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国民の皆様からの政策提案（畜産物価格及び関連対策）

性別 年代 都道府県 職業 提案の内容

1 男性 20代 北海道 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
① 生産者負担の軽減にも配慮した中で、特に本道の自給飼料基盤として重要な位置づけにある牧草や飼料用と
うもろこし等の安定生産・安定供給体制の確保につなげるため、中長期的な視点に立った中で、現行対策の充
実強化を含めた安定的かつ有効な支援対策の確立(畜産公共事業を通じた草地基盤整備の推進、草地更新の促進、
飼料用とうもろこしの作付拡大、エコフィードの推進、粗飼料の広域流通対策、牧草・飼料用とうもろこしの
品種改良の促進など)をはかるとともに、円滑な事業推進に向け十分な予算を確保すること。

② 地域の営農支援組織として重要な役割を担っているコントラクター、TMRセンター等の取組みの強化に向け、
組織の設置や作業受託に係る支援対策の継続強化、関連機械の円滑な更新等に係る支援対策の確立をはかるこ
と。

2 男性 20代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
① 担い手の確保に向けては、他産業と遜色のない安定的な所得の実現が重要であり、所得確保対策をはじめ、
経営安定に資する生産性向上や生産基盤の確立等に関する総合的な政策展開を行うこと。

② 配合飼料価格の高止まり傾向や枝肉価格の低迷等、酪農畜産経営をとりまく情勢は依然として厳しい状況に
あることから、負債償還圧の軽減や経営改善等に有効となる対策の強化を行うこと。

また、親子間の経営継承に関する既往負債の償還円滑化対策の対応をはかるとともに、新規就農者に対する
営農基盤並びに生活基盤の確立に向けた資金対策の強化をはかること。

③ 多額の運転資金を必要とする酪農畜産に関して、生産コストの急激な上昇等による経営逼迫局面において、
経営存続に支障を来さないよう、有効な運転資金確保対策を措置すること。

3 男性 20代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
① 現行の主要な畜産経営安定対策については、平成21年度で一旦事業が終了することから、平成22年度以降に
おいても、改めて畜産経営安定対策を確立すること。

なお、検討にあたっては、平成23年度以降に導入予定の所得補償制度への円滑な移行を踏まえつつ、各畜種
並びに経営形態(育成・肥育等)ごとの再生産の確保と経営安定につながるよう、現行対策の充実強化を含め、
粗収入と生産コストの差を万全な形で所得補てんする仕組みを確立するとともに十分な予算を確保すること。

② 制度の具体的な検討にあたっては、生産現場の意見・要望を十分聴取しながら、慎重かつ丁寧な対応に配慮
すること。

4 男性 20代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
① 畜産物の安定供給や生産性向上等をはかるため、中長期的視点に立った中で、家畜改良の推進や飼養管理対
応の改善等に資する支援対策の継続強化と予算の確保をはかること。

② 酪農ヘルパーの役割・重要性を踏まえ、有効な支援対策(ポスト酪農ヘルパー利用拡大推進事業、円滑化対策
事業基金の仕組みの維持など)の継続強化をはかること。
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③ 生産性向上等に結び付けていくため、要望実態を踏まえた中で、関連機械・施設に係る補助付きリース事業
の円滑な推進と予算の確保をはかること。

5 男性 20代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大

① 平成22年度における加工原料乳生産者補給金並びに限度数量については、平成23年度以降に予定されている
所得補償制度の導入を踏まえつつ、生産者の生産意欲の維持・向上、酪農経営の安定と生産基盤の確保等の視
点に立ち、少なくとも現行水準を確保すること。

② 平成22年度においては、生乳需給ギャップの解消を目指した新規需要の創出や生産基盤の維持等の観点に立
ち、チーズ・液状乳製品等向け生乳の生産振興並びに乳製品の輸入置換対応等に係る支援対策の確立をはかる
こと。

併せて、国内需給への影響を 小限にとどめるため、カレントアクセスに係る弾力的な運用を行うこと。

6 男性 20代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大

③ 平成23年度以降に導入予定の酪農畜産版の所得補償対策については、酪農経営の再生産の確保と経営安定に
つながる仕組みを前提として、現行制度の充実強化を含めた検討と併せ、十分な予算確保をはかること。

また、具体的な検討にあたっては、生産現場の意見・要望等を十分聴取しながら、慎重かつ丁寧な対応に配
慮すること。

④ 安定生産体制の確立の視点にもとづき、予期せぬ需給変動等の事態に対応するための乳製品の保管販売体制
の在り方について検討すること。

7 男性 20代 北海道 農業 3.安全、安心な畜産物の供給
① BSE関連対策や牛個体識別システムについては、畜産物に係る安全・安心対策の根幹であることから、国によ
る支援対策の継続強化をはかること。

② 食肉流通施設については、食の安全・安心対策を推進していくうえで基幹となる施設であり、衛生対策や環
境対策を踏まえた施設整備が円滑に進むよう、支援対策の継続強化をはかること。

8 男性 20代 北海道 農業 3.安全、安心な畜産物の供給
③ 消費者への情報提供並びに食の安全・安心対策の推進に向け、外食分野における原料原産地表示の義務化を
促進すること。

④ 米国産牛肉の輸入問題については、我が国の消費者理解の確保を前提に、科学的知見を踏まえた中で慎重に
検討すること。

⑤ 食品の品質事故や偽装事件等の再発防止に向け、国による指導・監督をより一層強化すること。

9 男性 20代 北海道 農業 4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

① 国産農畜産物の消費拡大については、農業政策の基本である食料自給率の確保につながる重要な視点であり、
民間の取組み等に対する政策支援並びに国産農畜産物の利用拡大に向けた消費者への理解醸成活動の継続強化
をはかること。

② 我が国の酪農畜産の生産基盤の確立に向けて、国内需要の確保・拡大のみならず、安全・安心な品質の高い
畜産物の輸出拡大に向けた支援対策の強化をはかること。
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10 男性 20代 北海道 農業 6.その他
① 食料自給力の向上や地域経済の維持・発展に向けた本道の酪農畜産の位置づけ・役割を踏まえ、持続可能な
酪農畜産経営の確立につながるよう、実行性のある政策を総合的に展開するとともに、酪農畜産については、
経営サイクルが長い傾向にあることから、中長期的視点にもとづいた安定的な政策を確立すること。

② 食料自給力の向上等をはかっていくための農業政策が重要であり、そのための都道府県別・作目別の生産目
標数量を設定するとともに、実現に向けた具体的工程の明確化並びに関連施策を展開すること。

③ 国内の農業政策を安定的かつ着実に実施するため、適切な国境措置を確保することが極めて重要であり、WTO
農業交渉・EPA(FTA)交渉において、我が国の主張が 大限反映されるよう対応すること。

11 男性 20代 北海道 農業 6.その他
① 配合飼料価格安定制度の通常補てん基金に係る借入金の償還にあたっては、生産者負担の増加にむすびつか
ないよう、万全な支援対策を確立すること。

② 当面対応として、現行の配合飼料価格の高止まりの状況等に適切に対応できるよう、現行制度の仕組みの見
直しをはかること。

また、今後、所得補償制度との関連性の整理が必要となってくることが想定されるが、基本的には、配合飼
料価格を含めた生産コストと粗収益の差が万全な形で補てんされる仕組みを確立すること。

12 男性 20代 北海道 農業 6.その他
① 経営規模や新規参入等を踏まえた畜産環境対策の円滑な推進に向け、良質たい肥の生産並びに経営内外にお
ける有効活用等の視点を踏まえた中で、個人におけるたい肥舎等の関連施設の整備に係る支援対策の充実強化
やたい肥の広域流通等に係る支援対策を確立すること。

② 自給飼料基盤に立脚した酪農経営の確立や環境対策の推進等の視点を踏まえ、現行の酪農飼料基盤拡大推進
事業の後継対策を確立すること。

13 男性 20代 北海道 農業 6.その他
今後想定される環境基準の規制強化については、一律的な対応ではなく、酪農畜産経営への影響等を十分踏まえ

た中で、柔軟な取り進めに配慮すること。
また、排水処理・悪臭防止に係る施設整備や家畜排せつ物のエネルギー利用の促進に向けた関連施設の整備・運

営等に対する支援対策の充実強化をはかること。

14 男性 20代 北海道 農業 6.その他
① 海外悪性伝染病の国内への侵入防止対策に万全を期すこと。
② 万が一、家畜伝染病が発生した場合における発生農家の経営再建に向け、家畜防疫互助事業による対象疾病
の拡大等、支援対策の充実強化をはかること。

15 女性 30代 北海道 主婦 4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

日本の畜産の実態を知り愕然としております。乳製品・食肉の需要拡大よりも、まずは畜産動物の扱いを改善し
てほしいと思います。畜産動物は（ペットの犬や猫と同じく）感情があり、痛みや恐怖を感じる生き物です。 後
は殺すとはいえ、生き物としての配慮が必要と感じます(これは 低限の人間のモラルだと思うのですが)利益より
ももっと大切な事に目を向けてください。
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16 男性 40代 北海道 農業 3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大
6.その他

畜産副産物について、せめて高価な部位だけでも生産履歴の適応をお願いしたい。副産物はその性質上流通があ
まり明らかではありません。また生産者にとって副産物価格はほとんどないといっても過言ではありません。

しかし、履歴を明らかにし、結果生じた差別化により収入増にはなりませんか？現在は，協会等の指導のもと、
かなり改善されていると思いますが、古くからの体質もかなり残っていると聞かれます。御一考を。

17 男性 60代 北海道 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定

① 肉用牛経営コストの削減を図るため、自給飼料の確保、糞尿処理等に要する機械の補助付きリース（1／2，1
／3補助）事業を継続・充実していただきたい。
この場合、低料金で利用できるよう（財）畜産環境整備機構に予算化して下さい。

② 肉用牛肥育経営は、枝肉価格が低迷した中で、生産コストの増加により収益性の悪化が続いている。
肉用牛肥育経営の安定を図るため肉用牛肥育経営安定対策事業等の継続を強く希望する。

18 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
戸別所得補償制度の実施までは、現行の加工原料乳生産者補給金制度に基づいた対応が必要であり、補給金単価

及び限度数量の現行水準以上の確保が必要である。

19 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
平成23年度以降の戸別所得補償制度の検討にあたっては、生産者の再生産の確保と経営安定につながる仕組みを

前提とする必要がある。また今後の制度の検討にあたっては、生産者等現場と一体となって制度設計を行うことが
重要である。

20 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
22年度の概算要求において、チーズ向けの生産奨励対策が盛り込まれているが、今後のチーズ向生乳の供給拡大

や液状乳製品の生産対応に向けては、更なる対策の強化と予算の確保が必要である。

21 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
酪農は急激な需給状況に敏感に対応できる産業ではないため、乳製品を調整保管する仕組みが必要である。現行

のバター・脱粉の適正在庫数量（2ヶ月）は、過去の実態からも需要が増加した時には即、不足という事態になって
いる事を考慮すると、4～5ヶ月の在庫が必要である。予期せぬ需給変動等の事態に対応しながら安定供給を進める
ため、国と乳業・生産者が一体となった乳製品の保管・販売体制の在り方について、早急に検討する必要がある。

22 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
肉用牛の現行対策については22年度以降も引き続き対策が制度化されて、経営の安定が図られることが必要であ

る。対策の見直しに当たり生産費の実態を適正にとらえ、再生産の確保と経営安定につながるよう充実強化する必
要がある。

23 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定



- 5 -

現在措置されている、マルキン事業の継続と8割り補てんの維持、物財費マルキンの6割補てんの引き上げ、肥育
牛経営等緊急支援特別対策事業の継続、肉用子牛生産者補給金制度の継続、国の支援による肉豚価格差補てん緊急
支援特別対策事業（20円×73kg）の継続、通常の肉豚価格安定事業の継続（40円×73kg）が必要である。

24 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
肉用牛に対する免税制度は、安定した安全・安心な食料供給を行う経営体が、持続的に経営を展開するためには、

今後とも必要な措置である。

25 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
酪農ヘルパーが地域に果たしている役割は非常に大きいため、今後とも酪農ヘルパー組織に対する支援対策の確

立が必要である。特に傷病時の利用の円滑化に向けた支援と酪農ヘルパー要員確保の支援、広域利用の促進、各利
用組織が担う酪農技術者育成のための研修等に係る支援が引き続き必要である。

26 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
労働力の支援組織のひとつであるコントラクター組織への補助付リース事業、及び無利子の融資資金の確立を図

り、生産性の向上と自給飼料の自給率向上に結びつけていく必要がある。

27 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
補助付きリース事業について、現行制度の継続と予算の確保が必要である。

28 男性 60代 北海道 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
自給飼料生産を担うコントラクター組織においては、機械などの更新において、多額の資金が必要となるため、

組織の安定を図るためにも、更新に対しても補助事業の対象とする必要がある。

29 男性 60代 北海道 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
農業の基盤整備について土地改良事業費の半減を示しているものの、自給飼料供給を安定させる事は経営安定に

つながるため草地整備・土壌改良については中長期視点に立った支援が必要である。また地域によっては冷湿害を
受けやすいところもある為、地域の実態に即した対応が必要である。

30 男性 60代 北海道 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
酸性土壌が中心の北海道において、地域に適合した飼料作物の育成を国等の研究機関はこれまで以上に取り組ん

で欲しい。

31 男性 60代 北海道 農業 3.安全、安心な畜産物の供給
生産履歴記帳は、国産農産物の安全性確保を目指して生産者の義務努力の中で実施してきているが、今後も継続

していくためには、輸入品との差別化など生産者が実感できる有効策を設ける必要がある。

32 男性 60代 北海道 農業 3.安全、安心な畜産物の供給
食の安全、安心な畜産物の生産・流通の基礎となる牛個体識別システムは、今後も国の責任において実施すべき

であり、基本となる耳標についても国の補助事業の継続が必要である。

33 男性 60代 北海道 農業 3.安全、安心な畜産物の供給
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食品偽装が生産現場とは関係のない流通段階で頻発しているにも関わらず影響を受けるのは生産現場である。法
律の見直しを行い食品偽装が起こらない体制づくりが必要である。

34 男性 60代 北海道 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
酪農経営において、規模拡大を行った生産者や新規参入者向けの個人対応型の堆肥舎整備対策が必要である。

35 男性 60代 北海道 公務員 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
6.その他
＜新たな食料・農業・農村基本計画見直し＞

平成21年度で新たな食料・農業・農村基本計画の見直しが行われ、22年度から新たな基本計画が策定されること
となっていますが、世界的経済環境が大きく異なっていることから、以下の点を加味して策定すること。
＜農村活力の再生＞

○ 農業・農村は食料供給のみならず、国土保全・有効利用に大きな貢献を果たすとともに、自然環境・景観、
きれいな空気・水を生み出す環境保全の機能を有する等多面的機能が発揮される産業・地域である。しかしな
がら人口減少、高齢化比率の高まり、地域管理力の低下などが見られる。これら地域の潜在力を 大限発揮す
るため、地域が抱える不利な条件を、現地の状況に即した対策により克服し、地域の再構築を図る施策を講じ
ること。

＜温暖化対策を基本農政の視点に加える＞
○ 世界的問題となりつつある温暖化防止対策について、農業・林業・水産業の果たす役割は大きく今後政策の
大きな柱となることから、その働きを正しく評価し農政の視点に加えること。

○ 国内自給率の向上を図るためには、酪農飼料基盤拡大がポイントとなることから、飼料基盤拡大の事業の円
滑な推進をはかるとともに、簡易更新技術、暗渠に替わる排水技術の取り入れなど低コスト技術の採用をはか
り事業量の確保をはかること。

○ 生産性向上等に結び付けていくため、要望実態を踏まえた中で、関連機械・施設に係る補助付きリース事業
の円滑な推進と予算の確保をはかること。

36 男性 北海道 農業 マルキン事業の継続及び充実についての要望
１．通常マルキンの家族労働費分の補てんを80%から100%に引き上げ願いたい。
２．物材マルキンについても10%の引き上げを願いたい。
私ども肉牛肥育経営は今までにない厳しい局面に立たされています。（他同旨1件）

37 男性 北海道 農業 １．政策展開の基本的な考え方について
（１）食料自給力の向上や地域経済の維持・発展に向けた本道の酪農畜産の位置付け・役割を踏まえ、持続可能な

酪農畜産経営の確立につながるよう、実行性のある政策を総合的に展開するとともに、酪農畜産については、経
営サイクルが長い傾向にあることから、中長期的視点にもとづいた安定的な政策を確立すること。

（２）食料自給力の向上等をはかっていくための農業政策が重要であり、そのための都道府県別・作物別の生産目
標数量を設定するとともに、実現に向けた具体的工程の明確化並びに関連対策を展開すること。

（３）国内の農業政策を安定的かつ着実に実施するため、適切な国境措置を確保することが極めて重要であり、Ｗ
ＴＯ農業交渉・ＥＰＡ（ＦＴＡ）交渉において、我が国の主張が 大限反映されるよう対応すること。

２．担い手対策・資金対策について
（１）担い手の確保に向けては、他産業と遜色のない安定的な所得の実現が重要であり、所得確保対策をはじめ、

経営安定に資する生産性向上や生産基盤の確立等に関する総合的な政策展開を行うこと。
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（２）配合飼料価格の高止まり傾向や枝肉価格の低迷等、酪農畜産経営をとりまく情勢は依然として厳しい状況に
あることから、負債償還圧の軽減や経営改善等に有効となる対策の強化を行うこと。

また、親子間の経営継承に関する既往負債の償還円滑化対策の対応を図るとともに、新規就農者に対する営
農基盤並びに生活基盤の確立に向けた資金対策の強化を図ること。

（３）多額の運転資金を必要とする酪農畜産に関して、生産コストの急激な上昇等による経営逼迫局面において、
経営存続に支障を来さないよう、有効な運転資金確保対策を措置すること。

３．酪農経営安定対策について
（１）平成22年度における加工原料乳生産者補給金並びに限度数量については、平成23年度以降に予定されている

所得補償制度の導入を踏まえつつ、生産者の生産意欲の維持・向上、酪農経営の安定と生産基盤の確保等の視
点に立ち、少なくとも現行水準を確保すること。

（２）平成22年度においては、生乳需給ギャップの解消を目指した新規需要の創出や生産基盤の維持等の観点に立
ち、チーズ・液状乳製品等向け生乳の生産振興並びに乳製品の輸入置換対応等に係る支援対策の確立を図るこ
と。

（３）平成23年度以降に導入予定の酪農畜産版の所得補償対策については、酪農経営の再生産の確保と経営安定に
つながる仕組みを前提として、現行制度の充実強化を含めた検討と併せ、十分な予算確保を図ること。

また、具体的な検討に当たっては、生産現場の意見・要望等を十分聴取しながら、慎重かつ丁寧な対応に配
慮すること。

（４）安定生産体制の確立の視点に基づき、予期せぬ需給変動等の事態に対応するための乳製品の保管販売体制の
在り方について検討すること。

４．畜産経営安定対策について
（１）現行の主要な畜産経営安定対策については、平成21年度で一旦事業が終了することから、平成22年度以降に

おいても、改めて畜産経営安定対策を確立すること。
なお、検討に当たっては、平成23年度以降に導入予定の所得補償制度への円滑な移行を踏まえつつ、各畜種

並びに経営形態（育成・肥育等）ごとの再生産の確保と経営安定につながるよう、現行対策の充実強化を含め、
粗収入と生産コストの差を万全な形で所得補てんする仕組みを確立するとともに、十分な予算を確保すること。

（２）制度の具体的な検討に当たっては、生産現場の意見・要望を十分聴取しながら、慎重かつ丁寧な対応に配慮
すること。

５．生産基盤対策について
（１）畜産物の安定供給や生産性向上等を図るため、中長期的視点に立った中で、家畜改良の推進や飼養管理対応

の改善等に資する支援対策の継続強化と予算の確保を図ること。
（２）酪農ヘルパーの役割・重要性を踏まえ、有効な支援対策（ポスト酪農ヘルパー利用拡大推進事業、円滑化対

策事業基金の仕組みの維持など）の継続強化を図ること。
（３）生産性向上等に結びつけていくため、要望実態を踏まえた中で、関連機械・施設に係る補助付きリース事業

の円滑な推進と予算の確保を図ること。
６．自給飼料基盤対策について
（１）生産者負担の軽減にも配慮した中で、特に本道の自給飼料基盤として重要な位置付けにある牧草や飼料用と

うもろこし等の安定生産・安定供給体制の確保につなげるため、中長期的な視点に立った中で、現行対策の充
実強化を含めた安定的かつ有効な支援対策の確立（畜産公共事業を通じた草地基盤整備の推進、草地更新の促
進、飼料用とうもろこしの作付拡大、エコフィードの推進、粗飼料の広域流通対策、牧草・飼料用とうもろこ
しの品種改良の促進など）を図るとともに、円滑な事業推進に向け十分な予算を確保すること。

（２）地域の営農支援組織として重要な役割を担っているコントラクター、ＴＭＲセンター等の取組の強化に向け、
組織の設置や作業受託に係る支援対策の継続強化、関連機械の円滑な更新等に係る支援対策の確立を図ること。
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７．配合飼料対策について
（１）配合飼料価格安定制度の通常補てん基金にかかる借入金の償還に当たっては、生産者負担の増加に結びつか

ないよう、万全な支援対策を確立すること。
（２）当面対応として、現行の配合飼料価格の高止まりの状況等に適切に対応できるよう、現行制度の仕組みの見

直しを図ること。
また、今後、所得補償制度との関連性の整理が必要となってくることが想定されるが、基本的には、配合飼

料価格を含めた生産コストの粗収益の差が万全な形で補てんされる仕組みを確立すること。
８．食の安全・安心対策について
（１）ＢＳＥ関連対策や牛個体識別システムについては、畜産物に係る安全・安心対策の根幹であることから、国

による支援対策の継続強化を図ること。
（２）食肉流通施設については、食の安全・安心対策を推進していく上で基幹となる施設であり、衛生対策や環境

対策を踏まえた施設整備が円滑に進むよう、支援対策の継続強化を図ること。
（３）消費者への情報提供並びに食の安全・安心対策の推進に向け、外食分野における原料原産地表示の義務化を

促進すること。
（４）米国産牛肉の輸入問題については、我が国の消費者理解の確保を前提に、科学的知見を踏まえた中で慎重に

検討すること。
（５）食品の品質事故や偽装事件等の再発防止に向け、国による指導・監督をより一層強化すること。
９．畜産環境対策について
（１）経営規模や新規参入等を踏まえた畜産環境対策の円滑な推進に向け、良質たい肥の生産並びに経営内外にお

ける有効活用等の視点を踏まえた中で、個人におけるたい肥舎等の関連施設の整備に係る支援対策の充実強化
やたい肥の広域流通等に係る支援対策を確立すること。

（２）自給飼料基盤に立脚した酪農経営の確立や環境対策の推進等の支援を踏まえ、現行の酪農飼料基盤拡大推進
事業の後継対策を確立すること。

（３）今後想定される環境基準の規制強化については、一律的な対応ではなく、酪農畜産経営への影響等を十分踏
まえた中で、柔軟な取り進めに配慮すること。

また、排水処理・悪臭防止に係る施設整備や家畜排せつ物のエネルギー利用の促進に向けた関連施設の整備
・運営等に対する支援対策の充実強化を図ること。

10．需要拡大対策について
（１）国産農畜産物の消費拡大については、農業政策の基本である食料自給率の確保につながる重要な視点であり、

民間の取組等に対する政策支援並びに国産農畜産物の利用拡大に向けた消費者への理解醸成活動の継続強化を
図ること。

（２）我が国の酪農畜産の生産基盤の確立に向けて、国内需要の確保・拡大のみならず、安全・安心な品質の高い
畜産物の輸出拡大に向けた支援対策の強化を図ること。

11．家畜防疫対策について
（１）海外悪性伝染病の国内への侵入防止対策に万全を期すこと。
（２）万が一、家畜伝染病が発生した場合における発生農家の経営再建に向け、家畜防疫互助事業による対象疾病

の拡大等、支援対策の充実強化を図ること。

38 男性 北海道 農業 1. 養豚経営安定のためのセーフティーネットの構築と全国肉豚制度の創設
豚肉の枝肉価格が低迷し、配合飼料価格も高止まりの中、生産コストが上昇しており、養豚経営は非常に厳し

い状態に置かれている。平成21年度で終了する地域肉豚制度をさらに強化し、全国肉豚価格基金制度とし、飼料
など物材コストを考慮し、再生産可能な価格までの補てんができる基金制度の創設をお願いしたい（平成22年度4
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50円/kg）。
また、現在の肉豚の価格安定制度については、国の助成が1/4であり、肉牛の価格安定制度（マルキンなど）か

らみて格段の差がある。国の助成割合を牛肉並みの制度にしていただきたい。
2. 畜安法に基づく安定基準価格（現行400円）の引き上げと豚価低迷時の速やかな調整保管実施。
3. 地域養豚特別対策事業の継続

養豚生産者の生産基盤の維持、整備と経営体質の強化を図るため、地域養豚特別対策事業の予算確保と事業の
継続をお願いします。

4. 国産豚肉の自給率向上及び競争力強化のための超低利融資制度の創設。
5. ＷＴＯ農業交渉、日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉において豚肉の国境措置を堅持し、食料の安全保障を脅かし、そし
て、農業農村に大きな影響を及ぼすような合意は行わないこと。

6. 差額関税制度の維持と厳格な運用、国産豚肉を脅かす裏ポークに対する厳しい取り締まりの実施。
7. 自給率向上、経営体質強化に資する長期無利子融資制度の創設。

39 男性 北海道 農業 1. 乳価対策
現状の乳価は絶対守って欲しい。飼料代・肥料代が高くなってもいつも対策を出してくるのは後手・後手だ！

もっと早く対策をして欲しい。すぐに対処できる仕組みを作って欲しい。
2. 草地整備

草地整備にしっかり予算を付けてくれないと、いつまでも配合飼料だよりの酪農経営から脱却できない。公社
営草地整備の予算が大きく減ったと聞くが、基礎飼料をもとにした土地利用型酪農をどう考えるのか？現状の酪
農経営においては、草地更新にまで手が回らない。草地更新・基盤整備は公共の力でどんどん進めるべきである。

（他同旨2件）

40 男性 北海道 農業 1. 配合飼料が高止まりし、豚価は下がっている。生産費が所得を上回り、養豚家は再生産できない状態になって
きている。このため、国は豚肉の調整保管などの施策を講じてきているが、まだ価格が浮揚するまでに至ってい
ない実態にある。経営安定対策として、肉牛は3/4も国庫が補てんしているのに、豚は1/4しか補てんされていな
い。同じ畜産農家として豚も肉牛並みに扱うようにしていただきたい。

2. 養豚家は、種豚の補助金がなくなることを心配している。種豚登録事業を生産者団体が実施すると聞いたが、
家畜改良増殖法からして関連事業は本来国が行うべきものではないのか。国家戦略として、責任を持った対応を
お願いしたい。

3. 我々は、安全・安心な豚肉を生産しているが、トレーサビリィティに対応できると畜場がなく、特別扱いでき
ないと言われている。農場記帳を行っていることが活かされるように、と畜場の整備に対する財政措置をお願い
したい。

4. 養豚場の排水規制の緩和措置が見直されると聞いた。養豚場においては、家畜ふん尿処理施設等への投資が必
要となることから、財政措置や補助付きリース事業の拡充等について特段の配慮をお願いしたい。

41 男性 北海道 農業 1. 平成22年度畜産物価格及び関連対策の決定に当たり、
（１）我が国畜産政策を進めていく上での課題と対処する方法

・安易な補助事業の廃止
・不要不急な作業機械更新や導入につながる補助事業の見直し

個人所有・小規模共同利用機械はリース対応、リースの改善
・低負担型リースの創設

今のリースは金利や保証料がかすむ
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・無利子資金の充実
保証料や手数料など実質負担をなくした資金を借りやすく

・無利子貸付や補助事業への自己負担による継続的経営診断の義務づけ
ただし、安価な経営診断の確立が前提

・無利子貸付や補助事業への厳格な青色申告の義務づけ
経営者感覚を持たせるため

・ＴＤＮ自給率の目標設定と将来の義務化
地区別・経営別 明確な目標がなければ実現はおぼつかない
30%とか50%とか補助がつくとしっかり経営戦略を練らずについ作業機を購入してしまいます。いきおい後年

度負担が増加して経営を圧迫する例が見られる。補助事業は施設型と施設に伴う機械に限定し、作業機は無利
子の資金で対応させる。そうすれば、よく考えて買うようになる。

安易な規模拡大で行き詰まる例を散見する。公社営で半額補助だからと牛舎・パーラーを新設して、規模を
２倍３倍にしたが、作業は滞り慌ててトラクターや作業機を購入したり、牛に目が届かず事故を多発したり、
繁殖が悪化して経営を圧迫することがよくある。農協は出荷乳量で手数料が入るためについつい絞れ絞れとな
り、農家の経営や幸せを二の次にする。また、計画がバラ色過ぎる。経産牛１頭当たり100万円を越えたら返済
は難しい。しかし、100頭の施設を新築しようとしたら付帯施設を入れれば１億を超える。補助事業でと思うと
制約や設計基準が厳しく、手出しはやはり１億を超す。これではよっぽどの人でなくては成功しない。

コントラやＴＭＲセンターも大きな補助金がつぎ込まれてもやっと経営できている例が多い。10年15年たっ
て機械や施設を更新するときに再度補助しなければないないか。どこかに無理がある。

2. 酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針の見直しに当たり、
（１）我が国畜産政策を進めていく上での課題と対処する方法

平成19・20年は飼料価格・資材価格の高騰を受け厳しい経営となりました。一転して平成21年は乳価改定や
飼料価格・原油価格の低下で一般的には若干の余裕が生まれる環境になったといえます。しかし、世界的な景
気の悪化と少子化などの社会情勢を受け牛乳の消費は急激に減り改善される目処が立っていません。国民1人当
たりの乳製品消費量は資料（参考資料３ 酪農・肉用牛の動向 生産局畜産部）の４ページにあるようにここ1
0年一定水準を維持しています。今後の世代別分布を考えれば消費の増加は厳しいと思われます。振り返って、
牛乳生産はといえば、855万トンから794万トンと60万トン強の減少。特に府県では90万トン近い落ち込みで辛
うじて北海道が30万トンの増産ができているだけであり、平成27年に928万トンという目標値は消費生産のどち
らから見ても無謀な数字であると思われる。

さて、私は北海道北部の草地酪農地帯で経産牛45頭、育成牛23頭という北海道では小規模な経営を営んでい
る。年間出荷乳量は320万トンほどであるが、年間1,000万円程度の所得は得ている。もっとも、新規参入で牧
場購入時の長期負債が大きいこともあり、毎年3～500万円の元本返済があるため、左ウチワとはいえないが、
今後も十分営農を継続する自信はある。それは現在の乳価が若干のタイムラグはあっても生産費にスライドす
る形で変動しているからである。個人的な考え方ではあるが、酪農家の３割は所得を上げ、４割はトントン、
残り３割は赤字なのではないだろうか。20年のように生産費の上昇が急激な場合、単年度的にはより下のグル
ープが増えるが、３年くらいのスパンで見れば３：４：３の割合がそれほど違ってこないと思っている。これ
は、21年のように乳価が上がり生産費が下がって所得が出やすい環境下でもしっかり赤字を出している酪農家
がいることから技術以前の経営に対しての資質の問題が原因ではないかと考える。

さて、前置きが長くなってしまったが、酪農政策を進める上での課題を述べていく。
・酪農の何を守るのか明確にする。

生産量を守るのか、360万トンの飲用向けを守るのか。府県で酪農をする意味がどれだけあるのか。
本来、酪農というものは人が直接利用しにくい牧草資源を利用して良質な動物蛋タンパクである生乳を生産
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するものである。餌となる牧草は、気候や地形の制約から他の農産物が作りにくいところでも容易に生産が可
能であり、それをメリットとする経営こそが本来のものであり、また競争力を持ちうる経営になりうる。

具体的に言えば、北海道の北部や東部などの寒冷な地帯や大規模畑作の輪作体系の中に牧草や飼料作物を取
り入れうる地帯。内地にあっては、山間部や傾斜地などである。

現在、日本の酪農はアメリカを中心にした国外からの輸入穀物や輸入牧草に依存したものであり、いかに競
争力をつけようにも餌の原産国以上の生産性を上げることはできないのが道理である。

国の目標の一つに食料自給率向上がある。畜産の中では北海道酪農は比較的優等生であるが、それでもＴＤ
Ｎ自給率は半分以下だろう。現在のような穀物多給型酪農ではこれを改善することは容易ではない。国内生産
が可能な牧草・デントコーン・飼料米などの餌の主役を切り替えること、そうした飼養形態に経営を切り替え
ていくことが急務となる。

・牧草地フル活用
現在、国や関係機関も見直してきている飼養形態に「放牧」がある。私も経営の大きな柱に取り入れている

が、その一番のメリットは生産費を抑えられるということである。放牧草は、タンパク質をはじめとした栄養
価が高く、収穫・調整を伴わないので、ＴＤＮ単価が非常に安い。餌代は、生産費の中で一番多くの割合を占
めており、この一点だけでも大きいのだが、放牧という飼養形態は生産費全体を押しなべて下げることができ
るのである。

一般の酪農では、牛の口の前に餌を運びこみ、尻の下からふん尿を運び出してほ場に還元する。これに多く
の労働力と化石燃料や機械を使う。一方放牧では、牛が放牧地に出向き、放牧草を食べ、同時にほ場にふん尿
をする。人は放牧地と牛のコントロールを的確にすればよいのである。さらにカウコンフォートを考えても、
新鮮な空気、清潔な寝床、広い空間と自由な行動が得られる。このことは、ストレスの軽減につながり、牛の
疾病が減少して、耐用年数の延長、さらに余剰牛の販売へも波及していく。

本来草食動物であり、自由に動き回る動物である乳牛を一番良い状態で飼養し乳生産を行わせるのが放牧酪
農である。

もちろん、欠点もある。土地に依存し、規模拡大が容易ではない。天候や害虫などのストレスを過度に受け
る場合がある。放牧シーズンが限られる。個体当たりの所得は上がるが、総頭数の制約から総所得は減少する
など。

現実に、今800万トンの生乳を国内で搾ろうとするれば、放牧を主流にすることはできないでしょう。しかし、
本当に800万トン絞らなければならないのか。飲用向けプラスαの500万トンか600万トンでよいのであれば、北
海道にある60万ヘクタールの牧草地と飼料畑で理論上は生産できる。これに内地の山間傾斜地を使った山地酪
農やエコフィードに北海道からの粗飼料を使った現代版粕酪をあわせればＴＤＮ自給率80%以上が可能です。

私は学者ではありません。自分の経営から追って試算しています。北海道の先進的放牧酪農家では、生乳生
産費50円台が可能です。これは、通年での数字ですから、放牧シーズンに限ればもっと安いはずです。

このように放牧 酪農の可能性は非常に高いと思われます。
さて、現時点で放牧の課題は日本型放牧酪農に適した乳牛の遺伝形質がないことです。ニュージーランドで

は、ほとんど放牧によった酪農をしています。そのため、非常に放牧に適した乳牛改良がなされてきました。
しかし、我が国では、アメリカ型の穀物多給・高泌乳が理想とされ、その一点に向かって乳牛の改良がなされ
てきました。昨年までは、ニュージーランドからの精液輸入さえできなかったのが現状です。今年やっと輸入
許可が下りたと聞いていますが、実際に供用されるのはいつなのかわかりません。

また、６次産業化（チーズ工房などの加工場設置）をする場合は、ホルスタイン種以外のブラウンスイス種
や乳肉兼用のエアシャー種など国内導入をバックアップする政策が必要だと思われます。

42 男性 60代 青森 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
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3.安全、安心な畜産物の供給
豚肉のと畜場での検査手数料を全額国費負担としていただきたい。
現行では、各都道府県の手数料徴収条例で手数料額を定めて徴収している。
国民に安全・安心のための検査であることから、全額、又は、一部を国費負担で実施出来るようにしていただき

たい。

43 男性 青森 団体職 2. 繁殖対策
員 (1) 経営安定対策

○ 肉用子牛生産者補給金は、保証基準価格を引き上げるとともに、合理化目標化価格を引き下げることが必要。
(2) 生産基盤強化対策

○ キャトルセンターに対しては、設立当初は施設及び運営経費の資金的援助、設立後は集荷支援などの経営安
定化対策が必要。

○ 一貫経営では、繁殖から肥育まで３年程度の期間を要することから、これに対応できる新たな融資制度が必
要。

3. 肥育対策
○ マルキン事業の22年度意向の継続と十分な財源の確保が必要。

4. 安定価格対策（牛肉・豚肉）
○ 安定基準価格、安定上位価格について、市況の実態に合わせて見直すべき。
○ 調整保管を適時に実施するため、基準価格を割り込んだ場合に自動的に調整保管を行う仕組みが必要。価格
安定政策という意味合いから、国が買い入れるべき。

5. 酪農対策
(1) 需給調整と計画生産

○ 生産者の合意が得られる設定と生産者の経営の安定が確保されるような国による対策の強化が必要。
○ 生産者だけでなく、メーカー側の努力も必要。

(2) 低コスト化・生産性向上
○ 酪農ヘルパーの育成や研修教育など、酪農ヘルパー支援のための事業資金の支援が必要。
○ 低コスト化への取組に必要な機械等の設備投資に関して、万全な支援措置が必要。

(3) 経営安定対策
○ 不需要期の余乳対策として、府県にもチーズ・バターの加工施設を設置することを検討すべき。
○ 加工原料乳は努力した生産者が報われることを基本に、限度数量を現行以上とすべき。
○ 飲用乳の需要減少、乳飲料の需要増といった生乳の消費形態の変化に対応して、相対的な価格減少対策とし
てのとも補償への支援の充実・強化が必要。

○ 自給飼料生産面積への支払いは、自給率向上や農業の多面的機能の観点からも必要な政策であるが、現状で
は課題も多く、限られた条件の生産者のみが活用できる事業となってしまう。

(4) 流通・販売対策
○ クーラーステーション施設の集約化を支援し、流通の合理化・効率化を推進すべき。
○ 集配乳の合理化を進める際、新たな輸送手段の定着促進に向けた対策が必要。

6. 養豚対策
(1) 経営安定対策

○ 肉豚価格差補てん事業については、年間を通じて農家が安心して加入できる経営安定対策として十分機能さ
せるため、財源不足が生じた場合は、積み増しができる制度設計とすべき。

○ 需要期である夏場に長期的に価格が低迷したことから、養豚経営は危機的な状況にあるため、緊急事態に
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対応した助成の充実が必要。マルキンのような所得補償事業が必要。
(2) 生産基盤強化対策

○ 現行の地域養豚振興特別対策事業は、地域の特性にも配慮した事業であり、22年度以降の継続が必要。
○ 個々の生産者の努力による生産コスト低減はすでに限界であり、事故率の低減に向けた国の支援が必要。

7. 鶏卵対策
○ 鶏卵の価格低迷が続く中、生産者が意欲を持って経営に取り組めるよう、補てん基準価格の引き上げとその
財源の充実が必要。

○ 鶏卵基金は、国の負担割合が低く抑えられているが、異常卵価時には国から直接交付し、補てんを継続でき
る仕組みに改善すべき。

8. 自給飼料対策
○ 中山間地域における自給飼料生産基盤整備、採草地の団地化、採草地に応じた機械整備等への支援の強化が
必要。

○ 飼料用米の生産拡大に向けて、給与技術の確立と価格差の解消が急務。
○ 飼料用米出荷側に入庫施設を整備するとともに、不足しているオガクズ等の副資材センター等も併せて設置
することが必要。

9. 配合飼料対策
○ 配合飼料価格安定制度への積立は、価格変動への補てんを 優先すべき。借入金の返済には、異常基金から
の支援を行うべき。

○ 配合飼料価格安定制度は、飼料価格の高止まりにも対応できるよう見直すべき。
10. 資金対策

○ 全畜種について、経営を立て直すために長期的な経営改善資金が必要。
○ リース事業は、コスト低減の観点から、高規格でない機械・施設も対象とすることが必要。また、事務手続
の簡素化・迅速化が必要。

○ 機械設備の共同利用により効率的・経営改善に取り組んでいる組織体への支援が必要。
11. 消費拡大対策

○ 各種団体が様々なＰＲを実施しているが、組織を越えた統一的で効果的なＰＲ活動を実施すべき。
○ 中国などへの輸出促進対策の強化が必要。

12. 安全・安心対策
○ 食の安全を担保することが、国産畜産物の消費拡大へとつながることから、加工・流通過程の施設整備及び
衛生対策を一元的に管理することが必要。

○ 旧施設を整備し、より広域的に対応し、輸出にも対応しうる高度な機能を持つ施設整備への支援が必要。
13. 環境対策

○ 規模拡大生産者への支援に加え、老朽化した畜舎の排せつ処理施設等のへの支援対策も必要。
○ たい肥の広域流通を可能にするたい肥センターの整備も望まれるが、併せてたい肥センターの運営維持のた
めの支援が必要。

44 男性 岩手 団体職 1. 肉用牛対策について、子牛生産者補給金の保証基準価格が物材費も確保できないことから、再生産可能な水準
員 に引き上げられたい。

2. 肥育牛対策について、肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン）の継続実施と現行手取りを下回らない補てん
水準と万全の予算を確保されたい。また、肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業（補完マルキン）についても継
続実施のうえ、物財費割れを補える仕組みに見直されたい。

3. 酪農対策について、生産費が増高している実状を踏まえ、加工原料乳生産者補給金の単価を現行以上とされた
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い。
4. 養豚対策について、肉豚価格差補てん事業を継続のうえ、肉豚の安定基準価格を引き上げられたい。

45 男性 40代 宮城 その他 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
自給飼料の増産に向け、地域実態に即した草地更新や放牧、エコフィード等の活用などのさらなる推進のため、

飼料作物増産と生産性向上や飼料用米を含めた広域流通等の取り組みへの支援を充実・強化すること。
畜産・酪農の生産には多大な労働時間がかかることから、飼料生産部門を外部に委託することで飼料自給率向上

に寄与している、コントラクター・TMRセンター等の取り組みへの支援対策を充実・強化すること。

46 男性 40代 宮城 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格については、ふん尿処理の義務化や規模拡大等の投資増により

生産費が増高しているにもかかわらず、現在は物財費も確保できない水準にあることから、再生産可能な水準に引
き上げること。

黒毛和子牛については、子牛補給金制度の上に2つの事業で重層化しているため、生産者にとって分かりづらく、
また補てん水準が低下していることから、生産者に分かりやすい仕組みとし、40万円/頭を確保できるよう見直すこ
と。

繁殖生産者が高齢化し、わが国の牛肉生産基盤が弱体化していることから、飼料作りや繁殖、育成等の肉用牛繁
殖にかかる一連の作業を、地域として支える取り組み（キャトルセンターや地域内一貫の育成など）に対する支援
対策を強化すること。

47 男性 40代 宮城 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
21年度で終期となるマルキン事業は所得に着目した経営所得安定対策であり、22年度についても事業を継続する

こと。また、デフレ下で畜産物価格は低迷する一方、飼料等の生産コストは高止まりを続けている地域ごとの実態
をふまえ、現行手取りを下回らない水準と万全の予算を確保すること。

補完マルキン、ステップ・アップ奨励金については、現行の重層的な対策でも物財費割れを補いきれていないこ
とから、肥育経営のセーフティネットとして再生産が可能となるよう、物財費不足分について分かりやすい仕組み
に見直すこと。

48 男性 40代 宮城 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
加工原料乳生産者補給金の単価（現行11.85円/kg）は、生産費の増高をふまえ現行以上とすること。限度数量（現

行195万トン）については、脱脂粉乳・バターの世界的な需給変動もふまえた在庫水準の考え方とし、生産基盤を維
持するためにも現行を基本に数量を確保すること。また、国内需給への影響に配慮したカレント・アクセス（国家
貿易として農畜産業振興機構が行う脱脂粉乳・バター等の輸入）の運営を行うこと。

22年度も液状乳製品・発酵乳向け生乳等の生産奨励措置を講じること。

49 男性 40代 宮城 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
需給ギャップの解消に取り組む生産者の手取り減少を緩和するための対策を措置すること。
飲用需要が減少するなかで、都府県の生産基盤を維持するためにも加工処理施設の整備等への支援を強化するこ

と。

50 男性 40代 宮城 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
豚肉の安定基準価格は、需給の安定と国産豚肉の安定供給をはかるため、経営実態をふまえて引き上げるととも
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に、ひきつづき機動的に機構による買い上げや調整保管を発動すること。
21年度で事業終期となる肉豚価格差補てん事業は、22年度も養豚経営の実態をふまえ、経営安定対策の機能が担

保できるような保証価格を設定し、国としての十分な財源を措置すること。
地域が一体となって取り組む生産コスト低減のための衛生対策や、安価で効果的な薬剤開発支援など、地域養豚

振興特別対策事業を充実・強化すること。
鶏卵価格差補てん基準価格は、経営実態や需給動向等をふまえ、適切に決定すること。

51 男性 40代 宮城 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
畜産は、畜舎・たい肥舎・機械など多大な設備投資と、飼料費などの回転資金を必要とするが、飼料高と畜産物

価格の下落により資金繰りが悪化しているため、21年度で終了する家畜飼料特別支援資金を継続・強化すること。
また、前向きに生産性向上や環境対策をすすめるための資金が不足しているため、より効果的な資金対策を講じ

ること。

52 男性 40代 宮城 その他 3.安全、安心な畜産物の供給
わが国畜産の安全・安心対策の根幹を担う食肉センター等における食肉処理・加工施設の機能向上対策や衛生対

策を充実すること。

53 男性 40代 宮城 その他 6.その他
配合飼料価格安定制度は価格上昇の影響を緩和する役割を果たすため、19・20年度の価格高騰時に1,192億円の借

入により対応し、22年度から市中銀行への償還が始まるが、今後も配合飼料価格は変動を繰り返すことが見込まれ
ることから、借入金償還によって本来の目的である価格変動への補てん財源が不足することがないよう、支援対策
を措置すること。

54 男性 40代 宮城 その他 4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

景気の悪化により、国産の食肉や卵、牛乳、乳製品の消費の低迷が続いており、自給率を上げる観点から国産畜
産物の消費拡大を国として支援すること。
消費者への情報開示を強化し、国産畜産物や牛乳・乳製品の自給率向上に資するため、加工食品と外食について原

産地表示の義務対象を拡大すること。

55 男性 40代 宮城 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
6.その他

将来にわたって、家族経営を基本とした多様な経営体がわが国畜産・酪農の担い手であることを明確化すること。
資金が必要な施設型農業である畜産・酪農の特性をふまえ、後継者の確保や新規就農の促進等も含めた担い手の

育成・確保対策や畜産インフラの整備を強化するとともに、経営所得安定対策等の施策は、生産性向上や計画生産
等に取り組む全ての生産者を対象とすること。

56 男性 40代 宮城 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
6.その他

現在の畜産・酪農の経営所得安定対策は、必要な国境措置を確保したうえで、畜種別・品種別の生産構造や需給
の特性をふまえ、価格や所得に着目して措置されているが、コスト増大・価格下落のなかで支援水準の低下や、財
源の不足など課題に直面している。 23年度以降の畜産・酪農の経営所得安定対策については、これらの課題を克
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服し、需給と価格の安定、生産拡大や所得向上が確実にはかれる仕組みとするとともに、万全の財源を確保して安
定した制度とすること。

57 男性 40代 宮城 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
6.その他

23年度以降の畜産・酪農にかかる経営所得安定対策については、戸別所得補償制度の導入の検討なども含め、早
期に検討スケジュールを示すとともに、検討にあたっては、生産現場の実態を十分ふまえ、消費者・生産者をはじ
め広く関係者から意見を求めること。

58 男性 40代 宮城 その他 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
自給率向上のためには餌の生産拡大が必要なので、デントコーンの生産に助成措置をして欲しい。

59 男性 40代 宮城 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
規模拡大は必要だが、家族経営の小規模経営体も必要と思うので、規模に応じた政策を講じて欲しい。

60 男性 40代 宮城 その他 5.国産食肉の消費拡大
WTO農業交渉は輸入国である日本の立場を十分に主張して交渉に臨んで欲しい。

61 男性 宮城 団体職 指定生乳生産者団体は、平成13年度から従来の県単位の指定団体を見直し、広域指定団体を立ち上げました。そ
員 の段階では、屋上屋を重ね生産者が今まで以上に負担を感じることを危惧したものでした。そのため、各ブロック

単位では5ヶ年を目処に、乳価や経費の完全プール化と旧指定団体に依存していた配乳や乳代精算もすべて指定団体
に移行することにより、旧指定団体の手数料を削減することでした。しかし、一部指定団体は、各県の旧指定団体
を支所会員とし、その他の酪農組合から手数料を取ることを黙認し、組織の合理化を先送りにし、指定団体の名前
を使わせ、暴利をむさぼっております。このことは、貴省の目的とする生乳の生産販売の合理化に全く反するもの
であり、不足払い法を悪用し、権利を傘に生産者を苦しめるような悪法にしてしまったのです。そのため、不足支
払い法を見直し、区域を越えた全ての生産者が少しでも手取りが増えるように指定団体としての手数料の外に支所
手数料なるものをとらないように指導徹底をお願いします。

また、併せて、現行の指定団体ではお互いに牽制し実現できない全国乳価保証対策として、指定団体の枠を越え
た販売政策により、経費削減（運賃）を行い、乳価アップが図られますので、政策にて指定団体を指導下さるよう
提言いたします。
1. 事業名
(1) 指定団体強化対策事業
(2) 全国乳価保証対策
2. 事業の内容
(1) 指定団体強化対策事業
① 指定団体による各ブロック内生乳の完全配乳の実施（メリット：二重手数料の改善）
② 管内生産者団体の乳代精算の完全実施（メリット：指定団体の不公正運営の解除（支所会員と普通会員との）
(2) 全国乳価保証対策
① 各ブロック内の生産量、消費量を算出し、飲用向けについては100%当該ブロック内の生乳で対応し、必要量が
不足する場合は、近くのブロックから生乳を搬入する。

② 同様に各ブロックで飲用向けについて現地配乳を優先に考えていく。基本的に都府県の牛乳は都府県の生乳で
まかなうものとし、北海道等遠隔地の生乳は地元で加工処理を行うものとし、無駄な流通経費は全て削減する。
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③ この場合、そのままの乳代精算では、加工が集中する北海道等が乳価が下がるため、前年度の乳価を基本乳価
とする。

④ 当該年度に流通経費等で浮いた分を各ブロックで按分し、配分を行うものとし、乳価に反映させる。また、付
随するメリットとしてブロック間の価格競争が激減し、市場正常化にもなる。

3. 補助内容
いずれも指定団体に対する行政指導がメインになりますので、補助金は事務経費に対する補助程度で可能と思

われます。

62 男性 秋田 団体職 １．肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格の引き上げについて
員 現在の保証基準価格は、牛肉輸入自由化に伴い約２０年前に制定された価格が基準になっており、現在の配合飼

料価格の高騰などの厳しい情勢を踏まえ、現状にあった保証基準価格の設定が必要です。

区分 黒毛和種 褐毛和種
現行 要請 現行 要請

保証基準価格 310,000 400,000 285,000 340,000
２．肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン）算定方法の見直しについて
（１）補てん率の見直し
①肉用牛肥育経営安定対策事業

◎家族労働費割れの補てん率の引き上げ
（現行）8割→（要請）10割

②肥育経営生産者収益性低下
◎物財費割れ補てん率の引き上げ
（現行）6割→（要請）8割

（２）肉用牛肥育経営安定対策事業は、全国基準と各地域の算出基準の間には大きく格差があるのが現状です。こ
のため、地域の算出基準を明らかにするとともに、全国平均を基準とした算定数値と地域における算定数値の
算定基準を見直し、公平な発動基準になるよう要請します。

63 男性 山形 団体職 ２ 畜産物価格等に関する政策提案
員 ＜繁殖対策（牛）＞

・牛肉市況の悪化は、子牛価格の引き下げを通じて繁殖経営に転嫁されることから、我が国の畜産資源の維持・確
保のためには、繁殖経営への磐石な経営安定対策の確立を基礎とすべきである。

・そのため、肉用子牛生産者補給金だけで経営安定対策が可能になるよう、黒毛和種の保証基準価格は再生産可能
な水準（40万円以上）まで引き上げすべきである。これにより、経営安定対策を肉用子牛生産者補給金制度に一
本化し、仕組みの簡素化を図る必要がある。

・また、肉用子牛生産者補給金制度における積立金については、生産者負担を軽減すべきである。
・規模拡大や低コスト化、品質向上の取り組みに対する支援のもと、生産基盤の強化を図る必要がある。
・そのためには、畜産生産の団地化による作業の効率化とヘルパー制度の活用により、規模拡大を図る必要がある。
団地造成、ヘルパー制度の充実に向けた支援が必要である。特に、繁殖・育成・肥育の各経営は、専門的知識と
技術が必要であるため、技術伝達や情報共有を図る観点から、一貫経営団地造成は不可欠である。

・また、施設リース方式による団地化を検討する必要がある。
・一方、家族経営での規模拡大には限界があるため、さらなる規模拡大を図るためには、キャトルセンター設置や
ＪＡ子会社設立による直接経営の必要性が増すものと思われ、設置・運営等にかかる国の支援が必要である。



- 18 -

・一貫経営は、販売するまでの期間が長期に渡るため、運転資金の確保、金利助成などが必要である。
＜肥育経営（牛）＞
・肥育経営安定対策であるマルキンについては、21年度が事業終期であるが、経営安定対策として不可欠の制度で
あり、事業の継続ならびに家族労働費の全額補てんを行うなど経営安定対策としては十分な財源を確保する必要
がある。

・さらに、物財費割れ対策については、国の十分な財源確保のもと、補完マルキン同様の制度で全額補てんを行う
など万全の経営安定対策が必要である。

＜安定価格制度（牛肉・豚肉）＞
・牛肉の安定基準価格は黒毛和種と乳用種を組み合わせた取引実態のない価格であり、それぞれの市況実態に合っ
た制度となっておらず、安定基準価格の設定にあたっては、黒毛和種と乳用牛去勢を分けて設定すべきである。

・また、再生産が可能となる安定基準価格に、全畜種の見直しが必要である。
＜酪農対策＞
・飲用牛乳等の需給動向を踏まえ、加工向け等への需要拡大を図り、中長期的な計画生産が必要である。
・景気後退や他飲料との競合等により、飲用向けの減少に歯止めがかからない中で、加工向けの増加による影響が
懸念され、その支援対策と併せて十分な限度数量枠の確保が必要である。

・目標数量枠については、生産基盤の維持・拡大を図る上からも、中長期的目標数量設定が必要であり、また急激
な需給変動に対応できる柔軟性も必要なことから、中長期で対応できる需給調整の仕組みの検討が必要である。

・また、周年拘束性の強い酪農経営において、生産の維持・規模拡大をすすめるためには、酪農ヘルパー組織は必
要不可欠である。廃業等で酪農ヘルパー組織の弱体化が進む中、組織への支援が必要である。

・セーフティネット対策は、全国・東西ブロック・各指定団体単位など段階的な対策と拡充が必要である。
・安定的な経営を図るためにも、自給飼料生産基盤の確保は不可欠であり、国土保全の観点からも生産面積の拡大
は国策と連動することから、自給飼料生産面積等への支払（緑の政策）を措置すべきである。

・生産者手取り確保に向けての集配乳の合理化や乳業再編の促進、指定団体の機能強化等が必要である。
＜養豚団体＞
・現行の肉豚価格差補てん事業は21年度に終期を迎えるが、各県による自主財源に対して国が支援する仕組みを変
更し、生産者負担軽減を前提に国としての十分な財源確保のもと、肥育牛経営安定対策と同様に、生産者１：国
３の割合などによる全国統一した積立金方式への見直しが必要である。

・また、財源不足が生じた場合はマルキン事業同様、積み増しができる制度設計とすべきである。
・一層の生産コスト低減に向け、国による安価な薬剤等の資材の研究・開発支援などの支援が必要である。
＜鶏卵対策＞
・鳥インフルエンザの発生が確認された場合の被害を 小限にとどめる対策、壊滅的な被害に及んだ場合の救済措
置等が必要である。

＜自給飼料対策＞
・飼料用米の生産拡大には、給与技術の確立が急務であるとともに、飼料原料としての価格と飼料米生産コストの
格差が大きいため、十分な支援策が必要である。

・水田地帯に適した自給飼料として、稲ＷＣＳは今後も拡大できる可能性を持っている。肥育牛への給与システム
の確立が必要である。

・稲ソフトグレーンサイレージ（稲ＳＧＳ）の普及と水田利活用自給力向上事業の戦略作物への位置付け、給餌側
に対する支援が必要である。

＜配合飼料対策＞
・現行の配合飼料価格安定制度は、あくまで飼料価格の急激な高騰に対する緩衝機能であり、現在のような高止ま
りの状況下では機能しないため、制度の抜本的な見直しが必要である。
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・配合飼料価格安定制度の積み立ては価格変動への補てんを 優先すべきであり、生産者の経営が苦しい中で借入
金返済によって本来のセーフティネットとしての制度の機能が低下しないよう、借入金の返済に対しては異常補
てん基金からの支援を行うべきである。

・また、今後については、異常補てん基金が借入して財源を確保するのではなく、補てん財源が枯渇した場合は、
全て異常補てん基金から補てんすべきである。

＜資金対策＞
・家畜飼料特別支援資金を継続すべきである。
・想定外の畜産物価格の急落等経営悪化要因に対応し、迅速・柔軟的に視点できる緊急的な資金を措置すべきであ
る。

・リース助成は、年々需要も多くなっており、今後とも措置すべきである。申込み手続きは、段階的な与信審査が
多すぎ、迅速性に欠ける。基金協会保証でもあり、利用者の経営状況を熟知しているＪＡでの与信審査とすべき
である。

＜消費拡大対策＞
・地域ブランドやＰＢを活かし、独自の販売戦略を構築し、一次産業から二次・三次産業へと展開させ、付加価値
販売による所得増大を図る必要がある。

＜安全・安心対策＞
・原料原産地表示については、生産者への義務に終わることなく、安全・安心と消費者の食に対する不安を払拭す
べく、すべての段階での産地表示へ拡大すべきである。

・ＢＳＥ対策として、科学的根拠が明らかとなるまで、国が責任を持って全頭検査をすることが必要であり、20ヶ
月齢以下のＢＳＥ検査に対する国庫補助を復活すべきである。

＜環境対策＞
・円滑なたい肥の流通を図るためには、地域単位での耕畜連携を進める必要がある。そのためには、行政・ＪＡ・
関係機関を設置し検討する必要がある。

・国の環境対策である1/2補助付き畜環リース事業は、家畜排せつ物法に対応するためのたい肥舎等の取得に対し支
援してきたものの、２～３年前からはたい肥の有効活用に向けた取り組みに対する支援のみとなった。新規の畜
産業参入や規模拡大等により、家畜排せつ物法に対応するためのたい肥舎等を取得する必要があることから、支
援を復活する必要がある。

64 女性 30代 福島 食品製 畜産物はひたすら大量生産、大量消費を目指して突き進んできたが、あまりにも多くの問題を抱えている。今こ
造 そ本来あるべき姿は何かという原点に立ち返るべきではないか。

動物本来の生理、習性、行動様式を無視した過密・拘束飼育、不適切な濃厚飼料の過剰給与、それらによる病気
の多発・まん延と、薬物の過剰投与、耐性菌のまん延、排せつ物による環境汚染等。

外国に目を転じれば、牧場の開拓による大規模な自然破壊、遺伝子組換え作物の拡大、メタンガスによる温暖化
の加速、世界的な食料危機、水危機問題と数え上げればきりがない。もちろん、これらの問題は国内も同様であり、
地球規模で連鎖している。

子供達に多発しているアレルギーや発達障害は、20～30年前まではこれほど深刻ではなかった。畜産動物に与え
られる遺伝子仕組み変え作物や様々な薬などが原因になっているように思えてならない。安全志向の強い若い母親
の中には、食卓から畜産物を排除する人が少なくない。

消費拡大のため、「安全安心」のアピール強化が掲げられているが、こうした負の側面については全く知らされず、
こうした人々にはますます不信感が募るばかりである。

そもそも、こんなに多くの畜産物を口にしなければならない理由はない。肉食とガンの発生はほぼ比例している
し、健康面を考えれば高カロリーの畜産物を減らし、野菜を多く摂りたいと考えるのは自然な感覚・常識であり、
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これを無視して無理矢理消費拡大のための誇大宣伝をして欲しくない。国にとって医療費の増大も大きな課題であ
り、むしろこうしたヘルシーな食生活を促進するようなアピールこそが必要なのではないか。

待ったなしの地球温暖化問題を考えると、畜産動物の頭数を大幅に減らしていかなければならない。これらの畜
産物は、コストがかかってもできる限り動物本来の姿で飼育し、大幅に価格を上げることで供給量は減っても収入
が得られるような仕組みに変えていく必要があると思う。そのためなら、牛乳１本・卵１パック1,000円であっても
良いと思う。少なくともそれが選択できるようにして欲しい。

65 栃木 団体職 Ⅰ 平成22年度畜産・酪農対策
員 1. 肉用牛対策

(1) 繁殖対策（肉用子牛生産者補給金等）
○ 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格については、ふん尿処理の義務化や規模拡大等の投資増に
より生産費が増高しているにもかかわらず、現在は物財費も確保できない水準にあることから、再生産可能な
水準に引き上げること。

○ 黒毛和子牛については、子牛補給金制度の上に2 つの事業で重層化しているため、生産者にとって分かりづ
らく、また補てん水準が低下していることから、生産者に分かりやすい仕組みとし、40万円/頭を確保できるよ
う見直すこと。

○ 繁殖生産者が高齢化し、わが国の牛肉生産基盤が弱体化していることから、飼料作りや繁殖、育成等の肉用
牛繁殖にかかる一連の作業を、地域として支える取り組み（キャトルセンターや地域内一貫の育成など）に対
する支援対策を強化すること。

(2) 肥育対策（マルキン・補完マルキン事業）
○ 21年度で終期となるマルキン事業は所得に着目した経営所得安定対策であり、22年度についても事業を継続
すること。また、デフレ下で畜産物価格は低迷する一方、飼料等の生産コストは高止まりを続けている地域ご
との実態をふまえ、現行手取りを下回らない水準と万全の予算を確保すること。

○ 補完マルキン、ステップ・アップ奨励金については、現行の重層的な対策でも物財費割れを補いきれていな
いことから、肥育経営のセーフティネットとして再生産が可能となるよう、物財費不足分について分かりやす
い仕組みに見直すこと。

2. 酪農対策
（需給安定対策・経営安定対策①）

○ 加工原料乳生産者補給金の単価（現行11.85円/kg）は、生産費の増高をふまえ現行以上とすること。限度数
量（現行195 万トン）については、脱脂粉乳・バターの世界的な需給変動もふまえた在庫水準の考え方とし、
生産基盤を維持するためにも現行を基本に数量を確保すること。また、国内需給への影響に配慮したカレント
・アクセス（国家貿易として農畜産業振興機構が行う脱脂粉乳・バター等の輸入）の運営を行うこと。

○ 22年度も液状乳製品・発酵乳向け生乳等の生産奨励措置を講じること。
（需給安定対策・経営安定対策②）

○ 需給ギャップの解消に取り組む生産者の手取り減少を緩和するための対策を措置すること。
○ 飲用需要が減少するなかで、都府県の生産基盤を維持するためにも加工処理施設の整備等への支援を強化す
ること。

3. 養豚・鶏卵対策（安定価格制度、肉豚価格差補てん事業等）
○ 豚肉の安定基準価格は、需給の安定と国産豚肉の安定供給をはかるため、経営実態をふまえて引き上げると
ともに、引き続き機動的に機構による買い上げや調整保管を発動すること。

○ 21年度で事業終期となる肉豚価格差補てん事業は、22年度も養豚経営の実態をふまえ、経営安定対策の機能
が担保できるような保証価格を設定し、国としての十分な財源を措置すること。
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○ 地域が一体となって取り組む生産コスト低減のための衛生対策や、安価で効果的な薬剤開発支援など、地域
養豚振興特別対策事業を充実・強化すること。

○ 鶏卵価格差補てん基準価格は、経営実態や需給動向等をふまえ、適切に決定すること。
4. 自給飼料対策

○ 自給飼料の増産に向け、地域実態に即した草地更新や放牧、エコフィード等の活用などのさらなる推進のた
め、飼料作物増産と生産性向上や飼料用米を含めた広域流通等の取り組みへの支援を充実・強化すること。

○ 畜産・酪農の生産には多大な労働時間がかかることから、飼料生産部門を外部に委託することで飼料自給率
向上に寄与している、コントラクター・ＴＭＲセンター等の取り組みへの支援対策を充実・強化すること。

5. 資金対策（家畜飼料特別支援資金・リース事業等）
○ 畜産は、畜舎・たい肥舎・機械など多大な設備投資と、飼料費などの回転資金を必要とするが、飼料高と畜
産物価格の下落により資金繰りが悪化しているため、21年度で終了する家畜飼料特別支援資金を継続・強化す
ること。

○ また、前向きに生産性向上や環境対策をすすめるための資金が不足しているため、より効果的な資金対策を
講じること。

○ わが国畜産の安全・安心対策の根幹を担う食肉センター等における食肉処理・加工施設の機能向上対策や衛
生対策を充実すること。

6. 配合飼料対策（配合飼料価格安定制度）
○ 配合飼料価格安定制度は価格上昇の影響を緩和する役割を果たすため、19･20年度の価格高騰時に1,192億円
（市中銀行900億円、ALIC292億円）の借入により対応し、22年度から市中銀行への償還が始まるが、今後も配
合飼料価格は変動を繰り返すことが見込まれることから、借入金償還によって本来の目的である価格変動への
補てん財源が不足することがないよう、支援対策を措置すること。

7. 消費拡大対策・原産地表示の強化
○ 景気の悪化により、国産の食肉や卵、牛乳、乳製品の消費の低迷が続いており、自給率を上げる観点から国
産畜産物の消費拡大を国として支援すること。

○ 消費者への情報開示を強化し、国産畜産物や牛乳・乳製品の自給率向上に資するため、加工食品と外食につ
いて原産地表示の義務対象を拡大すること。

Ⅲ 23年度以降の経営所得安定対策
○ 現在の畜産・酪農の経営所得安定対策は、①必要な国境措置を確保したうえで、②畜種別・品種別の生産構
造や需給の特性をふまえ、③価格や所得に着目して措置されているが、④コスト増大・価格下落のなかで支援
水準の低下や、⑤財源の不足など課題に直面している。

○ 23年度以降の畜産・酪農の経営所得安定対策については、これらの課題を克服し、需給と価格の安定、生産
拡大や所得向上が確実にはかれる仕組みとすることともに、万全の財源を確保して安定した制度とすること。

○ 23年度以降の畜産・酪農にかかる経営所得安定対策については、戸別所得補償制度の導入の検討なども含め、
早期に検討スケジュールを示すとともに、検討にあたっては、生産現場の実態を十分ふまえ、消費者・生産者
をはじめ広く関係者から意見を求めること。 （他同旨4件）

66 女性 30代 群馬 会社員 3.安全、安心な畜産物の供給
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

今や世界中の人々が知っている畜産が地球温暖化の原因だということはご存知でしょうか？ワールドウォッチで
も紹介されていますように畜産とその副生成物は年間少なくともCO2換算値で325億6400万トンを排出し、GHGの年間
総排出量は51％を占めると分析しています。また肉食や牛乳などは体に悪くガン発生率もかなり高いことを知りな
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がら、これ以上畜産を応援してどうするのでしょう？全く理解できません。畜産をされている方が野菜や穀物を作
るよう支援しなければ世界中の餓えも無くなりません。このままでは地球温暖化が進み地球崩壊すると予言されて
いるではないですか。このような緊急事態の中、何が重要なのかもう一度世界中の事を良く学んで頂いた上でどう
すべきなのか考え直して頂きたいと思います。

67 女性 30代 群馬 会社員 6.その他
とにかく税金の無駄遣いだと思う。これだけ狂牛病や豚インフルエンザ（新型と呼ばれているが）でまだ体に良

くないのにアメリカから輸入してまた同じ事の繰り返し。対アメリカだからなのか？温暖化の60％が畜産業が原因
といわれている。にもかかわらず何もしない。このままだと地球はない。政府が率先して畜産業を撤廃。国連も（パ
チャウリ氏）この件については発表している。財源がないのだから、こんなことに税金を使わないで他に使い道は
たくさんあるはず。

68 男性 30代 群馬 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

学校給食で牛乳、鶏肉、豚肉は使用されているが、牛肉は使われていない地域があるようなので、地域差をなく
していただき、何にでもよいから給食で食べてもらいたい。

69 男性 40代 群馬 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

① 新たな雇用機会創出につながる畜産経営の生産性向上と労働環境改善整備の為に機械設備導入等の補助事業
を充実して頂きたい。

② 畜産事業者がエネルギーも供給できるようなバイオマス事業に予算を充実願います。

70 男性 40代 群馬 会社員 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大
6.その他

① 肉用牛対策
○ 肉用子牛生産者補給金

肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格については、ふん尿処理の義務化や規模拡大等の投資増
により生産費が増大しているにも関わらず、現在は物財費も確保できない水準にあることから、再生産可能
な水準に引き上げること。

○ 肉用牛肥育経営安定対策事業（通称 マルキン事業）
21年度で終期となるマルキン事業は所得に着目した経営所得安定対策であり、22年度についても事業を継

続すること。また、デフレ下で畜産物価格は低迷する一方、飼料等の生産コストは高止まりを続けている地
域実態をふまえ、現行手取りを下回らない水準の確保と万全の予算を確保すること。

② 酪農対策



- 23 -

○ 需給安定対策
加工原料乳生産者補給金の単価（現行11.85円/kg）は、生産費の増大をふまえ現行以上とすること。限度

数量（現行195万トン）については、脱脂粉乳・バターの世界的な需給変動もふまえた在庫水準の考え方とし、
生産基盤を維持するためにも現行を基本に数量を確保すること。また、国内需給への影響を考慮したカレン
ト・アクセス（国家貿易として農畜産業振興事業団が行なう脱脂粉乳・バター等の輸入）の運営を行なうこ
と。
飲用需要が減少するなかで、都府県の生産基盤を維持するため、加工処理施設整備への支援を強化するこ

と。
需給ギャップの解消に取り組む生産者の手取り減少を緩和するための対策を措置すること。

③ 養豚対策
○ 肉豚価格差補てん事業

21年度で終期となる肉豚価格差補てん事業は、22年度も養豚経営の実態をふまえ、経営安定対策の機能が
担保できるような保証価格を設定し、国として十分な財源を措置すること。

○ 安定価格制度
豚肉の安定基準価格（400円/kg）は、需給の安定と国産豚肉の安定供給をはかるため、経営実態をふまえ

て引き上げるとともに、引き続き機動的に農畜産業振興機構による買い上げや調整保管を発動すること。
④ 鶏卵対策
○ 安定価格制度

鶏卵価格差補てん基準価格は、経営実態や需給動向等をふまえ、適切に決定すること。
⑤ 自給飼料対策

自給飼料の増産に向け、地域実態に即した草地更新や放牧、エコフィード等の活用など、さらなる推進のた
め、飼料作物増産と生産性向上や飼料用米を含めた広域流通等の取り組みへの支援を充実、強化すること。
畜産、酪農の生産には多大な労働時間がかかることから、飼料生産部門を外部委託することで飼料自給率向

上に寄与しているコントラクター（農作業受託組織）等への取り組み支援対策を充実、強化すること。
⑥ 資金対策

畜産は、畜舎・堆肥舎・機械など多大な設備投資と、飼料費などの回転資金を必要とするが、飼料高と畜産
物価格の下落により資金繰りが悪化しているため、21年度で終了する家畜飼料特別支援資金を継続・強化する
こと。

⑦ 配合飼料対策（配合飼料価格安定制度）
配合飼料価格安定制度は価格変動へのセーフティネットの役割を果たすため、19、20年度の価格高騰に900億

円の借入金をして対応してきたが、22年度からその借入金の償還が始まる。今後も配合飼料価格は変動を繰り
返すことが見込まれることから、借入金償還によって本来の目的である価格変動への補てん財源が不足するこ
とがないよう、支援対策を措置すること。

⑧ 原産地表示の強化
消費者への情報開示を強化し、国産畜産物や牛乳・乳製品の自給率向上に資するため、加工食品、外食につ

いて原産地表示の対象義務を拡大すること。
⑨ 23年度以降の経営所得安定対策

23年度以降の畜産・酪農にかかる経営所得安定対策については、戸別所得補償制度の導入の検討なども含め、
早期に検討スケジュールを示すとともに、検討にあたっては、生産現場の実態を十分ふまえ、消費者・生産者
をはじめ広く関係者から意見を求めること。 以上

74 男性 群馬 肉牛関係
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① 宗教関係の資金での肉牛繁殖、肥育の事業をやめてもらいたい。又、宗教関係には、いらぬ業界に投資する金
があったら、それ相当の課税をお願いしたい（○○○牧場）。

② 同和関係者への助成事業は逆差別であるからやめてもらいたい（○○地区）。
・理由

普通にＪＡ、銀行等からの借入で肉牛の繁殖・肥育経営をやっている農家は、この不況で行き着くところまでき
ています。かたや返済の決まりのない資金での仔牛・素牛市場への参加は市況を混乱させ、高値で導入して、なお
この枝肉価格の低迷期に拡大・増頭路線を走っています。同じ肉牛農家として、この不公平な状況を間接、直接的
に政治が作り出していることに納得ができません。

71 男性 群馬 農業 私の家は、母豚130頭一貫経営を営んでいる農家です。就農して６年になりました。その間、飼料高に悩まされ、
それにこの低豚価に驚かされています。生産性向上に向け日々頑張っているのですが、それでも厳しい現実の毎日
です。
① 飼料代と豚価格のバランスの維持（豚価格450円以上）
② 市場原理主義の見直し、農家経体と企業経体の格差の見直し
③ 飼料価格・低価格に向けた企業の取組が見えてこない
④ 安全・安心を消費者に向け、今現状におかれている生産者の立場を生産者全体で消費者に理解してもらう活動

72 男性 群馬 農業 目的：消費を拡大することによる肉豚販売価格向上対策
方法：一例として、以前にも働きかけたが、「学校給食への国産豚肉の使用拡大」

給食への継続使用は消費効果大である。キャンペーンやお願いだけでは無理だ（給食は一食当たりの単価が
決まり高いものは使えない）。消費を拡大する側への補てんを実施すべきだ（肉豚価格差補てんは一部の農家に
しか恩恵はなく片手落ちな政策ではないか）。相当な予算要求に基づく検討をしていただきたい。

73 男性 群馬 農業 今の肉豚安定基金は、価格が一定の金額に満たない場合に、上限金額を限度に補てんするという仕組みである。
近年のように年々飼料価格が上昇し、生産費が上昇する傾向にある時、それにシフトして基準価格を際限なく上

げていくことができるだろうか。仮に、基準価格600年の豚肉が消費者（現状）に受け入れてもらえるかは疑問であ
る。逆にいえば、今の制度は、飼料代が低価格水準で、推移した場合と言えるのではないか。

そこで、新しい制度の構築が望まれるが、問題が累積していて非常に厳しいだろう。例えば、生産継続可能な価
格を仮称・ 低生産価格とする。この価格に満たない場合に補助金を支給する。対象は当然中物以上としたい。金
額が莫大で補助しきれないのは目に見えている。養豚をしているだけで生活が保障されない様な制度になりかねな
いし、したくはない。当然理解はしていただけないであろうが、ある程度の価格保証を付してやらないと現状では
廃業するしかない。

戦後の国の政策を今更論じても仕方がないが、特に飼料に関しては、いつまで低価格で安定供給が望めるかは誰
しもが疑問に思っていたはずなのに、それが「経済の原理」の名のもと、何も手を打たなかったのが現状であるし、
逆に飼料を他国に依存する危険性が露呈してしまった。

日本がアメリカ 大の輸出国であった頃は、暗黙の了解だったがこともあったかもしれないが、しかし、近年、
アジア諸国のような輸出国が参入してくると、情勢は劇的に変化せざるを得ない。

今の畜産の 大の問題点は、誰がみても明らかだが、飼料価格の問題である。少しでも改善することが急務であ
ると思われる。この件は、国家の力添えなくしては、実現がなしえないであろう。
① 高品質低価格飼料の開発及び供給量の確保
② 高品質豚肉生産のための種豚供給
③ 安全・安心な豚肉生産技術の確立
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74 男性 群馬 農業 肉豚安定基金の継続を拡充。群馬県は、市場出荷者のみが対象ですが、他県と同じように全ての出荷先が対象に
なるよう願います。当社顧客が全て同じ意見のように見れます。

75 男性 群馬 農業 （畜産物価格等に関する提案）
今の地域養豚は、各県で運用制度の違いがみられます。群馬の場合には、食肉市場において格付協会の格付け

がしてないと対象とはなりません。そのため、地域肉豚に加入をする生産者が30%に達しません。今回の緊急支援
対策事業も残念ながら当県においては効果のあがるものではありませんでした。今後は、ぜひとも全国一律の制
度を立ち上げて運用をしていただきたい。

市場価格についても、昨年11月などは大貫の雄豚を出荷したならば、精算伝票がマイナスでの精算でした。い
くら売れないとはいえ、このようなことでよいのでしょうか。ぜひご一考願います。

（経営安定対策）
無担保・無保証・低金利の制度資金の創設をお願いします。地方で、担保価格の低い場所で養豚をしていると、

豚舎の増改築をするにも大変な苦労がいります。資金が手当てできればよいですが、諦めが先に立ち廃業に追い
込まれる生産者もいます。技術、経営能力があっても担保能力がないとなんともなりません。
補助付きリース事業の事業枠の拡大をお願いします。ふん尿処理関係の設備などは修理や買い換えなどとても高
額の機械類が多く負担のかかるものです。

76 男性 60代 埼玉 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
経営安定対策として各畜種に価格保証制度が仕組まれているが、牛に対する国の支援は充実しているが、養豚農

家、養鶏農家に対する支援はわずかである。養豚農家、養鶏農家とも非常に苦しい状況にあり現状が長期化すると
廃業する農家が増加すると思われる。

現在実施されている価格安定対策（セーフティネットとして非常に重要な対策と考える）に手厚い国の支援を願
いたい。

77 男性 40代 埼玉 その他 4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
国産が過剰傾向の中で、大量の乳製品が輸入されていることに生産者は矛盾を感じている。計画生産の前提とし

て、国産優先のルール化を図るべきと考える。
あわせて、新興国の富裕層を対象に、国産品の安全・高品質をアピールした輸入事業に、官民が一体となって取

組むべきである。

78 男性 40代 埼玉 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
酪農経営が厳しさを増す中で、酪農ヘルパーの利用を控える傾向がある。酪農経営の安定的な継続や後継者対策

として、酪農ヘルパー制度への助成が求められる。

79 男性 40代 埼玉 会社員 5.国産食肉の消費拡大
畜産農家がいるのに、県内資本のスーパーには、埼玉県産の肉が無いので、地産地消を進めていただきたい。

80 男性 60代 埼玉 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大
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養豚経営安定の為のセフティネットの構築。全国肉豚基金制度にすべし。
屠畜及び検査料に対する一部国庫負担。
豚枝肉格付基準の規格の早期改定を望む。
安定経営の為の借りやすい制度資金の創設（無担保、無保証、低金利）。
国産豚肉の消費拡大に対する応援。
海外の安い飼料麦を利用する為、国家貿易枠から外して自由貿易品目へ。
国産飼料米の利用拡大と、MA米の利用拡大の為の農家援助等の政策。
WTO交渉での産業・農業が維持・振興できるよう粘り強く交渉して頂きたい。

81 男性 60代 千葉 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
6.その他

家畜排せつ物を新しい技術で有効活用し耕畜連携を深める。
堆肥の10分の1量で従来量と同等以上の効果が上がり、肥料削減効果も兼ね備えた新しい堆肥化方法。耕種農家は

散布の省力化及び経済的効果もある。畜産農家の収益向上にもつながる。

82 男性 50代 千葉 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定

耕作可能な田んぼにできる限り多くの稲を作付して、食用米と飼料用米をより低コストで生産できる方策考えて
いただきたい。このことにより残った食用以外の米を飼料として利用できるシステムの構築を望みます。

現在の肉豚価格保証制度の積立金自己負担分と公的積立の割合を1対3から1対1にして頂きたい。飼料価格保証制
度に対して配合飼料利用者と自家配合飼料利用者の不公平少なくなる制度を考えて頂きたい。

83 男性 60代 千葉 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大

養豚経営安定の為のセーフテイネットの構築。全国肉豚制度の創設。WTOの交渉での豚肉輸入の国境措置の堅持。
豚肉のトレーサビリテイの確立(と畜日表示の義務化)。施設機材のリース事業(補助つき）の継続、事業費枠の拡大。

84 男性 30代 千葉 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
養豚経営安定の為のセフティネット制度。全国肉豚価格保証制度の創設もしくは枝肉の(餌代を筆頭に生産費割ら

ない) 低価格の設定。差額関税制度の厳格な運用(抜け道を塞ぐ)もしくは30％以上従価税。2分の1補助付きリース
の拡大。制度資金の売上に対する融資限度額の撤廃。裏ポーク販売店への贓物罪の適用。建築基準法、環境問題の
規制緩和。

85 男性 60代 千葉 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給

養豚経営安定のための国の施策として、従来の地域肉豚制度を平成22年度から全国一律の全国肉豚制度に変更し
ていただきたい。この変更により、安全安心の豚肉生産のため、わずか6,000戸に減った国内の養豚生産者を守れる
ことになる。又、この制度の積立金割合を国、生産者を同額、1対1にして欲しい。

この制度への変更は、来年度から政府が目指している畜産の戸別所得補償制度への移行、連動が容易となる。
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86 男性 千葉 農業 1. 肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン）、肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業（補完マルキン）を充実・強
化するとともに、十分な財源を確保。

2. 肉用子牛生産者補給金制度並びに子牛生産者拡大奨励事業、肉用子牛資向上緊急支援事業をより充実させて、
繁殖農家の生産性維持、十分再生産が可能となる助成措置。

3. 飼料自給率向上に向けた飼料用米（ホールクロップ等含む）増産へ取り組む中で、畜産農家に対する支援策や
助成措置。

4. 飼料用米（ホールクロップ等含む）における特に牛への給与実証、流通、調整、保管、加工費に対する助成措
置。

87 男性 千葉 農業 1. 養豚経営安定のためのセーフティーネットの構築。全国肉豚制度の創設。
2. 経営安定のための借りやすい制度資金の創設。無担保・無利子・超低金利。
3. 経営安定のための複数年度会計の適用。
4. ＷＴＯの交渉での豚肉輸入の国境措置の堅持。
5. 差額関税制度の厳格な運用と裏ポークに対する厳しい取り締まりの実施。

88 男性 千葉 農業 1. 地域養豚振興対策事業の継続をお願いします。
2. 養豚経営安定のためのセーフティーネットの構築と全国肉豚制度の創設をお願いします。
3. 環境問題の規制に対して、その都度できる限りは努力はしていますが、だんだん厳しくなっており、資金の面
でもついて行けない状態ですので、規制の緩和をお願いします。

4. 私どものような小規模の経営では、原価で430円かかってしまいます。豚価の安定基準の引き上げをお願いしま
す。

5. スーパーに行って豚肉の棚を見ると輸入豚の面積が大きく、価格についてもその差は大きく、がっかりさせら
れます。国産豚価の割にはスーパーでの価格が異常に高く感じますが、輸入豚肉の削減と問題になっている裏ポ
ーク対策もお願いします。

89 男性 千葉 農業 1. 養豚経営安定のための価格差補てん事業の充実（積立金を生産者50%、国50%）
2. 差額関税制度の厳格な運用と厳しい取り締まり。
3. 畜安法に基づく、安定基準価格の現行400円の引き上げ。
4. と畜検査料の全額もしくは一部の国庫負担。
5. と畜場の合理化とと畜料金の低減化。
6. 経営安定のための借りやすい制度資金の創設（無担保・無保証・超低金利）。
7. 国産豚肉の消費拡大に対する応援。
8. と畜日の表示の義務化（国産、輸入ともに）。
9. 新薬品や複合ワクチン（海外）の国内承認の迅速化。
10. ＷＴＯの交渉での豚肉輸入の国境措置の堅持。

90 女性 30代 東京 主婦 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
3.安全、安心な畜産物の供給
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

畜産物価格が安すぎると一消費者として安全面で不安に思います。飼料で遺伝子組み換え大豆が使われたり、発
展途上国から輸入して飢餓を助長している噂も聞きましたし、1月の日経エコロジーで温室効果ガスの記事も読みま
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したが、実際はどうなのでしょうか。信頼できる食品ならもっと値段が高いはずですしその方が安心だと思います。
良心的に育てたり環境負荷の少ない食品は少なくともラベル化したり情報を公開して欲しいです。

91 女性 30代 東京 会社員 6.その他
私はベジタリアンです。肉を食べることが特別悪い事だとは思いません。その人が選べば良い事だと思います。
ただ、現在の肉は、”動物の命”だという事が忘れられているかの如く扱われていると思います。肉は動物の命を

引き替えに頂くものです。価格を安くする必要は無いと思います。せめてありがたく頂いてほしいです。

92 男性 30代 東京 その他 6.その他
謹啓。私、ベジタリアンです。果たして生きている動物に値段などつけてもいいのでしょうか？彼らは物ではあ

りません。劣悪な集約的畜産から動物の福祉に配慮した広い大地の上で、伸び伸びと暮らせるよう配慮してくださ
い。

93 男性 東京 団体役 1. 国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上について
員 国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上の重要な施策として飼料米の生産が掲げられておりますが、この飼料米

の活用に 適な畜種は鶏です。また、現在輸入穀物の依存度が も高いのも鶏です。
こうしたことから、飼料米生産者側への助成とは別に利用側（ブロイラー生産農場）への利用促進を図るため

の普及推進の措置を要望します。
生産側と連携した使用側の利用促進は、飼料自給率向上に直結します。

2. 畜産経営の体質強化や経営安定
国産牛肉、国産豚肉、国産鶏肉の中で国民1人当たりの消費量の も多いのは鶏肉です。また、国民に対して安

価で重要な蛋白質供給源となっています。
しかしながら、鶏肉の関税は、骨付きもも8.5%、その他のもの11.9%と低い関税率であり、また、牛肉や豚肉の

ような緊急措置（セーフガード）はとられておらず、鶏肉や加熱調整品の輸入が増加し、海外との価格競争にさ
らされ、国内の鶏肉生産者は極めて厳しい状況にあります。
一端、廃業に追い込まれると再起は絶望的なことから、国民への安定供給を継続するため、国産牛肉や国産豚

肉と同等の国産鶏肉の価格安定制度の措置の検討を要望します。
3. 安全・安心な畜産物の供給

2008年中国餃子事件発生時には、国産の畜産物の需要が急激に高まるなど、消費者は安全・安心な畜産物を求
めております。
鶏肉においては、平成４年度からスタートした食鳥検査制度により、検査料を生産者が負担しながら国産鶏肉

を安全・安心な食品として供給してきたところです。
この鶏肉の安全を保証する食鳥検査制度を消費者にＰＲするとともに、検査については、輸入鶏肉と価格競争

が激化する中、恒常的な支出が大きな負担となっていることから、公費（国又は地方公共団体負担）によるよう
要望します。

4. 国産牛乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
コメントなし。

5. 国産食肉の消費拡大
輸入食肉と競争を強いられている国産食肉の消費拡大の方策として、消費者に国産食肉の良さをＰＲするとと

もに、原産国表示の範囲拡大とその徹底を図られることを提案します。
鶏肉の例にとると、鶏肉の輸入量が増大している中、低廉な輸入鶏肉と国産の価格競争が激化しており、他方、

消費者からは、安全・安心な鶏肉が求められております。
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こうしたことから、現在、消費者への販売段階まで実施している鶏肉の原産国表示について、消費者の多くを
占める外食及び業務用加工品まで範囲を拡大し、その徹底を図ることが国産鶏肉、ひいては国産食肉の消費拡大
に寄与するものと考えられます。
また、学校給食、自衛隊、介護施設等給食を実施している機関に対し、国、都道府県等から、国産食肉のメリ

ットを説明しつつ、国産食肉を使用するよう強力に要請することが必要と考えられます。
6. その他

全般に亘る政策決定は、従来生産サイドに重点が置かれている感大でした。
国民の生活が第一で、メーカーより流通や消費者に重点を置くことが必要です。消費者サイドに立った見方を

新政策に反映して下さい。
また、我が国の食鳥産業は、飼養農家数は、約2,400戸と少ないですが、種鶏・孵卵部門、生産部門、食鳥処理

部門、荷受部門、小売部門と関連産業の裾野は大きく、特に食鳥処理部門は地方の雇用の確保に大きく貢献して
おり、こうした地方の雇用確保の役割を果たしていることも考慮していただきたい。 以上

94 男性 東京 団体職 1. 将来を見据えた畜産・酪農政策の確立
員 配合飼料価格の高騰による生産コストの増大、景気後退による国産畜産物の消費減退や価格低迷の長期化は一

過性のものではないことを踏まえ、畜産・酪農の担い手が育成され、将来展望が持てるよう経営安定対策や需給
安定対策を措置し、その施策を実施する万全な予算を確保すること。

2. 税負担の軽減措置
市街化区域内の畜舎等の畜産関連施設・用地について、固定資産税・都市計画税の減免措置を創設するなど、

都市近郊の畜産・酪農経営の税制対策を含めた総合的な経営支援対策を講じること。

95 男性 東京 団体職 1. 酪農生産基盤の安定化への提案
員 (1) ヘルパー制度の充実のための提案

酪農業は、中山間地域での家族家家を中心とし、毎日牛乳を生産しており休みのない畜産業です。酪農業が安
定的に発展していくためには、休日の確保や自給飼料生産等をサポートする制度が必要であり、その充実をお願
いしたい。

(2) 後継者や新規の就農者の育成のための提案
後継者が規模を拡大する、また、新規参入による就農には、多大な投資が必要となり、そのことが就農の阻害

要因となっています。後継者や新規の就農者の初期投資に対する緩和対策をお願いしたい。
2. 酪農経営の安定化への提案
(1) 酪農戸別所得補償制度の制定についての提案

国民に安全な国産の牛乳や乳製品を安心して食してもらうためには、日本酪農の戸別経営が長期にわたって安
定していくことが必要です。そのために、ＷＴＯやＥＰＡ農業交渉や内外の情勢変化も視野に入れた酪農戸別所
得補償制度の早期の導入をお願いしたい。

(2) 生乳の需給調整のための提案
平成22年度の生乳供給量と生乳需要量の差（供給過剰分）を輸入チーズや輸入調整品等から国産生乳を使用し

た製品に置き換えるための差額の補てんをお願いしたい。このことが、日本酪農業の生産基盤の維持及び拡大の
ための礎となっていくと考えます。

(3) 飼料の価格安定化のための提案
配合飼料や燃料などは、生産費に占める割合が高く、その変動は酪農経営にも大きく影響します。配合飼料価

格安定基金制度の充実や、国産粗飼料の増産支援及び国産粗飼料の利用促進対策をお願いしたい。
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96 女性 50代 東京 ホーム 「安全・安心な畜産物の供給に関して」
ヘルパ 一消費者の立場からの提案をさせていただきます。
ー 近年、ＢＳＥ、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザと家畜に関連した病気が相次いで発生、大きな問題とな

りました。社会に与えた影響は大きく、今でも多くの人が心のどこかで、また何か新しい病気が現れるのではない
か、強毒性の鳥インフルエンザが人間に大流行するのではないか、狂牛病の肉が紛れ込んでいないか等を恐れてい
ます。

テレビで大量殺処分があった鶏舎や歩行困難な牛の映像を見るに付け、畜産物の安全性や畜産の現状について考
えさせられました。

私が幼かった頃、肉や玉子はもっと値段が高くて、牛肉などは特別な日だけの食べ物でした。肉も玉子も「ご馳
走」と喜びの思いで口にしましたし、実際もっとおいしかった気がします。しかし、そのうちどんどん値段が下が
り、肉も玉子も単なる食材の一つに過ぎなくなってしまいました。始めは、「安い！」と感激した価格もそのうち当
たり前になり、激しい価格競争の中、生産者も販売業者も経費をとことん切り詰めなければ生き残れないところま
で追い込まれているようです。

生産性を上げ経費を下げるためにほとんどの家畜は自然な生態からかけ離れた生活を強いられます。本来の食べ
物ではない濃厚な飼料、過密な飼育環境、管理しやすくするため家畜に施されている苦痛を伴う処置等多くのスト
レスのため、生命力が衰え病気になりやすいので、色々な薬も投与されます。無理な飼育環境は、畜産業者にとっ
て不安や問題が多いだけでなく、消費者にとっても薬やホルモンの残留、何らかの病気を持っていた家畜の食肉化、
味や栄養の低下、何らかの家畜の病気が大流行したときの供給不安等の面で問題です。

それに、家畜達にそんな大きな苦痛を与えてまで、より安い肉や玉子を食べたくはありません。私達消費者も値
段の安さと引き替えに失ってしまうものも多いということをもっと考えなければならないでしょう。

生産者も消費者も家畜達もみんなが苦しむ結果になる、畜産物の無理な値下げへの流れにブレーキをかけ、本当
に健康で安全な畜産物が広く出回るように、行政も色々な手段で畜産の現状や問題点の周知を図る必要があります。
消費者も目先の値段の安さにとらわれず、生産の現状を知り、将来のことも考えながら物を選ぶことが大切と思い
ます。

これは、畜産の問題だけでなく、食料全般に言えることでしょう。学校教育や消費者教育の場でも、もっと色々
教えていただきたいと思います。畜産の実態を知らせることには、業界の抵抗もあるでしょうし、畜産物の価格が
上がることには消費者の大きな反発が予想されます。が、長い目でみれば、生産者にも消費者にもプラスになるの
だということを根気強く訴えて、何とか少しずつ改善していくべきだと思います。

97 女性 40代 神奈川 会社員 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

安価な牛乳・卵の価格を値上げするべき。動物の生態に沿った，優しい飼育にすべきでそれを遂行するには，価
格上昇は当然である。利益と利便性のみ追求した飼育方法の結果，様々な病をもたらし，消費者が被害を被ってい
る。それらを映像と共に消費者にしらしめ，理解を求めるべきだ。生産者も，苦労の割に益がないため，動物を犠
牲にする。家畜福祉を法整備し，同時に監視・違犯者への罰則規定を，一般消費者にも判りやすい方法で告知し，
早急に施行すべき。

98 男性 60代 神奈川 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定



- 31 -

3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大

① 平成21年度で終了する肉豚価格差補てん（通称：地域肉豚）を22年度から全国の生産者が全て公平に制度の
恩恵を受けられる様、全国養豚経営安定基金制度（略：全国肉豚）の創設をお願いいたします。

② 輸入豚肉差額関税制度の厳格な運用をお願いします。
③ 飼料米の生産振興と利用拡大：食料自給率の推進
④ と畜場の合理化による生産者負担の軽減。

99 女性 30代 神奈川 会社員 6.その他
拡大でなくて菜食も推進すべき。地球環境にも良いんだからさ。

100 男性 40代 神奈川 会社員 3.安全、安心な畜産物の供給
安全、安心な畜産物の供給にはきちんとした畜産動物の世話が欠かせません。海外の畜産物と競争するのはどだ

い無理だと思いますので、畜産物の工業化による大量供給政策は止め、きちんとした飼育とブランド化を政策的に
進めたらいかがでしょうか。

101 男性 神奈川 団体職 1. 将来を見通せる畜産・酪農政策の確立
員 飼料価格の高止まりや世界的な穀物需給の変動など、畜産・酪農経営の悪化は一過性のものではないことを踏

まえ、担い手が育成され、将来展望が持てるよう経営安定対策や需給安定対策を措置するとともに、その施策を
実施するための万全な予算を確保すること。

2. 税負担の軽減措置
都市近郊の畜産・酪農経営は、市街化区域内の畜舎等の畜産関連施設・用地について、固定資産税・都市計画

税の減免措置を創設するなど、税制対策を含めた総合的な経営支援対策を講じること。
3. 消費者理解対策

景気の悪化により消費者の低価格志向が強まっていることから、国産の食肉や卵、牛乳、乳製品の消費が減退
しているため、自給率を上げる観点から国産畜産物の消費拡大を国として支援すること。

102 神奈川 農業 ① 肉豚安定基金の要項が県によって異なるものを全国統一していただきたい。これにより事務処理の簡素化を図
り、作業効率の向上につながる。

② 日本の養豚経営を圧迫しないような適正（国産豚肉の販売に適した価格）な差額関税制度にしていただきたい。
③ 国内の生産原価の実態や今後の国際的な動きの中で穀物相場の低下が見込めないことから、安定基準価格の引
き上げをお願いしたい。

④ 稼働時間の見直し（２交代制など）と衛生レベルの向上など、と場の再編と効率化を行うことにより、稼働率
を上げ、と畜料金の見直しを行っていただきたい。国民の健康を守ることは国の大切な役割であることから検査
料金の全額国負担をお願いしたい。

⑤ 建築基準法・消防法について実態に合わせた形で関連省庁とのご検討をお願いしたい。
⑥ 畜産生産者の経営状態からみても，設備投資等行える状況ではないことから、硝酸性窒素の暫定基準は維持し
てもらいたい。

103 女性 30代 新潟 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
育種改良による生産性向上、機械化による効率化により、日本の畜産業は著しい技術発展を遂げた反面、生産者

数の激減、消費量・販売価格の伸び悩み、生産現場に無関心な消費者が増大しました。規模拡大が推奨されていま
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すが、日本の農村地域に、大型の畜舎設備と広大な圃場を確保するのは困難(無理)であること、経営者数が減り、
行政の関心が低下することを懸念します。規模に関わらず農家数の増加が畜産業発展にとって重要です。

104 男性 40代 新潟 団体職 1. 肉用子牛生産者補給金制度の充実について
員 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格については、ふん尿処理の義務化や規模拡大等の投資増によ

り生産費が増高しているにもかかわらず、現在は物財費も確保できない水準にあることから、再生産可能な水準
に引き上げるべき。

2. 肉用牛のマルキン事業の継続と予算確保について
平成21年度で終期となるマルキン事業は所得に着目した経営所得安定対策であり、22年度についても事業を継

続するべき。また、デフレ下で畜産物価格は低迷する一方、飼料等の生産コストは高止まりを続けている地域ご
との実態をふまえ、現行手取りを下回らない水準と万全の予算を確保すべき。

3. 加工原料乳生産者補給金について
加工原料乳生産者補給金は、十分な支援水準を確保するため、単価及び限度数量は現行以上とすべき。

4. 肉豚価格差補てん事業の充実について
21年度で事業終期となる肉豚価格差補てん事業は、22年度も養豚経営の実態をふまえ、経営安定対策の機能が

担保できるような保証価格を設定し、国としての十分な予算を確保すべき。
5. 配合飼料価格安定制度の充実について

配合飼料価格安定制度は価格上昇の影響を緩和する役割を果たしていながら、基金不足が生じ、資金の借入を
しているが、平成22年度から始まる返済によって価格変動への補てん財源が不足することがないよう、国として
の十分な予算を確保すべき。併せて、価格の高止まり状態が続いた場合も畜産農家負担の軽減が図られるよう制
度を見直すべき。

105 女性 新潟 公務員 1. 畜産物価格については、将来を見据え、早く所得補償制度を取り込んだ事業確立が必要だと思う。それも畜産
農家一律ではなく、努力項目を設けた中身で。

2. 酪肉計画では、CO2排出抑制についても記述が現行の方針にはないので、これは今後必要なのではと思う。畜産
部門でも協力しなくてはならないところが色々あると感じている。

3. 自給飼料を支えるサポート組織（酪農ヘルパー組合、コントラクター組織等）は畜産業の一部という認識のも
とで、これらの組織の所得を補償する制度も必要である。

4. 自給飼料について、コントラクター組織等が生産拡大し、継続している補償制度を国を挙げて作らなければ、
自国の食料（畜産物）安全保障はいずれ立ちいかなくなる。

6. 努力する農家が報われる制度にして欲しい。

106 女性 40代 福井 農業 4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
牛乳の消費拡大のためには、生産者と、消費者の結びつきが重要だと考えます。体験型牧場の振興、手づくり乳

製品の振興などをお願いします。またこのことを学校教育の中でも行っていって欲しいと思います。農業をまった
く知らない教師が増える中で、教師への教育も必要です。

107 男性 福井 農業 （放牧酪農の振興策をお願いします）
一般の消費者は、乳牛は牧草地でのんびりと草を食べているものだと思っています。しかし、日本の搾乳牛で放

牧されている乳牛は皆無に等しく、そのほとんどがコンクリートの施設の中で飼養されています。放牧酪農を奨励
することは、耕作放棄地が進んでいる中山間地の有効利用となります。ひいては、食料自給率の向上にもつながり
ます。牛乳の消費が低迷し、生産過剰になっている現在こそ、工業化した酪農から本来の自然と共存する酪農へ政
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策転換すべきと思います。

108 山梨 団体職 平成22年度畜産物価格及び関連対策の決定に当たり、
員 (1) 我が国畜産政策を進めていく上での課題

畜産・酪農経営においては、価格の低迷や配合飼料の高騰の影響が経営を圧迫する原因ともなっている。従っ
て、新たな食料・農業・農村基本計画の策定においては、これまでと同様に「安全・安心」な畜産物等を提供し
ていく役割を引き続き果たす必要がある。そのためには、都度対策を講じるのではなく、消費者・国民の理解を
得つつ、長期的に経営安定・消費拡大の目標を設定するとともに、施策を構築するための裏付けとなる財源を十
分確保し、農業生産額・農業所得の増大を目指すべきである。

このような中、今後検討される戸別所得補償制度については、検討の過程を都度明確にするとともに、現場の
声が十分に反映された制度となり、安定した農業所得を補償し、担い手が育つ政策となることが必要である。

また、現行の畜産・酪農対策は、制度が複雑かつ細かな対策が多いことから、シンプルかつ効率的な支援（助
成）体系への見直しも必要である。そのためにも、22年度の畜種ごとの対策について、充実、強化、継続を図っ
ていく必要がある。

(2) その政策課題に対処する手法
① 肉用牛繁殖対策

肉用子牛生産者補給金は、飼料負担等生産コストの高騰が適切に反映されていない状況にある。「再生産の確保」
「生産意欲の維持・向上」の観点に立ち、生産農家が意欲を持って取り組めるよう保証基準価格と合理化目標価
格の大幅な見直しが必要である。併せて、複雑でわかりにくい現行事業の見直しも必要である。

② 肉用牛肥育対策
肥育経営安定対策であるマルキンについては、21年度が事業終期であるものの、経営コストの上昇に加え、景

気低迷や輸入牛肉の増大による価格の低迷により、生産費を確保できない厳しい状況にある農家が経営を安定的
に維持するためには、不可欠な制度であるため、マルキン事業の継続とさらなる充実が必要である。また、十分
な財源を確保する必要もある。

③ 養豚経営安定対策
現行の肉豚価格差補てん事業は、21年度に終期を迎えるが、厳しい経営状況においても養豚農家が安心して経

営に意欲を持って取り組めるよう地域基金の実態も勘案し、十分な財源を確保した上で国の支援の継続と充実が
必要である。

④ 鶏卵経営対策
鶏卵価格差補てん基準価格については、需給動向や精算実態等を踏まえ、適切に決定し、併せて基金が枯渇す

ることがないよう十分な財源対策を措置する必要がある。
⑤ 配合飼料対策

配合飼料価格安定制度については、飼料価格の高騰に対し、農家負担を抑制する大きな役割を果たしており、
農家にとっては必要な制度である。 近の飼料価格の高騰による補てん額の増加により、全体財源が確保できな
いことから、借入金が発生したところである。この借入金の返済については、飼料を巡る醸成を踏まえ、畜産農
家が拠出している通常補てん基金からの返済ではなく、国・メーカーが拠出している以上補てん基金から返済す
るか、国が全面的に支援するなどの対策が必要である。

⑥ 消費拡大対策
景気悪化により消費者の低価格志向が強まっている。情報発信やイベント・店頭でのＰＲ活動など、消費拡大

対策を充実強化するため、また、自給率を上げる観点からも国としての支援も必要である。

109 女性 40代 長野 会社員 6.その他
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国は畜産業者側と反対側の意見をもっと聞くべきです。食糧自給率を著しく下げているのは畜産の飼料問題があ
ることを公にし、畜産業へ使っている莫大な税金を考え直すべきです。家畜を育てる変わりに、人間が食べる食糧
をより多く作ることが もしなければならないことだと思います。畜産業者へは農家への変更をすすめ、それに対
しての補助をしてやるべきです。ワールド・ウォッチVol.22,No6に家畜と温暖化の問題、食糧不足の問題等が掲載
されていますので是非、ご閲覧ください。もう一度、政策提案そのものを見直してください。

以上、意見とさせていただきます。

110 静岡 団体職 1. 新たな所得補償制度の早期確立について
員 畜産・酪農を取り巻く環境が厳しさを増す中、再生産を可能とする充実した経営安定・所得確保対策の確立が

喫緊の課題となっている。政府では、平成23年度以降に畜産・酪農を対象とする所得補償制度を導入するとして
いるが、現時点では制度の骨子や導入スケジュールが示されておらず、生産現場では不安が広がっている。

ついては、同制度の骨子及び検討スケジュールを早期に明示するとともに、制度の構築に当たっては、生産現
場の意見を十分反映させること。

2. 畜産・酪農経営対策について
(1) 畜産・酪農政策価格

平成22年度の畜産・酪農政策価格については、農家の生産意欲の維持・向上、畜産経営の安定と生産基盤の確
保等の視点に立ち、現行以上の水準とすること。

(2) 畜産物価格関連対策
① 肉用牛対策

肉用牛肥育経営安定対策事業（通称：マルキン事業）については、平成21年度で終期となるが、経営安定対策
として不可欠の制度であり、22年度以降も事業を継続すること。

併せて、肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業（通称：補完マルキン事業）についても、上記の事業を補完す
るものとして有効に機能していることから、内容を見直しつつ事業を継続すること。

② 養豚対策
豚肉安定価格制度に基づく調整保管については、適時・効果的に実施できるよう基準価格を割り込んだ場合に

自動的に調整保管へ移行する仕組みを構築すること。また、調整保管に当たっては、生産者団体が買い入れる仕
組みとなっているが、価格安定政策に基づく調整保管との趣旨に鑑み、国自らが買い入れる仕組みを構築するこ
と。

肉豚価格差補てん事業については、平成21年度で終期となるが、経営安定対策として不可欠の制度であり、22
年度以降も事業を継続すること。なお、同事業は、県段階の自主財源に対し、国が支援するという仕組みの中、
本県では財源不足により機能不全に陥っていることから、経営安定対策として有効に機能するよう十分な財源を
確保す るとともに、加入率向上に向けて農家が安心して加入できるよ制度を構築すること。

③ 鶏卵対策
卵価安定基金制度に基づく補てん基準価格については、需給動向や生産実態等を踏まえて適切に決定するとと

もに、基金が枯渇することのないよう十分な財源対策を講じること。また、家族経営等の比較的小規模な農家の
廃業が顕著であることから、小規模な農家への重点的な支援対策を講じること。

④ 酪農対策
加工原料乳生産者補給金制度については、生乳の過剰生産による需給緩和を抑制するため、現行以上の支援水

準と限度数量を確保すること。
3. 食の安全・安心対策について
(1) 安全・安心対策の導入支援

原料原産地表示やトレーサビリィティ等の導入は、食の安全・安心を担保する取組として重要であるが、こう
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した取組に伴うコストについては、販売価格への転嫁が困難であり、農業所得の減少と生産意欲の減退につなが
っている。ついては、食の安全・安心対策の導入に向けた支援の充実強化を図ること。

(2) ＢＳＥ検査の全頭検査体制の確保
厚生労働省では、都道府県が自主的に行っている生後20ヶ月以下の牛へのＢＳＥ（牛海綿状脳症）検査に対す

る全額補助を平成20年7月末で打ち切っている。しかし、この検査は、我が国の牛肉の安全・安心対策の根幹をな
るものであることから、全頭検査体制の維持に向けた支援制度を構築すること。

4. 消費拡大対策について
消費拡大関連対策は、先般の行政刷新会議による事業仕分けの結果を受けて、平成22年度予算では大幅に削減

されている。しかし、「学校給食牛乳普及啓発促進事業」「牧場・乳業ふれあい支援事業」等、畜産・酪農への理
解を深め、消費拡大を促す対策は今後も不可欠であることから、事業を継続・拡充すること。

111 男性 40代 愛知 公務員 1.畜産経営の体質強化や経営安定
家畜飼料特別支援資金の延長及び貸付額の拡大。
飼料価格は高止まりの状況で畜産経営は非常に厳しい状況である。延長と貸付額の増をお願いする。特に養豚で

は対象が3か月齢以上とされ、子取り経営が必要額を借りられない状況。3か月の要件は削除を。

112 男性 40代 愛知 公務員 2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給

1／2補助付き畜産環境整備リース事業の対象拡充。
本事業は現在堆肥調整保管庫のみが対象となっているが、家畜排せつ物法が適用されて10年が経ち、農家の施設

特に攪拌機械等更新の時期となっている。これら糞尿処理施設機械の更新等も対象になるようにしてほしい。

113 男性 40代 愛知 公務員 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給

肉豚価格差補てん事業の予算確保と子取り農家向けの同様事業の創設。
養豚農家の経営は大変厳しい、本事業の予算確保を引き続きお願いする。また、対象とならない子取り農家向け

への価格差補てん事業の創設をお願いしたい。

114 男性 50代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格の引き上げ。
肉用子牛資質向上緊急支援事業の継続と交付対象基準価格の40万円一律化。

115 男性 40代 愛知 流通業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
鶏卵価格が低迷していて、生産者の生産意欲が減退しています。唯一の価格安定対策であります鶏卵価格安定基

金も財源が枯渇しており今後の経営も大変不安な状況ですので、鶏卵基金の財源の充実を是非お願いして、安定的
な補てんができるようにしていただきたい。

116 男性 40代 愛知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
肉牛農家として、現在の各基金は経営の基盤となっております。
つきましては、今後も引き現行の政策をお願いしたいと思います。
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117 男性 10代 愛知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
どの畜産業も厳しく維持できないところもあり、廃業に追い込まれる所が出てきます。
つきましては、維持できるように何とか対策を立ててほしいと思います。

118 男性 50代 愛知 流通業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
5.国産食肉の消費拡大
① 子牛生産者補給金制度における保証基準価格は、物財費も確保できないため、再生産可能なレベルへの引き

上げ必要
② マルキン事業は、戸別所得補償と考え方は同じであり、財源の継続確保と補完マルキンの物財費割れ6割補て
んを8割補てんへ拡大を望む

③ 食料自給率の向上、畜産物消費拡大のため全国的に「国産食の日」（仮称）を設定し、店舗（スーパー、コン
ビニ、外食等）等でのイベント・販促活動を（マスコミ、メディア）実施する企画、財源確保を望む

119 男性 50代 愛知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
鶏卵価格安定事業における基準金額191円を今後も維持することを提案いたします。

120 男性 40代 愛知 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大
6.その他

① 肉豚価格差補填金の継続と肉牛並みの補助
② 価格安定の為の生産調整事業
③ 卵価安定基金の再生産価格での設定190円程度
④ エコフィード事業の推進助成と普及促進（法的制約の緩和）
⑤ 国産食肉の消費推進政策

121 男性 70代 愛知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
以上 3.安全、安心な畜産物の供給

肉用牛肥育経営安定対策の継続。
収益性低下事業も併せて継続してください。

122 男性 50代 愛知 会社員 2.畜産経営の体質強化や経営安定
肉豚基準価格の引き上げ、肉豚価格差補てん事業の再生産が担保できる補償価格設定と充分な財源確保、肉豚の

負担率を牛並みにしてほしい。

123 男性 60代 愛知 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大

現在、肉豚の国産豚の価格が非常に低迷している為、農家としては、生活が出来るレベルまで肉豚価格を安定化
をお願いしたいです。
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124 男性 40代 愛知 会社員 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

現在、国産の畜産物が、全体が非常に低迷している為、国産の肉など価格を引き上げてほしい。引き上げれない
なら、それなりの価格保証を行ってほしい。

125 男性 40代 愛知 会社員 2.畜産経営の体質強化や経営安定
経営状態が厳しい中、生産農家の経営維持を図るため、
① 配合飼料価格安定制度に対する支援対策
② 肥育牛ではマルキン・補完マルキン事業の継続
③ 酪農では生産者の手取り減少対策の実施
が必要とされます。

126 男性 30代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格については、糞尿処理の義務化や規模拡大等の投資増により生
産費が増しているにもかかわらず、現在は物財費も確保できない水準にあることから再生産可能な水準に引き上げ
ること。繁殖和牛生産者が高齢化し弱体化していることから、地域として支える支援対策強化をすること。

マルキン事業は現行手取を下回らない水準と万全の予算を確保お願いします。

127 男性 40代 愛知 流通業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
5.国産食肉の消費拡大

養豚経営が非常に厳しい中、肉豚基金の現状の生産者負担割合3/4を、肉牛並みとはいかないまでも、1/2に軽減
して欲しい。

128 男性 50代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
養豚対策：前年からの長期価格低迷により、養豚経営は危機的な状況である。豚肉の安定基準価格を実態をふま

え引き上げ、ひきつづき機動的な買い上げや調整保管を発動すること。22年度からの価格差補てん事業を経営実態
をふまえ保証価格の設定およびマルキンのような事業仕組みをお願いしたい。

129 男性 40代 愛知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
肉豚価格差補てん事業は22年度も経営安定のため、国としても十分な財源を確保してほしい。

130 男性 40代 愛知 流通業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
経営安定対策を維持拡充させ、経営の継続、国内畜産生産基盤の維持政策を充実させてください。
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131 男性 40代 愛知 流通業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
飼料用米の将来についても継続的な取り組みができるような方針を示して、自給率向上を図ってください。

132 男性 60代 愛知 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定

豚価は長期的に低迷していることから将来経営に不安がある。政策として国産豚肉の安定供給を図るために安定
基準価格を実勢にあわせ引き上げるとともに機動的な機構の買い上げや調整保管の実施をお願いしたい。価格差補
てん事業について22年度からも実態をふまえ経営安定対策として保証価格を設定し国として十分な財源を確保する
こととマルキン事業のような仕組みづくりをお願いしたい。

133 女性 30代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
酪農の経営を安定させることにより肉用素牛の生産安定にも繋がるので、乳価の保証ができるような政策取組を

強化して欲しい。また肉用牛の経営安定のために、対策として現在の補完マルキン事業の継続をして欲しい。

134 男性 50代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
農業団体に勤務しているが肉畜販売価格が低迷し、畜産農家が廃業を真剣に検討しだしている。飼料を輸入に頼

っていることから生産費の低減には限界がある。生産費までの畜産物価格を保証する制度の拡充を要請する。

135 女性 30代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
養豚農家の経営安定のために、現行の肉豚価格差補てん事業のような保障制度を設定し、財源を確保してほしい。

農家の生産性向上対策のための施設器具の補助をできるような事業を設定して欲しい。養鶏農家の経営安定のため
に卵価安定保障制度を継続して欲しい。

136 男性 50代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
畜産経営において施設器具の老朽化にともなう設備導入に対して補助して欲しい。ただし制約の厳しくない補助

付リース事業がよい。（例）ショベルローダーを購入したい場合に堆肥製品庫の建設が必須条件となるが、製品庫な
しで購入できる条件にしてほしい。

137 男性 50代 愛知 その他 3.安全、安心な畜産物の供給
BSE検査を全頭検査の継続と国庫全額負担をして欲しい。

138 女性 30代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
畜産農家の存続＝国産畜産物の生産確保のため、配合飼料価格の高騰に対して畜産農家の経営が成り立つような

価格保障ができるための配合飼料価格安定制度を維持して欲しい。配合飼料価格安定基金の価格変動への補てん財
源が不足することのないよう支援対策をして欲しい。

139 男性 50代 愛知 農業 6.その他
配合飼料価格安定制度に対する支援対策、肥育牛ではマルキン・補完マルキン事業の継続、酪農では生産者の手

取り減少対策の実施、免税措置の継続（他同旨47件）

140 男性 60代 愛知 農業 6.その他
配合飼料価格安定制度に対する支援対策、肥育牛ではマルキン・補完マルキン事業の継続、酪農では生産者の手
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取り減少対策の実施、免税措置の継続、牛肉の海外輸出を提案

141 男性 50代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
畜産農家は、近年配合飼料の価格の上昇並びにデフレ経済の影響をまともに受けて枝肉価格の低迷にて経営自体

が非常に不安定となり今まで以上の価格保障制度が必要であると強く感じます。

142 男性 40代 愛知 その他 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定

鶏卵価格安定基金の継続実施中、小規模農家の経営支援

143 女性 40代 愛知 その他 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
農家経営の支援充実
国内飼料生産充実及び安価供給

144 男性 50代 愛知 流通業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
地域に根ざした農家経営が成り立つような施策を実施してほしい。販売価格が低迷した時の生産費をカバーでき

るような基金を拡充してほしい。特に鶏卵基金の標準取引価格を適正な価格に設定してほしい。

145 男性 50代 愛知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
親の代から肥育牛を飼って後継者とともに頑張っておりますが、マルキン，補完マルキンなくしては廃業するし

かないと思案しております。継続はもちろん安心して次世代が牛飼いをできるよう政策価格の見直し、努力が報わ
れる補填を望みます。事務手数料が400円かかっています。それも安くしてほしいです。

肉牛の免税でも利益がないから意味がなかった昨年でした。
わずかな貯金を切り崩して牛につぎこんでいます。

146 男性 50代 愛知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
肥育牛を飼っております。32歳の後継者に経営を移譲したいのですが、贈与が発生するといわれてできません。

息子は一生懸命牛飼いをしております。税法の壁でいまのやる気がなくなるのが心配です。後継者でなく事業主と
なって日本の肥育牛農家になってほしいです。

147 男性 40代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
畜産経営安定のためには、生産物以外の補助金をつけるのをやめ、全ての生産物に対して 低販売価格を保証し

直接農家に補助金が農家だけに届くようにする。又、良いものや、多くの量を取るのも必要だが、その為に病気を
多発しているので、それが生産性の低下、販売価格を下げていることにつながり経営を不安定にさせている。これ
を改善させる指導に変更すべきである。それが生産物の安心・安全に繋がると思われる。

148 女性 20代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
豚肉・牛肉共に枝肉価格は低下しており、また、餌の価格は以前に比べて高くなっています。そんな中で畜産業

の企業化が進み、後継者不足などから家族経営の存続が難しくなっています。
規模を大きくすることに力を入れる政策ではなく、家族経営も生き残れるような政策をお願いします。

149 男性 30代 愛知 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
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2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
6.その他

1.について
飼料に利用できる食品残渣に対する産業廃棄物規制法からの除外もしくは規制緩和。

2.について
全国肉豚制度の創設。現行の地域肉豚制度からの移行。

3.について
海外で既に使用され、安全性の確認されているワクチン・薬品の国内承認迅速化。

6.について
屠畜手数料、屠畜検査料の全額もしくは一部（1／2以上）国庫負担。

150 男性 20代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
6.その他

鶏卵価格が低迷する中生産者の経営は悪化し、廃業等が続いていますので鶏卵基金の基準価格引き上げに対する
助成をして頂きたいことを提案いたします。

151 男性 40代 愛知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大

マルキンなどの支援事業をやめないでほしい。
国産牛をもっと消費してほしい。
輸入牛肉反対。

152 男性 20代 愛知 会社員 2.畜産経営の体質強化や経営安定
現状は畜産農家の生産コストに対し、生産物の価格が低いため農家経営が非常に苦しくなっています。
提案として、生産コストを下げるため、飼料価格に対し国から生産者に対し戸別補償を行うこと。
また、生産物の価格の引き上げ、それが不可能の場合は生産物の基準価格（鶏卵基金のように）を設定し、 低

限の保証すること。
もしくは配合飼料安定基金や鶏卵基金にたいし財源を国から補充することをしていただきたいです。

153 女性 30代 愛知 会社員 2.畜産経営の体質強化や経営安定
豚価は長期間低迷し、将来の経営に不安がある。
需給の安定と国産豚肉の安定供給をはかるため、安定基準価格を引き上げるとともに機動的に機構による買い上

げや調整保管を発動することを要望します。
肉豚価格差補てん事業は22年度からも養豚経営安定対策としては必要であり、保証価格の見直しと、生産者負担

率の提言を要望します。

154 男性 60代 愛知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
肉豚価格差安定基金の生産者負担金の低減。
マルキン事業と同じように国と生産者の負担割合を3：1にしていただきたい。
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155 男性 20代 愛知 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
現在の飼料安定基金制度は、急激な飼料価格高騰には対応していますが、昨今起きた「飼料価格の高値安定」に

は対応していません。そこで、飼料価格の高値安定に対応できるような制度への変更・見直しを望みます。

156 男性 30代 愛知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
需要期である夏場に長期的に価格が低迷したことから、養豚経営は危機的な状況にあるため、緊急事態に対応

した助成の充実が必要。マルキンのような所得補償事業が必要。

157 男性 50代 愛知 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大

耕作放棄地の活用には飼料米生産を積極的に行い、地産地消と観光を結び付けた地域活性により国産食肉の消費
拡大をねらう。当然、HACCPの手法を取り入れたシステムにより当たり前的に安全安心の生産物作出の管理を行う。
また、地域肉豚基金の継続で安定した品質の良い肉豚経営の体質強化が必須である。

158 男性 50代 愛知 流通業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
養鶏関係の仕事をしています。鶏卵価格安定基金は中小養鶏事業者にとって事業を継続するのになくてはならな

い制度です。これが飼料など資材高、価格低迷、財源不足により制度の存亡の危機に瀕しています。養鶏場の経営
安定のためにも、この制度が役に立つように助成の増額をお願いします。

159 男性 50代 愛知 会社員 肉豚価格差補てん事業が廃止されると養豚経営存続が困難となることから以下を要望します
① 肉豚安定基準価格の引き上げ
② 財源確保
③ 肉牛に比べ掛金率が高いので現行掛金率の引き下げ
④ 保証価格の引き上げ
⑤ 調整保管の適切な発動と機構による買上また国産豚肉の消費拡大への積極的な取組と再生産価格維持の為に

リース事業の継続実施
次に鶏卵価格差補てん基準価格は経営実態や需要動向をふまえ決定。

160 男性 50代 愛知 農業 豚肉の安定基準価格及び安定上位価格については、市況の実態に合わせた見直しをすべき。
豚肉の調整保管を適時に実施するため、基準価格を割り込んだ場合に自動的に調整保管を行う仕組みが必要であ

り、価格安定政策上は国が買い上げるべき。（他同旨2件）

161 男性 40代 愛知 農業 現在の民主党政権下においてマニフェスト重視の国会運営については仕方の無いことであると思うが、国民は民
主党のすべてを受け入れているわけではない。そして国会は国民が暮らしやすいように法を整備するところであり
行政にいちいち注文をつけるところではないと認識している。その逆から言うと農林水産省は行政の立場から国会
へもの申す機関であってほしい。

民主党のマニフェストに「畜産・酪農業、漁業に対しても、農業の仕組みを基本として、所得補償制度を導入す
る。」とあるが、これは農畜産業は儲からないものと言っているようなもの、赤字になったらそのときは言ってね、
みたいな政策には賛同できない。養豚業を営んでいるので豚肉で話をするが、今日本は（世界は）誰もが認識する
デフレスパイラルの経済情勢の中にある。当然豚肉には高値がつかず現在400円/kgぐらいを推移している。調整保
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管の策もむなしく、このままでは価格降下に歯止めが効かない状態だ。一方で飼料、エネルギーをはじめとする生
産資材は高騰する要素ばかりだ。生産者から言うと、こと飼料に関してはデフレ除外品である。ただその時の生活
だけを考えた戸別補償制度だけでは養豚の再生産はかなわず次代にまでは繋がって行くわけもない。将来に向けて
安心して畜産物を生産することのできる環境づくりこそ進めなければならない政策である。

162 男性 50代 愛知 農業 肉豚の価格差補てん事業が21年度で廃止されるようになると、今後の養豚経営が存続できなくなるので、実情を
ふまえた適切な対応を要望します。後継者も入っての経営の将来に希望が持てるようにしっかりと財源確保もして
下さい。

163 男性 40代 愛知 農業 養豚生産者の経営存続のために豚肉の価格安定制度維持を強く要望します。現在の安定基準価格の引き上げと機
構による調整保管の継続実施を希望します。また、配合飼料の高止まりに対応できるよう価格安定制度の見直しと
価格変動への積立補てんを 優先すべき。

164 男性 50代 愛知 農業 豚肉の安定基準価格は、需給の安定と国産豚肉の安定供給を図るため、経営実態をふまえ引き上げしてほしいこ
とと、引き続いて機動的に機構による買上や調整保管を発動してほしい。

165 男性 50代 愛知 農業 後継者がいない養豚農家です。借金も無い経営ですが自分もあと20年は養豚を継続したいと思っていますが、昨
年からの豚枝肉相場は過去に類のないダメージを受けました。先行きの見えない中、安定経営に繋げる肉豚価格安
定制度の堅持をして下さい。

166 女性 50代 愛知 農業 養豚農家の主婦です。豚の世話をして20年になり子供も大学生となりましたが、昨今の話題は決して先行きの見
えるものばかりでなく、家庭を預かる者としては大きな転換を決断しなければならないかも知れません。豚が好き
で一生の仕事として決めたはずが迷っています。豚肉の安定価格堅持と主婦の思いを汲み取った政策を希望します。

167 男性 50代 愛知 農業 養豚専業農家です。昨年長男が大学を卒業し家業の養豚を継いでくれました。山すそを開墾し規模拡大をし始め
ました。私は販売と購買すべてを地元のJAで利用していますが、特に輸入頼みの配合飼料価格の高止まりには困っ
ています。買うものを安く売るものを高く出来れば良いですが、本格的なデフレに突入した養豚業界は進めず戻れ
ず思案に暮れています。肉豚の安定価格と飼料価格補てんを希望します。先の見える政策を実行して下さい。

168 男性 50代 愛知 農業 養鶏産業は物価の優等生と言われ長年言いたいことも言えず、ただもくもくと下を向いて歩いてきました。残っ
たものは莫大な借り入れと明日の無い空虚な夫婦のみです。若い方が意欲を持って経営に取組めるよう、鶏卵補て
ん基準価格の引き上げと財源確保が必要です。さらに鶏卵基金は国の負担が低く抑えられていますが、異常卵価の
時では国から直接交付し、補てんを継続出きるような仕組み作りに改善すべき。

169 男性 40代 愛知 農業 養鶏業を営んでいます。長引く卵価低迷を受け今後養鶏を続けようか迷っています。近隣農家も廃業が続いてお
りますが私は銀行からの借り入れが残っており、やめるにやめられない状況にあるので鶏卵価格差補てん基準価格
は、経営実態や需給動向を見極めたうえで適切に決定してほしい。

170 男性 40代 愛知 農業 肉豚の価格差補てん事業が21年度末に終了するが、22年度も養豚の置かれている現状をふまえ経営安定対策の機
能が担保出来るような、保証価格を設定し、国として十分な財源確保をすること。（他同旨1件）

171 男性 50代 愛知 農業 肉豚価格差補てん事業は、本年度にて事業終了となるが22年度についても現状の困窮している農家実態をふまえ
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年間を通じた経営安定対策として、財源不足を生じさせない制度設計が必要です。
また民主党政権が農家の支援を得て発足したので官僚による天下りに財源を使わず農家に助成してほしい。

172 男性 60代 愛知 農業 後継者のない養豚農家ですが、長年志をともに励んできた農家が減少しており、いつかは自分もと思っていまし
たが、その時期も早まりそうな感じを持っています。肉豚価格差補てん事業に掬われてきたので事業終了しても、
何か新たな財源措置を講じて我々を守ってほしい。

173 男性 50代 愛知 農業 養豚の安定価格制度と肉豚価格差補てん事業について、農家の今の困窮した経営を守って頂くためには事業継続
が是非とも必要です。需給の安定と国産豚肉の安定供給を図るための豚肉の安定基準価格は、農家経営の実態を考
慮し引き上げし機動的に機構による買上と調整保管を発動してほしい。肉豚価格差補てん事業は国として十分な財
源を確保して頂き、再生産可能な安定経営が出来うる措置を講じてほしい。（他同旨9件）

174 男性 50代 愛知 農業 配合飼料価格安定制度は、飼料価格の高止まりに対応できるように見直しが必要。また積立については価格変動
への補てんを 優先すべきであり、借入金の返済には異常基金からの財政支援を行うべき。さらに養豚経営安定対
策としての肉豚価格差補てん事業の新たな制度組み換えと肉牛のマルキンのような所得補償事業が必要。

175 男性 40代 愛知 農業 養豚専業農家ですが、昨年からの豚枝肉価格低迷を受け家計が逼迫し養豚経営存続が危機的な状況にあります。
農家個々の自助努力では経費削減は限界に達しており政策に頼るしかありません。

安定経営するためには、現状の肉豚価格差補てんは必須でありライフサイクルも大きく変化せざるをえない状況
です。制度の組みなおしと十分な財源確保をして頂き、農家の要望に応えて頂きたいです。

176 男性 70代 愛知 農業 長男夫婦に養豚経営を移譲しましたが、枝肉相場の低迷と飼料価格の高止まりに家計は逼迫し転業も考える今日
以上 この頃です。儲からなくとも安定した家族経営ができるようして下さい。

特に肉豚価格差補てん事業終了に伴い、収支バランスが大幅に悪化することが予想されるので、制度の組みなお
しをしての継続を希望。

177 男性 60代 愛知 農業 肉豚価格差補てん事業が21年度で終了するが、22年度も養豚農家の困窮はさらに深まる予想なので安定経営の為
の、機能が十分担保されるべく保証価格の設定と十分な財源措置を国として講じる。

危機的な養豚農家の現状では新規投資への意欲は皆無であるので、生産性向上及び環境対策を進めるための効果
的な資金対策を講じる

178 男性 70代 愛知 農業 夫婦2人での養豚農家ですが、肉豚価格差補てん事業が本年度末に終了されると収支が大幅な赤字となるので、安
以上 定経営対策としての機能が十分担保されるような保証価格設定及び財源確保を国として実施すること。また肉豚安

定基準価格の引き上げを要望する。

179 男性 50代 愛知 農業 今後20年間は養豚農家として生計を立てたいと思うので、安定経営継続のためには肉豚価格差補てん事業終了に
変わる新たな制度立ち上げと豚肉基準価格の引き上げと配合飼料を始めとした生産原価抑制による所得補償制度（マ
ルキン事業）が必要となる。また配合飼料掛金の国負担分を増加し農家への軽減措置を講じてほしい。

180 男性 40代 愛知 農業 養豚経営安定対策として、肉豚価格差補てん事業は年間を通じて農家が安心して加入できる経営安定対策として、
十分機能させるため財源不足が生じた場合は積み増しができる制度設計とすべき。

また 需要期である夏場に長期的に価格が低迷したことから、養豚経営は危機的状況に陥っている。こうした状
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況の中で緊急事態に対応した助成の充実が必要である。マルキンのような所得補償事業が必要。（他同旨1件）

181 男性 50代 愛知 農業 肉豚価格差補てん事業は本年度終了となりますが、永年低豚価時の経営維持及び継続に貢献してきた養豚経営の
支援制度として、欠くことのできない施策です。よって次年度以降も引き続き継続して頂くとともに、経営安定の
ための保証価格の設定並びにその財源確保に万全を期すよう要望します。

182 男性 40代 愛知 会社員 H21年度で肉豚価格差補てん事業は終了しますが、22年度も経営が安定してできるように肉豚価格差補てん事業の
継続と十分な財源の確保をお願いします。

183 男性 愛知 農業 豚肉等の消費低迷といっているが、輸入豚肉が５割強入ってきている中での国産豚肉の消費量が落ちてきている。
また、国内生産の３％増が低価格の原因とのことだが、輸入物の割合が低くなれば良いので国産のシェアが高くな
るだけのことで、生産縮小したり、輸入物に頼るのではなく、農家のやる気を引き出す良い機会と思い、生産に対
しての補助金、肉豚基金、飼料基金等の拡充をして安心して農家が経営を続ける様に様々な政策をとってもらいた
い。
・枝肉の各付け規格の見直し
・国産肉の消費キャンペーン
・地産地消の推進

184 男性 愛知 農業 養豚政策
豚価は長期的に低迷していることから、将来経営に不安がある。政策として国産豚肉の安定供給を図るため、安

定基準価格を実勢に合わせ引き上げるとともに、機動的な機構の買い上げや調整保管の実施をお願いしたい。価格
差補てん事業について、22年度からも実態を踏まえ、経営安定対策として保証価格を設定し、国として十分な財源
を確保することと、マルキン事業のような仕組みづくりをお願いしたい。

185 愛知 農業 1. 需要 盛期である夏場に長期的に価格が低迷したことから、養豚経営は危機的な状況にあるため緊急事態に対
応した助成の充実が必要。マルキンのような所得補償事業が必要。

2. 豚肉の安定基準価格は需給の安定と国産豚肉の安定供給を図るため、経営実態を踏まえて引き上げるとともに、
引き続き、機動的に機構による買い上げや調整保管を発動すること。

3. 21年度で事業終期となる肉豚価格差補てん事業は、22年度も養豚経営の実態を踏まえ、経営安定対策の機能が
担保できるような保証価格を設定し、国としての十分な財源を措置すること。

186 愛知 団体職 1. 肉豚価格差補てん事業は、現政権の言う戸別所得補償制度に類するものであることから、家族労働賃金を含め
員 た保証価格へ改めることで、よりこの制度に即したものとし、肉豚基金造成比率を肉用牛肥育経営安定対策事業

と同率の、国3/4、生産者1/4とすることで農家負担金の緩和策を講じる。
ただし、今後とも養豚産業における担い手意欲を確保し続けることも大切なため、養豚農家の自己負担ありき

が前提である。
なお、保険設計については、全国統一が必要な部分（指標価格・保証価格・補助率等）と地域の実情（出荷先

・補てん対象豚肉・補てん限度額・農家負担額等）を考慮した部分と兼ね備えた制度へ改め、現事業での未加入
原因の改善策を講じて、全戸・全頭加入を推進する。

2. 我が国における種豚改良の基礎となる原種豚は激減しており、貴重な遺伝資源の確保が困難な状況である。
この状況を放置しておけば、やがては国内から原種豚が消え、全てを外国からの輸入に頼らざるを得なくなる

のは明白で、豚も飼料も輸入となれば日本の養豚産業の独自性は失われ、原種生産国の支配下に置かれることに
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なる。
現在、育種、系統豚維持・増殖、純粋種豚の生産に携わる機関、団体、農家が存在するが、コマーシャルベー

スでの導入希望の増加に対し、種豚生産農家は規模も小さくその戸数も減少し続けているのが現状である。
種豚生産農家の改良意欲は衰えを見せてはいないが、種豚生産は生産効率が悪く、他の飼育分野にはない特殊

な経費と抗体検査等の販売時には欠かせない費用が販売代金へ転嫁されにくい歴史を歩んできた。加えて、オー
エスキー病等の悪性伝染病の侵入による著しい移動制限からくる流通阻害で一段と厳しい状況に置かれている。

この状況を打破し、日本の食生活、環境に適応する豚肉生産の安定供給を継続するためには、生産の源となる
原種豚の育種・改良を疎かにせず、日本型養豚に合った改良への道を確立し、その種豚生産・供給体制を早急に
整備・確立する必要があり、これに携わる機関、団体、種豚生産農家を強力に支援する必要がある。

3. 豚価及び飼料原料価格は需給のバランスだけではなく、穀物相場・原油相場・食肉輸入量・国産生産量・在庫
量・天候異変・景気等の間接的要因が複雑に影響し、価格変動の大きな要因となっている。

需給バランス以外の要因は、国際的な問題であることから、外交による国際協調路線を踏まえ、その調整機能
を強力に発揮することが重要である。
豚肉はすでに自由化されているので、我が国の都合で一方的に阻止することはできないが、養豚経営を圧迫し、

国内需給率低下を招きかねない無秩序な輸入及び不正輸入に対しては、適正な輸入量について養豚農家・関係業
界・行政等による協議機関の設置による、秩序ある適正輸入の指導を強化する。

不正輸入については、それに関与した者及びその実態を正確に公表することで、社会的・道義的責任を強く認
識させ、その罰則についてもより重くする。

4. 国産豚肉消費拡大は、養豚農家自らが行うことが基本であるが、養豚農家・流通業界・消費者を一堂に会した
より大規模かつ総合的なイベント開催による相互理解と情報交換の場を提供することで、食育も含めた国産の安
全・安心及び畜産業の社会的貢献の啓蒙、自給率の確保について共に考える、中央及び地域での活動を支援する。

5. 養豚農家は、飼料価格の異常高騰、肉豚価格の長期低迷等の異常時においては、経営状況が著しく悪化し、制
度 資金の返済はもとより、金利の支払いも困難な状況に陥りやすく、 悪、負債を残したまま廃業に至ること
が想定される。

このような状況に至ったときの緩和措置として、無利子資金の創設及び簡便な手続による、より有利な資金へ
の借換措置並びに豚価回復までの期間限定による金利据え置き期間の延長、又は全額の利子補給・利子補給の拡
充等の緊急対策を講じることで養豚農家の経営危機回避を図ることが必要である。

187 女性 50代 愛知 農業 親の代からの肥育牛を飼っております。経営は厳しく貯金を切り崩して何とかやっております。マルキン事業な
くしてはやっていけません。事務手数料400円も高いと思います。マルキン、補完マルキンで満額請求願います。牛
飼いは、長期的な方向で考えなくしては再生産は不可能な職業です。

息子に経営移譲し、我が家の体質強化を考えておりますが、税法上贈与が絡んでくると言われました。農業に限
り、次世代が安心して継げるよう親の資産（牛）を息子にしたいと願っております。

188 滋賀 団体職 1. 畜産物価格安定制度の安定価格の引き上げ
員 危機的な畜産酪農経営の経営・所得安定のためには、「再生産可能な畜産物販売価格の実現」が不可欠である。

このため、畜産物の価格安定制度については、安定価格を引き上げること。
2. 肉用牛対策
(1) 繁殖対策（肉用子牛生産者補給金）

肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格については、現在、物財費も確保できない水準にあることか
ら、再生産可能な水準に引き上げること。併せて、複雑な現行事業を補給金制度に一本化し、生産者に分かりや
すい仕組みとすること。
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(2) 肥育対策（マルキン事業等）
マルキン（肉用牛肥育経営安定対策事業）については、21年度が事業終期であるものの、経営安定対策として

不可欠の制度であり、肥育生産者の 後の砦である。事業の継続並びに経営安定対策として、現行手取りを下回
らない水準と万全の予算を確保すること。また、現行の重層的な対策でも物財費割れを補いきれていないことか
ら、肥育経営のセーフティネットとして再生産が可能となるよう対策を講じること。

3. 酪農対策（経営安定対策・需給安定対策）
酪農は、制度としての経営安定対策がないことを踏まえ、戸別所得補償制度が導入されるまでの間、経営所得

確保のための特別対策を措置すること。また、需給ギャップの解消に取り組む生産者の手取り減少を緩和するた
めの対策（とも補償への支援、不需要期対策の充実・強化）を措置すること。

4. 配合飼料対策（配合飼料価格安定制度）
配合飼料価格安定制度は、価格上昇の影響を緩和する役割を果たすため、19･20年度の価格高騰時に1,192億円

（市中銀行900億円、ALIC292億円）の借入により対応し、22年度から市中銀行への償還が始まるが、今後も配合
飼料価格は変動を繰り返すことが見込まれることから、借入金償還によって本来の目的である価格変動への補て
ん財源が不足することがないよう、支援対策を措置すること。

5. 資金対策・環境対策（リース事業・畜特資金等）
畜産・酪農経営は、飼料高と畜産物価格の下落により資金繰りが悪化しているため、21年度で終了する家畜飼

料特別支援資金を継続・強化すること。また、前向きに生産性向上や環境対策を進めるための効果的な資金対策
を講じること。

189 滋賀 団体職 1. 平成21年度で事業終了するマルキン対策と補完マルキン対策については、肉牛農家の経営所得安定対策として
員 需要であり、継続措置をお願いいたします。対策については、家族労働費を含めた費やす生産費の一部補てんの

仕組みから、経営の再生産可能な補てん策への充実をお願いします。
2. 畜産経営の安定には、消費者の方々に安全、安心な畜産物を供給していくことは基本であると考えます。その
ことから、ＢＳＥの全頭検査実施を国策としてとらえ、国産牛の安全、安心を国からもＰＲしていただき、畜産
物の消費拡大に努めていただきたいことをお願いいたします。

190 男性 40代 京都 公務員 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
○ 飼料自給率の向上対策・充実

畜産経営の安定に必要な自給飼料を増産するため、飼料米等水田における自給飼料の作付け拡大・利用拡大
に対する支援を充実・強化すること。

191 男性 40代 京都 公務員 2.畜産経営の体質強化や経営安定
○ 肉用子牛生産者補給金制度における基準価格の引き上げ

飼料価格高騰等による和牛繁殖経営におけるコスト上昇に対応し、肉用子牛生産者補給金制度での肉専用種
保証基準価格を再生産可能な水準まで引き上げること。

192 男性 40代 京都 公務員 2.畜産経営の体質強化や経営安定
○ 肉用牛肥育農家に対する支援措置の継続

肉用牛肥育農家は、過去に導入した素畜価格が高いことや飼料価格の高止まりで生産費が上昇する一方、枝
肉相場の低迷等により収益が大きく悪化していることから、家畜流通安定緊急対策事業や肥育経営安定対策事
業など肉用牛肥育農家に対する支援措置を継続すること。
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193 男性 40代 京都 公務員 4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大

○ 牛乳・国産牛肉の消費拡大対策の充実
牛乳販売店や食肉販売店が組織する団体と生産者団体が連携・協力して取り組む、消費拡大に直結する消費

県で取り組める販売促進活動への支援を充実・強化すること。

194 男性 京都 団体職 １．将来にわたり農家経営が継続できる畜産・酪農政策の確立
員 ① 我が国の畜産・酪農は、食品産業等との結びつきが多く、地域経済や経済全体に果たしている役割は極めて大

きい。こうした実態について、国民理解が得られる対策と、全体または畜種ごとの国産農畜産物の消費拡大対策
に向けた施策が必要である。

② 家族経営が大宗を占める我が国の畜産・酪農の生産者は、高齢化、後継者不足に加え、経済不況による畜産物
価格の低迷で、ますます経営困難になっている。このような時こそ、価格安定制度の 低保証価格の引き上げや、
農業所得の増大に主眼をおく中長期的な政策の確立が必要である。

③ 平成23年度以降の実施検討と整理している畜産・酪農への戸別所得補償制度の導入にあたって、政府は具体的
な事業内容等を早期に示し、生産者をはじめ関係団体等との協議を踏まえて、真に生産者にとって実効性がある
制度を構築すべきである。

２．肉用牛対策
① 畜産物価格の低迷が続く中、本年度で終期となるマルキン事業・補完マルキン事業等は、今後も必要不可欠な
経営安定対策として、十分な財源確保のもと継続する必要がある。

② 牛肉生産の基礎となる繁殖農家の経営安定対策が も必要であるが、保証基準価格が現在のコスト水準に見合
っていないので、抜本的に見直すべきである。

③ 特に小規模な繁殖農家に対する支援対策として、新規参入者に対する助成や、繁殖・肥育一貫経営、ヘルパー
制度の充実、繁殖素牛導入助成、行政等によるキャトルステーション（子牛肥育センター）の設置・運営支援な
どの措置が必要である。

④ 牛肉価格安定制度については、市況実態に見合う保証水準となっていないので、黒毛和種、乳用種のそれぞれ
の実態に沿ったものとなるよう見直すべきである。

３．酪農対策
① 酪農基盤の確保のための計画生産は必要であるが、実施にあたっては小規模生産者の生産力向上、経営維持に
十分配慮した数量設定とすべきである。

② 生産性の向上や乳質向上対策として、乳牛の快適性確保を行うカウコンフォートや、牛群検定等の取り組みに
対する支援が必要である。

③ 加工原料乳生産者補給金の単価は、現行以上に引き上げる必要がある。
④ 輸入品と競合する加工乳製品、原料乳等の需要拡大・増産支援対策の充実・強化が必要である。
４．自給飼料対策

一時の穀物・原油相場の高騰は収まったものの、依然として高止まりになっていることから、飼料の自給率向
上を図る取り組み支援が必要である。そのためにも、耕畜連携による域内流通を基本とする流通体制づくりを特
に支援する必要がある。

５．配合飼料対策
一昨年の飼料価格高騰が収まり、配合飼料価格安定制度の通常補てん基金の借入金返済を22年度から開始する

こととしているが、同制度の積立金は価格変動への補てんを 優先すべきであり、生産者の経営が厳しさを増し
ている中にあって、借入金返済により本来のセーフティネットとしての機能が低下しないよう、借入金返済に対
しては異常補てん基金からの支援も視野に入れるべきである。
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６．資金対策
① 21年度で終期となる家畜飼料特別支援資金は、今後も継続的な措置が必要。
② 21年度まで措置されてきた機械・施設のリース助成は、現場ニーズが強いことから今後も継続する必要がある。
７．消費拡大対策

本府では、ＪＡグループが一体と行政が一体となって、京都生まれ京都育ちの畜産物を京都で消費する取り組
みを府内の流通・小売業者を巻き込んで展開しているが、こうした府県域での取り組み支援が必要である。

８．安全・安心対策
食肉処理・加工施設は、我が国の安全・安心な食肉流通の基盤であり、流通段階の合理化による生産者所得増

大の観点からも、施設の経営支援対策と施設の機能向上の充実に向けた支援が必要である。
９．環境対策

畜産たい肥については、規模拡大に取り組むことにより排泄物処理が個人やＪＡでは対応しきれない。決して
利益確保が容易でないことから、行政等による公共施設、有機物の基地としてたい肥処理施設を整備し、これの
支援が必要である。また、地域で余剰となるたい肥の有効活用のために、広域流通ができる体制への支援対策が
必要である。

195 男性 60代 兵庫 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
兵庫県は、神戸牛・但馬牛のブランドで、高値取引が出来、他県と比べ安定取引が出来ていたが、現在消費低迷

であることより、価格も下降状態が続き、生産者の経営を大きく圧迫している。
そのことより、1．子牛補給金制度、2．保証基準価格の引き上げ、3．マルキン等を含めた畜産の経営安定対策の

確保が必要である。特に保証基準価格については再生産費が保証出来るレベルまで引き上げていただきたい。

196 男性 60代 兵庫 その他 4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
加工原料乳を増やす対策の意義は理解できるが、飲用牛乳中心の本県は、飲用乳に近い価格が保証されなければ、

加工原料乳の増産は難しい。飲用向生乳生産者での加工乳拡大をはかるには、加工原料乳生産者補給金制度に加え
て、肥育経営安定対策のマルキン的な所得補償制度創設が必要である。

197 男性 60代 兵庫 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
生産コストのかかる黒毛和種子牛の生産者補給金価格については、引き上げを望むとともに、全国平均で算出す

るのではなく、都道府県毎の生産費（事故率も勘案した数値で）を基準に設定することを望む。

198 男性 60代 兵庫 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
受精卵移植の活用は、優良和牛の生産に有効であるが、現在非常にコストがかかっている。そのことより受精卵

移植に関する助成を望むとともに、特に優良な品種（但馬牛）の体外・体内受精に関する部分に対して、優良品種
継承の観点から助成を要望する。

199 女性 40代 兵庫 主婦 2.畜産経営の体質強化や経営安定
行政が生産者に補助金を支払うと、適正な数以上に参入者を増やしてしまい、1戸あたりの収入をむしろ減らして

しまうという研究が漁業ではなされているようですが、畜産も同じ原理ではないでしょうか。生産戸数が減ってき
て畜産が危機的と言いますが、需要が減っているのだからそれに合わせて戸数も減らして生産調整するべきだと思
います。

畜産物は、決して健康にいいものではなく、国民にたくさん消費させることは、医療費の高騰にもつながります。
消費拡大は時代に逆行しています。税金はむしろ、畜産から離れ、農業や他の仕事に移るる人に対して、奨励金と
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して支払うべきではないでしょうか。日本の風土は集約畜産には適さず、飼料も輸入に頼っており、もともと拡大
路線には無理があるものと思われます。

200 鳥取 団体職 １．将来にわたり農家経営の安定を担保する畜産・酪農政策の確立
員 ○ 新たな畜産・酪農対策を構築することは当然必要であり、今後、世界的な食糧不足が予想される中、安全・

安心な畜産物の安定供給や多面的機能などをさらに強化するため、畜産・酪農の中長期的なグランドデザイン
（壮大な図案・設計）を構築することが急務である。

○ 我が国の畜産・酪農は、消費者・国民の重要なタンパク質供給源としての役割を担っているが、本県におい
ても、近年の飼料価格高騰・畜産価格の低迷等、生産農家の経営は非常に厳しく廃業せざるを得ない農家もで
てきている現状である。

○ 地域の中で畜産・酪農家が減少すれば、地域内での循環型農業の実現が危ぶまれ、生産者の減少に歯止めが
かかる施策、家族経営を中心とした小規模でも安定できる仕組みが必要である。

○ 日本の牛肉の安定には、子牛の供給源である酪農がしっかりすることが必要であり、酪農家への子牛の価格
安定対策が必要。

＜経営安定対策の抜本的な充実・強化＞
○ 畜産・酪農経営の安定を図るための施策の強化が必要。
○ 経営状況や地域の実態を十分に加味した畜産・酪農戸別所得補償制度の早急な構築を図ることが必要であり、
従来の価格補償だけではなく、生産費との差額補償などの充実が必要。

２．繁殖対策
（１）経営安定対策

○ 現行の肉用子牛生産者補給金制度では、生産コストの上昇により生産者が再生産できない状況である。飼料
代等の物財費が本県では3～4万円増大しており、現在の補償基準価格を31万円から、コスト水準に見合った35
万円程度まで引き上げることが必要。

（２）生産基盤強化対策
○ 規模拡大や低コスト化等に対する支援が必要であるが、繁殖農家は地域により農家の規模が様々となってい
る状態であり、後継者や新規参入者が定着しやすい環境を整備・充実する対策を講ずることが必要。

○ 家族経営においても無理のない経営が出来るように、素牛導入や施設整備に対する充実した支援が必要。
○ 現在の家族経営・小規模農家が大多数を占める経営体では、一貫経営のための多額な資金繰りは困難である。

３．肥育対策
＜経営安定対策＞

○ 肉用牛肥育経営安定対策（マルキン）事業については、継続による家族労働費の補てんと、事業に十分な財
源の確保が必要である。

○ 肥育牛生産者収益性低下緊急対策（補完マルキン）事業についても、現状の販売価格では物財費を補えない
状況であるため事業の継続が必要である。

○ 大消費地に遠い我が県では、輸送コストが余分にかかり、物財費割れは家族労働費を削って補っている。地
域にあった基準を適用して欲しい。

○ 物財費割れ対策は、補完マルキンと奨励金の多重構造となっており、わかりにくい。マルキンと一本化した
わかりやすい経営安定対策とすることが必要。

４．安定価格制度（牛肉・豚肉）
○ 牛肉の価格安定制度は必要な制度であるが、黒毛和種・乳用種を組み合わせた実態のない価格で相場を反映
していない。市況実態を捉えた制度とすることが必要。

○ 豚肉価格は安定基準価格の現状400円/kgを割り込む危機的状態となっており、基準価格を引き上げることが
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必要。
５．酪農対策
（１）需給調整と計画生産

○ 飲用牛乳の消費減少に対する歯止めが必要であるため、牛乳・乳製品等の消費拡大対策を講ずることが必要。
○ 加工向けの拡大を行うなら、相対的に価格の低い用途への振り向けとなり、生産者の集乳が減少する。長期
に渡る財政支援が必要。

○ 減産型計画生産になれば、枠の売買に要する経費助成や廃業一時金のような思い切った施策が必要。
（２）低コスト化・生産性向上

○ 規模拡大には、飼料基盤の拡充整備が必須であり、農地の取得にかかる長期・低利な制度資金の創設が必要。
○ 低コスト化を実現することは必要であるが、所得の向上につながる施策が必要。
○ 酪農ヘルパーは不足しており、生産の維持・規模拡大をすすめるためにも、引き続き酪農ヘルパー組織への
支援策が必要である。

○ 関係機関の連携強化による支援・指導体制の強化と併せて見直しが必要。
（３）経営安定対策

○ チーズや液状乳製品向けを拡充するのであれば、長期にわたっての財政支援が必要。
○ 近年は国際市況によって国内市況が大きく左右される。場合によっては調整保管等の措置もすべきである。

（４）流通・販売対策
○ 集配乳の合理化や乳業再編の促進、指定団体の機能強化等が必要であるが、これ以上進めば、価格交渉力が
無くなる。大手の寡占化を危惧する。

６．養豚対策
（１）経営安定対策

○ 肉豚の枝肉価格が基準を下回った場合に差額が補てんされる肉豚価格差補てん事業については、事業の継続
と基金造成に十分な財源の確保を図ることが必要であり、生産者の負担が増加しないよう生産者積立金は現状
の負担額以内とすることが必要。

（２）生産基盤強化対策
○ 養豚農家の低コスト化による生産性向上を図るため、防疫対策にかかる安価なワクチン等の新薬の開発や一
定期間の助成金対応が必要。

７．鶏卵対策
＜経営安定対策＞

○ 鶏卵価格差補てん事業は鶏卵の低迷から発動が続き、基金が枯渇している状況である。国の財源対策を望む。
８．自給飼料対策

○ 飼料用米、飼料用稲については、戸別所得補償モデル対策事業により、取り組みを進めているが、実需者と
の契約が進まず、先に進めない状況である。

○ 耕畜農家への助成は支援単価が高く手厚いが、畜産農家への支援はなく、コストを吸収する仕組みがない。
耕種同様に助成が必要。

９．配合飼料対策
○ 配合飼料価格の高騰が経営に影響を与えないように設けられた安定制度の本来の機能を発揮するためにも、
国の補てんが必要。

○ 生産者の実質負担が104%を超えた場合、4%を上回る分を追加補てんする仕組みであった4%ルールの停止につ
いて、明確な説明が必要。

１０．資金対策
＜畜特資金・リース事業等＞
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○ 家畜飼料特別支援資金については、効果のある経営改善資金として評価が高く、継続することが必要である。
○ 経営指導など専門アドバイザー等の設置、育成が必要。
○ 畜産経営生産性向上支援リース事業の継続と事務の簡素化により利用しやすくする必要がある。
○ 農家の要望の多くは更新であるにもかかわらず、新規導入が対象であり、更新を加えた事業制度への見直し
を行うことが必要。

１１．消費拡大対策
○ 生産者側の販売戦略が、消費者への押しつけや、ひとりよがりにならないよう、消費者を巻き込んだ取り組
みとなることが必要。

○ 国民的関心事項である安全・安心・環境問題を消費者に積極的に働きかける必要がある。食べる人（消費者）
の意識を変えることが重要。

○ ＪＡ役職員・組合員・関係機関を巻き込んだ、農畜産物消費拡大運動の展開、ならびにイベントの開催、宣
伝・情報発信等の対策が効果的である。

１２．安全・安心対策
○ 食肉加工施設への支援の充実と、と畜料等の農家負担の軽減策が必要。
○ 畜産物の加工食品・外食への原産地表示の対象拡大が求められる。

１３．環境対策
○ たい肥をペレット化するなど、水田稲作、耕種農家が利用しやすい形状に加工し、流通する仕組みを構築す
ることが必要。

○ 耕畜連携により、エコファーマーを推進し地域内でたい肥を有効活用できる対策が必要。
○ 生産者を支援する体制を作る必要がある。

201 島根 団体職 Ⅰ 平成22年度畜産・酪農対策
員 1. 肉用牛対策（繁殖対策）

○ 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格については、再生産可能な価格と基準として、肉用素牛の
安定生産を維持することが重要であり、引き上げを行うこと。

○ 黒毛和子牛については、子牛補給金制度の上に2 つの事業で重層化しているため、生産者にとって分かりづ
らく、また補てん水準が低下していることから、生産者に分かりやすい仕組みとし、40万円/頭を確保できるよ
う見直すこと。

○ 生産者の高齢化により、わが国の牛肉生産基盤が弱体化していることから、飼料作りや繁殖、育成等の肉用
牛繁殖にかかる一連の作業を、地域として支える取り組み（キャトルセンターや地域内一貫の育成など）に対
する支援対策を強化すること。

○ 安定的な素牛供給体制を維持するためには、多頭化を目指す若手担い手に対しては、規模拡大に伴う施設投
資への助成・運転資金借入に伴う保証対応などの施策の充実が不可欠である。安定した子牛取引を継続するた
めには、各地域の家畜市場が担っている役割が大きく、効率的・円滑な家畜市場の運営を図るため、市場統合
や現状施設の修繕・改修に関わる助成措置が必要である。

2. 肉用牛対策（肥育対策）
○ 21年度で終期となるマルキン事業は所得に着目した経営所得安定対策であり、22年度についても事業を継続
すること。また、デフレ下で畜産物価格は低迷する一方、飼料等の生産コストは高止まりを続けている地域ご
との実態をふまえ、現行手取りを下回らない水準と万全の予算を確保すること。

○ 補完マルキン、ステップ・アップ奨励金については、現行の重層的な対策でも物財費割れを補いきれていな
いことから、肥育経営のセーフティネットとして再生産が可能となるよう、物財費不足分について分かりやす
い仕組みに見直すこと。
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3. 酪農対策
○ 加工原料乳生産者補給金の単価（現行11.85円/kg）は、生産費の増高をふまえ現行以上とすること。限度数
量（現行195万トン）については、脱脂粉乳・バターの世界的な需給変動もふまえた在庫水準の考え方とし、生
産基盤を維持するためにも現行を基本に数量を確保すること。

○ 家族経営が多数を占める現状から、酪農ヘルパー事業は今後とも必要な事業であり、組織への支援が必要で
ある。

○ 飲用需要が減少する中で、生産基盤を維持するためにも加工処理施設の整備等への支援を強化すること。
4. 養豚・鶏卵対策

○ 豚肉の安定基準価格は、需給の安定と国産豚肉の安定供給をはかるため、経営実態をふまえて引き上げると
ともに、引き続き機動的に機構による買い上げや調整保管を発動すること。

○ 21年度で事業終期となる肉豚価格差補てん事業は、22年度も養豚経営の実態をふまえ、経営安定対策の機能
が担保できるような保証価格を設定し、国としての十分な財源を措置すること。

○ 生産基盤の維持・拡充を図るためには、施設建設に当たってのふん尿処理施設への大幅な支援対策が必要で
ある。国として合理的・低コストな臭気対策・浄化対策施設開発への取組と支援が必要である。

○ 鶏卵価格差補てん基準価格は、経営実態や需給動向等をふまえ、適切に決定するとともに、十分な財源確保
が必要である。

5. 自給飼料対策
○ コントラクターは立地条件にあった要件とすることが必要である。
○ 自給飼料率の向上へは、飼料米生産の拡大は大きな貢献が期待されるため、円滑な流通が図られるよう、制
度の簡素化と流通コスト低減への畜産サイドからの支援が必要である。併せて、飼料米利用生産物の販売促進
ＰＲ活動への助成措置による普及拡大が必要である。

6. 資金対策
○ 畜産は、畜舎・たい肥舎・機械など多大な設備投資と、飼料費などの回転資金を必要とするが、飼料高と畜
産物価格の下落により資金繰りが悪化しているため、21年度で終了する家畜飼料特別支援資金を継続・強化す
ること。

○ また、畜産経営の安定化、労力の軽減化をはかるため、農業機械の更新についても対象とし、事業導入は何
回でも行えるようにすること。

○ わが国畜産の安全・安心対策の根幹を担う食肉センター等における食肉処理・加工施設の機能向上対策や衛
生対策を充実すること。

7. 配合飼料対策
○ 配合飼料価格安定制度は価格上昇の影響を緩和する役割を果たすため、19･20年度の価格高騰時に1,192億円
（市中銀行900億円、ALIC292億円）の借入により対応し、22年度から市中銀行への償還が始まるが、今後も配
合飼料価格は変動を繰り返すことが見込まれることから、借入金償還によって本来の目的である価格変動への
補てん財源が不足することがないよう、支援対策を措置すること。

8. 消費拡大対策・原産地表示の強化
○ 景気の悪化により、国産の食肉や卵、牛乳、乳製品の消費の低迷が続いており、自給率を上げる観点から国
産畜産物の消費拡大を国として支援すること。

○ 牛乳等に対する誤った情報には、科学的検証にもとづいた反論などの毅然とした対応が必要である。
○ 消費者への情報開示を強化し、国産畜産物や牛乳・乳製品の自給率向上に資するため、加工食品と外食につ
いて原産地表示の義務対象を拡大すること。

Ⅲ 23年度以降の経営所得安定対策
○ 現在の畜産・酪農の経営所得安定対策は、①必要な国境措置を確保したうえで、②畜種別・品種別の生産構



- 53 -

造や需給の特性をふまえ、③価格や所得に着目して措置されているが、④コスト増大・価格下落のなかで支援
水準の低下や、⑤財源の不足など課題に直面している。

○ 23年度以降の畜産・酪農の経営所得安定対策については、これらの課題を克服し、需給と価格の安定、生産
拡大や所得向上が確実にはかれる仕組みとすることともに、万全の財源を確保して安定した制度とすること。

○ 23年度以降の畜産・酪農にかかる経営所得安定対策については、戸別所得補償制度の導入の検討なども含め、
早期に検討スケジュールを示すとともに、検討にあたっては、生産現場の実態を十分ふまえ、消費者・生産者
をはじめ広く関係者から意見を求めること。

202 男性 40代 岡山 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大

安心安全な牛肉を生産している畜産農家です。マルキン、補完マルキン、子牛基金、ステップアップ事業やその
他補助金を継続してください。なくなると畜産農家全体が消失します。それ程経営状態が全体に危ないです。

203 広島 団体職 １．国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
員 ＜自給飼料対策＞

・草地更新や水田利活用、放牧、エコフィード利用等による自給飼料の生産拡大が必要である。また、飼料用米等
の面的拡大には、広域流通体制の整備と横流れ防止の規制強化等適正な流通確保対策が必要である。

・ＴＭＲセンターやコントラクターの一層の設立促進や設立・運営ノウハウの共有化等が必要である。
２．畜産経営の体質強化や経営安定
＜経営安定対策の抜本的な充実・強化＞
・引き続き我が国畜産・酪農がその役割を果たしていくためには、環境変化を踏まえ、畜産・酪農経営の安定を図
るための施策を抜本的に強化することが必要である。また、生産者にわかりやすい施策にするべきである。

・畜産経営は多額な初期投資が必要であり、新規就農の生涯になっている。新規就農者への融資等の支援が必要で
ある。

・戸別所得補償制度など、将来の畜産・酪農政策については、いつまでにどのような政策を講じていくのか具体的
な行程表を早急に明らかにするとともに、検討の間は現行の経営安定制度を充実・強化すべきである。また、現
行の経営安定制度の継続、また、状況に応じた制度の充実・強化等の支援対策が必要である。

＜繁殖対策＞
（１）経営安定対策
・牛肉市況の悪化は子牛価格の引き下げを通じて繁殖経営に転嫁されることから、我が国の畜産資源の維持・確保
のためには、繁殖経営への磐石な経営安定対策の確立を基礎とすべきである。また、経営目標が持てるような制
度が必要である。

・繁殖経営は、後継者・新規就農者が少なく、高齢化が進行してる。将来的に希望がもてる対応措置及び対策強化
が必要である。

・肉用子牛生産者補給金は、輸入自由化による国内生産者への影響緩和策という論理から脱却し、再生産が可能と
なるよう、保証基準価格の引き上げとそれに係る生産者積立金への生産者負担割合の軽減が必要である。

・複雑な現行事業を補給金制度に一本化し、生産者にわかりやすい仕組みとする必要がある。
（２）生産基盤強化対策
・繁殖性の向上や事故率の低減などを通じ、生産性の向上を図ることが必要であり、その方策を検討すべきである。
例えば、病気やケガ等による畜産経営からの撤退時、一時預かって飼養する施設整備等に対する助成の充実が必
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要である。
・素畜生産の一層の低コスト化に向けて、経営内・地域内一貫経営のなかで畜産振興を考え、活動していく必要が
ある。また、普及・推進には、繁殖成績の向上が不可欠であり、受胎率の向上対策が必要である。

・個人的な一貫経営では、現金化までに日を要することから、資金対応を充実させる必要がある。
＜肥育対策 経営安定対策＞
・肥育経営安定対策であるマルキンについては、21年度が事業終期となっているが、経営安定対策として不可欠の
制度であり、事業の継続ならびに経営安定対策として十分な財源を確保する必要がある。また、物財費割れ対策
については、多層構造ではなく、わかりやすくかつ地域実態を反映した制度とする必要がある。

＜安定価格制度（牛肉・豚肉）＞
・牛肉の価格安定制度は黒毛和種、乳用種それぞれの市況実態に合った制度となっておらず、生産者の経営安定の
観点から、子牛補給金制度やマルキン等を含めた畜産の経営安定対策の確保が必要である。

・価格補償などを含めた経営安定対策を再構築する必要がある。調整保管が豚枝肉価格に直ちに反映されるような
見直しが必要である。

・安定基金の生産者負担額の軽減化や肉豚生産に係る物財費の考えを安定価格に反映する必要がある。
＜酪農対策＞
（１）需給調整と計画生産
・国際化の進展や飲用牛乳等の需給動向も踏まえた上で、我が国の酪農基盤を確保するためには、計画生産の維持
・強化と、輸入との置き換え・需要拡大等によるチーズ・液状乳製品等加工向けの拡大が必要である。
・計画生産にあたっては、実効確保や後継者・新規就農等への配慮、わかりやすさ・公平性の確保等の観点から目
標数量枠のあり方について検討が必要である。

・急激な需給変動局面にあっても、中長期で対応できる需給調整の仕組みの検討が必要である。
（２）低コスト化・生産性向上
・地域条件や経営形態を踏まえた規模拡大・生産性向上等による低コスト化の取り組みは今後も必要である。
・生産維持・規模拡大を進めるためにも、引き続き酪農ヘルパー組織への支援が必要である。
・関係機関の連携強化による支援・指導体制の強化が必要である。
（３）経営安定対策①
・生産コストの高止まりや需給緩和を踏まえ、加工原料乳生産者補給金の十分な支援水準と限度数量を確保すると
ともに、輸入品と競合するチーズの増産対策に加え、生クリーム・はっ酵乳等の需要拡大・増産支援対策が必要
である。また、生乳の消費減退を踏まえ、加工品対策にも注力してもらいたい。

・併せて、地域ごとの実態に即したセーフティネット対策の拡充が必要である。
（３）経営安定対策②
・中長期的な今後の経営安定対策については、腐敗しやすいという生乳の特性や土地利用における都道府県の特性
等を踏まえ、引き続き計画生産と用途別取引を前提として、制度を考える必要がある。また、地域ごとに加え、
時期別の対応についても継続実施と強化が必要である。

（４）流通・販売対策
・生産者手取り確保のために、集配乳の合理化や乳業再編の促進、指定団体の機能強化等が必要である。
・生産コストの高止まり状況のなかで、流通・販売面での費用削減が必要である。
＜養豚対策＞
（１）経営安定対策
・現行の肉豚価格差補てん事業は、21年度に終期を迎えるが、この事業は各県による自主財源に対し国が支援する
という仕組みの中、保険設計の想定を超える場合には財源不足に陥る県があることから、養豚農家の経営安定対
策として所得を確保できるような保険設計の見直しと、国としての十分な財源確保措置が必要である。
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・肉豚基金は地域算定で実施されているが、肉豚の流通が広域であり、全国算定で実施できるようにされたい。
（２）生産基盤強化対策
・一層の生産コスト低減のためには、薬剤費等の畜産経営にかかる固定費部分の低減が必要であり、生産者努力に
対する支援を充実する一方、国による安価な薬剤等の資材の研究・開発支援などの対策が必要である。また、民
間団体として主体的に研究・開発に関与する部分や必要となる支援について検討することが必要である。

・インフルエンザ発生に伴う対応よりも、日頃の予防対策のための支援を強化する必要がある。
＜鶏卵対策 経営安定対策＞
・鶏卵価格差補てん基準価格については、需給動向や生産実態等を踏まえ適切に決定し、併せて基金が枯渇するこ
とがないよう十分な財源対策を措置する必要がある。

＜配合飼料対策＞
・配合飼料価格安定制度の積立は価格変動への補てんを 優先すべきであり、生産者の経営が苦しい中で借入金返
済によって本来のセーフティネットとしての制度の機能が低下しないよう、借入金の返済に対しては異常補てん
基金からの支援が必要であり、生産者に負担を求めない支援・対策が必要である。

３．安全、安心な畜産物の供給
＜安全・安心対策＞
・食肉センター等の食肉処理・加工施設は今後も我が国の安全安心な食肉流通の基盤であり、流通段階の合理化に
よる生産者所得増大の観点からも、経営支援対策と施設の機能向上対策の充実が必要である。併せて、施設の改
修費用が畜産農家の負担とならないような支援も必要である。

・畜産物についての消費者への情報提供の強化の観点から、原料原産地表示の義務づけ対象は、加工食品のみなら
ず外食に対しても拡大することが必要である。

４．国産食肉の消費拡大
＜消費拡大対策＞
・消費者ニーズに対応し、引き続き消費拡大対策は必要である。生産者の創意工夫と品質向上、加工・流通業者の
商品開発と販売促進、行政・関係団体の支援・広報、これが三位一体となって取り組むべきである。しかしなが
ら、卸売り価格が低落しているが、小売価格はあまり変動しておらず、流通経路の整備も必要である。

・消費者に畜産物の地産地消を進める必要がある。
５．その他
＜環境対策＞
・環境対策費が生産コストを上げていることから、たい肥づくりや排水処理施設への支援が必要である。
・耕畜連携を通じた環境対策の一環として、たい肥・きゅう肥への活用をさらに推し進めるべきである。
＜資金対策 畜特資金・リース事業等＞
・家畜飼料特別支援資金の継続とその融資枠の拡充、条件緩和措置が必要である。
・リース事業の継続が必要であり、事務処理の簡素化も必要である。またリース期間等に弾力性を持たせてもらい
たい。

204 愛媛 団体職 1. 将来にわたり農家経営の安定を担保する畜産・酪農政策の確立
員 (1) 我が国における畜産・酪農の位置付け

○ 将来にわたり安定的な畜産物の供給と自給率の向上、また畜産農家が再生産可能で、夢と希望の持てる畜産
経営が行える中長期的な政策を構築することが必要である。

○ 安全で安心な蛋白質源である畜産物を消費者に供給する重要な使命を担っている我が国の畜産・酪農の果た
す役割を国民的課題を受け止め、対応していくことが必要である。

○ 飼料原料の大半を輸入依存している現状においては、維持・継続対策なくして、我が国畜産・酪農経営は成
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り立たない。畜産・酪農の生産拡大による自給率の向上を図るとともに、農家所得の安定が確保される政策づ
くりが必要である。

(2) 経営安定対策の抜本的な充実・強化
○ 現行の肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン事業）・肉用子牛生産者補給金制度（子牛の不足払制度）・肉
豚価格差補てん事業（地域肉豚事業）を拡充・強化する等、畜産・酪農経営の安定を図るためセーフティーネ
ットの構築が重要である。

○ 将来的に再生産可能な畜産・酪農が営める政策を講じることが重要。一度、廃業すれば、経営再開は困難な
のが畜産業である。

○ 戸別所得補償制度に一定の期待をしているが、それまでの間、経営継続困難な農家が多く発生しないよう早
急に対策を実施して欲しい。

2. 繁殖対策
(1) 経営安定対策

○ 繁殖農家は、小規模、高齢農家が多く、経営対策がなければ廃業は加速する。小規模繁殖農家の再生産可能
な政策が必要であり、肉用子牛生産者補給金制度（子牛の不足払制度）の基準の引き下げによる繁殖農家の所
得向上を図る必要がある。

○ 特に、現況の制度は、部分部分を捉え、総じて安定対策に結びついていない。子牛販売価格等に集中した対
策が必要である。

○ 現状の補給金制度、拡大奨励、資質向上対策を充実し、継続することが不可欠である。
(2) 生産基盤強化対策

○ 自給飼料生産基盤の強化策が必要であり、機械利用組合等の支援策と巡回指導等による経営支援が求められ
る。また、一貫経営の普及・推進における課題としては、経営が軌道に乗るまでに時間がかかり、資金繰りが
問題となる。経営改善指導と資金対策が必要である。

○ 高齢の農家でも安心して繁殖経営ができる対策、例えば、ＪＡによるキャトルセンター等の組織立ち上げな
どに支援する政策の充実が必要である。

○ 繁殖農家自身が行う粗飼料の作付けへの支援が必要である。
3. 肥育対策

○ マルキン事業の継続並びに十分な財源を確保すべきである。内容についても農家によりわかりやすく、物材
費の計算に当たり地域実態を反映した制度とする必要がある。

4. 安定価格制度（牛肉・豚肉）
○ 牛肉の価格安定制度は、銘柄とそうでないものとの価格差が大きすぎる等、市況に適合した制度となってい
ない。抜本的な見直しが必要である。

○ 安定価格制度は、需給調整に不可欠な制度である。国内畜産物の需給調整の役割を果たすためには、安定基
準価格を経営実態を踏まえて引き上げるよう見直す必要がある。

5. 酪農対策
(1) 需給調整と計画生産

○ 酪農基盤を確保するためには、チーズ・液状乳製品等加工向けの拡大、現状にあった生産計画・需給調整の
仕組み作りが必要である。

○ 計画生産に当たっては、加工向けも含めた中長期の計画の策定が必要である。
(2) 低コスト化・生産性向上

○ 中長期的な生産コストの増大が懸念されるため、低コスト化、酪農ヘルパー組織への支援、ＪＡによる指導
体制強化への支援を実施する必要がある。

○ 低コスト化、生産性向上を図るため、行政等関係機関の支援・指導体制の強化が必要である。
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(3) 経営安定対策
○ 景気後退等により、飲用牛乳・乳製品の需要が減少し、生乳・乳製品需要が緩和する中、生乳の需要及び生
産の確保が重要である。

○ 支援の強化・消費拡大・地域実態に合ったセーフティーネット対策の充実に取り組む必要がある。
○ 生乳生産に対する経営安定対策を基本とし、地域実態に合った生産計画並びに緑の政策の充実を図っていく
必要がある。

○ 平成22年度に水田利活用自給力向上対策が実施されるが、飼料稲と助成の面において差が生じている。とう
もろこしの作付けに対する助成が必要ではないか。

(4) 流通・販売対策
○ 農家所得確保は、 優先に取り組むべき課題であり、指定団体等の機能強化を図る必要がある。

6. 養豚対策
(1) 経営安定対策

○ 現行制度は、各県により差が生じている。国内で統一した仕組みとする必要がある。
○ マルキンと同様、家計費相当額を保証する事業に内容変更するべきである。
○ 養豚農家の経営安定対策として、所得を確保できるような保険設計の見直しと国としての十分な財源確保措
置が必要。

(2) 生産基盤強化対策
○ 配合飼料高、豚価低迷の中で、事故率を低減し、生産性を向上する自助努力が一層求められている。ワクチ
ン使用に対する助成等、養豚経営対策の充実が必要である。

7. 鶏卵対策
(1) 経営安定対策

○ 補てんが続き、基金が枯渇状況にある。十分な財源確保対策が必要である。
8. 自給飼料対策

○ 県によって、耕畜連携による自給飼料、有機たい肥の取組には温度差がある。循環型農業の確立に向け、耕
種部門、畜産部門の橋渡しする積極的な取組が必要。

○ ＴＭＲセンターやコントラクターは、酪農経営の負担軽減、生産性向上に寄与するものであり、運営ノウハ
ウ等の共有化が必要である。

9. 配合飼料対策
○ 穀物原料を輸入に依存する体制は、将来に亘って解消できない状況にあり、飼料価格の安定となる抜本的な
制度改定を検討すべきである。

10. 資金対策
(1) 畜特資金・リース事業等

○ 21年度で終期を迎える家畜飼料特別支援資金は、飼料価格高騰に対する効果的な経営改善資金として評価が
高く、今後、引き続き、措置するよう要請する。また、より効果的な資金対策も検討が必要である。

○ 飼料資金、リース事業においても、農家にとっては有益なものであるが、返済するときの状況を考えるとも
っと効率的、負担のかからない対応を検討する必要がある。

11. 消費拡大対策
○ 安全で安心な国産農畜産物の消費を拡大することが、畜産・酪農の維持・拡大を図っていくための原点であ
り、加工・流通業界も巻き込み、消費者に理解を求める取組対策を充実することが必要。

○ 乳製品の消費拡大対策を実施しているが、デフレの中で消費が伸びず、バター在庫が適正水準をオーバーし
ている状況にある。特定乳製品（バター）に対する消費拡大対策が必要である。

12. 安全・安心対策
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○ 食肉センター等の経営支援・機能向上対策が必要であり、原料原産地表示も食の安全・安心の観点において
も更なる対策が必要である。

○ 牛トレーサビリィティ制度の一部改正に伴い、平成22年4月1日から牛が死亡した場合、個体識別番号、死亡
年月日に加え、死亡牛の引き渡し（処分先）のコード番号を届出することになっている。死亡牛を化製場、家
畜保健衛生所などに円滑に処理搬入できるよう、死亡牛ストック保冷倉庫、搬入輸送の整備などに対し、対策
を講じることが必要。

○ 外食産業にも原料原産地表示を行うよう徹底する必要がある。
13. 環境対策

○ 畜産農家からでる排せつ物の処理について、地域によっては、余剰となっているが、広域で情報を共有し、
有効活用できるようなインターネットの構築を検討する必要がある。

○ 畜産農家は、ふん尿処理施設の更新時期にあり、施設改修に対する対策の充実が必要。
○ たい肥の利用促進のための情報整備、ネットワーク化、流通の円滑化等、耕種農家のニーズに合ったものと
するため、ＪＡや行政が主体となって生産者を支援するための体制を作る必要がある。 （他同旨3件）

205 男性 40代 高知 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
一昨年の飼料高騰時の借金を少しは返せる事ができ、少しは将来展望が開けかけたところ、来年度は牛乳減産の

可能性が高くなっており、酪農の現場には悲壮感が漂っています。減産を少しでも抑えるため、チーズへの補填の
拡大をお願いします。

206 男性 30代 福岡 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
（肥育牛対策）

肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン事業）について、平成21年度が事業終期となっているが、肥育経営のた
めには同事業の継続は不可欠であり、補完マルキンを含めて、十分な財源を確保することが必要である。
（養豚対策）

豚肉価格が物財費を割り込み厳しい状況であるため、調整保管を継続するとともに、抜本的な所得補償制度の確
立が必要である。現行においては、肉豚価格差補てん事業の継続と十分な財源確保が必要である。
（鶏卵対策）

鶏卵価格差補てん基準価格については、再生産が可能な価格とし、併せて基金が枯渇することがないよう十分な
財源対策を措置する必要がある。

207 男性 30代 福岡 その他 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
（自給飼料対策）

輸入飼料の価格変動の影響を 小限に押さえ、経営を安定させるため自給飼料生産拡大が必要であり、我々が提
唱する、新たな「瑞穂の国づくり構想」の実現により、WCSや飼料用米の増産を図る必要がある。併せて連合会等が
中核となった流通体制の早急な確立が必要。粗飼料自給率100％確保のための生産拡大対策の支援充実を願う。また、
自給飼料を生産するため、機械設備等購入に対する十分な補助等も引き続き必要である。
（配合飼料対策）

配合飼料価格安定制度の仕組みからここ1年間は補てんされていないが、飼料価格の上昇前と比べ1万円以上高く
なっており、厳しい経営状況であるため、制度の見直しを行っていただきたい。また、借入金の返済に関しては、
安定基金制度の機能低下を防ぐためにも、異常補てん基金からの支援が必要である。

208 男性 30代 福岡 その他 5.国産食肉の消費拡大
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（消費拡大対策）
景気低迷が長期化し、消費者心理にも低価格志向が定着しているため、生産者だけでなく加工・流通業界等を巻

き込んで展開することが必要であり、また、効果的なPR活動が必要である。

209 男性 40代 佐賀 その他 1. マルキンを継続するとともに、現行手取りを下回らない補てん水準と万全な予算確保
2. 補完マルキンも継続した上で、再生産が可能となるよう、物財費割れを補える仕組みに見直す
3. 黒毛和子牛の補てんを分りやすい仕組みとし、40万円／頭を確保できる水準に見直す
4. 肉豚価格差補てん事業の継続と豚肉安定基準価格の引き上げ

210 佐賀 公務員 １ 畜産物価格
○ 牛肉と豚肉の安定基準価格や、肉用子牛の保証基準価格、加工原料乳生産者補給金単価などについては、畜
産農家の経営安定と生産意欲の維持・向上が図られるような水準とすること。

２ 畜産物価格関連対策
○ 肥育牛農家において、配合飼料価格の高止まりや枝肉価格の低迷といった厳しい経営状況の中で、「肉用牛肥
育経営安定対策事業」や「肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業」は、経営を維持するために不可欠なもので
あることから、これらの事業を継続するとともに、十分な財源を確保すること。

○ 繁殖牛農家において、子牛価格が低迷する中で、「肉用子牛生産者補給金制度」はもとより、「子牛生産拡大
奨励事業」や「肉用子牛資質向上緊急支援事業」、「肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業」は経営を維持し、肥育
農家に素牛を安定供給するため重要なものであるが、「事業が複雑でわかりにくい」といった農家の声を踏まえ、
農家にわかりやすく、安心して経営を展開できるような制度とすること。

○ 養豚農家において、枝肉価格が低迷する中で、「肉豚価格差補てん緊急支援事業」や「地域肉豚振興特別対策
事業」は、経営の維持や生産性の向上を図るため重要なものであることから、これらの事業を継続するととも
に、十分な財源を確保すること。

○ 酪農家において、飲用向け需要が変動する中で、「加工原料乳生産者補給金制度」や「飲用需要変動対応緊急
支援事業」は、酪農経営を維持する重要なものであることから、これらの事業を継続するとともに、十分な財
源を確保すること。

○ 畜産農家において、配合飼料価格が高止まりしている中で、「家畜飼料特別支援資金融通事業」は畜産経営の
維持を図るために重要であることから、事業を継続すること。

211 長崎 団体職 1. 畜産物価格等に関する政策提案
員 (1) 肉用牛対策（繁殖対策（肉用子牛生産者補給金等））

○ 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格については、現在は物財費も確保できない水準にあること
から、再生産可能な水準に引き上げることが必要。

○ 黒毛和子牛については、生産者に分かりやすい仕組みとし、40万円/頭を確保できるよう見直すことが必要。
○ 繁殖生産者が高齢化し、わが国の牛肉生産基盤が弱体化していることから、飼料作りや繁殖、育成等の肉用
牛繁殖にかかる一連の作業を、地域として支える取り組み（キャトルセンターや地域内一貫の育成など）に対
する支援対策を強化することが必要。

(2) 肉用牛対策（肥育対策（マルキン・補完マルキン事業））
○ 21年度で終期となるマルキン事業は、22年度についても事業を継続することが必要。また、デフレ下で畜産
物価格は低迷する一方、飼料等の生産コストは高止まりを続けている地域ごとの実態をふまえ、現行手取りを
下回らない水準と万全の予算を確保することが必要。

○ 補完マルキン、ステップ・アップ奨励金については、肥育経営のセーフティネットとして再生産が可能とな
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るよう、物財費不足分について分かりやすい仕組みに見直すこと。
(3) 養豚対策（安定価格制度、肉豚価格差補てん事業等）

○ 豚肉の安定基準価格は、需給の安定と国産豚肉の安定供給を図るため、経営実態をふまえて引き上げるとと
もに、引き続き機動的に機構による買い上げや調整保管を発動することが必要。

○ 21年度で事業終期となる肉豚価格差補てん事業は、22年度も養豚経営の実態をふまえ、経営安定対策の機能
が担保できるような保証価格を設定し、国としての十分な財源を措置することが必要。

○ 地域が一体となって取り組む生産コスト低減のための衛生対策や、安価で効果的な薬剤開発支援など、地域
養豚振興特別対策事業を充実・強化すること。

○ 鶏卵価格差補てん基準価格は、経営実態や需給動向等をふまえ、適切に決定すること。
(4) 自給飼料対策

○ 自給飼料の増産に向け、飼料作物増産と生産性向上や飼料用米を含めた広域流通等の取り組みへの支援を充
実・強化することが必要。

○ 畜産・酪農の生産には多大な労働時間がかかることから、飼料生産部門を外部に委託することで飼料自給率
向上に寄与している、コントラクター・ＴＭＲセンター等の取り組みへの支援対策を充実・強化することが必
要。

(5) 資金対策（家畜飼料特別支援資金・リース事業等）
○ 畜産は、畜舎・たい肥舎・機械など多大な設備投資と、飼料費などの回転資金を必要とするが、飼料高と畜
産物価格の下落により資金繰りが悪化しているため、21年度で終了する家畜飼料特別支援資金を継続・強化す
ることが必要。

○ また、前向きに生産性向上や環境対策を進めるための資金が不足しているため、より効果的な資金対策を講
じることが必要。

○ わが国畜産の安全・安心対策の根幹を担う食肉センター等における食肉処理・加工施設の機能向上対策や衛
生対策を講じることが必要。

(6) 配合飼料対策（配合飼料価格安定制度）
○ 配合飼料価格安定制度は価格上昇の影響を緩和する役割を果たすため、19･20 年度の価格高騰時に1,192 億
円の借入により対応し、22年度から市中銀行への償還が始まるが、借入金償還によって本来の目的である価格
変動への補てん財源が不足することがないよう、支援対策を措置することが必要。

(7) 消費拡大対策・原産地表示の強化
○ 景気の悪化により、国産の食肉や卵、牛乳、乳製品の消費の低迷が続いており、自給率を上げる観点から国
産畜産物の消費拡大を国として支援することが必要。

○ 消費者への情報開示を強化し、国産畜産物や牛乳・乳製品の自給率向上に資するため、加工食品と外食につ
いて原産地表示の義務対象を拡大することが必要。

212 長崎 農業 1. 国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
（課題：飼料自給率向上）
(1) 飼料用米の利用推進のための実需者の条件整備

○ 備蓄施設などの整備や乾燥・保管及び運搬に係る費用助成
○ 飼料用米購入資金の確保
○ 飼料用米給与試験の現地実証

2. 畜産経営の体質強化や経営安定
(1) 肉豚価格差補てん緊急支援特別対策事業

○ 事業の継続及び予算の確保
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○ 地域保証価格までの差額に対する助成
○ 生産者積立金に対する地域肉豚生産安定基金から助成を肥育経営安定対策事業（国3/4）や肉用子牛生産者補
給金制度（国1/2）並みの助成率の引き上げ

(2) 養豚における戸別所得補償制度の早期実施
○ 肥育経営安定対策事業に倣った制度創設（所得が家族労働費を下回った場合にその差額の8割を補てん）

(3) 配合飼料価格安定制度
○ 事業の継続及び予算の確保
○ 飼料が高止まりしている状況に対応するための発動要件の見直し

(4) シカゴ定期に対する国内の金融規制（ファンドの投機マネーの規制）が必要
(5) 家畜飼料特別支援資金の継続や拡充
(6) 家畜経営維持緊急支援資金の継続
(7) 地域養豚進行特別対策事業の継続及び予算の確保
(8) 畜産経営維持緊急支援資金の継続
(9) 地域内の有休養豚場の利活用の推進
(10)税制改正

○ 固定資産取得税の減免
○ 固定資産税の農業用施設用地や農業施設に係る課税の見直し
○ 市場における消費税の内税方式から外税方式への変更
○ 経営改善計画達成に向けた施設投資に対する自己積立金の損金取扱にする

3. 国産食肉の消費拡大
(1) 消費拡大のための運動の継続と拡充
(2) 国産豚肉の増加に関して、マスコミは「生産過剰」としており、国産豚肉の自給率向上に寄与していることを
説明して欲しい。

(3) 外食産業における生産国とと畜日表示の省令化
(4) 不適正な輸入豚肉の規制（裏ポークの摘発）
(5) トランス脂肪酸による健康への危険性に関する情報開示と使用禁止
4. その他

山田副大臣著「輸入食品に日本は潰される」における終章「食の安全と安心のための打開策」に書かれた項目
の実現に期待したい。

213 男性 40代 熊本 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
マル緊事業・補完マル緊事業の継続及び拡充、肉豚価格安定基金継続及び拡充と安定基準価格の引き上げ、鶏卵

価格安定基金等継続及び拡充、加工原料乳補給金単価及び限度数量の現行以上の確保

214 男性 30代 熊本 農業 1.国産飼料の生産拡大、飼料自給率向上
2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
4.国産生乳の需要拡大や牛乳乳製品の消費拡大
5.国産食肉の消費拡大
6.その他

① 繁殖対策【肉用子牛生産者補給金制度】
○ 保証基準価格を引き上げる（400千円以上）とともに、生産者負担を軽減するため、合理化目標価格を引き
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下げること。
○ 複数ある関連事業を一本化し、分かりやすい仕組みとすること。

② 肥育対策【マルキン・補完マルキン事業等】
○ マルキン事業等の平成22年度以降の継続実施及び十分な財源を確保すること。
○ マルキン事業については家族労働費の10割、補完マルキンについても物財費割れの10割を補てんすること。
○ 複数ある関連事業を一本化し、分かりやすい仕組みとすること。

③ 養豚対策【肉豚価格差補てん事業】
○ 平成22年度以降も事業を継続し、基金が枯渇しないよう十分な財源を確保すること。
○ 基金積立については、生産者負担軽減措置が必要。（例 国3：生産者1）
○ 将来的にはマルキンのような経営安定事業を確立すること。

④ 酪農対策【加工原料乳生産者補給金制度、生乳需要構造改革事業】
○ 加工原料乳生産者補給金制度については、補給金単価引上げ（現行：11.85円/キロ）及び限度数量（1,950
千トン）の増量など現行以上の予算を確保すること。

○ 生乳需要構造改革事業については、22年度以降も事業を継続するとともに、奨励金交付要件の見直しを行
うこと。

⑤ 牛肉・豚肉
○ 安定基準価格、安定上位価格について、市況の実態に合わせて見直すこと。
○ 調整保管を適時に実施するため、基準価格を割り込んだ場合に自動的に調整保管を行う仕組みが必要。価
格安定政策という意味合いから、国が買い入れること。

⑥ 自給飼料対策について
○ 自給飼料生産は近隣の土地基盤を 大限活用することが望ましいが、広域流通のためには保管場所の確保
や流通コストの低減等の課題が生じるため、これらに対する支援策を講じること。

○ コントラクター・TMRセンター等の取組みへの支援対策を充実・強化すること。
⑦ 配合飼料対策について
○ 配合飼料価格安定制度への積み立ては、価格変動への補填を 優先すべき。借入金の返済には、異常補て
ん基金からの支援を行うこと。

○ 配合飼料価格安定制度は、飼料価格の高止まりにも対応できるよう見直すこと。
○ 23年度以降の畜産・酪農にかかる経営所得安定対策については、戸別所得補償制度の導入の検討なども含
め、早期に検討スケジュールを示すとともに、検討にあたっては、生産現場の実態を十分ふまえ、消費者・
生産者をはじめ広く関係者から意見を求めること。

215 熊本 団体職 Ⅰ 平成22年度畜産物価格及び関連対策の決定に対する提案
員 1. 酪農価格・関連対策の充実

加工原料乳生産者補給金単価等の畜産物価格と限度数量については、現状の酪農経営の土台であり、事業継続
には必要不可欠であることから、酪農経営の維持のみならず、経営安定を拡大ができるよう決定されたい。また、
飲用牛乳消費減少に対するとも補償や不需要期対策等についても十分な予算を確保されたい。

2. 酪農経営安定対策の充実
酪農生産基盤を維持・拡大できる経営環境の確立のために、酪農経営安定対策、酪農生産基盤安定対策、自給

飼料増産対策等の充実を図り、生産者・後継者が将来に渡り安心して夢のある酪農経営となすための総合的酪農
振興対策の確立を図られたい。

(1) 自給飼料増産対策の充実
(2) 配合飼料価格安定制度の充実と予算確保
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(3) 生産の減少が著しい都府県酪農経営安定対策の実施
(4) 酪農ヘルパー事業への支援強化と予算確保
(5) 後継牛確保対策の強化（性判別・受精卵）
3. 牛乳消費拡大対策の充実

牛乳消費の減少は、酪農生産基盤の縮小を招き、国民の健康促進を図る食品としての牛乳の安定供給に支障を
来すものであることから、緊急なる牛乳の消費拡大対策を強化されるとともに、酪農生産現場に対する消費者の
理解醸成活動に対しても充実されたい。

Ⅲ その他
1. ＷＴＯ・ＦＴＡ等国際化に対する国境措置の堅持

日本酪農業の経営安定と発展には、現行の国境措置の堅持が必要不可欠であることから、ＷＴＯ・ＦＴＡ等に
よる農業交渉については、重要品目の確保と上限関税の設定阻止とした日本型提案の実現を死守し、安易な自由
化締結は断固阻止されたい。

2. 戸別所得補償制度（酪農版）の策定における生産者意見の反映
我が国の酪農経営は、現在の経営安定制度の基になりたっているものであり、今後検討される酪農版戸別所得

補償制度の策定においては、地域性や経営形態等を鑑み、検討されるとともに、生産者の意見を十分に反映され
た制度とされたい。

216 熊本 団体職 1. 肉用子牛生産者補給金制度等に関すること
員 肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格等及び子牛生産拡大奨励事業の発動基準価格を生産費を十分に組み

込み再生産可能な水準となるよう提案する。
（肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格）
黒毛和種：310千円から400千円へ 褐毛和種：285千円から340千円へ

（子牛生産拡大奨励事業の発動基準（拡大））
黒毛和種：350千円から450千円へ 褐毛和種：320千円から380千円へ

2. 肥育経営安定対策事業等に関すること
肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン）及び肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業（補完マルキン）の一本

化及び補てん率の引き上げ。
3. 配合飼料価格安定基金制度における借入金の償還に関すること

平成18年からの飼料原料穀物の継続的な高騰時に借り入れ補てんした1,250億円の償還について、畜産物の販売
価格が低迷するなど引き続き厳しい状況にあるので、支援措置を講じる。

217 大分 農業 １．養豚経営安定のためのセーフティネットの構築。全国肉豚制度。
２．経営安定のための借りやすい制度資金の創設（無担保、無保証、超低金利）。
３．経営安定のための複数年度会計の適用（利益出る年出ない年があるので３年スパン等）。
４．差額関税制度の厳格な運用と、裏ポークに対する厳しい取り締まりの実施。
５．地域養豚事業の継続、若しくは拡大。
６．畜安法に基づく安定基準価格400円の据え置き、若しくは引き上げ（物財費等を含め440円以上の引き上げ）。
７．環境問題の規制の緩和。本年、硝酸性窒素の暫定基準900ppmの期限が切れます（法的には100ppmですが、現在
暫定措置中です。再生産可能な技術が必要であることから、暫定基準の継続、又は延長のお願い）。

８．と畜検査料の全額、若しくは一部の国庫負担。
９．豚の育種・改良における国からの補助と指導。
１０．国産豚肉の消費拡大に対する応援。
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１１．海外の安い飼料用麦を利用するため、国家貿易枠から外して自由貿易品目へ。
１２．国産飼料用米の利用拡大と、ＭＡ米の利用拡大。

218 男性 70代 宮崎 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
以上 豚肉価格は調整保管の発動によって一定の効果はあるものの、その価格は生産原価を大きく割り込み、大変厳し

い状況にある。現在緊急的に支援していただいている物財費（生産原価）に対する支援は大変ありがたい。豚も物
財費マルキンのような制度を確立してもらいたい。

219 男性 宮崎 公務員 1. 各品目毎の対策の充実・強化について
(1) 肉用牛振興対策
① 「肉用子牛生産者補給金制度」の保証基準価格等については、各品種毎の生産及び価格の実態を十分に踏まえ、
適正に決定すること。また、牛肉の安定価格についても、生産及び価格の実態を十分に踏まえ、適正に決定する
こと。

② 「肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン事業）」及び「肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業（補完マルキン
事業）」を充実・強化するとともに、十分な財源を確保すること。

③ 特に、補完マルキン事業の発動基準となる粗収益については、地方と都市部における価格や出荷経費等の格差
を考慮するなど、肉用牛肥育経営の実態を十分に反映させること。

④ また、「子牛拡大奨励事業」や「肉用牛繁殖基盤強化対策事業」の繁殖基盤の整備（器具機材等の導入）など現
行事業を継続・維持するとともに十分な予算を確保すること。「肉用牛生産性向上緊急対策事業」についても十分
な予算を確保すること。

⑤ 肉用牛については、中山間地域等の条件不利地域における主要作目として重要な役割を担っているが、牛舎整
備を行う場合、敷地造成等に多額の経費が必要であるなど不利な条件となっている。このため、山間地域におけ
る牛舎整備等については、（共同要件、団地化要件など）大幅な条件緩和を行うこと。

(2) 酪農振興対策
① 酪農経営の安定を図るため、乳用牛改良、生産性向上、ヘルパー・コントラクター組織の育成、乳肉複合経営
の推進のための対策を充実強化するとともに、十分な財源を確保すること。

② また、生産費が増えている実情を踏まえ、加工原料乳生産者補給金単価並びに限度数量について、 低でも現
行を下回らない対策とすること。

③ さらに、広域指定生乳生産者団体の需給調整機能の強化及び生産流通の合理化を推進するための支援対策を継
続すること。

(3) 飼料生産振興対策
① 飼料価格高騰に対応し、国産飼料に立脚した畜産経営への移行を促進するため、飼料生産コストの低減を図る
「強い農業づくり交付金」や飼料基盤拡大等に必要な財源を確保するとともに、土地条件に応じた放牧、コント
ラクター組織の育成・支援や国産稲わら等の安定的な供給を図るための広域的な流通体制の整備を促進すること。

② 「草地畜産基盤整備事業」等をはじめとする畜産公共事業について、平成22年度概算決定予算の大幅な削減に
より、計画的な事業実施が困難なため、補正予算又は交付金等での対応を含め、十分な財源を確保すること。

③ 水田を活用した飼料作物の増産のため、「耕畜連携関係事業」や稲発酵粗飼料の利用促進及び国産稲わら等の安
定供給体制整備を目的とした「国産粗飼料増産対策事業」について継続して実施すること。

④ 本県は、輸入穀物への依存度が高い豚、肉用鶏の全国有数の産地であり、配合飼料価格高騰の影響を大きく受
けている。このため、とうもろこしの代替として、また、付加価値を向上させる目的で飼料用米を給与する取組
が進められており、今後、自給率向上の観点からも増加することが想定される。ついては、飼料用米の生産拡大
を積極的に推進するとともに、本県等の畜産地帯が国内の飼料用米を効率的に収集・受入ができるシステムの構
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築について支援を強化すること。
(4) 養豚振興対策
① 養豚経営の安定を図るため、生産基盤の充実、生産性向上を目指した「地域養豚振興対策事業」等の事業につ
いて、継続して実施するとともに、十分な財源を確保すること。

② 「肉豚価格差補てん緊急支援特別対策事業」として価格差補てんのための基金積立助成が実施されているが、
現行制度では農家の積立金負担の割合が大きく、十分な価格差補てんができない状況にある。そのため、現行制
度を強化・拡充し、養豚農家の経営安定を図ること。

(5) 養鶏振興対策
① 採卵鶏経営の安定を図るため、「鶏卵価格安定対策事業」においても十分な価格差補てんの確保とともに、畜舎
・機械ほか流通関連施設の整備等について強化・充実を図ること。

② ブロイラー経営の安定を図り、海外競争力を強化するためには、畜舎機械等の整備をはじめ、食鳥処理場等関
連施設の充実・強化が必要であり、新たな施策や関連事業の強化・充実を図ること。

2. 畜産経営支援対策の充実・強化について
(1) 新規就農・経営継承対策
① 畜産経営は、施設整備に多額の初期投資が必要であり、安定した収入を得られるまでの期間が長いため、新規
就農等、新たな担い手は育ちにくい状況にある。このため、遊休施設の活用や機械等のリース方式により新規就
農者等がスムーズに経営開始・独立できる畜産型経営継承システムの構築が必要であるので、これらに対する支
援について十分な財源を確保すること。

(2) 融資における債務保証基盤の強化
① 畜産においては、経営の維持・安定のための運転資金等の調達が必要不可欠であり、金融機関からの融資に際
しては、経営改善計画に係る償還財源の確保等について、リスクが高まっていることから、国において、市中銀
行や農協等をはじめとした融資期間に対する「代位弁済等の債務保証基盤の強化」を図ること。

(3) 畜産業への資金融通システムの強化
① 市中銀行系融資機関からの畜産業関連資金の融通の円滑化を促進するため、銀行系融資機関に対し、「畜産に特

化した融資・審査部門の設置を必置化」し、融通の際の技術評価等を含めた審査を行うとともに、他金融機関と
の連携を図りながら、畜産業分野への資金の流入促進を強化すること。

3. 畜舎・たい肥舎等の施設整備事業の強化について
① 「強い農業づくり交付金」は、畜産関係施設の整備事業として本県においても生産基盤強化や後継者の育成の
ために活用されている。今後も本事業は必要不可欠であり、十分な財源を確保すること。

② 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の施行に伴い、畜産環境対策として整備された
たい肥センター等については、地域の環境対策に大きな役割を果たしてきたが、法律施行後10年を経て、老朽化
が進みつつあり、施設の改修や改良が課題となっている。このため、「財産の有効活用の観点」からストックマネ
ジメント（施設の改良・改修等）の促進について、十分な財源を確保すること。

4. 畜産物の需給調整対策の強化について
① 景気後退等により畜産物価格が低迷しているが、特に、養豚においては生産段階における需給調整システムが
十分でないことも大きな要因と考えられる。このため、国内市場における畜産物の出回り量を効果的に予測し、
的確に調整する全国的な需給調整システムの構築を国が主導的に構築すること。

5. 畜産物消費拡大対策の充実強化について
① 畜産物価格や生産コスト上昇等が適切に小売価格まで反映させるよう食育活動を含めた消費者、流通・販売業
者に対する理解醸成のための取組を強化すること。

② 消費が低迷している牛肉や豚肉、飲用牛乳等の需要・販路拡大を図るため、学校給食への利用促進をはじめと
して、畜産物の消費拡大対策を充実・強化すること。
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6. 畜産物の輸出促進対策の強化について
① 国内での畜産物需要が伸び悩む中、経済発展に伴い富裕層が増加し、安全性の高い我が国の食肉や牛乳・乳製
品等に対する需要が増大している東アジア地域等へ輸出を促進することは、国内での需給調整機能も期待される
ことから、今後とも積極的に進める必要がある。このため、海外への輸出が可能となるよう二国間での協議を積
極的に進めること。

7. 家畜衛生・防疫対策等の強化について
① 海外悪性伝染病等の国内の侵入防止のため、国外の発生地域の正確な情報の収集・伝達により、輸入畜産物・
飼料等の監視・検疫と輸入制限を強化すること。また、万一、家畜伝染病が発生し、広域的な防疫措置が必要と
なった場合には迅速かつ適切なまん延防止対策を講ずるとともに、影響を受けた畜産農家等に対し、十分な経営
支援を行うこと。

② 高病原性鳥インフルエンザについては、感染経路を早期に解明し、より効果的な発生防止対策とまん延防止対
策を確立すること。また、万一本病が発生した場合には、農家経営再建対策に加え、移動制限区域内の農家に対
する支援等を充実・強化するとともに、影響を受けた移動制限区域外の農家及び関連産業についても十分な支援
を行うこと。

③ ＢＳＥについては、ＯＩＥにおいて、「管理されたリスク国」に認定されたが、引き続き「無視できるリスクの
国」に認定されるまで、的確な死亡牛サーベイランスの継続とリスク分析に基づく対象月齢の認定等について、
国民へ正しい知識の理解（リスクコミュニケーション）を深めるよう努力すること。また、万一ＢＳＥが発生し
た場合の農家経営再建対策や肉骨粉の適正な焼却処理対策について継続実施し、食肉処理場への支援対策に必要
な財源を確保すること。

④ 産業動物臨床獣医師をはじめ、関係獣医師不足が近年重要な問題となっていることから、その確保と定着を促
進するため、業務環境、処遇などの改善について検討し、所得向上などの支援措置を早急に講ずること。また、
産業動物に関わる業務に発展的な将来性を展望できるようにすることも急務であり、そのための関連事業の財源
確保を図ること。

8. 新たな所得補償制度への移行について
(1) 肉用牛関係
① 肉用牛繁殖経営の安定を図るため、現行の「肉用子牛生産者補給金制度」と「子牛拡大奨励事業」を再編一本
化し、現在の肉用牛の現状を踏まえ、再生産が行える保証価格を新たに再設定するとともに、補てん金額は今後
の所得補償制度も見据え、国が適正に決定した補てん金の交付ができる制度の創設を行うこと。

② 肥育牛肥育経営の安定を図るため、現行の「肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン事業）」及び「肥育牛生産
者収益性低下緊急対策事業（補完マルキン事業）」を再編一本化し、現在の肉用牛の現状を踏まえ、再生産が行え
る保証価格を新たに再設定するとともに、補てん金額は今後の所得補償制度も見据え、国が適正に決定した補て
ん金の交付ができる制度の創設を行うこと。

(2) 酪農関係
① 生乳の再生産が可能な所得補償制度へのスムーズな移行のため、生乳並びに加工原料乳については、生産費用
が大きく異なる北海道と都府県の実状を十分に踏まえた対策とするとともに、飼料自給率向上の観点からも、飼
料生産基盤に立脚した酪農経営を推進する制度の創設を行うこと。

(3) 養豚対策
① 養豚経営の安定を図るため、現行の「肉豚価格差補てん緊急支援特別対策事業」を再編し、再生産が可能な保
証価格を新たに設定するとともに、補てん金額は今後の所得補償制度も見据え、国が適正に決定した補てん金の
交付ができる制度の創設を行うこと。

(4) 養鶏対策
① 採卵鶏経営の安定を図るため、現行の「鶏卵価格安定対策事業」を再編し、再生産が可能な保証価格を新たに
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設定するとともに、補てん金額は今後の所得補償制度も見据え、国が適正に決定した補てん金の交付ができる制
度の創設を行うこと。

② ブロイラー経営の安定を図るため、関連産業を含めた再生産システムの充実が必要であり、今後の所得補償制
度も見据え、国が適正に決定した補給金の交付ができる制度の創設を行うこと。

220 男性 70代 鹿児島 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
以上 ① 子牛の保証基準価格と合理化目標価格は、牛肉の輸入自由化のとき、生産者への影響を緩和するため設定され

たと聞いているが、今後は再生産が可能となる水準に設定するなど、見直す時期に来ているのではないかと思う。
② 肥育マルキン事業は、肥育農家の経営の大きな下支えとなっており、この事業も21年度で終わりを迎えること
から、22年度以降も事業継続していただきたい。

221 男性 30代 鹿児島 会社員 2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大

景気低迷の中、養豚事情も厳しい状況です。豚価低迷の解決として豚肉の国境措置の堅持、差額関税の厳格な運
用、裏ポークの取締を強化し、国産豚肉の安全安心性を一層強め外国産との差別化を図り需要拡大を目指す。小売
店にも政策として応援策を講じ景気刺激とする。豚肉基準価格400円を維持、引き上げで養豚農家も負担の軽減。と
畜検査料の一部又は全額の負担、養豚事業の継続、拡大させると、新たな産業雇用を生み出せるのではないでしょ
うか

222 男性 50代 鹿児島 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
厳しい肥育経営の中で「マルキン」「物財費マルキン」事業は非常にありがたく、これらの事業は肥育農家にとっ

て大きな支えになっており今後も事業継続していただきたい。

223 男性 50代 鹿児島 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
長引く不況を背景に消費が落ち込んでおり販売価格が上がらない。併せて、子取り雌牛の増加により少なくとも

今後2年間は肉牛出荷が増加するのも懸念せれる為、キャンペーン等を年間通して実施するなど、大規模かつ継続的
な消費拡大対策を講じていただきたい。

224 男性 50代 鹿児島 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
養豚経営についても安定基準価格400円を割り込むなど大変厳しい状況である。しかし一昨年前から地域肉豚生産

安定基金造成事業の地域保証価格が90円/kg引き上げられ、また、引き上げに伴う生産者積立金の積み増しに国の財
源が活用されて非常にありがたい。しかし、これら事業も21年度で終期を向かえあることから是非とも22年度以降
も事業継続していただきたい。また、国の十分な財源を確保していただきたい。

225 男性 50代 鹿児島 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
厳しい経営状況の中で、配合飼料価格安定制度は、飼料が高騰した時の農家経営安定のセーフティネットとして

必要であり、ありがたい制度である。現在、市中銀行と農畜産業振興機構より1,192億円を借り入れて制度運営して
いるが、平成22年度から年間180億円の返済が始まる。ついては、現在の基金積立金残高は、本来の価格変動に対す
るセーフティーネットとしての財源とし、借入金の返済に対しては国からの支援をお願いできないものか。

226 男性 30代 鹿児島 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
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国内の食料自給率維持の意味も含めて養豚経営安定のためのセーフティーネットの構築と全国肉豚制度の創設。
差額関税制度の厳格な運用と時代に即した見直しをしてほしい。冷凍肉、チルド、加工肉、調理肉（チルドに塩

や調味料をまぶしただけの状態の物も多いと聞きます）など詳細でかつ公正公平な課税を科し、裏ポークなどが入
ってこない環境整備も整えてほしい。

227 男性 20代 鹿児島 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
平成20年度の子牛1当たりの生産費は、税込みで約48万円となっている。
現行の保証基準価格と合理化目標価格は、牛肉の輸入自由化のとき、生産者への影響を緩和するため設定された

と聞いているが、今後は再生産が可能となる水準に設定するなど、見直す時期に来ているのではないかと思う。
ついては、制度を簡素化（1本化）し、全国の子牛価格が保証基準価格（＝生産費）を下回った場合、下回った額

を補てんするような仕組みを創設していただきたい。（他同旨2件）

228 男性 20代 鹿児島 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
厳しい肥育経営のなかで、「マルキン」、「物財費マルキン」の事業は非常にありがたい。
これらの事業は、肥育農家の経営の大きな下支えとなっており、この事業がなかったらと考えると怖くなる。
これらの事業も21年度で終期を迎えることから、是非とも平成22年度以降も事業継続していただきたい。

229 男性 20代 鹿児島 その他 5.国産食肉の消費拡大
長引く不況を背景に消費が落ち込んでおり、黒毛和牛の高級部位のニーズが低下し、販売価格が上がらない。
加えて、子取りめす牛の増加により、少なくとも今後2年間は肉牛出荷が増加することも懸念材料。
ついては、黒毛和種牛肉の一大キャンペーンを年間通して実施するなど、大規模かつ継続的な消費拡大対策を講

じていただきたい。

230 男性 20代 鹿児島 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
豚肉価格は昨年8月から急落し、安定基準価格400円を割り込み、現在調整保管の発動中であり、経営も非常に厳

しい状況。
一昨年前から、地域肉豚生産安定基金造成事業の地域保証価格が90円／kg引き上げられ、また、引き上げに伴う

生産者積立金の積み増しに国の財源が活用されて非常にありがたかった。
しかし、これらの事業も21年度で終期を迎えることから、是非とも22年度以降も事業継続していただきたい。ま

た、この事業に対する国の十分な財源を確保していただきたい。

231 男性 20代 鹿児島 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
厳しい経営状況の中で、配合飼料価格安定制度は、飼料が高騰したときの農家経営安定のセーフティーネットと

して必要で、ありがたい制度である。
現在、市中銀行と農畜産業振興機構より1,192億円を借り入れて制度運営しているが、平成22年度から年間180億

円の返済が始まる。
ついては、現在の基金積立金残高は、本来の価格変動に対するセーフティーネットとしての財源とし、借入金の

返済に対しては国からの支援をお願いできないものか。

232 男性 60代 鹿児島 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
厳しい肥育経営のなかで「マルキン」「物財費マルキン」の事業は非常にありがたい。これらの事業は、肥育農家

の経営の大きな下支えとなっており、この事業がなかったらと考えると怖くなる。これらの事業も21年度で終期を
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迎えることから、是非とも平成22年度以降も事業を継続していただきたい。

233 男性 60代 鹿児島 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
政策提言 肥育牛農家
厳しい肥育経営の中でマルキン、物財費マルキンの事業は非常に有難い。この事業は、肥育農家の経営の大きな

下支えとなっており、これらの事業も21年度で終期を迎える事から、是非とも21年度以降も事業継続していただき
たい。

234 男性 60代 鹿児島 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
政策提案 養豚農家
豚肉価格は昨年8月から急落し、安定基準価格400円を割り込み経営は非常に厳しい状況で、一昨年前から、地域

肉豚生産安定基金造成事業の地域保証価格が引き上げられ非常に有り難かった。この事業も是非とも22年度以降も
継続していただきたい。又国も十分な財源を確保していただきたい。

235 男性 60代 鹿児島 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
政策提案 飼料基金
厳しい経営状況の中で配合飼料価格安定制度は、飼料高騰したときの農家経営安定対策で有難い制度である。
制度運営で市中銀行等からの借り入れ返済が22年度から始まる。ついては、現在の基金積立金残高は、本来の価

格変動に対する財源として借入金の返済に対して国から支援をお願いできないものか。

236 男性 30代 鹿児島 農業 2.畜産経営の体質強化や経営安定
3.安全、安心な畜産物の供給
5.国産食肉の消費拡大

長引く不況を背景に消費が落ち込んでおり、黒毛和牛の高級部位のニーズが低下し、販売価格が上がらない。加
えて子取りめす牛の増加により、少なくとも今後2年間は肉牛出荷が増加することも懸念材料。ついては、黒毛和種
牛肉の一大キャンペーンを年間通して実施するなど、大規模かつ継続的な消費拡大対策を講じていただきたい。

237 男性 50代 鹿児島 その他 2.畜産経営の体質強化や経営安定
現行の生産者補給金制度の保証基準価格と合理化目標価格は黒毛和牛の場合、全く機能していない。子牛1頭当た

りの生産費は40万円を上回っているが、離島のセリ価格は鹿児島県本土より常時8～10万円下回っている。現在の補
てん水準では経営は極めて厳しい。今後は再生産が可能となる水準に設定するなど見直しが必要と考える。

238 男性 60代 鹿児島 農業 ① 養豚経営安定化の為セーフティネット、全国肉豚制度の創設。
② 借りやすい制度資金創設。裏ポークなどもっと厳しく取り締まって欲しい。
③ と蓄検査料の国庫負担。国産品への消費拡大運動。
④ 地域肉豚事業を継続、または拡大。海外ワクチン、新ワクチン使用までの高速化。
⑤ 畜産施設への建築基準法緩和。


