋賀県 農業コンサルタント

４．農村振興　休耕田対策
ポイント：稲作のように水が大量に必要な農業ではなく、ホビー牧場、ホビー農家
(果樹園やそば栽培)、里山住宅(田舎暮らし)、アグリツーリズム等に中山間地や休耕田を転用し、圏外からの移住者や管理者を募集する。
①中山間地及び休耕田の活用
・ハーブ、薬草、果樹、雑穀類(そば等)、花き類の栽培と流通網の整備。
・.昼夜の寒暖差が大きい斜面はワインぶどうの栽培とワイナリー誘致支援。
②中山間地はやぎ、羊、馬といったベット家畜のホビー農場へ転換。
・自然草地に転換し小規模な牧場として個人へ分譲。
・田舎暮らし、自給自足の夢を持つ企業退職者の都市部からの移住を促進。
・病院、警察、消防等、公共サービス機能の充実(地元と中央が分担して支援)。
③平場の休耕田は近郊都市部から管理運営者を募り、有償または無償でホビー農業等、自由に活用、運営できるようにする。
・農地の購入希望者には新たな体制の農地委員会にて営農計画を審議し、柔軟な対応で新規移住者を迎える。
④米国のように、リタイア後に移住して農地を所有してホビー農業がし易いように、農地法と土地、農地関連の税制を見直す。

男性 60代 滋賀県 農業コンサルタント

５．米消費量アップの国内外への推進
ポイント：お米の本当の美味しさを日本の若年層に啓蒙し国内の消費量を上げる。
ジャポイニカ米の美味しさを、栽培・収穫・貯蔵技術と共に欧米先進国に広め、美味しいお米の価値(価格が味とリンクしていること)を世界にア
ピールする。
①学校給食でおいしいお米の味を覚えてもらう。
.・4～5 年備蓄保存した古々米の無償配布を止め、学校給食には新米を特別割引価格で有償販売することで幼年期にお米の美味しさを知って貰
い消費の底上げを図る。
・市価よりもさらに安価な備蓄米は飼料用や海外の食糧無償援助で消化する。
②日本食ブームに合わせ海外での日本米や米加工品の官民あげた販売促進。
・日本米の美味しい食べ方も含めて世界各国のグルメファンにアピールするイベントを官民一体となって推進する。先ずは、正当な寿司が普及し
ている国や地域へのアプローチを進める。
・日本料理の誤った調理(特に寿司)についてはインターネット、国際放送及びTVメディアも駆使して、日本の美味しいお米の調理法を広める活動
を多くの国で充実させる。
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男性 60代 滋賀県 農業コンサルタント

６．食糧安保に繋がるグローバルな友好関係を前提とした農業へ
ポイント：多角的かつ多様性を持った農業分野に於いて海外諸国やTPP参加12ヵ国とビジネス関係を結ぶ。
①外に向いた農業施策の国内展開で、はTPP条約の早期締結が重要になる。その為には米麦や牛、豚肉の関税を守ることではなく、近隣諸国に
受け入れられる関税率に下げること。
②日本の高収量稲作技術、減農薬技術や植物工場による無菌栽培技術等による安全安心農業のグローパル展開。
③新品種、バイオテクノロジ一等の知的財産保護についてはTPPで定めるのは当然だが、国内法整備もしっかり行い流出防止の歯止めを実施。
④海外研修員制度は日本人労働力不足の解消となってはいるが、ノウハウの流出は避けられない。これをブラックボックス化出来るパッケージで
輸出するよう指導する。
⑤近場のアジアに偏ることなく、米を食するアフリカ、中東、中南米諸国へ農業技術支援を実施する。
⑥日本の稲作技術は狭い国土と天水の豊富な日本に特化した点が多く台湾、韓国以外はそのままでは受け入れられないことが多いので、現地
に合った技術開発や研究を政府、民間(企業農家)、外国政府と共同で行い農業ビジネスの拡大と飢餓を救う食糧増産につなぐ。

男性 60代 滋賀県 農業コンサルタント

以上述べたことを要約すればつぎのようになります。
①世界あっての日本農業でありグローバル化を軸に考えた外向きの農業政策を展開し、TPP交渉を早く妥結させ、開かれた自由経済の基で一般
の人々にも公平な農業支援を行う。
②稲作農家偏重の保護政策から転換し、園芸作物、果樹園、酪農、畜産、養鶏等の農家や林家の経営力をアップさせる支援の対象を精査し実
行する。
③認定農家や生産法人等、農業を事業として意欲を燃やす就業者や団体を「真の農家」とみて経営状況と経営意欲に応じて手厚い支援を実施
する。
④真の農家への支援は今までの様な生産量制限(減反)や価格統制ではなく、自由取引に基づく市場価格と農家の経営内容に応じた直接支払で
支援する。支援農家(団体、企業)金額を含めて一般納税者への公開を原則とする。
⑤稲作以外の農業従事者や一般人(非農家)との不公平を解消すべく農地法、固定資産税、不動産取得税等の見直しを実施し、一般の人々や企
業が農村、農業へ参入をし易いようにして地域振興を図る。(岩盤規制の排除)
⑥形骸化した農協法を廃止し、個別農協を民間企業として自由に活動させる(全中の解体と全農の機能縮小)
⑦日本の小中学生や海外の人々に美味しいお米の味を浸透させ日本米の消費量を増やす。

法人 東京都 消費者団体

消費者と生産者のコミュニケーシヨンを推進してください。
・消費者のニーズと生産者の意欲が相互に伝わり合うよう、お互いの「顔の見える」関係を強めていく必要があります。現伏でも個別には地産地
梢や産地交流の取り組みなどが行われていますが、生産者によるマーケット・イン発想の取り組みを一層レベルアップし、くらしの豊かさを求める
消費者の選択が即ち国内農業者の応援につながるようにしていかなければなりません。ITなどを活用し、そうした状況を実現するようなサポート
を進めてください。

法人 東京都 消費者団体

財政投入は効率的に透明性をもって行ってください。
・各種の補助金や農業基盤盤備への支援など、国や地方自治体による支援が必要ですが、現状は様々な名称の施策があり複雑で分かり難いも
のになっています。財政投入にあたっては支援政策の全体像を明らかにしたよで、個別施策の目的を明確にして効率的に行われることを求めま
す.また、財政投入の後には、定期的に使途内容を点検し、財政措置の費用対効果の評価を厳密に行い、その結果を国民に公表することで透明
性が確保されることを求めます。

地方団体 農業の持続的な営み等を通じた農村価値の創生と雇用の創出等による都市住民の受入等、都市・農村共生社会の実現を図ること。

地方団体 農村への関心が高まりつつあることを踏まえ、田園回帰の動きを加速し、農村に活力を与え、その再生を図る必要があること。

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

男性 70代 広島県 農業関係

　標高500ｍ余の豪雪地帯で公共交通機関は無く高齢化率75％の小集落である。狭小急峻な農地は後継者はなく集積不可能で数年後集落は消
滅する。中山間制度などにより図らずも維持されているが、米価暴落及びＴＰＰの妥結後は影響大で生計が懸念される。
　1960年代からの木材関税自由化により収入はなく山林は荒廃しているが、国土の保全は国の責任大である。地方創生等の諸施策の果実は短
期的には望めない。
　憲法25条１項の生存権さえ阻害され経済紙優先の声大であるが本来は経生済民である。
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○ 前回報告後（１２月）以降、農林水産省が実施する意見交換会、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

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12件の意見・要望を集約

３１
意見・要望の分野は当方の整理による。

※8回の意見交換会等から意見・要望を集約。

項 目※

全般 1 (8.3%) 人材育成、雇用確保 0 (0.0%)

食料自給率・自給力、食料安全保障 1 (8.3%) 農村振興、中山間対策 3 (25.0%)

食の安全、消費者の信頼確保 0 (0.0%) 農地、耕作放棄地対策 2 (16.7%)

食育、食文化 0 (0.0%) 技術、環境 0 (0.0%)

地産地消、６次産業化 0 (0.0%) 食品産業政策 0 (0.0%)

農業経営、担い手 4 (33.3%) 農林水産物・食品の輸出 0 (0.0%)

農業生産（水田、畑作、畜産、園芸、特産） 0 (0.0%) その他 1 (8.3%)

職 業

農業関係 2 (16.7%)

農業関係団体 0 (0.0%)

食品製造・加工 0 (0.0%)

外食産業 0 (0.0%)

流通業 0 (0.0%)

地方公共団体 0 (0.0%)

学生 0 (0.0%)

主婦（主夫） 0 (0.0%)

その他 10 (83.3%)

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 0 (0.0%)

６０代 3 (25.0%)

７０代以上 5 (41.7%)

（件）

（件）（件）



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 70代 その他 広島県 調査 全般

・大規模な基盤整備を行ってから、２０年近く経過し、法面や用水路等に痛みが出てきている。米だけの収入ではこれらの修繕に
回せる費用は手当てできない。中山間地等直接支払制度があるおかげで、これに当てることができ、とても助かっている。（新しい
農機具の購入にも踏み切れている）この制度が無くなったら、中山間地の多いこの地方の農家は農業を続けられないので、この
先も継続してほしい。
・諸外国もそうだが、農業は補助金や交付金で成り立っているのは明白である。食の根幹を担う農家が安定して農産物を生産で
きるよう、農政によって守ってほしい。
・現在日本は、自給率が著しく低く輸入に頼り切っている。命に結びつく食料を輸入国に断たれることは死活問題であり、食料が
政治交渉の切り札ともなりかねない。　自給率の向上のためにも、国内農業の位置づけを再度見直し、危機感を持って農政を
行ってほしい。TTP等もそうだが農産物は、工業製品とは生産過程からも同じ土俵に上げること自体が間違っている。
・農地集積をうたってはいるが、中山間地域の高齢者ばかりの地域がほとんどを占めている日本農業の実情から目をそらさず、
重く受け止め農政の舵取りをしてほしい。

男性 60代 農業関係 広島県 打ち合わせ
食料自給率・自給
力、食料安全保
障

・　農産物の品目毎に具体的な生産量（面積）を示してもらいたい。
・　米飯給食を推進した時のように、小麦パンから米粉パンを推進し、子供に米粉パンの味を覚えさせる取り組みを行ったらどう
か。
・　米粉パンの表示について、米粉使用量割合に関係なく米粉パンと表示できることに疑問を感じる。

岩手県 農業再生協議会 農業経営、担い手
生産者サイドとしては、飼料用米の団地化、施設整備を進めるにあたって、経営所得安定対策がいつまで続くのかがネックとなっ
ている。

岩手県 農業再生協議会 農業経営、担い手
今年産から飼料用米の数量払いの助成については農産物検査を受けることになるが、今後飼料用米が増えることにより、検査場
所、保管場所（フレコン）等多額の予算を要するハード面での問題が出てくる。経営所得安定対策等政策が変わることのないよう
お願いする。

男性 70代 その他 広島県 調査 農業経営、担い手

・５年後、１０年後の将来を考えると、構成員の年齢構成、体力や高額機械耐用年数から見ても、現在と同じように農作業を続け
られないのは目に見えている。
特に中山間地域の農作業で大きな負担となっているのは畦畔管理である。中山間地域補償があって、何とか畦畔管理の資金を
補填できているような状態。
安倍総理は、「美しい日本づくり」といっているが、何をもとに、何を美しくしたいのか。このままでは中山間地域の農地は作り手も
無く荒れ果ててしまう。

男性 70代 農業法人代表 広島県 打ち合わせ 農業経営、担い手
生産コストを低減する農業者を支援する「稲作農業の体質強化緊急対策」への申し込みを検討したが、本対策において支援対象
となる取り組みメニューのほとんどは当法人ではすでに取り組み済みであるため、交付が見込めない。先進的な農業者をも支援
していただけるような対策の実施を要望する。

男性 中年 愛知県 懇談会
農村振興、中山
間対策

今回新たな基本計画を作成するにあたっては、担い手を確保・育成し、地域資源をフル活用し、世界に誇れる我が国の農業技術
を組み合わせ、食料自給力を高めていく取り組みを重点的に行う必要があります。そのためには効果的安定的な農業経営を推
進していくとともに、耕作面積の約４割を占めている中山間地域をはじめとした小規模な農業においても、意欲を持って取り組む
農家への支援を行い、農業の発展と持続可能な地域社会づくりの両面を同時に追求していく必要があります。
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男性 70代 その他 広島県 調査 農村振興、中山間対策

・昨年からの米価の下落は、年々赤字を増やしており、その上、戸別所得補償までも減らされ５年後に無くなるのであれば、農家
は出荷する米を赤字を出してまで、作ろうとはしない。
法人にも言えることで、米に変わる収入になる作物、更に収入の安定と増加を図るため、冬場の農作業が無い時期に栽培できる
作物でかつ、設備投資のかからない作物を探している。当法人も本年度の米収入は天候による減収と米価の大幅下落、交付金
の減額で３００万円以上のマイナスとなっている。
・６次産業化で加工食品製造や産直市も考えたが、どちらも資金面や労力面、継続性で無理があり諦めている。このまま米価が
下落し、交付金が削られていけば、中山間地域の米農家は立ちいかなくなる。安倍政権の農業政策は、大規模農家の優遇のみ
に焦点を当て、農家の多くを占める中山間地域の農家の切り捨てではないのだろうか。

男性 70代 その他 広島県 調査 農村振興、中山間対策

・中山間地域では農地集積機構に農地を出したい農家は多い。しかし、中山間地域の農作業で、一番大きな負担となっているの
は畦畔管理である。
中間管理機構の職員と話す機会があったが、「貸し手の多くは畦畔管理が大変な農地を抱える中山間地域の高齢農家や非農家
で、例え農地が集まったとしても、作業効率の悪い農地の借り手はいない。」と言うことだった。
借り手にしても、収入増を見込めない、うまみの無い農地を借り受ける担い手や大型農家、企業は無い。管理機構に預けて３年
経っても借り手の付かない農地は、引き上げることになる。
そうなれば、ますます過疎地域の中山間地の農地は荒廃し、自給率は下がってしまうのではないか。農地集積でメリットがあるの
は、広い平地にある作業効率の良い農地だけではないのか。
安倍総理の掲げている「美しい日本づくり」の中には、山里の農地を含めた美しい景観は含まれていないのではないかとしか思え
ない。

青森県
「人・農地プラン」見
直しに関する地域
懇談会

農地、耕作放棄
地対策

新しい施策では農地の出し手に対する支援に重点をおき、受け手に対する支援が薄くなっているように感じる。農地の受け手に
重点を置いた政策でないと集積は進まないと考える。受け手に重点をおいた政策を進めていただきたい。

男性 60代 その他 広島県 モニター交流会 農地、耕作放棄地対策
・地域は限界集落であり、国が一生懸命旗を振っても現実は厳しい。やる気がある人はいるが,ごく一部でギブアップ・お手上げだ
という人が非常に多い。

男性 60代 その他 広島県 モニター交流会 その他

・酒蔵では、昔は専業農家の方に夏場は米作り、冬場は酒造りに来てもらうシステムが成り立っていたが、現在ほとんどの農家が
兼業農家になっており人の確保が困難で、社員による酒造りが主体になっている。そのため社員を増やすと夏場の雇用が問題と
なる。現在企業が水田を保有することが出来ないが、それが可能になると夏場は米作り、冬場は酒造りと年間通した雇用が可能
になる。酒造好適米であれば自由に作って下さい、そのための水田もお持ち下さいとなると良い。
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