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資料５

国民の皆様からの政策提案（酪肉近見直し）

No 性別 年代 都道府県 職業 提案の内容

1 女性 30代 北海道 主婦 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

2 男性 60代 北海道 農業 酪肉近及び家畜改良増殖目標の設定に当たっては、国内をブロック化した中で、地域の実態に沿った目標設定が
必要である。

3 男性 60代 北海道 農業 食料自給率向上には、食糧を国家戦略と位置付け、自給率の目標値を定めた上で、都道府県別・作目別の生産数
量目標を中長期視点に立ち設定するとともに、今後の国内生産基盤の見通しを立て、短期・中期・長期に対応した
方針と対策を構築する必要がある。

4 男性 50代 北海道 農業 家族経営の畜産、酪農経営は、所得確保の飼育頭数の増加に伴い、過重労働を余儀なくされている。ヘルパー制
度の利用に支援対策の継続強化が必要不可欠と考えるので、十分な予算措置をお願いしたい。

5 男性 30代 北海道 農業 北海道にて、繁殖・肥育農家を経営しているものです。私は、「交雑種一産取肥育」を推奨致します。
弊社におきまして3年ほど前より、雌の交雑牛に黒毛和牛の受精卵を移植し、和牛子牛を生産し、その産んだ母

牛を肥育して出荷するといった、経営を確立いたしました。現在は2000頭以上の交雑繁殖雌牛を飼養し、年間1200
頭以上の受精卵による和牛子牛の生産及び1000頭以上の一産肥育出荷をしております。
一産取肥育のメリットと致しまして、

1．国内 高級和牛の受精卵移植による和牛子牛の生産
2．交雑雌牛の繁殖における有効利用により、交雑雌牛初生の付加価値向上による酪農家の所得向上
3．穀物使用量の40％削減（一産後10～12カ月で出荷でき、肥育期間が短縮できるため）
4．一産取肥育することで、一般の短期肥育と較べ同等以上の枝肉重量及び肉質が得られ、長期肥育によるオレイ
ン酸濃度及びMUFA濃度が高まることにより、融点が低くなり旨味が増した牛肉を生産できる

5．和牛子牛を生産することで、短期肥育に対し同等以下のコストで肥育生産が可能
デメリットは、高い繁殖技術・肥育技術が要求されることと、結果が出るまでに時間を要することです。
この一産取肥育は、現在一般の肥育と大別され、マルキン事業及び肉用子牛資質向上緊急支援事業の対象外とな

っております。
現在の補助及び支援事業において、短期肥育が推奨されておりますが、牛肉の風味及び飽和脂肪酸の上昇による

旨味の低下により、日本の牛肉ブランドを衰退させる恐れがあるものと考えております。
私は、この経営形態を効率的かつ躍進的と考えており、世に広めることで、日本の畜産業界に革命が起こせるも

のと信じております。
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6 男性 20代 北海道 農業 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。

7 男性 20代 北海道 農業 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。

8 男性 20代 北海道 農業 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。

9 男性 60代 北海道 農業 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。

10 男性 60代 北海道 農業 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。

11 男性 60代 北海道 農業 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。

12 男性 60代 北海道 農業 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。

13 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、
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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、
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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。
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。

14 男性 北海道 農業 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、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
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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10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

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
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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。

15 男性 青森 団体職 ○ 家族経営が大宗を占める我が国の畜産・酪農の生産者が将来も安定した生産が継続できるように、農業所得の
員 増大に主眼を置く中長期的な政策の確立が必要。

○ 新たな食料・農業・農村基本計画及び「酪農及び肉用牛生産近代化基本方針」の見直し策定に際し、畜産・飼
料の自給率向上目標及び工程表を明示するとともに、必要な政策導入の道筋も併せて提示すべき。

16 男性 山形 団体職 ＜我が国における畜産・酪農の位置づけ等＞
員 ・我が国畜産・酪農は、国民の食料のタンパク源を供給する欠くことのできない重要な分野であることを明確に位

置付けるべきである。
・消費者・国民の理解と合意に基づき、安全・安心な畜産物の安定供給、国産消費の自給率向上、飼料自給率向上
に向け、生産基盤の維持・拡大を図るための生産者の羅針盤となる中長期の構想が必要である。

・また、後継者が確保されない限り畜産物の自給率向上も産業振興・地域振興も実現し得ないことから、農業生産
額・農業所得の安定・増大を明確に位置付けることが必要である。

・畜産団地造成による規模拡大・作業の効率化や環境保全対策を講じる上で、耕畜連携による地域内循環型農業を
進める必要がある。

＜経営安定対策＞
・安定的な再生産が可能となる保証基準価格を設定の上、所得補償制度を早期に導入すべきであり、政策の具体的
工程表を早期に示すべきである。

・抜本的見直しが行われる間については、畜産・酪農経営が継続できるよう、現行制度を強化する必要がある。

17 男性 40代 宮城 その他 新たな基本計画・酪肉近代化方針において、自給率向上に向けて国産畜産物の生産拡大や生産者の所得向上、飼
料自給率向上や安全・安心を実現するためのビジョンや方策を明確化すること。また、今後の畜産・酪農政策につ
いて、生産者と消費者双方にわかりやすい行程表を明らかにすること。
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18 男性 40代 宮城 その他 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。

19 男性 40代 宮城 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。

20 男性 40代 宮城 その他 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。

21 男性 山形 団体職 ＜繁殖対策（牛）＞
員 ・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。

・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
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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。
＜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。

・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
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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。

22 男性 30代 福島 農業 酪農を営んでおり、規模拡大ではなく、乳製品加工による付加価値販売（六次産業）にチャレンジしたい。技術
面、資金面等でのリスクを小さくするような政策を期待したい。

23 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

られる遺伝子組み換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、
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。

24 女性 30代 茨城 会社員 私は飼料原料・動物薬を扱う商社で働き、アニマルウェルフェアの緊急性、重要性を身をもって感じてまいりま
した。現在、人間を脅かす多くの病気は畜産動物から発生しており、飼養に問題があることを証明しています。飼
料には多くの高額な抗生物質が混ぜられ、それでも発生する畜産動物の病気のために、生産者が負担する薬代・損
失は多大なものです。産業として畜産を守るためにも、補助金を出して緊急にアニマルウェルフェアが実施される
必要があります。
畜産技術協会の家畜の飼養に関する検討会で、一部仕上がった飼養管理指針は何ら法的な拘束力を持たないもの

となりましたが、まず、これらが法的な拘束力を持つように改善して頂きたいです。
また生産物価格についても、農水省が消費者向けに安全なものは高くなることを説明することが必要と考えます。

25 女性 30代 群馬 外食産 世界の 新情報では温室効果ガス排出の51％が畜産食肉に起因するというデータが出ています。ぜひ畜産業全体
業 の縮小をはかり、牧草畑は私達の穀物や野菜を作るような政策を進めてください。肉・卵・乳・魚が無くても栄養

バランスは充分です。逆に食肉や、乳製品のもたらす健康被害はご存知のように多大なものです。異常行動や犯罪
率の増加にもつながるというデータ結果もあります。環境を破壊し、健康を害し、社会を乱し、税金をつぎ込む、
といった悪循環は国の責任いがいの何ものでもありません。国民を、日本を、地球を健康にするための政策を強
く！！！強く！！！懇願いたします。
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26 女性 30代 群馬 会社員 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。

27 男性 40代 群馬 会社員 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。

28 女性 20代 埼玉 その他 畜産は大量の水の消費、穀物の無駄な生産、健康被害、ひいては国内自給率の低下を招きます。動物福祉に則し
た畜産のあり方に税金を使い、飼料の無駄遣いを避け矛盾を少しでも解決して頂きたいと思います。

29 女性 50代 埼玉 会社員 第一に薄利多売の考えをやめ、質のいい国産飼料を与えた健康な牛育成をしてほしい。人のためにひたすら乳を
搾りとるためだけの品種改良したりその牛の搾乳量を増やすために化学飼料やサプリメント、魚粉や肉骨分を使う
のもやめてほしいです。乳は血液から作られるものですから血液がきれいじゃない牛の乳が人の体にいいとは思え
ません。質の良い牛乳を、生産、消費者共に割の合う金額で販売する方向で、お願いしたいです。

30 女性 20代 埼玉 その他 日本は世界において大変動物福祉の理念が遅れています。動物の事を考えないで無尽蔵に行った事は結局人間に
とばっちりが返ってくるだけです。とてつもない矛盾と残虐性を考え直していけたらと想います。

31 女性 30代 埼玉 会社員 欧州の家畜福祉の定義を見てください 内容は 5つの自由 飢えと渇きからの自由、肉体的苦痛と不快感からの自
由 傷害や疫病からの自由 おそれと不安からの自由、通常的な行動要求が実現できる自由です。これは奇病を防ぐ
面からも 低限絶対に制定するべきです

32 男性 40代 埼玉 その他 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。

33 女性 40代 千葉 主婦 前略。この度は生産局での畜産物の自給率向上等が図られる案にあたって一般からの意見としてメールを送らせ
ていただきます。
食文化が戦後から大きく変化したことから畜産が日本では当たり前と認知されてきましたが、現在のブームとな

り注目されている「野菜」は健康を支える食材と科学的に認知されたが故、という事を深く思考の中心に考えてい
ただきたいのです。
動物性の肉を口にした人間はなかなか肉食を離れられない現状ではありますが、大腸がんの原因は肉を食べるか

ら、と医者からも明らかに伝えられています。乳がんは、女性が乳製品を多く取り入れたから、という話も言われ
ています。
目先の食欲を満たし収入を得るために後の病気・問題には見てみない振りをし、食肉をこれ以上に推進する姿勢
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は医療費負担が大きく問題となる日本にとって不利益と確実になるはずです。
さらに、動物福祉の観点から、イギリスなどのヨーロッパでは牛や豚、鶏を「せめて生きている間は尊厳を守る」

姿勢で飼育環境を整えていると研究者からの報告を聞き、そこまで及ばない日本の浅はかさも合わせて学びました。
大量に精肉を現金化することのみ求めるスタンスは、せつな的で倫理なき日本人の精神生活を作っている一部と言
えないでしょうか？食事前の一言「いただきます」は「食材になるために命を落とした生き物の命を、いただきま
す」という感謝の想いをもちなさい、という深い教えです。食材となり死んでいった命への感謝をもつ心は、大量
・過剰生産で大金を得よう、とする営利優先の発想・社会からは決して育まれるはずはないと私は言い切ります。
すでに今現在の日本がそうじゃありませんか。
何を大切に守るべきか一度立ち返って、畜産という職種への対応を改めて考えて頂きたく、心からお願い申し上

げます。 敬具

34 男性 60代 千葉 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。

35 女性 30代 東京 主婦 「畜産経営の体質強化や経営安定」は4と5の「…の消費拡大」と矛盾していると思います。人口が増えない限り
消費量の増加は難しいと思います。輸入肉を制限したり、農業の減反政策みたいに補助金を出して生産量を抑えた
方が売り上げが安定すると思います。あとアメリカみたいに「畜産類似食品」の大豆肉や豆乳の生産にシフトした
方が売上が上がると思います。去年畜産業の知り合いが自殺し何とかしたくて投稿しました。

36 女性 30代 東京 マスコ 家畜福祉をしっかりと法案に盛り込んでください。
ミ 家畜が生きている間は、その個体に必要な自由と運動を。

心身ともに健康で生きていける環境づくりをきちんと数値で義務づけてください。
このような配慮は、動物福祉だけでなく、その動物の健康を守った結果、消費者にも健全で安心できるお肉が渡

ることにつながります。
また、その動物を殺すときも、 小限の痛み・苦痛で行うことを義務づけてください。
日本はまだまだ動物の地位が低い国ですが、少しずつ改善していくことを願っています。

37 女性 20代 東京 その他 動物福祉が進んでいるEUにおける家畜福祉の定義
・飢えと渇きからの自由
・肉体的苦痛と不快感からの自由
・傷害や疫病からの自由
・おそれと不安からの自由
・通常的な行動要求が実現できる自由
こちらのアニマルウエルフェアに沿った飼育法をしてほしい。近所の乳牛がいる場所は糞尿のうえに牛が座りと

てもかわいそうです。バタリーケージや無麻酔による去勢やくちばしをきることも禁止してください。

38 女性 30代 東京 主婦 食べ物としての畜産だけでなく有畜農業の推奨や農業支援を入れていただきたいです。工場畜産ではなく農家で
牛や豚を何頭か飼う仕組みで、牛などは草食動物なので穀物ではなく草を牛に食べさせることで飼料の費用も抑え
られるし、日本独特のブヨブヨの脂っこい肉にならずに、理想的だと思います。それとメス動物の出産する数を制
限することで動物の体への負担軽減や、動物の数がむやみに増えすぎない仕組みを作って欲しいです。
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39 女性 30代 東京 会社員 「肉を食べることは、その動物の命を頂く事だ。」
映画『いのちの食べ方』のと殺場の映像は、殺される事は勿論、機械的な作業の様子に驚き、見るのが辛かった

です。肉を食べるかどうかはその人の自由です。ただ、肉を食べることは、その動物の命を頂く事だ。という事実
を忘れて、または目をそらし、安く肉を食べようと思うのはあまりに自分勝手だと思います。安価に肉を提供しよ
う、ではなく、動物の福祉も考えて頂きたいです。

40 男性 30代 東京 その他 謹啓。私、ベジタリアンです。畜産動物は食べられる為に存在しているのでしょうか？僕は、畜産動物を食する
という行為自体が酷く残酷で間違っていると思います。今の集約的畜産から、畜産動物が広々とした大地で育てら
れる畜産動物の福祉を望みます。敬具。

41 男性 東京 元団体 1. 我が国畜産政策を進めていく上での課題
職員 現在、酪農及び牛肉生産が当面している課題をいくつか取り上げれば、①食料自給率の向上、②牛肉生産に関

わる肥育素牛（特に肉専用種）の不足と高価なこと、③安全でおいしい畜産食品（牛乳乳製品及び牛肉）を再生
産可能で消費者の納得得られる価格での安定提供、④耕作放棄地及び荒廃した里山の再生、資源循環型畜産の創
設などがある。

2. 政策課題に対処する手法
(1) 酪農対策
① 生涯生産性の向上と生産コストの低減をより一層進める。それには、牛群検定と後代検定をさらに拡充して、
その結果を活用して飼養管理の改善と遺伝的能力の改良に努める。

② 飼養管理の改善と遺伝的能力の改良が進めば、消費ニーズに応じた生乳量生産に必要な乳牛頭の変動が予想さ
れる。

③ 乳生産に不用になり後継乳用牛生産から外された雌牛には、和牛の種雄牛を交配して酪農型ハイブリッド牛（Ｆ
１、Ｆ１クロス）を生産し、これを里山や耕作放棄地などで放牧・繁殖させる。

(2) 酪農型ハイブリッド牛による牛肉生産
① 後継乳用雌牛生産から外された乳用雌牛には肉専用種の種雄牛を配してＦ１（酪農型ハイブリッド牛）を作出
する。Ｆ１の雌牛には再び肉専種雄牛を交配してＦ１クロス（Ｆ２）を作出する。Ｆ２の雌牛にはさらに肉専用
の種雄牛を交配してＦ２クロスを作出する。Ｆ１・Ｆ２、Ｆ２クロスの雌牛には、肉質があまり低下しない３産
まで繁 殖した後で肥育素牛とする。また、Ｆ２クロスから生まれた雌子牛は繁殖に供することなく肥育素牛と
する。Ｆ１～Ｆ２クロスの雄牛及びそれから生まれた雄子牛はすべて肥育素牛とする。

② 酪農型ハイブリッド牛の生産システムをＦ２クロス（雌牛）の繁殖まで拡張すれば、Ｆ１のみ肥育素牛とする
場合に比べて、利用可能な肥育素牛数は３倍以上になると試算される。

③ 交配種雄牛の選定によって、子牛の能力の斉一化を図ることが可能となる。また、市場ニーズに応じた牛肉生
産（柔らかな赤肉の需要に対してはＦ１及びＦ１クロス、霜降り肉の需要に対してはＦ２クロス及びその子）が
可能となる。

④ 酪農型ハイブリッド牛の放牧によって、荒廃した里山や耕作放棄地を再生させ、資源循環型畜産が期待できる。
(3) 酪農型ハイブリッド牛活用による牛肉生産実現のための課題
① 酪農家と牛肉生産農家（肥育経営農家）との協力体制
② 里山及び耕作放棄地の放牧システム
③ 肉用種雄牛に対する全国統一した育種価システムの確立
④ 酪農型ハイブリッド牛の肉質評価基準の確立

42 東京 ○ 新たな基本計画・酪肉近代化方針において、自給率向上に向けて国産畜産物の生産拡大や生産者の所得向上、
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飼料自給率向上や安全・安心を実現するためのビジョンや方策を明確化すること。また、今後の畜産・酪農政策
について、生産者と消費者双方にわかりやすい行程表を明らかにすること。

○ 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。

○ 多額の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。

（他同旨３件）

43 女性 30代 東京 主婦 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。

44 女性 30代 東京 会社員 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。

45 男性 30代 東京 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。

46 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経営を中心とし、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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47 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。

48 女性 50代 神奈川 その他 はじめまして。
消費者の立場より、素朴な疑問とお願いを申し上げたいと思います。
世界各国－ベルギーを皮切りに、英国では皇室も、さらに中国、タイなどアジア諸国でも一緒で、自給率向上、

地球温暖化防止のために、フリーミートマンデーなどがはじめられています。
どうもわが国だけが、アジアの中でも、この点に関して後れを取っているように思えてなりません。
栄養は動物性食品をまったく摂らなくても、穀類、野菜、豆類で十二分に摂れることは、内外の栄養専門家によ

って結果が出されているようです。
そろそろわが国も、方向転換の時期ではないでしょうか。
もっと野菜を、穀類を、動物の餌のためではなく、人間のために国内で生産していただけると、自給率も向上す

るはずです。

49 女性 40代 神奈川 会社員 飼料自給率向上より以前に，食料自給率ではないか？
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酪農より国民の主食となる米や野菜を全面におすべき。又，安全、安心な畜産物の供給ならば何故，家畜福祉を
勧めないのか？生命を軽視し倫理も何もない，家畜工場と化した酪農からは安全は求められない。家畜福祉策は欧
米に，大きく遅れを取っている。国内の動物への取扱が，法整備・監視制度共になく杜撰な為，調査捕鯨も動物虐
待とみなされている。早急に福祉を取り入れるべき。

50 女性 30代 神奈川 会社員 地球環境を脅かす菜食主義を提案するべき。
あと、殺処分で殺される犬や猫をまずどうにかしなきゃ。
そっちが先決！先進国としてここだけが後進国よりも遅れを取ってますよ。

51 女性 50代 神奈川 主婦 ずっと気になっているのですが、動物福祉の点からみたら日本はどうなんでしょうか？飼育環境や屠殺の時の苦
しみなどを考えると肉を食べる事にとても罪の意識を感じます。それゆえに、ベジタリアンの友人も多くいます。
以前、猛暑の中、ホロもないトラックにぎゅうぎゅうに詰め込まれた豚を見た時、なんとも言えない感情をいだき
ました。生きている間は快適に、死ぬ時は痛みのないように、それを願っています。

52 女性 40代 神奈川 会社員 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。

53 男性 40代 神奈川 会社員 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。

54 女性 40代 山梨 公務員 従来の日本の畜産業においては、「家畜福祉」の視点がなく、生産性の向上と消費拡大のみが先行されてきたき
らいがあります。景気不調の現在ですが、むしろ家畜の福祉を図ることで、質の高い畜産業を目指していくべきだ
と思います。

55 男性 40代 長野 その他 農業者が将来展望を持って畜産・酪農経営を続けられるよう畜産・酪農の位置づけを明確にした中長期的な畜産
・酪農計画を策定するとともに、実現に向けた政策の構築が必要である。また、政策目標の実現を担保する農業生
産額及び所得の増大目標を設定するとともに、政策具体策を明確化することが必要である。

56 女性 40代 長野 主婦 畜産動物の福祉向上をはかる政策を希望します。値段が多少割高になっても、正しい情報を与えられれば、消費
者は動物福祉に配慮した商品を選ぶはずです。また、近い将来訪れるであろう食糧危機を考えると、畜産業は徐々
に縮小して、飼料として与えている穀物類を人間の直接消費に回す方向で進めていくべきと考えます。

57 女性 30代 長野 その他 家畜達は経済的効率性のため、密閉された狭い檻の中に閉じ込められ太陽の光を浴びず、自由に動き回れない飼
育環境の悪さから病気が蔓延しないよう様々な化学薬品が投与され薬漬けにされます。飼料には残留農薬があり、
そのほとんどが発がん性物質です。牛からでるメタンガスは温暖化に加担し、糞尿は土壌を汚染します。健康面、
倫理的、環境面と問題を多く抱える畜産業に莫大な税金が投入される事に疑問を感じ驚きを隠せません。

58 女性 40代 長野 会社員 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
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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。

59 女性 新潟 公務員 5. 酪農及び肉用牛生産の近代化を図る基本方針では、乳業の合理化を目標にしているが、酪農個々の販売ができ
る環境作りが必要ではないか。酪農家が導入できる価格帯の簡易な殺菌施設があれば、地域に密着した生乳生産
・牛乳販売が可能になり、酪農家の存在が地域住民にとって強固なものになる。また、販売の多様化により消費
拡大が見込める。

60 女性 30代 新潟 その他 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
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。

61 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。

62 女性 40代 福井 農業 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。

63 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
策転換すべきと思います。

64 男性 40代 愛知 農業 公平な政策及び配分をお願いします。
声の大きい生産者に集中させない工夫をお願いします。
小規模家族経営対策もよろしくお願いします。

65 男性 40代 愛知 会社員 食の自給率向上の為、様々な生産対策を行なっていていただいていますが、消費も伴っていかないと効果が少な
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く思います。もっと消費拡大を狙った対策を行なってもらいたい。
①例えば、今エコポイント制度があるが、それに習って国産農産物を利用したらポイントになるようなこと。
②外食などで使用される原材料表示。（今は消費者が表示が無いため選択出来ない）
③給食の国産農産物利用率の設定及び義務化。（場合により助成する）

66 男性 70代 愛知 農業 仲間が経営不振により、どんどん廃業していっています。
以上 畜産農家経営を守ることが、全体の維持につながることと思いますので、全ての生産者に対する政策実現をお願

いします。

67 女性 40代 愛知 主婦 企業畜産の工業的に作るものではなくて、地元の農家さんが愛情を持って育てた畜産物を今後も食べて行きたい。
農家さんを守る政策をお願いします。

68 男性 50代 愛知 その他 畜産分野にて飼料の国内自給率を上げるためには米の利用が良いと思いますが、今のように、耕作面積に対して
補助を出すより生産された米に対して行なうほうが生産意欲が大きくなります。

69 男性 40代 愛知 農業 平成18年以降、配合飼料の高騰が続き生産者としては生産費削減努力は限界に達しています。輸入に頼っている
ので飼料価格安定制度への積立は、価格変動への補填を 優先すべき課題です。借入金の返済には異常基金からの
支援を行うべきです。
さらに同制度は、飼料価格高止まりにも対応できるよう見直すべき

70 男性 40代 愛知 農業 現在、年間二百名程度と規模は小さいながら 酪農への理解、牛乳消費拡大、また命の大切さ、働くことの意義
など様々なことを伝えるため子供達や消費者との交流を行っています。しかし、その受入れ時には既存のスタッフ
だけでは足りず臨時で要請したり、スムースな受入れができるよう資材の購入など、すべてこちらの自己負担とな
ります。ぜひ、こういった酪農体験活動にも支援をお願いしたいと思います。

71 男性 40代 愛知 流通業 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。

72 男性 40代 愛知 その他 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。

73 男性 60代 三重 農業 牛肉の枝肉市場価格と小売価格が連動しておらず牛肉の高止まりの感があります。特割日には売れるという事で
すので普段から購買意欲をそそる為にも、国産牛肉の購買者にミートポイント（エコポイントをなぞって）制度を
導入し、貯まったポイントで地域特産品等に引き換えられる様にしてはどうかと思います。

74 男性 30代 滋賀 その他 JAの酪農部会の事務局をしております。
基本方針の中に是非、心と体が休まる休日を確保できるようなヘルパー制度の十分な拡充を求めたいです。
休日をとるのに費用がかかりすぎます。このような状況では、後継者や、やりたいと思う人が見つからないと思

います。

75 女性 30代 京都 その他 今までの飼料を海外から買い込み大規模な酪農な規模で酪農を行なう方式から、小規模な家族経営、牧草地で牛
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を放牧する、飼料を国内で賄うなど地域規模での単位での酪農へ。規模拡大のため多額の負債は酪農家を苦しめ離
農を促進します。国産で安全な牛乳、食肉の確保の為にも輸入の抑制や生産者の方の生活が成り立つ方策も必須。
公教育での食育、都会からの移住者への受け入れ体制あれば良いですね。

76 男性 40代 京都 公務員 ○ 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。

77 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
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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。

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。

78 女性 20代 大阪 その他 生産性の向上や消費拡大だけでなく、ヨーロッパのように畜産動物の福祉の向上についても考えてください。
あと、食肉の消費の向上は、自然環境破壊、発展途上国の人たちの飢餓問題を促進させてしまうことを、どうか

理解してください。

79 女性 40代 大阪 大学生 なぜ地球環境に良くない畜産を税金を使って拡大させようとするのでしょうか？
(院生) 牛乳や乳製品、肉類の摂り過ぎは生活主観病の元のようにも言われています。地球環境に影響があるというのは

家畜を育てるために莫大な穀物と水が必要で肉食をする国が世界の貧しい国の人々の穀物や水を奪っていると聞き
ます。
また牛のゲップのメタンガスの問題、糞尿の問題などもあると聞きます。牛乳乳製品、肉類は摂らなくてよい食

品です。
そして、畜産動物たちの福祉が考えられていません。牛や豚や鶏たちは物ではありません。ストレスのない飼育、

のびのびと自由に動ける空間や、苦痛や不快を与えない、自然な生理に則った出産など体に負担や無理をさせない、
自然な飼料など、動物たちの幸福は考えられているのでしょうか？
例えば、EUが近い将来、鶏舎のバタリーケージを廃止するそうです。日本は議論されたことがあるのでしょうか？

鶏を苦しめるバタリーケージを廃止してください。動物たちを苦しめないでほしい。動物にも感受性があります。
畜産動物にも幸福であってほしい。そして殺すときは恐怖を与えることなく安楽死にしてあげてほしい。私の願い
です。私は動物たちの現状を知り8年程前からベジタリアンになりました。それでも元気に生きております。国に
望むこと、1番目は畜産農家には動物にストレスを与えない自然な飼育をさせること。動物の幸福を一番に考える
ことが結局、安全な食品を作ることや自然環境を守ることに繋がると信じます。動物への愛情のない農家はやめさ
せてほしい。その分農家の手間がかかり価格が高くなったとしても、それを価値あるものと国民に説明をしてほし
い。
2番目は、畜産より穀物や野菜の消費拡大に力を入れてほしい。
変に畜産農家を守るだけの指導は止めてほしい。なぜ肉や卵、乳製品を毎日食べなくてはいけないのか。年に数

回で十分なのではないですか？卵も自然飼育で育った鶏が産んだ健康な卵を1個50円位で売ってもいいのではない
でしょうか？消費者に価値があることと、自然な飼育でできる卵の量からすれば、卵は毎日食べるものではないと
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伝えるのも国の仕事ではないですか？肉や卵乳製品を毎日食するのは不自然なことだと思います。
とにかく畜産動物の福祉を抜きには考えられないのではないでしょうか！！！これが一番大切なこと！！！！！

80 女性 40代 大阪 その他 生産性ばかりを追い求める日本の畜産は、もはや世界的に見て時代遅れです。また、BSE、鳥インフルエンザな
どの流行もあって、消費者の間では「過酷な環境で育った動物はそれを食べる人間の健康にもよろしくない。」と
の認識が高まっています。日本においても是非EUと同じく「（一定以上の動物福祉を満たして生産された畜産品に
は認証を与える）ウェルフェア畜産物」のシステムを導入してください。

81 女性 30代 大阪 会社員 狂犬病汚染国、中国からの犬肉の輸入は禁止するべきです。

82 男性 60代 兵庫 その他 農業生産額、農業所得の増大は一番の課題であり、来年度に検討される「戸別所得補償制度（畜産版）」につい
ては、米のように全国一律ではなく、各畜種・各地域の実状に沿った柔軟な施策となるよう検討を求める。このよ
うな政策協議・決定に際しては、生産者の意見を十分に反映できる仕組みにするよう求める。

83 女性 40代 兵庫 主婦 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人に対して、奨励金とし
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。

84 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
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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）
○ 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。

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。

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。
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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＞
○ 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。

85 男性 60代 広島 その他 牛は草によって成長し増殖するので、荒廃する里山や耕作放棄地に放牧することにより持続可能な資本の増加が
可能なはずである。里山に牛が放牧できるように土地の利用、牧柵の整備や放牧牛（F1雌牛）の導入を農政が支援
すれば、2～3産後に導入資金を回収して循環可能となる。農業を持続可能にするための初期投資を農政の基本とし、
牛の放牧を酪農や他の作目や市民につなぐ手段とすれば、地域活性化の多様なモデル事業が可能である。

86 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
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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
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）＞
・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。

（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
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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。
＜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。

87 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。
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○ 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
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。
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○ 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。
(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。

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
○ 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。
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○ 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）

88 男性 30代 福岡 その他 （将来にわたり農家経営の安定を担保する畜産・酪農経営の確立）
わが国の食料安全保障、食料自給率の向上及び地域資源の有効活用のためには、畜産・酪農（自給飼料を含む）

の生産拡大が必要であり、そのためには中長期的な方向性を明確にして、安定した畜産・酪農経営を安心して実施
できる施策を行うことが必要である。特に、戸別所得補償制度の畜産・酪農への導入については具体的な行程を明
確にするとともに、それまでの間は現行の経営安定対策を充実強化すべきである。

89 男性 30代 福岡 その他 （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。

90 熊本 団体職 平成22年度以降の５ヶ年における新たな「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」の策定について
員 は、将来に及ぶ経営環境の変化に対応しうる自給率の上昇、自給飼料増産、生産性の向上等を鑑み、足腰の強い酪

農経営を確立すべく内容の充実を図られたい。

91 男性 60代 沖縄 その他 ① 経営安定のための借り易い制度資金の創設、（無担保、無保証、超低金利）
② と畜検査料の全額、若しくは一部の国庫負担。
③ ハムに原産国記入の実施


