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1 男性 農業をする人がへった

2 男性 国土が狭いから

7 男性 コロナで自宅から出る時間が助無くなったから

9 男性 農耕ができる立地が少ないから

10 男性 土地が狭いのに建物ばかり多く建て、畑や田んぼなどはどんどん少なくなっていっているから。

11 男性 人口の割に国土面積が小さい農業などに従事する若者の減少

13 男性 単価が高いから

20 男性 他国と比べて土地が狭く、一度にとれる量が少ない

23 男性 農業が盛んではないから

25 男性 農業業務者への補助の少なさ

28 男性 資源が少ないから

42 男性 わからないです

43 男性 農業をする人が減っている

53 男性 今の生活を支える食物を作れる土地や環境がない

57 男性 外国産が安いから

60 男性 生産量が消費量に追いついていないから。

61 男性 分からない

63 男性 牛肉など国産よりも外国産の方が安いから

64 男性 さまざまな環境

65 男性 ない

70 男性 外国の食料は大規模農園で作るので安く多く仕入れることができるから。

73 男性 分からない

78 男性 土地面積と天候

84 男性 他国にばっか頼ってるから

85 男性 安売りしすぎ

86 男性 わからない

87 男性 輸入が多いから

88 男性 急激な食生活の変化

93 男性 国土が狭いことに加え、就農する若者が減っているため。

94 男性 外国産の方が安い

96 男性 分からない

101 男性 農家が高齢化しているから。

106 男性 森林が多く田畑の面積が少なく生産できる食料の量が少ないから

109 男性 わからない

110 男性 安い輸入に頼っているから

111 男性 他国の農産品に対する関税が低く自国の農家を守れていない

112 男性 食生活の西洋化（多様化）農業に適さない地形（山岳）

113 男性 耕作地が少ない

126 男性 日本は島国で広大な土地があまりないから

128 男性 輸入に頼っていているから。

129 男性 カロリーベース自体信ずるに値しない指標

130 男性 日本では作れない・作れても大量に作れない食材があり、外国産に頼っているから

131 男性 わからない

132 男性 わからない

133 男性 育てる人が少ないから

135 男性 輸入に頼っている

141 男性 分からない

143 男性 担い手がいない

144 男性 わからない

150 男性 外国のが安いから

157 男性 地方の土地などを開拓していないところが多いと思いました。

158 男性 農業人口が少ないから

159 男性 土地が狭い、人手不足などの理由で農業とか自給率が低い。

160 男性 農業従事者の支援が少ないから

162 男性 他の国より低いから

167 男性 食文化の変化

168 男性 分からない。

176 男性 グローバル化により海外からの食文化が輸入されたから

178 男性 農業に関する法律が20世紀に変わり、それが続いて低くなったから

180 男性 農家が少ないから

185 男性 輸入に頼りすぎているから

189 男性 わからない

194 男性 その職業に就こうとする人が少ない。

195 男性 面積狭いから

196 男性 四季が激しい

197 男性 他人任せだから

202 男性 農家への関心が低いから

204 男性 外国産の方が安いから。

210 男性 農家になる人が少ないから。

213 男性 農業や漁業では儲からないから国土が狭い

215 男性 農業に就職する若者の現象

217 男性 分からない

224 男性 わからない

227 男性 農業従事者の低下

232 男性 農業の高齢化

239 男性 わからない

240 男性 農業をやっていないところが多いから
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241 男性 土地が狭いから

242 男性 利益のみを追求した経済発展の代償。

243 男性 わかりません

244 男性 農業等の第一次産業への力の加え方が足りないから

248 男性 第1産業に携わる人が少ないから。

250 男性 わからない

254 男性 外国の食料は大規模農園であり、安く多いから

259 男性 島国であるため

266 男性 コロナ感染の拡大。

268 男性 国が小さい

274 男性 輸入ばっかだから

275 男性 第一次産業の職業就職希望率の低下・都市化による農作物栽培面積の低下・日本人の食生活の変化

284 男性 農地が狭い

286 男性 土地が狭いから

287 男性 地産地消を全くしないから。

292 男性 土地が狭いのと農家の人が少ない

294 男性 農業従事者の減少

297 男性 分からない

301 男性 洋食を食べすぎている

306 男性 分からない

312 男性 よくわからない

318 男性 何でも？お金で食料品が購入できる環境が整っており、自給自足より便利で簡単な方が日本人は良いと考えている意識が高いため。

321 男性 農業は初期費用が高く、天候に作用される仕事なので大変だから。国が農業を推進していない。海外に頼りすぎ

325 男性 安い食材に頼ってばかりいるから

328 男性 特になし

335 男性 特になし

337 男性 日本の国土における畑の率が低く、また、国内生産量が国内消費量より少ないため

341 男性 農家であるメリットが少ない

342 男性 安い輸入品頼りきりであり、また生産者への配慮がなく生産者として働きにくい環境

345 男性 土地が狭い

347 男性 わからないです。

350 男性 日本の地理的要因。

351 男性 安い外国産を買うから

353 男性 食料を作る土地の少ないため

360 男性 わからない

366 男性 何でも捨ててしまうか

367 男性 日本産の品は高いから

368 男性 和食を好みヘルシーだから

369 男性 少子高齢化のせい

372 男性 わかりません。

373 男性 従事者が少ない

376 男性 第一次産業に就く人が少なくなっているから。

378 男性 穀物類は外国産をよく見かける。パン等は主食になりつつあるので、外国産の作物が輸入されなかった場合、重症となると考えられるから。

379 男性 農家が少ない

380 男性 農業に関わることが少ないから

382 男性 担い手不足

385 男性 外国から輸入されてくる安価な野菜や肉などを、安いからという理由だけで選んでしまうため、国内の農家が減ってきているから。

398 男性 生産者が少なくなっている。国土面積と人口のバランスが取れていないので、生産できる食料以上に人がいること。

400 男性 分からない

406 男性 海外依存

408 男性 分からない

411 男性 国民が食べたいものを作っていないから

414 男性 なし

420 男性 わからない

424 男性 わからない

427 男性 農業の安定性が保証されていないから。また重労働というイメージがある。

429 男性 農家が足りない。

430 男性 分からない

431 男性 輸入が多いから

439 男性 分からない

449 男性 農家の収入の低さ、不安定さ災害の多さ

453 男性 アメリカとかに頼ってばかりだから日本食のものさえも米さえも外国から輸入するようになってしまったから

454 男性 知らない

455 男性 こくどがせまい

458 男性 分からない。

460 男性 農家が少ない。

461 男性 輸入に頼っているため

462 男性 レトルトなど栄養の少ないものとかが多いから

467 男性
急激な食生活の変化だ。 かつて、日本人の主食といえばコメであったが、戦後の復興に伴い、国が次第に豊かになっていくと食生活が欧米風に変化していっ
た。 コメの消費が減る一方、肉やパンの需要が急激に増えていったから

468 男性 輸出に頼っている

469 男性 土地がない

470 男性 外国から安価な食物が大量に輸入されているほか、農業を新たに始めるには大きな経済的リスクがあるから。

472 男性 第一次産業に従事している人が少ないから

478 男性 日本人の食生活が変化したから

481 男性 第一次産業に従事する人が少ない上に、高齢化も進行しているので、自ずと生産性が上がらないから。

483 男性 農業という職が軽視されているから
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490 男性 人口密度が高いから

491 男性 日本の耕作可能な土地の面積から考えて、日本の人口が多いこと

494 男性 人口に対して、面積が小さい

495 男性 国土が狭いうえ、都市化が進んでいるから

496 男性 土地が狭いから

498 男性 島国だから

499 男性 作る人が少ない

502 男性 平野などが他の国と比べると少ない農業よりもサービス業や工業系の方が稼げるから

503 男性 農業をする人の低下だと思います。

510 男性 日本での食料生産量が少ないから

511 男性 わからない

521 男性 わからない

524 男性 平地が少ないから

526 男性 国土面積が小さいから。

532 男性 国土と従事者離れの問題があるから

543 男性 平地が少なく農業に適した土地が少ないから。

544 男性 放置された農地が多く、復活させようともしていないためシンプルに生産量が低下しているからまた日本は山が多く農業には向かない地形が多い

547 男性 外国に頼っているから

551 男性 給料が安い

558 男性 外国から圧力をかけられて輸入が増えた。

567 男性
海外から一定水準の品質の安価な農産物が安定して輸入されている以上、飲食店を含め消費者は安価な海外産の農作物を手に取るから。国産の食品は価格競争で
は勝てない

573 男性 農家の数が減ってきている

574 男性 第一次産業に就いている人の人口が少なくなっていて、農業生産が落ち込んでいると思うから。

577 男性 ゆにゅうしすぎ

578 男性 農林水産に対する意識が低い。

580 男性 面積が狭いから

583 男性 食品関係の職業に就く人が少ないから

584 男性 国土が狭く、天候も変わりやすいかつ災害も多い為、自給自足が出来る程の大規模栽培には向いてないから。

586 男性 もともと日本になかった食材などを明治以降に積極的に取り入れたため、日本で大量に生産することが難しい食物の需要が高いから。

590 男性 農家の高齢化による農業従事者の減少

591 男性 分かりません。

603 男性 農地が少ない

609 男性 土地が狭い

613 男性 他の国と比べて

617 男性 皆が自炊をしようとしていないから

618 男性 貧困の差

621 男性 わからない

623 男性 輸入が楽だから

627 男性 農業従事者が少ない

632 男性 分からない

633 男性 海外からの供給が止まったと仮定した時に、国民の食を賄えないから

636 男性 外国にばかり頼っているから。

637 男性 わからない

639 男性 生産者の減少。生産者へのサポート、支援不足。

641 男性 今の時代農業をする人が少なくなってると思う

643 男性 農家などにつこうとする若者が減っているから

645 男性 日本の気候や人件費が関係していると思う。海外から安い食料が手に入るので、食料自給率が低いのは当然だと思う。

647 男性 郊外の開発や農業をする人が減ってきているから

658 男性 日本の面積が小さい

660 男性 安い海外の輸入品に頼っているから。特に耕地面積が少なく、農業の効率も悪いことが影響していると考える。

662 男性 土地が狭くて作れるところが多くないから。それと後継者不足。農村地帯の閉鎖的な人種の多い地域性で新規でしたい人が多くないこと。

668 男性 第三次産業がせいちょうしているため

673 男性 効率が悪い

676 男性 生産能力の減少

678 男性 輸入に頼っているから

679 男性 低いと思う。

680 男性 わからない

682 男性 何かあったときに対処できないパーセント

684 男性 分からない

685 男性 農業が工業と比べて劣勢だから追いやられた

687 男性 特になし

691 男性 海外の製品に安さで依存している且つ、野菜は特に高くなっている為気軽に買えない。

692 男性 生産者が減っているから

693 男性 わからない

695 男性 失業者が多いから？

699 男性 消費者が安さを重視しすぎた

700 男性 輸入に頼ってるから

709 男性 依存してるから。

717 男性 海外製品に頼っているから

718 男性 第一次産業従事者が圧倒的少ない

722 男性 島国だから

726 男性 第一次産業の人口の低下

728 男性 分からない

729 男性 わからない

730 男性 カロリーベース換算しているから

733 男性 国土が狭いのに人が多い
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734 男性 外国に頼っているから

735 男性 分からない

737 男性
国土面積があまり大きくないため、農業を行う際に確保する土地面積が必然的に小さくなってしまうため。現代社会では、「就職する」ということは何らかの企
業に自分が雇ってもらうことだという考え方が日本人の中にあるため。農業では食べていけないという考え方が日本人にあるため。

738 男性 農業の衰退

740 男性 農業で食べていけないから

741 男性 分からない

742 男性 難しい

745 男性 他の先進国よりも低いから

746 男性 自発的生産の意志が民族的レベルで欠如しているから

747 男性 圧倒的に土地が不足しているところと日本には外国産か多くなかなか売れないところと人材が不足しているところ

748 男性 農家が少ない

749 男性 輸入に頼ってる

750 男性 地形的な問題

752 男性 国の政治の貧困

753 男性 わからない

754 男性 国土が狭いから農業に従事する人がいないから

756 男性 わからない

758 男性 わからない

760 男性 低いから

762 男性 国産の食料は高いから

766 男性 食品を外食などに委ねることもあれば、食べ残しの頻度が多い

767 男性 農業が衰退しているため

770 男性 第一次産業に対する支援が少ないから

772 男性 わからない

773 男性 外食がおおいかれ

774 男性 土地が狭いから

775 男性 わからない

777 男性 少子高齢化に伴って農業・漁業の従事者が減少しているから。

778 男性 少子化

779 男性 外国製が安いから

780 男性 農業がイメージが悪く、農業離れが進んでいる

781 男性 農業をする人が少ないから農業は儲からないイメージがある

783 男性 日本は農業が弱いと諸外国に思わせるためにカロリーベースの自給率を用いているから

784 男性 洋食が増えたから

786 男性 わからない

787 男性 外国産の方が安いから

788 男性 土地がないから

789 男性 国土が狭いため

790 男性 大型農園がない

791 男性 海外製品の方が安いから

792 男性 農家になろうとする人が少ないから

793 男性 貿易が盛んなため

794 男性 良い土地がない。探せばあるが、それに見合った利益が出ないため輸入した方が効率がよい。

795 男性 若者の第一次産業への興味が薄れてきているから

796 男性 国土面積が狭いから

797 男性 わからない

798 男性 食料品の輸出大国でないから

799 男性 分からない

800 男性 小麦などは、ほぼ海外から輸入してるから

801 男性 外国の商品の方がコスパが良いから

802 男性
カロリーが低い野菜や米を多く生産している日本においてカロリーベースのデータを出しているから。重量ベースなどにすればもっと自給率は高いので問題な
い。

803 男性 なし

804 男性 わからない

805 男性 海外に依存しているから

806 男性 廃棄量が多い

807 男性 よくわからない

808 男性 面積が小さいから。人口密度が高い、農業従事者が少ない、高齢化。

809 男性 工業を増やしすぎた

810 男性 輸入された食料品が低価格なことが多いため

811 男性 人口

812 男性 災害や土地の面積などが農業にあまり適していない。

814 男性 農地が小さい

815 男性 そう思う

816 男性 国が小さいから

817 男性 高いから

818 男性 わからない

819 男性 輸入に頼っているから

820 男性 農業や産業を行える土地が少ないからだと私は思います。

821 男性 輸入にあまりにも頼りすぎであるから。

822 男性 農家の減少

823 男性 外国からの輸入に頼りすぎている。農業従事者が少なくなってきている。

824 男性 なし

825 男性 輸入しすぎ

826 男性 国土が狭いから

827 男性 特にない
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828 男性 外国からの輸入品が安価で入手でき、国内産の需要が減りつつあるから

830 男性 農家の担い手が少ないから

831 男性 物な少ないから

832 男性 パンを食べる様になったから

833 男性 高齢化

834 男性 わからない

835 男性 日本の国土

836 男性 輸入にたよるから

837 男性 日本の食品は品質が良い分高い(というイメージある)から

838 男性 輸入に頼ってきたから

839 男性 小麦と大豆が育ちにくい国だから

840 男性 気候

841 男性 土地の狭さと都市計画と少子高齢化による農業従事者の減少

842 男性 産業の大半が第二次、第三次産業にシフトしたから

843 男性 国土が狭い

844 男性 国土が狭く天候上の問題もおおい

845 男性 輸入でなんとか賄えると考えているから。

846 男性 建物ばかり立てているから

847 男性 国土が狭いから

848 男性 農業のなり手が少ないから

850 男性 低い

851 男性 農家への補助の薄さ、輸入品の適切な管理が出来ていなかったり、順序がおかしかったりしているから。

852 男性 Uber Eatsが流行ったため簡単に食事ができるようになったから

853 男性 利用可能な国土と人口が釣り合ってない

854 男性 わからない

855 男性 面積が少ない

856 男性 土地が狭いから

857 男性 少子高齢化や農家の減少

858 男性 他国の輸入に頼っており、同時に農家の数が少ないため。また、土地がないため

859 男性 欧米のような食生活に変化し、小麦が大量に必要になったから

860 男性 土地狭い

861 男性 儲からないから

862 男性 なんとなく

863 男性 米を作る農家の数も米の消費量も生産量も年々減ってきているから。

864 男性 近年第一次産業に携わる人が減ってきているから

865 男性 安い食材が輸入されるから

866 男性 輸入品に頼りすぎている

867 男性 なし

868 男性 わからない

869 男性 製造業に重きを置いているから

870 男性 輸入が多かったから

871 男性 外国から輸入しすぎるから

872 男性 料理をするのがめんどくさいから

873 男性 国産品が高いから

874 男性 土地がない

875 男性 考えたことがない

876 男性 海外からの輸入に頼っているから。

877 男性 わからない

879 男性 働きすぎだから

880 男性 輸入したものが多い

881 男性 儲からないから

882 男性 生産者が少ないから。

883 男性 農家への若者の関心度の低さ

884 男性 農家が少なくなってきているから

885 男性 気候の問題

886 男性 なし

887 男性 ない

888 男性 全部輸入している。気候が悪い

889 男性 海外の輸入に頼ってるから

891 男性 輸入に頼ってばっかりだから

893 男性 わからない

894 男性 わからない

895 男性 コンビニ弁当などで済ます人が多いから

897 男性 穀物を作る農地が少ない

898 男性 農業における労働者が減っているから

899 男性 第一次産業の従事者が減っている

900 男性 気候が安定してないから

901 男性 わからない

902 男性 食文化が外国から急速に取り入れられたものが多く、日本の気候・地形にあったものが栽培・生産できないものが多いから。

903 男性 わからない

904 男性 わからない

905 男性 作り手がいない

906 男性 農家の減少

907 男性 気候条件がほかの国に比べてきついから

908 男性 外国産の安価な食材に、国産の食材の需要が奪われてるから

911 男性 国力が低いから。政治がこの問題から逃げているから。

912 男性 わからない
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913 男性 土地がない

914 男性 少子高齢化と地方の都市化が進んでいる事。

915 男性 国土の狭さ、森林の面積

916 男性 輸入に頼っているから。

917 男性 あまり考えない

918 男性 輸入に頼りすぎているから

919 男性 土地が少ないから

920 男性 農業系の職業が衰退してるから。

921 男性 災害が多いから

922 男性 農業の生産効率が悪い

923 男性 農業をする人がいないから

924 男性 関心が低いから

925 男性 若い人が農家がやらないから学校でもそのようなことを考えさせられないから

926 男性 第三次産業の過剰な増加が原因

927 男性 農家が減っているから

928 男性 本当にわからない

929 男性 第3次産業の発展によって農業人口が高齢化し、減少したため。

930 男性
第二次、第三次産業の発展によって日本の経済が大きく発展していったから大きな農業地方である利便性が低いから伝統的な方法により、生産量が低く抑えられ
ているから

932 男性 食糧を生産する人が減少しているから。

933 男性 関税が低いから

934 男性 農家が少ない

935 男性 食の洋食化が進んでおり海外からの輸出が多いから

936 男性 自給してないから

937 男性 わからない

938 男性 品質に固執しものを無駄にしているから

939 男性 畑が少ないから。輸入品の方が安い。

940 男性 国自体が狭い

941 男性 わからない

942 男性 なんとなく

943 男性 土地が少ないから

944 男性 6割を海外に頼っているから。

945 男性 国産が外国産に比べて高い傾向があるから

946 男性 輸入に頼ってる

947 男性 食事の内容の変化

948 男性 海外の食料が安いから

949 男性 知らない

950 男性 東京にでるから

951 男性 わからない

952 男性 農地の買い占め農地のソーラー発電施設化

953 男性 わからない

954 男性 輸入が多い。

955 男性 海外からの輸入が多いから。

956 男性 わかりません

957 男性 学力重視がゆえ

958 男性 外国産の方が安いから

959 男性 生産者が減った

960 男性 若者の第一次産業への関心が低い

961 男性 農業の近代化が遅れている

962 男性 農業への偏見

964 男性 都市化を進めようと環境を破壊し続けているから。

965 男性 土地を開拓して工業を進めすぎて、重軽工業系は輸出、食料系は輸入。という流れが定着しすぎている。

966 男性 日本の第一次産業の就労者の人口は年々減少しているのに加え、就労者自体の高齢化による収穫量の減少が日本の食料自給率の低下を招いている。

967 男性 農家や土地が少ない

968 男性 農家の減少など

969 男性 輸入に頼っているから

970 男性 外国の食品を食べすぎている

971 男性 わからない

972 男性 農家が減ってる

974 男性 外国産の輸入制限が緩いから

975 男性 日本の農林水産業従事者を保護する政策を採っていないから

976 男性 土地が限られている

977 男性 外国との価格競争に負けているため。第一次産業就業者が減少しているから。

978 男性 少子高齢化の影響。

979 男性 農地や牧草地になる土地が少ない

980 男性 少子高齢化によって働く人が少なくなっている

981 男性 大きな土地が少ない。農家の担い手がいない。

982 男性 農業従事者の不足

983 男性 作る人が少ないから

984 男性 そもそもの土地が狭いからというのが一点。また、第一次産業関連の情報を目にする機会が少なく、参入に踏み入る若者が少ないから。

985 男性 生産者が少ないから

986 男性 わからない

987 男性 わからない

988 男性 農家の後継がいないから

989 男性 外国輸入が中心になってしまっているため。

990 男性 気候による。

991 男性 他の国に依存しているから
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992 男性 輸入に頼りすぎてるから

993 男性 担い手と土地不足

994 男性 効率がわるいから

995 男性 食生活が変化したから農家がいない日本は小さい国だから

996 男性 土地がないから

997 男性 農業や漁業に従事する労働者が少なく、高齢化が進んでいるから。

998 男性 高度経済成長の時に工業を優先しすぎたため

999 男性 輸入に頼る面が大きいから。

1000 男性 農業をする人が少ないため

1004 男性 他の国と比べて日本は低いから。

1005 男性 外国産のものを食べることが多いから。

1009 男性 日本の経済が二次産業、三次産業で成り立っているから

1021 男性 輸入に頼っているから

1028 男性 土地が狭い、異常気象、災害が多い

1030 男性 栽培能力がないから

1033 男性 面積が足りない

1034 男性 なし

1036 男性 海外食品がやすいから

1039 男性 海外との貿易が盛んなため、安価な作物や食品が簡単に輸入されるため、その結果日本産のものは値段が海外のと比べ高くなり買わない人が多くなる

1043 男性 日本は災害が多く、農業に向いていないと思うから

1049 男性 農業が衰退しているから。

1061 男性 輸入に頼り過ぎだから。

1064 男性 大きな農園がない農業は儲からない。あとを継ぐ人がいない。

1066 男性 農業従事者が高齢で多くの農地がほったらかしだから

1068 男性 海外の物が安くて美味しい

1072 男性 日本人の洋食文化を好むようになったから

1077 男性 農業をする人が少ないから

1093 男性 農家がもうからないから

1097 男性 海外に頼りすぎ

1100 男性 分からない

1108 男性 安い海外の食品に勝てない

1129 男性 生産性が低いから

1131 男性 国産物は何かとブランド化してしまい庶民が簡単に手を出せなくなってしまうから

1134 男性 農業従事者が少ないこと。農業システム科学が整っていないこと。

1137 男性 海外に頼ってるから

1144 男性 地方の人口流出が原因で、農家を営む人が減少しているから。農地あたりの人数が多い農業になってしまっているから。

1146 男性 領土がせまい

1148 男性 土地が少ないため

1151 男性 農家の高齢化

1155 男性 輸入に頼っているから

1156 男性 海外に頼りすぎている

1158 男性 海外の食料を輸入することで国内製品が高騰していることにより消費者が手を出しにくいから

1161 男性 土地が狭い

3 女性 理由は分からない

5 女性 外国に頼りすぎなため

6 女性 農業に就く人が減ったことと環境的な問題

8 女性 外国産のものを食べてるから

12 女性 他国の輸入に頼ったり食の欧米化

14 女性 海外からの輸入で安価の物が多いから

15 女性 海外に頼っているから

16 女性 環境問題

17 女性 人口が多すぎて賄えないから

18 女性 わからない

19 女性 なし

21 女性 ない

22 女性 少子高齢化が進み、後継者がいない農家はなくなっているから

26 女性 わからない

27 女性 国土が狭いから

29 女性 分からない

30 女性 輸入品は安い

32 女性 国の面積が小さく大規模農業が出来ないところや農業従事者の減少が影響していると考える。

33 女性 わからない

34 女性 わからない。

35 女性 農家が少ない、農業の高齢化

36 女性 分からないです

37 女性 外国産が安いから

38 女性 第三次産業ばかりに目を向けているから

39 女性 海外からの輸入に頼ってるものが多いから

40 女性 分からない…

41 女性 外食が増えたから。

44 女性 食べる量が少ない。ダイエット思考にある。痩せている人＝いいという風潮があるから

45 女性 外国にたくさん輸出しているから

46 女性 分からない

47 女性 特になし

48 女性 分からない

49 女性 急激な食生活の変化が理由なのではないかと考えます。日本は食事の欧米化が進んでいるから。

50 女性 外国に頼りすぎ
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51 女性 労働人口不足と異常気象

52 女性 あまり食べることを好まないから

54 女性 外食や輸入品が多いから

55 女性 なし

56 女性 食に欲を求めてない人が多い

58 女性 ない

59 女性 土地が狭くて、量よりも質が良いものを提供しようとしているから

62 女性 輸入に頼っているから

66 女性 わからない

67 女性 第二次、第三次産業に比べて平均所得が低く、国や自治体の支援も不十分なため、なり手が少ないから。

68 女性 新しい技術が上手く作れていない

69 女性 そもそも消費量が少ないから

71 女性 働く人が減ってきている。＝こうれいか

72 女性 今食べている食事の種類が昔と変わって、日本では作りきれないから。

74 女性 安い輸入品が多いから

75 女性 土地が小さいために、生産できる農産物や畜産物などの量が少ないから。

76 女性 農業や生産者への待遇が悪く、この仕事を始めようと思う人が少ないから。

77 女性 輸入されるものが安すぎるから

79 女性 低い

80 女性 コンクリートジャングルだから。

81 女性 外国産の安いものにとびつくから

82 女性 輸入品に頼っているから

83 女性 海外の食料のほうが低価格で仕入れられるから。あと最近米を食べないようになって、農業者とか漁業関係者とかの人数が減ってきているから。

89 女性 海外から輸入したほうが安いから

90 女性 国土が狭いから。あまり、政府が対応していないから。国民があまりこのことを問題だと思えていないから。

91 女性 わからない

92 女性 海外から美味しい食料が輸入されるから。

95 女性 日本に資源がないから

97 女性 外国に頼っているから

98 女性 分からない

99 女性 人口、土地の狭さ

100 女性 土地が狭いから

103 女性 輸入に頼っているから

104 女性 四季があり気候変動が激しいため。また、そもそも土地が少ないのと、少子高齢化が進むにつれて農業の後継者不足が進んでいるから。

105 女性 わからない。

107 女性 わからない

108 女性 他国と比べると低いから

114 女性 分かりません

115 女性 農業をして生活をするのが大変で、若者が農業をする気になれないから。

117 女性 農家を継ぐ人がいない

118 女性 輸入にばかり頼っているから

119 女性 土地が狭いから

120 女性 国土が狭いから自給にも限りがある

121 女性 わからない

122 女性 分かりません

123 女性 わからない

124 女性 農業人口の低下

125 女性 分からない

127 女性 日本の気候に適さない食料を現代人が好むようになり、その原材料が日本で作るよりも海外で作られて輸入した方が断然安いから

134 女性
地形的に山がちであるので農業をしようとすると開拓することがまず大変であることから輸入した方が安い上に労働力もかからないという考えに至るからだと思
います。

137 女性 分からない

138 女性 面積が小さいから

139 女性 狭い

140 女性 外国の製品の方が安いから

145 女性 分からない

146 女性 他の国に頼りすぎている

147 女性 日本は平均年齢が高くなっていて少子高齢化が進んでいるため、農業関係につくひとが少ないからだと思う。

148 女性 農家の高齢化が問題となり後継者がなかなかいないから

149 女性 なし

151 女性 若者の農業従事者が減少しているから

152 女性 異常気象が多い。農家を継ぐ人が減ってる。輸入品の方が安い。

153 女性 街頭に出ている店舗数が増えているから。若者が料理をしない。コンビニが出来て、手軽に何でも手に入るから。

154 女性 島国で輸入に頼っているから。

155 女性 土地が少ないから。若者の農業離れ。

163 女性 輸入が多い

165 女性 農業に携わる若い人が少ない

166 女性 地理的な場所が悪い(天災が多い)のと、農業や漁業などのきつい仕事は誰もやりたくないから。

169 女性 米をたべないから

170 女性 わからない

171 女性 天候

172 女性 一部の地域でしか使っていないから

173 女性 外国の方が安いから。

174 女性 輸入に頼りすぎているから。

175 女性 どこでご飯を食べても美味しいから

177 女性 国産品は人件費などが原因で物価が高い傾向があるため、輸入に頼りがちだから。

179 女性 海外の商品の方が安いから
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181 女性 農業などにおいて後継者がいなくなっているから

183 女性 過疎化過密化が進んでいるから

184 女性 耕作放棄地が多い。離農者が多い。新規就農者が少ない。土地が狭い

186 女性 人口密度が高く、土地が少ない

187 女性 農家人口が少ない、あるいは高齢化

188 女性 輸入に頼ってる

190 女性 国土が狭い

191 女性 面積が狭いから

192 女性 わからない

193 女性 海外からの輸入食品が多いから

199 女性 買うものが多いから

200 女性 特になし

201 女性 国外産のものの方が安く売れやすいから

203 女性 輸入に頼ってるから？

205 女性 なし

206 女性 農村部の高齢化

207 女性 わからない

208 女性 安く美味しいものが増えたから

209 女性 農家や漁師が少ない

211 女性 小麦など、輸入品が多くなったから

212 女性 輸入が多いから

214 女性 生産者が少ない

216 女性 一次産業につく人が少ない気候や土地が生育しにくい

218 女性 外食が多いから？

219 女性 輸入に頼っているから

220 女性 わからない

221 女性 出来合いの食べ物が充実しているから

222 女性 質を求めすぎてるから

225 女性 生産者が少ないから

226 女性 農産物を育てるための土地が足りないから

228 女性 食べ残しが多いから

230 女性 分からない

231 女性 諸外国に頼りすぎているから

233 女性 残飯が多いから

234 女性 周りの国から輸入すればいいと頼りすぎているから。若者が農作物の生産を嫌がること

236 女性 土地が小さい

237 女性 分からない

238 女性 処分が多い

245 女性 面積や地形的に向き不向きの差がすごい

246 女性 主食のお米の自給率が高いから

247 女性 わからない

249 女性 なし

251 女性 農業のできる土地が狭く、事業者が減っているからかもしれない

252 女性 土地が世界に比べて少ない

253 女性 加工食品の種類が多いから

255 女性 なし

256 女性 海外からの輸入に頼っているから

257 女性 分からない

258 女性 輸入に頼っているから。

260 女性 第一次産業に就職する人間が少ないため

261 女性 食べ物を作る人の高齢化

262 女性 わかりません

263 女性 土地が狭く大規模な農業が行えないから

264 女性 デリバリーなどが増えているから

265 女性 特になし

267 女性 農業従事者の減少、高齢化

269 女性 農業をする人が少ないから

270 女性 分かりません

271 女性 輸出量より輸入量の方が多い

272 女性 輸入をしているから

273 女性 輸入などがなくなっている

276 女性 国産が高いこと。

277 女性 わからない

278 女性 狭い

280 女性 気候の問題。

281 女性 若者の農業離れ。

282 女性 土地がない

283 女性 わからない

285 女性 分からない

288 女性 外国の商品の方が安価だったりして魅力的に見えてしまうから。食の安全性から考えて国産品の方が良いという考えが薄れているから。

289 女性 他国の輸入に頼りすぎているから

290 女性 農家の過疎化が始まっている

291 女性 輸入に頼っているから。

293 女性 農業から離れている若者が多いから

295 女性 わからない

296 女性 分からない
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298 女性
近年、農業従事者が減り志す若者も減っていることや、海外から安価な農作物、魚や肉が入ってくるようになったから。そして日本の農地として使える土地が海
外に比べ狭いこと。

299 女性 より安いものを買おうとして他国のものばかり食べているから．

300 女性 人手不足だから

302 女性 海外からの輸入に頼ってるから。

303 女性 農業などの後継者不足

304 女性 そもそも食品ロスがすごい

305 女性 分からない

307 女性 広大な敷地があまりないから

308 女性 分からない

310 女性 輸入品に頼りがちで国産品の値段が高騰し手に取りづらくなっているから。

311 女性 需要に生産が追いついていないから

313 女性 日本の領土がそもそもが小さい

314 女性 わからない

315 女性 外国の方が人件費が安いため、国産の作物に比べて価格が安くなりがちだから。

316 女性 農業就業者などが年々減少しているから

317 女性 輸入など

319 女性 和食より洋食の方が美味しいものややすいものがおおいから

320 女性 農業を生業としている人達をもっとサポートしないといけない。また後継者をもっと増やさないといけない。

322 女性 低いと考える

324 女性 海外の方が値段が安いから。

326 女性 わからない

327 女性 わからない

329 女性 自分の土地で作れないから

330 女性 人工高齢化によって、農家で働く人が少なくなっている。伝統的な農業技術が失われる恐れがある。

331 女性 国土自体が小さいし、耕作放棄地も増えて来ているから。

332 女性 海外に頼り過ぎているから

333 女性 輸入の食品は価格が安く国産の食品は価格が高い傾向にあるから。

334 女性 日本人の主食が小麦類になっている傾向があるから

336 女性 農家が減っているため

338 女性 国民の意識の低下

339 女性 農業をしたい人が少ないから。

340 女性 農家が少ないから

343 女性 農家の減少

344 女性 若者の農業離れが進み農業従事者が減っているから

346 女性 おいしい弁当がたくさん売ってあるから

348 女性 土地も狭いし材料が少ないから

349 女性 生産量が少ないから

352 女性 こめ以外の主食を食べる人が増えた。

354 女性 コストがかかるから

355 女性 わからない

356 女性 土地が少なく、高齢化によって農家が減っている

357 女性 農業に従事する者が少なくなってきていると考えられるから。

358 女性 輸入に頼っているから

359 女性 外国産の方が大規模栽培で安いから負ける。食の欧米化。

361 女性 低い

362 女性 第一次産業に就いている人が少なく、また、高齢者が多いため。農業用地が狭い、少ない。

363 女性 畑が少ない

364 女性 土地がない

365 女性 作りにくい土地

370 女性 農業が少ない

371 女性 第一次産業従事者の減少

374 女性 人口が少ない

375 女性 ウーバーイーツが生まれたから

377 女性 わかりません

381 女性 安価な外国産の作物の流入

383 女性 わからない

384 女性 作る人がいない

386 女性 土地が狭く、食料の生産に携わる人が少ないため

387 女性 生産者が減っているから

389 女性 土地が少ないから

390 女性 輸入が多いから

391 女性 都市化

392 女性 環境悪化と人手不足

393 女性 輸入に依存しているから

394 女性 わからない

395 女性 土地が少ない

396 女性 日本が小さいから

397 女性 わからない

399 女性 もし外国から輸入できなくなったら、今までの食事が4割弱くらいしか無くなるから

401 女性 島国だから。

402 女性 土地が少ないから

403 女性 わからない

404 女性 海外から入ってくるものの方が安いから

405 女性 少子高齢化

407 女性 高齢化

409 女性 農家が少ない
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410 女性 日本で生産するよりも、海外で生産する方がコスパが良いからと考える。

412 女性 わからない

413 女性 わからない

416 女性 安い労働力に頼っている。農作業酪農などやろうとする人が少ない。

417 女性 第一次産業の就業者がすくない

418 女性 わからない

419 女性 どちらでもない

421 女性 土地が狭い

422 女性 外国の食料を輸入しているから

423 女性 酪農、農業が衰退傾向にあるから。外国からの安い輸入品に頼っているから。

425 女性 生産者が減っているから

426 女性 外国の輸入品に頼りすぎて日本の食料産業にあまり力をいれていない

428 女性 よくわからない

432 女性 海外から多いから

433 女性 高いから

434 女性 気候が適していない

435 女性 外国からの輸入ばかりだから

436 女性 土地が少ない。生産者が少ない。

437 女性 輸入に頼りすぎ

438 女性 他の国に比べて。

440 女性 季節風の変化・地球温暖化の影響を売けているから

441 女性
国内の生産者の高齢化が一番の理由だと思うが、それ以外にも海外の安価な食品の輸入が多いため、我々消費者は国内の食品を手にする機会が減ってしまってい
るからだと考える。

442 女性 土地問題

444 女性 わからない

445 女性 土地がないから

446 女性 高齢者への負担が大きくなったから

447 女性 安価な輸入品が普及しているから

448 女性 価格が高いから

450 女性 農業人口の高齢化

451 女性 農家は大変な仕事だから

452 女性 農家の後継不足

456 女性 カロリーベースで見ているから

457 女性 農業従事者が少ないから

459 女性 森林伐採

463 女性 農業従事者が減ってる

464 女性 時間とお金がないから

466 女性 家の敷地がない都会化

474 女性 とくに

475 女性 わかりません

476 女性 輸入に頼っている

477 女性 日本は地震や台風などの災害にみまわれることが多く長い間続けて農業をすることが難しいから また、高価なものが多いから

479 女性 わからない。

480 女性 分からない

482 女性 外国のように土地がないから。

484 女性 国産のものが高く、輸入品が安いため、多くの人々が安い輸入品を買うため

485 女性 わからない

486 女性 低いと考える

487 女性 わからない

489 女性 土地が少なく、育てられる作物も少ないから

492 女性 海外で作られる小麦や肉等を多く食べているから

493 女性 平地が少ない

497 女性 広大な土地がない

500 女性 関税が高いから。

501 女性 わからない

505 女性 わからない

506 女性 日本人は仕事が忙しいから

507 女性 わからない。

508 女性 狭い

509 女性 わからない

512 女性 第一次産業の従事者が減少している

513 女性 問題があります

514 女性 生産の量が少ないから

515 女性 米以外の自立ができていないから

516 女性 日本の国の面積に対しての人口が多いので、広い土地の確保ができず、食料の大量生産が出来ないからだと思います。

517 女性 見えない貧困

518 女性 土地が開拓されすぎ

519 女性 輸入品が安いから

520 女性 食べる時間がないから

522 女性 日本の食量の値段が高いから

523 女性 そもそも農業してる人が減っているから。

525 女性 農家への介入と衰退

527 女性 輸入に頼りすぎているため。農業の衰退

528 女性 日本で生産できる食品の品目が少ないから

529 女性 国土が狭い。農業に就く若者の減少

530 女性 価格ベースで見るとそこまで低くないのでまだ大丈夫

531 女性 わからないです
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533 女性 わからない

534 女性 外国産のものの品質の向上かつ安価であることによる国産品の売り上げが低下していること

535 女性 わからない

537 女性 わからない

539 女性 作り手がいないから

540 女性 農業人口が減少しているから。

542 女性 気候に左右されやすく安定しない農家は敬遠されているから。

545 女性 土地が狭い

546 女性 わかりません

548 女性 生産者が少ない

549 女性 輸入をたくさんしているから

550 女性 土地が少ない第一次産業の人手不足

552 女性 畑が少ない

553 女性 都市化が進んだから

554 女性
土地がすくなく、穀物などの栽培に必要な土地を確保することが難しいから。海外製品の方が安く、日本製品は価格が高いため、自給するメリットがあまり無い
から。

555 女性 外国からの輸入に頼っているため

559 女性 農業の担い手がいないから

560 女性 輸入頼っているから

561 女性 農業営む人が少なく、農家の高齢化が進んでいるため。

562 女性 技術がない

563 女性 土地がないから、アメリカみたいにどデカい農場が作れないため。あと資源がない。育てる環境も整ってない。

564 女性 農業に就く人が減っているから

565 女性 日本の食文化が洋風化されてきているから

566 女性 楽をしようと思う人が増えたから

568 女性 外国の食料の方が安いし食料の生産者になりたい人が減っているから

569 女性 工業化が進んで農業従事者が減ったから

570 女性 行政の制度

571 女性 米の消費が減り、パンなどの需要が高まったから

572 女性 わからない

575 女性 輸入に頼っているから

576 女性 すぐ何でも輸入するから

579 女性 身体を動かしたり運動しないから

581 女性 輸入に頼りすぎ

582 女性 ない

587 女性 日本の普段の食事が西洋化され、輸入で賄わないと、生産と供給ししれないから

588 女性 わからない

589 女性 農家をする人が減っている

592 女性 購入することが増え、お店に頼っているから。

593 女性 食生活の変化によって国内で生産可能な食料の需要が減ったから。

594 女性 分からない

595 女性 痩せたい人が多いから

596 女性 分からない

597 女性 わかりません

598 女性 土地がない

599 女性 輸入に頼っているから

600 女性 輸入に頼っているから

601 女性 やる気がない

604 女性 日本は農業に適した土地面積が少なく、また先進国であるため第三次産業への従事者が国民の大半を占めるため。

605 女性 領土が狭いから。

606 女性
輸入食品に頼っている。日本人の食趣向が和食ご飯派から洋食パン派に変わり、また韓国料理，中国料理など多岐にわたりさまざまな食文化を尊ぶ国の文化的な
側面が影響していると考える。

607 女性 日本の政策のせい

608 女性 海外産の安い野菜などが入ってくるから。

610 女性 わからない

611 女性 格安の外国産を買うから

612 女性 ほとんどを輸入に頼っているから。

614 女性 土地開発し過ぎ、輸入に頼りすぎ

615 女性 農業を行う人が少ない

619 女性 ない

620 女性 ない

622 女性 農地現象、年齢層の狭さ、

624 女性 食事が和食から洋食に変化したから

626 女性 外食も、栄養が整っており美味しく楽ちんだから

628 女性 第三次産業従事者の増加、若者の農家離れ、土地不足

629 女性 外国の食料が安いから頼ってしまう

630 女性 国土が限られているから。

631 女性 あまり食べないから

634 女性 40%は半分にも満たないから。

635 女性 分からない

638 女性 わかりません

640 女性 若者の農業などへの興味が薄れつつある

642 女性 輸入食品の多さ

644 女性 海外製品の方が安いから。

646 女性 輸入品の方が安いから

648 女性 花を育ててるから

649 女性 都市化の影響農業従事者の減少
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650 女性 輸入が多いから

651 女性 特になし

652 女性 他の国と比べたら低い。

653 女性 国が狭いから

654 女性 輸入できるから

655 女性 外食が多いから

656 女性 気候があってないから

657 女性 わからない

659 女性 安い値段で輸入ができる食料に頼りすぎている

661 女性 海外から輸入した方が安いから。

664 女性 ほとんどが輸入に頼っている

665 女性 わからない

666 女性 日本は土地が広くないし、第三次産業に従事している人が多いから。

667 女性 国土に対しての人口が多いため十分な耕地を確保するのが難しいため

669 女性 冷食や外食が増えたことで、年間通して価格の安定した外国の食材への需要が増加したから

670 女性 ない

671 女性 他国と比べて低いから。

672 女性 わからない

674 女性 分からない

675 女性 明確な理由は特にないです。私の世代で「日本の食料自給率は低い」って思ってる人の大半は「学校でそう習ったから」だと思います

677 女性 大都市圏への人口流入により、第三次産業が衰退しているため。農家の人手不足、高齢化のため。

681 女性 海外の食材輸入に頼っているから

683 女性 お金ない

686 女性 農地が少ない

688 女性 自然災害が多いから

689 女性 わかない

690 女性 農地が少ないのと高齢化

694 女性 日本の領地のうち、山がおおいから。

696 女性 農家さんか少ないから

697 女性 諸外国と積極的に貿易を行っていないかは

698 女性 農業の跡継ぎがいなくて、農業生産者が減っているため。

701 女性 農家の後継者がいない

702 女性 食の欧米化

704 女性 農業に専念する人が少ない。農業する土地が少ない。

705 女性 輸入に頼るから

706 女性 輸入に頼っているから

708 女性 ない

710 女性 ない

711 女性 狭いから需要の高い食料を作れる農家が少ない

712 女性 わからない

713 女性 農家を受け継ぐ若者が減ってきているから

714 女性 わからない

715 女性 少子高齢化や若者の農業離れ

716 女性 土地が狭い上に人間が多い。

719 女性 生産者が少ないから。

720 女性 外国から輸入するから

721 女性 外国から入って来るものが安く、消費者がそっちに流れてしまうため。

723 女性 保存食を持っている家庭が少ないから

724 女性 わからない

725 女性 海外に比べて土地が少ないなから

727 女性 輸入品が安いから災害が多い

732 女性 米よりパンやパスタを好む人が多いから

736 女性 わからない

739 女性 よく分からない

743 女性 農家として働く人が少ないから

755 女性 分からない

757 女性 農家の減少

759 女性 農家など重要な産業への国の支援が成ってないと思う

763 女性 外国の食べ物の方が安価だから

765 女性 国産のものが高い

769 女性 海外の食料の方が安いから。

771 女性 第1産業で働く人の高齢化

1002 女性 輸入が多い

1003 女性 土地がない、農家がいない、安い海外製品に勝てないからそもそも作ってない、海外製品で満足している人が多い。

1010 女性 土地がないから。

1011 女性 日本人の食の変化

1015 女性 土地が少ない。海外の方が大量生産できるので安価。

1016 女性 年々農家の高齢化が進んでいるため

1018 女性 土地、農家の跡継ぎがいない

1019 女性 農業をする人が少なくて、値段が高いから

1022 女性 食材を買う時に、産地を意識せずその時一番安いものや状態のいいものを買うため、あまり地産地消ができていない。

1026 女性 海外の食料の方が安く買えるから

1031 女性 農家さんが減っている

1032 女性 生産の現場にいる人が少ないから需要があるのに賃金が安いから

1037 女性 高いものが多いから。

1040 女性 輸入に頼りがちだから

1042 女性 国土が狭く、山地や火山が多いので農業に適さない。第三次産業に依存している
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1044 女性 外国からの輸入に頼っているから

1045 女性
野菜などカロリーの低いものはそこそこ地産地消してると思うが、肉や油などカロリーの高いものは外国産が多い気がする。あとは外国産は安いから買っちゃう

1053 女性 土地が少ないから

1056 女性
働く世代の農業への関心が低く農村部の過疎化が進み、都会の過密が進むことで農業の働き手が減り十分な量の作物を作れない。また、気候などの影響で作る作
物に偏りが生じていることも一つの問題と考える。

1063 女性 農業者が少ない

1067 女性 海外からの輸入が多いから

1076 女性 食料の生産者が少ない

1081 女性 海外からの輸入品に頼りすぎているから。

1084 女性 少子高齢化により農業や漁業をやる人が高齢化し、農家などになりたい人が減ったから。日本は災害が多く、そのたびに被害を受けているから。

1110 女性 輸入しすぎている


