
アンケートの最後に自由記載欄を設け、日頃農業に感じていることを自由に記

入していただきました。個人情報が分かる部分は削除、修正しておりますが、

それ以外は原文のままです。

《古町地区》

1 現在１人、誰かに作ってもらいたい

2 農薬を使わない農業を目指したい

3 町でも応援してもらいたい

4 水路に問題があり改修をお願いしたい

5 耕作地は遠くにあり、買いたい人があれば売りたい。団地化に協力したい。

6 町とＪＡで作物の指導を望む（売れる野菜）

7 将来後継者がいない 不安

8 耕作条件の悪い農地の維持管理者に町の支援を、また農業機械の補助金をお

願いしたい

9 耕作従事者が減少、強力な農事組合組織運営を考えては、どうか。

10 畑を耕作できる人がいたらお願いしたい。

11 水路が使いづらい

12 農地は山の奥にあり条件が悪い、農地として管理は無理、林地としたい。

農林業を併せ経営を考える。

13 退職後の時間のある人のために、楽しい農業を提案したい。

14 定年で農業を始めたが、播種、肥料などの勉強に時間がとられて能率が上

がらない。

15 水管理が不便、水路の老朽化があり水漏れなどで効率が悪い。

16 水田の草刈、人手がない

17 田は貸しているが、畑は自家菜園、これからは高齢化に伴い厳しい。

18 １０aの田を耕作しているが後継者は不在、圃場整備がされていなく、先々

作り手がいるか不安。

19 農業に期待できない、輸入品に押され労働の割に収入なし。

20 種々の物が手軽に入手できるので、やる気が欠けてきた。

21 指導者が年間を通じて、直接指導してほしい。

22 農地を大切にしたい、自分の出来る間は農業をやる。

（畔の補修、水路、排水、農道の補修を出来る範囲で）

23 農業を楽しみ続けたい、小さな農家に対しても援助（補助金）があれば良

い。

24 ●●歳年齢的には難しい。



25 83 歳耕作地の除草をして維持管理をしている。高齢になり先が見えないが、

宅地には条件的に有利なので法的に縛ることなく緩和してほしい。

26 鹿の被害が多く何を作ってもダメな場所。

27 自分の耕作地は草刈りをしているが、周りの土地は荒れていて寂しい、近

い将来荒れ地になってしまう事が懸念される。

28 本当は耕作したいが農地が多すぎて耕作出来ない。

29 後継者がいない。

30 現在は水稲を中心に従事している、作付け維持管理（水田が傾斜地棚田で

草刈地が広い）収穫量に対しかかる労力が多くまた販売価格は下落してい

る。農家の現状を認識したうえで、町行政でも十分に対策をして欲しい。

31 鹿の被害が多く、ネットを張っているが防止できない。

32 田畑を貸す人、借りる人のニーズを町内より聞き、農地の活性化窓口にな

ってほしい。

33 食料自給率を将来 100％に、常に耕作地を良好に保持し食料増産体制を保持、

限界集落を中心に耕地整備をし、一大農場出現も夢ではない。集落農業の

好機、町負担で進めるべき事業だ。

34 畑など荒らさないよう管理している。

35 現状維持で精一杯

36 ４０年以上畑に行ったことがない

37 今ある場所を耕作するのがやっとです。

38 息子と二人で耕作していたが、今年から面積を少なくした。

39 豪雨の多い時、土が流される状態で困っている。

40 専業農家がやりやすい環境になってほしい。

41 後継者が同居、将来耕作してもらえるか不明。

42 定年退職し田舎暮らしをしている、長和町には米作りしか無いのか、何か

長和町の土地に合った作物はないのか研究をし、野沢菜、エゴマ油等の土

地に合う物を作るべき検討をしてほしい。

《長久保地区》

１ 大規模農家の管理する土手等の草刈りが十分に管理されていないと思いま

す。

２ 町は地域おこし協力隊に特産品開発や農業体験を任務に与えているが、そ

の前に「作る人」のことを忘れている。3年後に必ず就農することを担保し

た協力隊員を雇い入れたほうが実効があると思う。ＪＡの技術員は要員が

不足しているのかあるいはやる気がないのか、農家の要請に十分応えてい



ない。農業開発公社を創設したらどうか。雇用もい生かされるし遊休荒廃

対策にもなる。

３ 専業農家・組合組織等で農地を集約し生産管理が成り立つように。長久保

田中耕地が心配。基盤整備事業（構造改善）の時期に公共用地として活用

しようと事業から除外された。体育館、ふれあい館、郵便局、保育所など

土地利用が虫食い状態になった。現在、中山間直接支払いで荒廃地ができ

ないよう取り組んでいるが高齢者が多く、後継者が居ない農家も多く、数

年で大きく状況が変わってくると思う。取水口水路など、水の利用管理が

非常に危険困難な耕地である。

４ 農業と福祉の連携については十分考えていきたいと考えています。地域の

ニーズとマッチした形で私たちの活動も考えていきたいと思います。

５ お米の金額をもっと上げてほしい。

６ 農業で生活ができるように。

７ 農業は大変です。

８ 大規模農家が多くなり、草刈り等されていないことが多くなっている。

９ 自給自足のための農業は大切だと思う。

10 小さい頃から農業に携わっていたので農業が嫌いではない。勤務が終わっ

たら自分のできる範囲で楽しく農業をしたいと思っている。

11 子供のころから父について農業の手伝いをしました。しかし、労働がきつ

く父も厳しく、農業に対して好印象は持ちませんでした。「大人になったら

全部百姓はやらない」と子供心に刷り込んでしまいました。また大人にな

ってからも「長和に住んでいるのだから百姓はやって当たり前」という周

りの見方にもうんざりしてきました。百姓はもう嫌です。二度としません。

12 農機具が壊れれば新しく買うことが難しいのでその時点で農業ができなく

なると思う。（後継者もいない）

13 近いうちに退職したら直売所で売れるものをやりたい。

14 推奨・奨励できる特産物がない。高齢化により手近で耕作できる自家菜園

規模となっている。計画中の道の駅で販売だけでなく町内農産物の収穫等

も行い流通の確保を図る。

15 耕作放棄地はないがすべての農地を貸している状態。耕作者も高齢化して

いるのでこの先が心配な状態

16 まだ長和にきて日が浅い。トマト中心の農業少しずつ増やしていきたい。

17 日本全体の問題ではあるが基本的には生き甲斐をもってやっていけるよう

な農業政策、各地域の取り組みが必要ではないだろうか。自分の家のこと

にしてみると自分が元気なうちに耕作をしやすいよう（後継者がするにせ

よ他人に貸すにせよ）しておきたいと思う。特に土手の除草対策。



18 赤土がほしい。学者村は掘削しすぎて赤土ではなく普通の土になってきて

いるので赤土のみの場所を探して提供してほしい。

19 耕作していない畑が問題で作物がなく何か良い作物があれば挑戦したい。

早い内に農振除外して欲しい土地あり。田んぼ転作に湿地畑にならない。

畦土手の草刈り面積が大きく大変。土手の草刈り面が多い客土が欲しい。

20 地域としての特産品を作ること

21 現在、会社に勤めながら休日中心に野菜を作っています。周りの近所の方

も毎日のように畑にでて作業をしています。収穫時期にはたくさんの野菜

がとれ近所にくれたり、いただいたりもしますが、断ることもできないの

で町でそういった安心で陰湿の良いものを見極め回収して一般の方に安く

販売できるシステムができると農業をやっていても張り合いがあると思い

ます。大切に育てた野菜が少しでも収入につながればもっと空いている農

地の有効活用につながると思います。

22 5 年くらいあと息子が本格的に農業をやりたい。空いている土地集めたい。

情報ほしい。

23 農振指定解除 太陽光やりたい田圃を花公園にしたい

24 今の農業政策に不安がある。補助金まみれがいつまで続く？農業で自立で

きない。集約した農地が元に戻るきがする。耕作放棄地の拡大。他産業に

対し収入格差が大きすぎる

25 自分の農地がわからない。

26 大石の畑に太陽光を入れたく役場に相談したがだめ。農振除外を早くして

ほしい。

27 自分なりに農業をやっていきたいと思う。

28 農機具もなく他人に依頼するため負担が大きく続けることが難しい。

29 これまで作ってみたいものはありましたが、家から車で 10 分と離れている

ことや鳥獣被害を考え無理であると考えています。

30 鳥獣の防止ネットが張ってあるところとないところがあるが、今後の予定

を知らせて欲しい。

31 高齢で大農具がないので将来の望みがない。

32 農は国の基本であるとの時代から遠くその思いは遠く遠くはなれていった

思い。大型農家の皆さんも高齢化が進んでおり、全く心配の思いを切実に

思っている。

33 自分では耕作できないのでできればすべての土地を貸したい。

34 農地貸したいですが、農業委員にお願いしたい。

35 高齢のためやることが無理。

36 人から頼まれて水田管理をしている。



37 あと 10 年ぐらいはできるがその後が問題。

38 自分では耕作していない。貸している。

39 貸して作ってもらっている。

40 畑が農振地区荒地草刈りできない 太陽光やれるようにならないか。

41 全部他人に耕作してもらっている。

42 跡継ぎが心配

43 現状維持。何年続くか分からない心配はある。

44 農振地区の解除

45 息子が勤めている間は作ってもらう。

46 弟が田植えまでやり自分が水管理。収穫は共に協力してやっている。

47 山際の田を放置している。自宅前田んぼだけ耕作。まとまっている土地誰

か耕作してくれないか。

48 貧農だが先祖伝来の田園、採算を考えず、米作りを子供たちの手伝いを受

けながら励んでいます。田植えはほとんど他人任せ。高齢故にあと何年で

きることやら。

49 ●●歳動ける内はやる。○○畑農振土地解除して欲しい。今の時代畑はす

べて解除でいい。

50 自分の農地がどこか不明

52 自分が働けるうちはいい

53 東京農大に小さな田んぼ作って

《大門地区》

1. 採りたての野菜を食べることは、大変いいことですが、何しろ高齢になっ

てくると体が思うように動かず大変な一言です。

2. 長和町は中山間地域であり平地と比べ条件が不利と思いますが、関係者の

皆様は知恵を絞って頂き、このような不利な条件でも農業が継続できるよ

う、施策を講じて頂きたいと思います。

3. 機械化やＡＩを取り入れることに行政と農協が「農家」を生産性の高い「産

業」へ協同してほしい。

4. 鳥獣被害をなくすため、補助金最高額を 50 万円位まで拡大してほしい。

5. 元気なうちは、農協との協力で作物栽培をしたい。

6. 後継者が生活できる収益ある作物があるか？後継者を当地に呼び寄せられ

るか？これが課題です。

7. 現状維持がいいところで、縮小の方向へ向かうだろう。荒れた未耕作地を

どうするかが課題。



8. 現在、親が田畑を耕していても、子供たちはどのように考えているかわか

らない。

9. 小さい農家は収入より支出が多く、後を継ぐ者がいない。

10. 会社員なので時間がない。休日は、体を休ませたい。

11. 自宅で消費するだけの耕作です。

12. 後継者がいない。

13. 長和町特産の品、何か特別な産物ができると良いと思う。

14. 農業で生活していくことは難しい。65 歳定年後は時間が出来るので野菜な

どを作っていきたい。人が集まれば販売等（直販・宅配）事業化できるかな？

15. 高齢化の進む中、農業の将来を不安に感じています。

16. 私はＵターン組です。約 15a の畑で 30 種類以上の野菜を、農薬を使わない

有機栽培の研究をしています。大門の地形、気象条件は野菜に適しています。

（大量生産は不可）また、新たに畑を耕し土を育てることから始めます。都

会の市場は、安全でおいしい野菜（量より質）を求める人が増えています。

野菜そのものが特産品です。私の場合、農業と言えないかもしれないが、理

解者を探しコツコツと成果拡大を考えます。

17. 農業から収入得ようとは考えていません。自給分の生産（米１反歩位）が

出来れば良いと思っています。お金の心配をしないで好きな事だけをやって

生きる方針で７年間経過しました。好きな事の中に農業は含まれません。ど

うしても農業をしなければ生きていけない状況が発生しない限りやらない

と思います。（１反歩以外は貸している）直売所があちこちに出来たことに

より、安く美味しい物が楽に手に入るようになった事も農業に対する意欲が

涌かない一面かもしれません。

18. 人口の減少と高齢化が進む中で、農地を耕作して維持する事に無理があり

ます。農地活用のためには、幅広い転用を可能にしなければ荒廃地化が進む

一方となる。農地＝耕作ではなく、農地＝活用を考えてほしい。

19. 耕作放棄地に困っている。

20. ２～3年手入れをしない土地は、原野・荒野になるので現状維持が大変。

21. 高齢のため、自家用くらいしか耕作出来ない。

22. 新規で農業を始めるには、農機具・土地など様々な弊害あり（金額面）、生

活がかなり厳しい状態です。販売に関しての、販売経路をしかりと自分自身

で見つけて行かないと、農協のみでの出荷だと厳しいのが現状です。これか

ら農業を目指す若者が、普通の生活できる農業政策を希望します。

23. 趣味の範囲内の事しか出来ない年齢になってきた。

24. 勤めの仕事をしている傍らの農業は難しく大変だともう。農業に対する知

識や技術がないのは農業就労の妨げになっている。



25. 高齢化が進み農業の担い手が少なくなっている。また、農業だけで生計が

立てられない。規模を大きくしても条件が悪く、見通しが出来ない。家庭で

食べる米・野菜等だけ作れれば良いと思う考えが大半だと思う。

26. 耕作していない場所もあるが、大型機械が入れない場所のため。

27. 農業は体との戦いです。

28. 長年農業をせずに他者に依頼して耕作をしてきたが、その方も高齢で出来

なくなり、そのまま耕作をしていない。

29. 放棄はしていないが、鳥獣被害や労力不足で休耕。但し手がいれば貸して

いる。

30. 田に付いては基盤整備が行われ機械化が実現したが、畑に付いては行われ

ていない。少なくともトラクターが通れるような通路を整備してほしい。そ

うすれば畑の耕作放棄地は減ると思われる。

31. 大門の中間高冷地での特産野菜はあるはずである。「大門の恵研究会」が発

足し特産野菜の開発がスタートしたようであるが、長和町農業委員会として

もバックアップしたらどうか？

32. 集落に農業機械の共有化は出来ないものか？ 現在所有している機械類を

共同で使用する。新規に就農したくても機械を購入する費用で断念する場合

がある。

33. 出荷するほどでもないが余剰野菜を有効利用（回収）するシステムは出来

ないか。

34. 大規模農家には農機具などの購入時に補助金が出ているようだが、個人で

頑張って他人の農地まで耕作している者にも補助金を出してほしい。

35.今は子供も手伝ってくれるが、自分が耕作しなければ農業をやめてしまうと

思う。

36. 販売したくても出荷する所ない、ひまわり、エゴマ等作っても加工する所

がない、大豆、そば等作っても出荷時の申請手続きが面倒である。

37. 利益の出る農業でないと続きません。

38. 長和町に住んでいないので耕作が不能。

39. 高齢者の一人暮らしで、耕作は全く出来ない。一部貸しているが管理は出

来ない状態です。

40. 周りに田を作る人が少なくなり、水路の掃除、畔草刈り等の負担が多くな

っている。借り手の人も水路掃除、畔草刈りをマメにしてほしい。

41. 住居を移転したため、田畑は遠隔地になり耕作出来ない。山の子学園に貸

していたが返されてしまい、その後耕作出来ない状態になっている。

42. 木を植えれば良いと言われて植樹したら耕作放棄地と言われ、現在の農業

に関しては非常に難しいと思っている。



43. 田畑があるので耕作しているが、他の仕事があるので耕作する余裕がない。

44. 里山荒廃が現状なので解消できる方法を考えなければならない。

45. 資金不足のため、機械を購入できない。

《和田地区》

１ 将来子供が故郷へ戻るのか又農業をやるのか不明 現在所有している田、

畑がどうなるのか心配。

２ 村で使っていただければありがたい。

３ 休耕地が多いため鳥獣被害が多い。その中で耕作をしているので被害が多

くなるのでワインぶどう他、休耕地を無くすようにしてもらいたい。

４ もう少し若かったらもっと一生懸命できるのに。

５ 歳が上がって体力的にきつくなった時やたとえば一人になってしまった時

に土地が残っていては子供たちに迷惑になる。そんな時、この邪魔な土地

を町で何とかしてもらえればとてもありがたい。その土地をどう活用する

かは町にお任せですが...

６ 農業委員会の皆様方の努力により荒廃農地も減少しつつあります。又プロ

ジェクト委員会によるワインぶどう団地の御成功をお祈り申し上げ委員会

の皆さまには感謝いたします。

７ 後継がなく荒廃地が多くなり将来に不安です。

８ 後継者もおらず高齢のため続けるのが困難であり、できれば手放したいと

思っております。

９ 農業は楽しいと思うが「稼ぎ」となると話は別。定年後に少しでも「こず

かい」になる作物、方策をお願いしたい。

10 借りてが有ればお願いしたい。

11 現在農業を政府や国民の人たちが関心がなくなっていると思います。食に

関する考え方がなくなっていると私は思います。

12 条件の良い場所は借りてもあるが畑などは借りてもない若者の農業離れが

一番 収入は少なく苦労が多い。休みがなく魅力がない。

13 農業は嫌い。機械を買うお金がない。

14 若い人たちは農業はできない。

15 自給自足的な農業をできるだけ続けていきたいと思っています。

16 問 6、後継者については②「いる」としたが未知数だが、悲観的な見方もし

ていない。我々は国の補助事業を使い荒廃農地整備を行っている。今でこ

そ全町で設置されている獣害対策の全網も最初に行ったのも我々で全額自

己負担で(株)クボタの協力を得て各種サンプルを使用した結果、全町に使



われている網に決定した。現在いろいろ問題のあるのも事実だが荒廃農地

整備だけでなく、多面的利用による治山治水も視野に入れた取り組みもし

ている。農業委員、農地利用最適化推進委員のさらなる活動を期待します。

17 野菜の自給自足は健康の為にも続けたいと思っています。大地を耕作する

ことは精神的にもとても安定します。若い方にも是非取り組んでいただき

たいと思います。そのためには行政のバックアップも必要かと思います。

18 農業をする後継者がいない。基盤整備ができていないので耕作が大変

19 現在放棄地はないが、農地の条件が悪かったり獣害は深刻。石垣が崩れて

きているが修理費が農地から得られない。水路がいたんできているが、利

用者が少なく修理されない。

20 現在の農業の現状では耕作する意味がない。

21 農業の大切さ自給自足、野菜の旬のおいしさの教育制度ができていない。

農協が農民を守り働いていない。国策でもっと農業にも力を入れるべきだ。

地方でも農家を優遇するべきです。土地を耕作する者は月 6 万以上の年金

を出したらどうか。ほかの必要のない見てくれの物ばかり税金を使わずに

したらどうか。

22 専業農家と呼べるほどの農業をしているわけではないが老夫婦で元気なう

ちは頑張ろうと思っている。家にも息子夫婦がいるが現在は別居生活をし

ており、この後田畑の耕作をするかは未知数。私も現在地元の衆 25、6 名

で荒廃農地をなくす事業に取り組んでいる。収穫することが目的であるこ

とは勿論であるが多面的利用による治山治水を守ることも大事と考えてい

る。

23 農業をして儲けがないと続けられない。

24 この問題は何年も先から議論してきた。周囲が荒地、山林化しどうにもな

らない状況、農振法後 50 年を経ている。前林山、総名原地籍は農用地から

外すべきと思う。TPP が実施経過する先行きは条件が悪いところを無理して

も仕方ない。町内全般に言えることだと思う。見直しをしてもらいたい。

25 獣被害が多少あり、対策に苦慮している。

26 後継者はいるけどこのまま農業を続けてくれるか心配だ。

27 道が悪くトラクターやコンバインが入らない農地が多い。農道を整備して

ほしい。

28 借り手があれば貸してもよい。自分の家で食べられるぐらいは作っていき

たい。

29 農地を貸したいと思うが借り手がいない。

30 荒れた農地を整備してほしい。

31 農業者年金を受給していても少しくらいは農業をしても良い法律にできた



ら耕作放棄地も少し減ると思う。

32 高齢になってきて重荷になっている。

33 休耕地が年々増えていることが懸念しされている。

34 稲作に必要な水路が分断されていて使えない。久しく離れていたためと思

われる。

農業専業は難しいと考えている。兼業の有り様を探っている。樹木の日陰

の影響が無視できないが対策が取れず苦慮している。

35 農地があるので仕方なしにやっているが、できればやめたいと思っている。

割に合わないのが現状です。

36 私の農業は、定年退職後に農業を継ぎ、田舎で楽しく暮らすためにおこな

っている。そのためには一番使用するトラクターを新しく購入し、田植え

機等も中古であるが最新に近い機械をオークションで買いそろえているが、

採算を度外視したものである。ただ規模は小さくても（お米以外は自家消

費）いろいろな作物を本格的に取り組み、販売できるレベルの品質確保を

目指し、農業技術に興味を持って臨んではいる。これが若い年齢で、この

中山間地域の長和町にて農業を営むにはかつて信州の特性や立地条件を活

かした「エノキダケ」の自然栽培（工場栽培がおこなわれいない時代）の

ような特産物を見出せなければ困難かと思われる。我が家の場合は農業の

将来ビジョンを語る前に後継者の子供がいない深刻な問題を抱えており、

なかなか気楽になれないのが現状である。

37 日本の農業は職業として成り立たない職種として有史以来位置づけられて

きた気がする。自分で作ったものを自分の計算で値段をつけることができ

ない仕組みの中に置かれてきた。とりわけ身分制度が確立してからは「生

かさず殺さず」政策によって不十分な収入で家計を賄ってきた。近代にな

ってからもそれ以前と同じ延長線上であったし、現在においても同じこと

が言えよう。現在は民主主義国家といわれる中で農家農民の代表としての

国会議員の選出をしていないために自分のための政策が国の施策として出

てこないことが一番よくないまずい点だと思っている。最近の最も分かり

易い例は TPP の問題だと思う。日本農業の政策は大きく転換した。最も農

家農民のためになる政党を選ばないと何十年たっても同じことの繰り返し

である。「生業として農業が成り立つためにはどうすればよいかをみんなで

考える」そんな組織の代表として農業委員会が活躍できたら日本の農業政

策はだいぶ変わる、良くなるのではないかと思われる。町民に「見える農

業委員会」として活躍してほしく思います。アンケートの結果の集計、分

析は必ず広報で町民にしてください。

38 水稲のみ 50ａ分をＪＡに売り渡している。果樹は自家用で販売はしていな



い。りんごぶどうなど。息子が定年退職後帰農するまでは耕作を継続する

予定


