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〈衝撃の米価下落〉
農村から悲痛な声が続出！

コシヒカリ

9000 円（27％下落）

あさひの夢

7000 円（40％下落）

とちぎの星
なすひかり

県産米 7 年ぶり 1 万円割れ、
下落率は全国最悪！

飼料米への転換など農家の努力にもかかわらず、今回の大幅

下落は過剰作付けや新型コロナ禍による消費減少（特に外食産

業など業務用米）で、民間在庫が増加したためと言われていま
す。近年、米価は下げ基調でしたが、このような大幅下落はまさ

に大ショック。今回の米余りは、���� 年産以来政府が生産調整
から手を引き民間任せにしたこ
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収入保険は
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21 年産 JA グループ栃木の概算金
1 等 JA 米 60 ㎏の価格（紙袋）、
下落率は昨年比

収入保険制度の活用を

⑴市場価格の低下

⑶災害で作付けできない

⑵自然災害などによる減収

⑷ケガや病気で収穫できない

な

ど、農業者の経営努力では避けられない収入の減少を補償する

ものです。令和 � 年新規加入申請は �� 月 �� 日まで受付中です。

（詳しくは NOSAI とちぎにお聞きください）

先進県ではすでに、米価下落に備えて保険料などの助成を行

とによる、古米在庫発生続発の結

い収入保険への加入を促進しています。本県では今年 � 月、農

こんな状況が続けば農家の経

臨時交付金を活用した農業経営収入保険の保険料等補助につい

果でもあります。

営はますます苦しくなり意欲も

減退、生産基盤の弱体化と食料供給の不安定化を招きます。国産

水省から知事あてに「新型コロナウイルス感染症対応地方創生

て」通知がありましたが、残念ながらまだ実施されていません。

（なお、収入保険は青色申告が必須条件です。）

米が食べられない、なんて想像したくもありません。

〈日本の農業に未来はあるのか？〉

わが国の農業従事者は右表のとおり、極端な高齢化と担い手

不足です。�� 歳以上の方が約 ��％で �� 歳以下の方は �.�％、
将来の農業を担う人材が圧倒的に足りません。また専業農家は

��.�％、第一種兼業農家は ��.�％、第二種兼業農家は ��.�％で、
食料生産の大半を担う農家（専業・第一種兼業）は約 ��％し

かありません。ある日突然店頭から国産米が消える、なんてこ
ともあり得ない話ではないのです。

このような状況で、非常時に国民の皆さんの食料は確保でき

るのか、心配です。消費者の皆さんの理解も得ながら、若者が

喜んで農業に参入できる環境をつくっていかなければなりません。
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立憲民主党の「地域を守り地域を活かす」公約（抜粋）

〇規制緩和と競争力強化に偏重してきた農政から脱却 →→ 新自由主義による行き過ぎた構造改革を見直す！
〇多種多様な農業者が共生する多様な農業を支援 →→ 農業者戸別所得補償制度の復活！
〇米の生産調整を政府主導に戻し需給を安定化 →→ 政府備蓄米の枠の拡大で過剰在庫を市場から隔離！

この他、米の消費拡大（米粉好適米の育種とパンや麺への加工促進など）、ミニマムアクセス米の見直しと国際援助米の拡大、
世襲に限らない営農継承支援、なども検討しています。

※行き過ぎた自由貿易（関税ゼロ、非関税障壁撤廃）を改め、東京一極集中を是正、
日本のふるさと農山村・農林業を守りましょう！

Facebook

AKIOFUKUDA_INSTACHANNEL

地方の豊かさを創りましょう！！ 共に！
住む

楽しむ

学ぶ

（クォリティ・オブ・ライフ）

働く

育てる

「健康・教育・観光・環境」の時代にふさわしい
「住む・働く・学ぶ・楽しむ・育てる・介護する」心豊かな住環境の整備を！
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本年 � 月、国は下記のとおり ����年の国土づくりの目標を『真の豊かさを実感できる国土』と定めました。
農山村は宝の山です。
「地方の真の豊かさ」を共に考え共に創りましょう！具体例として、次のようなことが考えられます。
●地方自治体の裁量で使途が決められる地方交付税の安定交
付と一括交付金の新設
●老朽化が深刻な社会資本（道路・鉄道・橋梁・水道など）の
維持管理・更新・安全確保
●空き家の斡旋と空き家借り上げの「みなし公営住宅」の整
備・農地の斡旋などで、I・J・U ターン等地方への移住者を
支援
●ウォーキング・健康体操・予防医学の活用等による健康寿
命の延伸と、いざという時の高度医療の整備
●ドローンやロボット、自動運転車を活用した利便性の向上
と小さな拠点づくりでコミュニティの維持
●豊かな自然環境の中で、子どもから大人まで誰もが IoT や
AI を活用できる生涯学習環境の整備
●リモート教育・リモートワークが可能な高度通信環境の整
備、地方国公立大学の機能強化
●医療や介護、子育てや教育分野などのベーシックサービス
の充実と雇用の確保
●地方公共交通機関や旅館・ホテルなど観光業の支援、農山
村の最後の砦・郵便局ネットワークの活用

●自然環境・農林業・商工業・世界遺産などの歴史伝統文化・
芸術・スポーツ活動などまちの光を心で観る観光事業の推進、
国際観光旅客税活用による既存観光地の再生と雇用の確保
●四季折々の花々が楽しめるまち、地域のおいしい水と食べ物
や世界の国々の料理が食べられるまちづくりと、中心市街地
や観光地の歩道拡幅、電線地中化などで歩いて楽しいまちづ
くりの推進
●森林環境税の使途拡大及び木材の安定供給、国産材利用の木
材住宅・木造ビルディングの推進
●蓄電技術の向上と水力・自家消費型太陽光発電等自然エネル
ギー活用、及び省エネ住
宅・ビルディングでカー
ボンゼロに貢献
●農林業はじめあらゆる業
種での事業継承を支援
●あらゆる分野の担い手を
確保するために特定地域
づくり協同組合、労働者
協同組合などの活用
〈佐藤鹿沼市長と真の地方の豊かさを懇談〉

「国土の長期展望」最終とりまとめ

国土交通省

令和３年 6 月 15 日発表

●課題認識 ( 現行計画策定後にも、我が国の持続可能性を脅かしかねない急激な状況の変化 )
(1) 中位推計を大幅に下回る出生数
(4) デジタル革命の急速な進展

(2) 新型コロナウイルス感染症の拡大 (3) 風水害を中心とした自然災害の激甚化・頻発化
(5)2050 年カーボンニュートラルの宣言 ( 地球環境問題の切迫 )

デジタル世界の到来は、地理的条件で不利な地方の再生の好機 価値
観が多様化する中で、より貴重となるリアルの世界
「コンパクト + ネットワーク」による持続可能な地域づくりの必要性

●国土づくりの目標 :『真の豊かさ』を実感できる国土

『デジタルを前提とした国土の再構築』

⇒ ～人口減少下でも安心して暮らし続けられる国土へ～

「真の豊かさ」は個々人の価値観に基づき多様で、一様には示せない ⇒ それを追い求めるために、以下のような共通の土台は必要

①安全・安心

② 自由・多様

○ 災害対応や医療の充実

○ 地域における暮らしの維持

●国土づくりの 3 つの視点 :

○ 多様な選択肢から、自由 に
選べる働き方・暮らし方・
生き方

Ⅰ. ローカル

○暮らしの利便性や「稼ぐ力」
( 物的豊かさ )
○ 豊かな自然、文化や生きが
い ( 心的豊かさ )

④対流・共生

○ 人・モノ・情報の交流
○多様な人々を支えあい、
共感し、共に生きる社会

Ⅱ. グローバル

〔デジタルとリアルの融合により、利便性の高い地域を多数創出 〕

持続可能で多彩な地域生活圏の形成

③快適・喜び

〔国際競争の中で「稼ぐ力」を維持・向上〕

産業基盤の構造転換と大都市のリノベーション

Ⅲ. ネットワーク

〔情報・交通ネットワークや人と土地・自然・社会とのつながり〕

人と情報 :「情報通信ネットワーク」の強化 人と人・モノ：「交通ネットワーク」の充実 人と土地 : 国土の適正管理
人と自然 : 災害・地球環境問題対応
人と社会 : 共生社会の実現

今後の方向性 : 速やかに新たな国土計画の検討を開始すべき ( この機を逃さず、具体の政策につながる実行性のあるものとすべき )

福田あきおは市長・知事・衆議院議員30年の経験・知識と郷土愛でこの国のための挑戦を続けます！！

