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開    会 

 

○針原企画課長 委員の方、まだ若干名そろっておられませんが、定刻となりましたので、

主要食糧分科会を開会させていただきます。 

 委員の皆様には、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日は、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本計画」等につきまして御議論をお願

いしたいと思います。 

 それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

 

会長あいさつ 

 

○八木会長 皆様、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日は、ただいま企画課長からお話がございましたが、「米穀の需給及び価格の安定に

関する基本計画」等につきまして御議論いただくことになっております。 

 なお、本分科会につきましては、審議会議事規則第３条第２項の規定により、会議は公

開することとし、傍聴者の方々も御出席されております。 

 また、本分科会において皆様からいただきました御意見等につきましては、議事録とし

て取りまとめの上、公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

食糧庁長官あいさつ 

 

○八木会長 それでは、食糧庁長官あいさつでございますが、企画課長からお願いいたし

ます。 

○針原企画課長 申しわけございません。食糧庁長官、急遽、急用で少し到着が遅れてお

ります。長官にかわりまして、あいさつを代読いたします。 

食糧庁長官あいさつ（代読） 

   食料・農業・農村政策審議会主要食糧分科会の開会に当たりまして、一言ごあいさ
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つ申し上げます。 

   委員各位におかれましては、御多用中にもかかわらず、本分科会に御出席いただき

まして、まことにありがとうございます。 

   近年における米をめぐる情勢につきましては、需要の減少、生産調整の限界感、強

制感の高まり、担い手の高齢化等まさに閉塞状況にあります。このような閉塞状況

を打開し、水田農業の未来を切り開くため、昨年 12 月の本分科会でも御説明いたし

ましたが、昨年 12 月に「米政策改革大綱」を決定し、消費者重視、市場重視の視点

に立って、需給調整、流通制度、関連施策等の改革を行うこととしたところであり

ます。 

   本年はこの改革を実行に移す年であります。去る３月７日には生産調整制度の見直

し、計画流通制度の廃止等を内容とする食糧法の改正案を国会に提出するとともに、  

今回の米政策の改革の全体像をわかりやすく総合的に示した「米政策改革基本要

綱」の案を公表したところであります。 

   今後、改革を推進していくに当たっては、わかりやすさ、効率性、透明性を確保し、  

我が国農業の礎である稲作農業が、将来にわたって力強く発展していくことができ

るよう、関係者が一丸となって取り組んでいくことが必要と考えております。 

   本日は、現行の食糧法の下で、３月末までに定めるものとされている「米穀の需給

及び価格の安定に関する基本計画」のほか、今申し上げた食糧法の改正案や、基本

要綱、ＷＴＯ農業交渉の状況などにつきまして御説明させていただきたいと思いま

す。 

   委員各位におかれましては、どうぞ忌憚のない御意見を幅広くお聞かせいただきた

いと存じます。 

   簡単ではございますが、以上をもちまして私のあいさつとさせていただきます。 

 以上でございます。 

○八木会長 どうもありがとうございました。 

 

資料の説明 

 

○八木会長 それでは、お手元に配付しております資料について、事務局より説明を受け

たいと思います。 
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 なお、本日は概ね 15 時 30 分ぐらいに審議を終了する予定で進めたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本計画（案）」等について、食糧庁計画課

長から説明をお願いいたします。 

○中村計画課長 計画課長の中村でございます。私の方から「米穀の需給及び価格の安定

に関する基本計画」、もう一つ、資料№２、№３とあります研究会の専門委員会の取りま

とめの関係につきまして御説明をいたしたいと思います。 

 最初に、資料№１の基本計画でございます。昨年 12 月にこの場で御説明をいたしまし

た指針、「需給価格の安定のための指針」を御審議いただきましたけれども、それをベー

スに構成いたしております。今回は、昨年 12 月に御説明いたしました事項からの変更点

等を中心に御説明いたしたいと思います。 

 まず、１ページ目ですが、第１ということで、米穀の需給及び価格の安定に関する基本

方針です。昨年 12 月に決定いたしました「米政策改革大綱」を踏まえまして、需要に応

じた米づくりの推進を図るための施策に重点的に取り組むということ、同じく 12 月に決

定いたしました「平成 15 年産米の需給安定に向けた取り組みについて」に基づく施策を

着実に推進するという基本方針で臨んでいきたいという考えでございます。 

 その内容が下の方に書いてありますが、１のところで、生産調整につきましては、106

万 ha の生産調整に取り組む。それから、生産数量調整への円滑な移行ということのため

に、具体的な仕組みの検討を行うとともに、生産者への理解の浸透等の取り組みを行うと

いうことでございます。 

 ２番目の稲作経営安定対策については、生産調整を確実に達成した地区につきまして、

引き続き生産者の選択による追加資金助成措置を講じるということでございます。 

 ３として、政府の備蓄運営でございますが、100 万トン程度を適正備蓄水準ということ

で、政府国産米在庫の縮減を図ることを旨に行ってまいりたいということです。 

 ４の（１）として、自主流通米ということでございます。表示の適正化、安全性に係る

取り組みの強化、次のページに行きまして、リベート販売の監視等と書いてありますが、

そういう取り組みに加えまして、２ページの（５）ですが、先ほどありました食糧法の改

正とも関連いたします計画流通制度を廃止し、新たな安定供給体制を整備することとして、

その具体化を図るということでございます。 

 ５番目は自主流通米価格形成センターですが、米の取引の場としての機能を拡充・強化
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するということを考えております。 

 ６ということで政府米ですが、販売数量に応じた政府買入れを行うということとともに、

各種用途への適切な供給を図っていきたいということを考えております。 

 ７で米の消費拡大ですが、食生活指針の普及、食育の推進等につきまして教育機関、医

療機関、研究機関等との連携を図りながら、広報媒体の有効な活用によりまして、広範な

国民運動を展開してまいりたいということです。 

 計画外流通米については、引き続き流通実態、価格動向の把握に努めてまいります。 

 最後ですが、米政策改革に関する関係者の理解の促進ということが重要でございますの

で、これは後ほど御説明の際に出てまいりますが、地域水田農業ビジョンの作成に向けた

取り組みを推進する、広報活動を積極的に展開してまいりたいということでございます。 

 次に、３ページと４ページが米穀の需給見通しに関する事項、文章と表形式であらわし

ております。表の方が適切かと思いますので、４ページをごらんいただきたいと思います。

この需給見通しにつきましては、12 月に御説明しました指針から１点だけ変更を加えて

おります。どこかと申しますと、表の計画流通米というところに自主流通米という欄があ

りますが、２番目の 418 万トンという数字、これは平成 14 年産米の生産量のうちの計画

出荷量のうちの自主流通米ということですが、12 月の御説明の時点では、これを 447 万

トンという数字としておりました。自主流通米の集荷見込みを、過去の傾向等を踏まえま

して、12 月の段階では若干意欲的に見込んでおりましたけれども、この時点になりまし

て、実際の集荷量がほぼ固まってまいったということでございますので、それに基づいて

必要な修正ということで、447 万トンから 418 万トンへの修正を加えております。あとは、

変わっておりません。 

 ５ページ、６ページは米穀の生産の目標、その他米穀の生産調整に関する事項でござい

ます。内容的には 12 月の指針と同様です。１にありますように、主食用 854 万トン、加

工用 24 万トンで、106 万 ha の生産調整ということでございます。 

 次に、７ページ、計画出荷数量及び計画出荷数量のうち米穀の備蓄の運営のために政府

が買い入れる米穀の種類別の数量に関する事項等です。２にありますように、平成 15 年

産米の計画出荷数量は 457 万トンと見込むということで、これは指針と同様でございます。 

 ３にありますが、政府米として買い入れる平成 15 年産米の数量の予定は、国産米、う

るち米で 10 万トン～15 万トンということにしております。これも変わりございません。

この数字につきましては、販売状況等に応じて必要な増減をするということが下に書いて
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ございます。 

 ８ページですが、５番目の事項として、米穀の輸入数量及びその種類別数量に関する事

項があります。一番下の表にありますように、国際約束に基づきまして 77 万トンの輸入

を適正に実施したいと考えております。なお、３ですが、ＳＢＳにより輸入するものにつ

きましては 10 万トンといたしまして、年４回程度、平均的に入札を実施するということ

としたいと考えております。 

 以上で№１の基本計画の関係の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、米政策の見直しの関係で、私の方からは専門委員会の関係の御説明をいた

したいと思います。資料は№２と№３ですが、内容につきましては№２で御説明したいと

思いますが、まず№３の資料をごらんいただきたいと思います。 

 表紙をめくっていただきますと、「はじめに」というところがあります。生産調整に関

する研究会のもとに、生産調整の手法に関する仕組みの細部等につきまして検討するとい

うことで、今年の１月 30 日に委員 14 名で専門委員会が設置されました。検討課題として

①から⑦ということで例示が掲げてありますが、このようなことにつきまして６回の専門

委員会を開催し、先週金曜日にお手元にお配りしておりますような形で取りまとめという

ことになったわけでございます。 

 その内容につきまして簡単に御説明したいと思います。資料№２をごらんいただきたい

と思います。 

 幾つかの項目に分けておりますが、１番目として、数量調整手法の具体的内容というこ

とが書いてあります。平成 16 年度からの生産調整につきましては、数量調整から面積管

理ということになるわけですが、その場合に、実際に農家段階で数量から面積への換算、

転換ということをしなければならないということで、単収の設定方法をどうするかという

ことが①です。 

 転換を行う際に使用する基準単収につきましては、原則として市町村単位ということで

考えましょうということが一つございます。ただし、中山間地域とか平場地域等の標高差

があるとか、土壌の肥沃度等々いろいろありますので、旧市町村単位を目安として区分け

して設定していただいてもいいですよということで、この辺はそれぞれの地域の事情に応

じて設定しようということと、どういうものを採用するかということで、統計情報事務所

が公表する市町村別の収量とか、水稲の共済基準単収等々いろいろ活用できるものがある

と考えられますので、これらにつきましては、市町村段階の第三者機関的な組織の助言を
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いただいた上で、市町村がどれを採用して使うかということを決めてはどうかということ

でございます。 

 二つ目のポツにありますように、そういうことでエリアとしての単収、どういう単収を

使うかということが決まりました場合でも、個人的には、例えば有機栽培をしているとか、

直販をやっているということで、単収が低い取り組みをされている方もいらっしゃるので

はないかということで、そういう場合にもう少し低い単収を設定するかということもあら

かじめ適切に設定し、そのような取り組みの促進が図られるようにすべきではないかとい

うことが二つ目のポツでございます。 

 ②として実施状況の確認方法ということです。これまでは水田におきまして、麦・大豆

等を作付けた場合に反別の助成金というものを交付しておりましたので、農業者ごとに、

または圃場一筆ごとに現場に行って栽培状況等を確認するということをやっていたわけで

ございます。今後、そのような反別助成金がなくなるということもございますので、生産

調整を実施しているかどうかということのみの確認で足りるということになるわけでござ

います。 

 ただし、数量では、どこにお米が行ったとか、確認が困難だということがありますので、

配分されました、単収で換算して面積配分になるわけですが、そういう作付け目標面積と

実際の作付面積等を比較して、実際の作付面積が上回っていないということを確認してい

こうということでございます。 

 その際に、では、どのようにやるかということが最初のポツですが、水稲共済、これは

面積的には９割をカバーしていると言われております。その水稲共済引受面積を実際の作

付面積というふうに考えまして、それと作付目標面積を比較する、机上確認することによ

りまして、より簡素な確認手法ということにできないかということでございます。 

 なお、今９割と申し上げましたが、残りの約１割につきましては、そのような手法がと

れませんので、そこにつきましては、今までと同じようにといいますか、作付けている状

況の確認をするということになるかと思いますが、その際も、より簡素な方法があるかど

うかというのは、依然模索し続けるということでございます。 

 二つ目のポツは加工用米の関係です。加工用米は、１行目にありますように、生産目標

数量の外数として扱おうということですが、加工用米は水稲共済の引き受けの対象となっ

ているということで、今申し上げました最初のポツの方法では、そのままでは比較できな

いということで、加工用米の面積を水稲共済引受面積から差し引して、それと作付目標面
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積とを比較することによって、生産調整実施者かどうかの確認をしようということでござ

います。 

 ２として、過剰米の短期融資制度の関係です。豊作等によりまして主食用米の価格の低

下による農業経営への影響を防ぐためには、過剰米を市場から隔離することが重要ですけ

れども、需要に応じた米づくりの促進といったこと、主食用米とは別の価格ということを

考えますと、その際、区分出荷を促すことが非常に重要になってくるわけでございます。

それをできるだけ早い段階で、農業者ごとにどれぐらい豊作によって過剰米が出ています

ねということを特定することが必要となるわけですが、全国長ごうございますし、出荷の

時期に作況が特定していないという地域もありますことから、最初のポツですが、集荷団

体、例えばＪＡとか大規模農家とか、そういう集荷団体等が第三者機関的な組織からいろ

いろな情報が提供されます、その情報提供を踏まえまして、集荷前の段階で過剰米処理の

取り組みを行いますよと、今の状況ですと、行わないといけませんねというようなことを

適切に農業者に伝えるということが第一段階としてあるわけです。 

 その後、統計情報部の作況が出るわけですが、作況が公表された段階で出荷されたお米

のうち、豊作による過剰米が実際はどれぐらい計算できるのかということを、伝票上で主

食用米と区分して、農業者ごとに特定し、その数字を出荷している農家の方にお伝えする

ということでございます。 

 三つ目のポツですが、そのようにして一応区分されたということを前提に、実際に区分

して、保管されているかどうかということを、３月末時点になろうと思いますけれども、

食糧事務所が確認して、きちんと区分出荷され、区分保管されていますねというものにつ

きまして、初めて短期融資が実施されることになるわけでございます。そういう方法では

どうかということでございます。 

 ②に区分出荷を促すための措置ということが書いてあります。豊作で需要を上回る生産

が行われていましても、どうしても自分の米は高く売れるということで、過剰米が十分に

確保されないということも懸念されるわけでございます。そこで、過剰米処理に関するワ

ーキングチームを、昨年、全中、全農、農水省との間で設けていろいろな検討をしていた

わけですが、その際、区分出荷を促すための措置が何か要りますねということがございま

した。 

 最初のポツにありますように、米価下落影響緩和対策につきまして、国の方から都道府

県にお金が行くというわけですが、過剰米処理の達成度合いでその金額を減じるというこ
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とでやってはどうかというのが最初のポツでございます。 

 ２ページ目ですが、では、その達成度合いというのはいつ判断するのかということです

が、３月末の時点におきまして、食糧事務所が現地なり書類審査等を行いまして判断をし

ようということでございます。 

 三つ目のポツとして、反映方法についてはということで、これは専門委員会の場で幾つ

かの方法を提示して検討しましたけれども、公平性の確保、事務の簡素化に留意しつつ、

16 年度予算編成の過程においてどういうふうにするかということについて確定してはど

うかということになっているわけでございます。 

 ③は豊作分の翌年産の生産目標数量への反映方法ということです。出来秋に算定するこ

とが可能と考えられます豊作による過剰米の数量につきましては、原則として翌年産の生

産目標数量から減少させるということですが、出来秋以降に主食用以外に過剰処理を行う

ことが確実な場合等につきましては、11 月の配分段階において、要は減らす数量からさ

らに減らすといいますか、戻すと言った方がいいのかもしれませんが、補正をしようとい

うことでございます。 

 その上で具体的な配分方法につきましては、在庫の増減をどのように見るかといったよ

うな、在庫運営のルールとか需給の動向とかいろいろ考える必要がありますので、毎年第

三者機関的な組織におきまして、具体的な配分について検討してはどうかということでご

ざいます。 

 ３番目として、生産目標数量の地域間調整の活発化手法ということです。より需要に即

した配分ということを定着させるためには、生産目標数量のやりとりを活発化させること

が必要ではないかということでございます。そのための一つの方法として、これも後で食

糧法の改正のところに出てまいりますが、生産調整方針の作成主体となる生産者団体、Ｊ

Ａさんとか集荷業者さんとか、そういう方が公式のホームページ上で生産目標数量のやり

とりやオークションなどを行う仕組みを導入することを今後検討してはどうかということ

でございます。 

 なお、このことに関しましては、まずは都道府県内での調整を行うことというのがあっ

て、その後に都道府県間の調整ということがあるべきではないか。地域の米づくりとか、

当該県における水田農業の活用ということがありますので、そういうことについて十分留

意して取り組む必要があるということも報告書の中では書かれております。 

 ４番目として、地方段階における第三者機関的な組織の具体的なあり方ということです。
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中央段階だけではなくて、地方段階にも第三者的な組織を設けますが、その構成員として

は、学識経験者なり担い手農家、生産者団体、消費者団体、実需者団体等、お米に関係す

る需給についていろいろな知見を持っていらっしゃるであろう方を幅広く念頭に置いて、

それぞれの地域の実情に応じて構成してくださいということと、役割としては、需給見通

しなり生産目標数量の配分案等に対する助言、豊作時の情報提供、また、市町村段階では

先ほど申し上げました基準単収の設定に関する検討なり助言、そういうことがあるでしょ

うということでございます。 

 最後に、５として、まとまりのある集団的取り組みや需要と結びついた取り組みの現場

における推進方策ということで２行ほど書いてあります。これにつきましては専門委員会

の委員の方からこれに該当するような取り組みの事例を幾つか御紹介をいただきました。

厚い資料にはその事例が載せてございます。後でごらんいただきたいと思いますが、18

ページから 26 ページまでそのような取り組みが載せてあります。このような事例を参考

に各地で取り組んでいただきたいということで、本件につきましてはそのような事例の紹

介をするということで、この検討課題に応えるという整理がされているところでございま

す。 

 以上、28 日の専門委員会の取りまとめの概要でございますが、本件につきましては、

後ほど説明があります食糧法の一部改正の内容等含めまして、今週の金曜日、４日に開催

されます生産調整に関する研究会におきまして御報告するという段取りになっております。 

 以上で説明を終わります。 

○八木会長 続きまして、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正

する法律案（概要）について」等につきまして、食糧庁企画課長から説明をお願いいたし

ます。 

○針原企画課長 資料№４番、５番でございます。資料№４は二つの資料で構成されてお

ります。概要を書いた３枚ぐらいの簡単な紙と、法案関係資料、冊子でございます。法律

でございますので、この冊子に基づきまして御説明いたします。 

 法案本体は１ページ目から 33 ページ目まででございます。これは「〇〇を〇〇に改め

る」というような改正形式になっております。見ても多分、私もわかりませんし、おわか

りにならないだろうと思いますので、その概要が 39 ページにございます。法律案要綱と

いうことで、この法律案の骨子的なものを載せているわけでございます。 

 第一が主要食糧法の改正です。１番目の項目が目的規定の改正ということで、計画流通
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制度の廃止等に伴いまして目的の中の文言が変わります。「計画的な流通を確保する」と

いう文言が消えまして、「米穀の適正かつ円滑な流通の確保に関する措置を講ずる」とい

う文言が出てくるということで、目的規定が改正されます。 

 それから、政府の行う施策の基本計画を定めた条項、第２条ですが、そこに一つ項目が

追加されます。その項目は生産調整の推進のための方針です。政府は、生産調整の円滑な

推進に関する施策を講ずるに当たっては、「生産者の自主的な努力を支援することを旨と

するとともに」、これが一つ目です。二つ目は「水田における稲以外の作物の生産の振興

に関する施策その他関連施策との有機的な連携を図りつつ」、「有機的な連携」が二つ目で

す。三つ目が「地域の特性に応じて」、この三つが生産調整施策を政府が行う場合の基本

方針ということで明確にしております。 

 第三、基本指針ですが、本日、基本計画ということで御審議をお願いいたしますが、こ

の基本計画が変わります。基本計画を米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針に改め

るとともに、計画経済から移るということなるわけでございます。基本指針においては、

米穀の生産の目標その他生産調整に関する事項並びに計画出荷数量及び計画流通数量に係

る事項を定めない、こういう計画経済的なものを排除して、かつ、需給に関する総合的な

情報提供を行い、関係者のいろいろな商売、生産活動、消費活動の糧になるといいますか、

参考になるようなものにしたいということでございます。 

 次に、40 ページですが、この分科会の役割、機能に関する文言もございます。今まで

ですと、「米価審議会」という名前のとおり、米の価格を審議していただいておりました。

今後は、米の価格を政府が決めるということがなくなります。そのかわり、需給に関する

御議論が重要になってくるということで、現在の状況は、基本計画は関係者の意見を聞く

ということで分科会の名前はあえて出ておりませんでしたが、ここにこの分科会の名前が

登場することになります。「農林水産大臣は、この指針を定めようとするときは、食料・

農業・農村政策審議会の意見を聞かなければならないものとすること」、これが法定され

ます。 

 ４番目は生産調整の方針です。米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体、

その他政令で定める者、具体的には地元の農協、集荷団体もあるでしょう、それから大規

模生産者の組織する集団、その他政令で定める者というのがありますので、場合によって

は、大規模生産者そのものがそれに該当するかと思います。この生産出荷団体等は、米穀

の生産の調整に関する方針（生産調整方針）を作成し、農林水産大臣の認定を受けるとい
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うことでございます。上から目標がおりてくるのではなく、現場の取り組みについて大臣

が認定するというやり方に変わります。 

 この方針におきましては二つの事項が定められます。まず、米穀の生産数量の目標、そ

のものではありません、それの設定方針を定める。その目標を達成するためにとるべき措

置（目標を上回って生産された数量の米穀に係る措置を含む。）、ここは過剰米の処理方針

も含まれるということでございます。 

 次に、41 ページの（四）国は、という部分ですが、「必要な助言及び指導を行うように

努める」。 

 （五）に地方公共団体との関係があります。生産出団体等は、地方公共団体に対し、必

要な協力を求めることができる。地方公共団体は必要な助言、指導を行うように努めるも

のとする、ということで、国、地方公共団体の役割、機能というのがここで書かれている

わけでございます。 

 次に、流通につきましては 41 ページの五のところから始まります。今まで、第一次出

荷取扱業者（農協）、それから第二次出荷取扱業者（経済連）、それから自主流通法人（全

農）、それから卸売業者、小売業者ということで５段階の流通を法定しておりました。多

段階流通を法定し、それに基づいて計画流通米を流すということで、当然計画外はその流

通にはこだわらない自由流通ですが、５段階流通を法定しておりましたが、これを一切な

くします。ですから、食管法以来の配給機構の規定が残っておりました部分がなくなりま

す。 

 その上で新しい措置として、五の「米穀安定供給確保支援機構」というものをつくるわ

けでございます。42 ページですが、農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支援する

ことを目的として設立された法人、非営利法人を、全国を通じて１個に限り、米穀安定供

給確保支援機構として指定することができる。一つの指定法人をつくります。その上で、

その機構は、安定供給のための取り組みを支援するということで、その支援の仕方は二つ

あります。 

 （二）の１ですが、生産調整方針に基づき、四の（二）の２に規定する米穀、これは一

言で言えば過剰米を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充てるための無

利子資金の貸し付けを行う。過剰米短期融資制度という制度を前回御説明いたしましたが、

その原資を供給する業務が第１点でございます。 

 ２番目の業務は、米穀の安定供給の確保に資する売買取引に係る米穀の買受けに係る債
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務の保証、ここは右から左にスポットとして流通する、今の自由米流通みたいな、買子さ

んが消費地に出来秋に持っていく流通と、年間を通じて安定的に供給されるお米、それが

経済的に同一の競争条件で競争すると、安定供給というのは競争条件が劣るということで、

スポット流通だけが跳梁跋扈する事態にも発展しかねない。そこを今までは制度的な規制

で区別しておりましたが、今後はこのメリット措置で区別する、その法律上のメリット措

置として債務保証の網をかける、債務保証の網がかかる流通とかからない流通、これから

はこの二つの流通に仕分けされる。流通機構は法定しませんが、こういうようなメリット

措置で区別しようということでございます。 

 これが機構の二つの役割でございます。 

 あとは、指定法人に伴ういろいろな業務規定を置いております。 

 ６番目が米穀価格形成センターでございます。43 ページの六のところですが、自主流

通米価格形成センターを、「自主流通米」という名前が法律上消えますので、名前を「米

穀価格形成センター」に改める。それから、米穀価格形成センターにおける売買取引の対

象を米穀一般に拡大する、また、複数のセンターの設置が法律上では認められることにな

るということでございます。 

 その他、価格形成センターの業務を法律上いろいろ縛っておりましたが、これにつきま

しては取引のメニューの拡大ということに即応しまして、法律上の規制ではなく、業務規

程で定める方法により行うということにしたいと思っております。 

 以上が価格形成の部分でございます。 

 続きまして、44 ページの七、米穀の政府買入れ及び政府売渡しです。「政府は、米穀の

備蓄の円滑な運営を図るため、省令で定める手続に従い、基本指針に即して米穀の買入れ

を行い、売渡しを行う」という単純な規定になります。今までですと、政府は生産者から

買います。その価格は、再生産を確保することを旨として大臣が決めます。売渡しは、指

定する法人に売渡します。その価格は、消費者の家計の安定を図ることを旨としまして大

臣が定めます。いろいろな制約を持っておりましたが、これがすべてなくなるということ

でございます。 

 八は、逆に強化する部分です。緊急時の措置ですが、これは現在は法律の雑則に置かれ

ておりました。これを一つの節を設けて強化するということで、緊急時において、農林水

産大臣は、基本指針を変更し、地域別、期間別の米穀の供給目標数量を追加して定めなけ

ればならない。それで米穀の売渡し命令等について所要の規定の整備を行うということで、
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大体５条ぐらいの条文で整備しておりますが、第一弾は流通業者さんに規制をかける、第

二弾は生産者まで規制をかける、第三弾は配給ということによって消費者まで規制をかけ

る、この３階段のステージを規定しております。 

 九は届出制です。先ほど５段階の流通を法定して、その５段階それぞれに法律の規制を

かけ、30 条ぐらいの条文を置いて規制をかけたわけですが、この部分につきましては、

九の届出というところだけになります。米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、

あらかじめ農林水産大臣に対して届け出なければならない。その届出業者は帳簿を備え、

それを保存しなければならない。流通関係の規制はこれだけになります。したがいまして、

集荷、販売という区別はありません、農協、経済連という区別もありません、全農さんと

いう区別もありません、卸、小売という区別もありません。米穀を一定以上取り扱う人は

平等に大臣に届けるということになります。 

 また、販売業につきましては、現在は県知事さんに届けるということでありました。こ

れが大臣一本になりますので、全国的な業務展開が可能になるということでございます。 

 なお、これは生産者の方が一定規模以上のお米を販売される場合においても、平等に届

出の規制がかかるということでございます。 

 それから、関連法規の改正があります。第二が食糧管理特別会計法の改正、これは無利

子資金の貸付けに係る問題でございます。 

 第三は、農産物検査法の一部改正、特に計画流通米の受検義務を廃止ということで、義

務検査が廃止されるということでございます。 

 46 ページ、附則でポイントを三つ御説明します。 

 まず、この法律の実施時期は、平成 16 年４月１日から施行ということで今国会にお願

いいたしております。来年の今ごろということでございます。 

 第２点は、二の（一）ですが、ただ、来年の生産規模は今年の秋に決めなければいけま

せん。したがいまして、その作業は７月から開始しなければいけないわけでございまして、

この法律の施行前においても、基本指針を定め、公表することができるという特例を設け

ております。 

 二つ目は、平成 20 年度に生産者、生産者団体が主役となるシステムに移行しますとい

うこととの関係、それから、18 年度に検証して、その時点で判断するという大綱の文言

をどうあらわすかということですが、これが（二）でございます。この法律の施行の日か

ら起算して、２年を超え４年を超えない範囲内においてということでございますので、平
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成 18 年４月１日から平成 20 年４月１日までの間において、政令で定める日までの間は、

基本指針において地域別の米穀の生産の目標数量を追加して定める。ですから、県別の生

産数量目標が、この指針にその間までは書かれる、政令で定める日までは書かれる。その

政令で決める日をいつにするかというのは、検証によって定めるということになるわけで

ございます。 

 それを表にしたのが 47 ページです。新旧対照表が 49 ページからあります。これは長い

ものですが、現在の食糧法は全体で 92 条からなっておりますが、30 条が削られて 62 条

の法律になるということでございます。 

 以上が食糧法でございます。 

 もう一つ、資料№５ですが、この食糧法を国会に提出した際に、同時に「米政策改革基

本要綱」を定めております。大綱の内容につきましては、食糧法の中に書かれるべきもの

もあります、それから 16 年度以降の予算措置で決めるべきものもあります、その他、関

連施策として、例えば今国会に出しております経営基盤強化法の改正の中で書かれるもの、

その他の施策で書かれるものもあります。ですから、食糧法だけで見ても今度の改革大綱

がどうなっているかということがわからない、現場ではわからないということで、その体

系全体をお示しする必要があるだろうということで、同日付けで基本要綱の案をお示しし

ております。案が取れるのは、この食糧法が国会の審議を経て施行された日にこの案が取

れるということになろうかと思います。 

 この内容は、前回この場で御説明いたしました改革大綱、あるいは生産調整研究会の最

終報告とある程度ダブっている形になっておりますが、本日はそれから少し踏み込んだ部

分について御説明いたしたいと思います。 

 ２ページの総論の第１の目的で、最後の２行、本要綱の目的を書いております。改革の

全体像と整備すべき条件を明らかにすることにより、改革を総合的かつ有機的に推進する

ため策定するものであるという宣言をしております。 

 第２は、米づくりの本来あるべき姿、これは生産調整研究会の文言に従って書いており

ます。 

 ３ページですが、米政策改革の基本的理念と特徴ということで、理念というのは明瞭で

わかりやすいもの、効率的で無駄のない政策、透明性の確保された政策ということが基本

理念になっております。 

 それから、特徴としては、創意工夫と主体的判断を重視する、②が政策全体が総合的、
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有機的に展開されるべきであること、③が円滑な移行を図るための、言葉をかえて言えば

ソフトランディングを図るものであること、④が目標を明確にして行うべきものであるこ

と、ということになっております。 

 ４ページに行きまして、第４に米政策改革の全体像を書いております。 

 第５に、地域の水田農業ビジョンということが出てきております。ここは、前回の説明

から少し事務的な検討が進んだ部分でございます。 

 基本的な考え方ですが、今後の水田農業政策、米政策は、生産調整のみ切り離して展開

するのではなく、地域の作物戦略、販売、水田の利活用、担い手の育成等の将来方向を明

確にした地域のビジョンを策定し、生産対策、経営対策を一体的に実施することにより、

構造改革を促進する方向で展開する、こういうためのビジョンを各地でつくっていただこ

うということでございます。 

 なお、この産地づくり推進交付金は、地域水田農業ビジョンが策定されていることを交

付要件とするということにしたいと思っております。 

 そのビジョンの内容ですが、基本的な方向、地域ごとの目標、そのための手段、担い手

の明確化、それから地域の関係者が一体的に作成していただきたい、それから、15 年度

にこの基礎的な話し合いをやっていただき、16 年度以降はその実施過程において、各地

域でも毎年見直してほしい。ですから、15 年で固定すると、先進地域はどんどん進むわ

けですが、15、16、17 と少しずつ進んでいく地域は、それで固定されてはなかなか追い

つかないだろうということで、必要に応じて、今年できること、２年かければできること

ということで、見直していただきたいということが書いてございます。 

 ６ページ以降は、主役となるシステムと、その際の国、地方公共団体の役割ということ

で書いてございます。 

 ７ページに実行過程のチェックシステムを書いております。 

 ８ページ以降は具体的な内容ということで、需給調整、流通制度、前回御説明しました

ので重複を避けますけれども、14 ページに経営政策・構造政策、16 ページに水田利用の

あり方、農業生産対策ということで、別紙に全体の実行プログラム等々をつけて全体像を

明らかにするということでございます。 

 ただ、これは地元で推進される方には便利かもしまれませんが、農家の方はこれをお読

みになってどうするんですかということもありますので、もう一つ、「米づくりのあるべ

き姿に向けて」というパンフレットもつくりました。重複しますので、内容は御説明しま
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せんが、これを現在 200 万部刷っております。現場の農家にこれをお配りして御説明しよ

うと思っております。これでもまだ詳しいぞという御批判が出ております。ですから、こ

の内容を半分ぐらいにして、４ページぐらいのパフレットを今作成中でございます。とい

うことで、準備過程が１年ありますので、繰り返し繰り返し、とにかく現場が変わらない

と米も変わらないということで、現場に対してさまざまな働きかけをやっている最中でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○八木会長 続きまして、ＷＴＯ農業交渉の状況等につきまして、食糧庁国際課、萩原課

長補佐からお願いします。 

 資料の説明が続きますけれども、説明していただいた後に一括して質疑をいただきたい

と思います。 

○萩原課長補佐 それでは、お手元の資料№６、７、８を使いまして、ＷＴＯ農業交渉の

状況について御説明いたしたいと思います。 

 まず、№６、ＷＴＯ農業交渉の状況です。１ページ目に、ＷＴＯ農業交渉についての基

本的方針とあります。我が国としては、ＥＵ等と連携し、非貿易的関心事項を適切に反映

するため、品目ごとの柔軟性の確保をはじめとする我が国農業交渉提案の実現に向けて、

政府一体となって全力を挙げ対処していく方針、これが基本方針でございます。 

 ２ページで、ＷＴＯ農業交渉のスケジュールについて御説明いたしたいと思います。ま

ず、ＷＴＯ農業交渉は 2000 年３月から既に始まっております。現在、３月末に交渉の大

枠、モダリティを確立し、これに基づきまして、９月には各国の譲許表案を提出するスケ

ジュールになっております。四角の中をごらんいただくと、2003 年に入りましてかなり

精力的に会合が行われておりまして、2003 年２月にはモダリティ１次案が事務局から提

案されております。それを踏まえまして、非公式会合、これは東京でミニ閣僚会合を行い

ました。その後に、２月にジュネーブにおきまして特別会合を開き、モダリティ１次案の

検討をし、さらに、３月 18 日にモダリティ１次案の改訂版、これは後ほど御説明します

が、提示されたところでございます。 

 現在、３月 25 日～31 日ということで、特別会合がジュネーブにおいて開かれておりま

す。ここにおいては、農業モダリティを確立するということになっておりますが、最近の

情報ですと、28 日の非公式会合におきまして、ハービンソン議長が、３月 31 日までのモ

ダリティ確立はできないという旨を表明いたしました。４月以降はどうなるかといいます
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と、引き続き、技術的な項目を検討していくという形で進んでまいるというふうに聞いて

おります。 

 ３ページは、ＷＴＯ農業交渉における各国の主張は現在どうなっているかということを

まとめた資料です。まず、輸出国側、米国、特にケアンズ諸国は、保護・助成の大幅・一

律的な削減・撤廃を要求しております。一方、我が国とＥＵにつきましては、非貿易的関

心事項、食料安全保障や国土の環境保全に配慮して、農政の改革の進捗にあわせた漸進的

な保護の削減を主張しておるところでございます。 

 一方、今回の農業交渉は開発途上国の発言力が非常に強まっておりますので、開発途上

国の支持を得ていくということが極めて重要でありますので、我が国としても支持を取り

つけるよう努力しているところでございます。 

 ４ページに市場アクセス、特に関税引き下げの部分につきましては、輸出国側、特に米

国・ケアンズ諸国は、すべての関税を一定水準以下に引き下げるスイス・フォーミュラに

よる大幅・一律削減を主張しております。スイス・フォーミュラでは 25 ということを米

国・ケアンズは主張しておりまして、約５年間で全品目をすべて関税を 25％以下にする

といった方式を主張しております。 

 一方、日本・ＥＵ等は、品目ごとの柔軟性を確保するというウルグァイ・ラウンド方式、

ウルグァイ・ラウンドのときは全品目で平均 36％、品目ごとに最低 15％削減を約束した

わけですが、こういった主張をしており、対立しているところでございます。 

 ５ページですが、市場アクセスの中でミニマム・アクセスにつきましては、まず、我が

国の場合、コメにつきましては、関税化を 1999 年に実施したということになりまして、

関税化が遅れたということで、ミニマム・アクセスは加重した数量、消費量の 7.2％、通

常ですと５％ですが、7.2％を約束しているということになります。 

 我が国はどういう主張をしているかといいますと、まず、アクセス数量の見直しという

ことで、国内の消費量の変化、消費量が減っておりますから、アクセス数量の見直しをし

てくれということと、加重されたアクセス数量の解消を主張しているところです。基本的

な考え方は、右下にありますコメ輸入システムということで、四つのシステムが大切だと。

ミニマム・アクセスがクローズアップされるのですが、ミニマム・アクセス数量だけでは

なくて、枠外税率、現在 341 円／kg と、輸入差益、マークアップの確保、さらに言うと、

一元的国家貿易体制、ミニマム・アクセスにつきましては一元的に食糧庁が輸入する体制

になっておりますが、こうした四つの点について総合的な輸入システムの確保が必要であ
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るというふうに考えております。 

 ６ページ、国内支持につきましては、まず色分けですが、一番左下の表にありますよう

に、「黄」は貿易生産への影響がある施策として、これは削減対象になります。「青」と

「緑」は削減対象外ということになっております。特に我が国の稲作経営安定対策が青の

政策ということで、生産調整を行う直接支払いということで位置づけられており、削減対

象外になっております。現在は、アメリカやケアンズ諸国は黄の施策、これは大幅に削減

すべきということを主張しております。一方、我が国やＥＵは品目ごとの柔軟性のある総

合ＡＭＳ方式による削減が必要であるということで、ここにおいても対立しております。 

 ７ページは輸出競争ということです。我が国とＥＵはすべての形態の輸出補助金の削減

を主張しております。一方、米国やケアンズはすべての形態ではなくて、今ある輸出補助

金の撤廃を主張しているということです。特に米国は、輸出信用、食料援助、これへの厳

格な規律の適用に反対しているという立場をとっているところでございます。 

 ８ページは開発途上国への対応ということです。開発途上国につきましては、ＷＴＯ加

盟国はほとんど開発途上国ですが、基本的には先進国に対して市場開放を迫っているとい

う主張です。ただ、開発途上国の支持というのが今回のラウンドで非常に重要であるとい

う考えのもと、我が国は開発途上国にいろいろな働きかけを行って、基本的に我が国の考

えを支持するように働きかけを行っているところでございます。 

 あとは参考資料なので、省かせていただきます。 

 次に、資料№７「ＷＴＯ農業交渉モダリティ１次改訂版の概要」につきまして、簡単に

御説明いたします。 

 まず、前文で、これは３月 18 日にハービンソン議長が提出したものです。１次案が出

たわけですが、議長の言葉として、前文の一つ目のポツにありますように、「議長として

１次案を大幅に修正するための十分な指針を得られなかった。したがって、このペーパー

は、１次案の一部の項目についての最初の限定的な改訂版と考えられるべき」ということ

で、２次案ではなくて１次案の改訂版ということになっております。 

 中身につきまして、まず、市場アクセスから簡単に説明したいと思います。 

 （１）の関税ですが、全農産物の単純平均により、５年間で以下の方式により削減する

という形になっております。〔90〕％より高い関税は平均〔60〕％、最低〔45〕％という

形で、コメの場合ですと 490％の関税率ですから、ここに当てはまるという形になります。

〔90〕％以下で〔15〕％より高い関税は平均〔50〕％、最低〔35〕％。〔15〕％以下の関
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税は平均〔40〕％、最低〔25〕％という提案になっております。 

 ２ページの（３）関税割当、①関税割当数量、いわゆるミニマム・アクセスの部分です

が、これは最終譲許の関税割当数量が国内消費量の 10％に満たない場合につきましては

10％まで拡大ということになっております。コメの場合は 7.2％という約束ですから、こ

れを 10％まで拡大するという主張です。 

 ただし、関税割当対象品目の４分の１を上限としまして、ある品目を 12％まで拡大し

た場合には、一部の品目については、約束数量を８％にすることができるという内容も加

わっております。 

 その場合の算定式ですが、ポツの３番目にありますように、最新の国内消費量は 1999

年～2001 年、または最新の３カ年平均とするということで、一応我が国の主張がここで

通っているという形になっております。 

 続きまして、３ページに行っていただきまして、（４）関税割当運用です。これはさら

なる検討を行うものとして、一定の規律に服するという形に整理しております。別添１で

具体的な内容がついておりますが、こういった部分につきましては、４月以降にさらなる

議論を技術的に行っていきたいという形で整理されている部分でございます。 

 続きまして、（６）の輸入国家貿易企業につきましても、別添２についているとおり、

さらなる検討を行うものとして一定の規律に服するという形で整理をされているところで

ございます。 

 次に、４ページの（３）に食料援助とありますが、食料援助につきましても同様の整理

ということで、別添４で整理されているところでございます。 

 ４ページの一番下の国内支持ですが、５ページ目の青の政策、稲作経営安定対策が青の

政策になりますが、青の政策は直近の通報水準で上限を設ける。その水準で譲許した上で

毎年５年間で 50％削減する。さらには、現行の総合ＡＭＳ、いわゆる黄の政策、削減対

象である政策の方に算入するという内容を提示されております。 

 また、（４）黄の政策ですが、これは総合ＡＭＳ方式により５年間で 60％削減。ただし、

今回は品目ごとのＡＭＳ、これは 1999 年～2001 年の平均の水準を上回らないということ

で、品目ごとにキャップをかけたらどうかという提案になっております。 

 さらに、５番目の後発開発途上国につきましては、ポツの２番にありますように、先進

国は、後発開発途上国からの全輸入に対して無税・無枠を供与するよう努める、または義

務を負うという形で整理されているところでございます。 
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 以上がモダリティ１次案改訂版、資料№７の説明になります。 

 続きまして、資料№８「コメについての総合的な国境措置・輸入管理体制等」です。コ

メについては、先ほど簡単に説明いたしましたが、まず、大幅な内外価格差が存在する中

で、まずは、高水準の枠外税率のみではなく、ミニマム・アクセス分の国家貿易による一

元的輸入等の総合的な国境措置・輸入米管理体制を講じているということです。 

 この図の見方ですが、右側にありますように、枠外税率、１キロ当たり 341 円の税率を

張っております。実際、枠外税率を支払って輸入された数量は、2001 年度で 69 トンしか

ございません。用途としては、健康食品や在駐外国人用とか外国産業、いわゆるエスニッ

クレストラン用等の用途に限られております。マークアップですが、左側にありますよう

に、上限が 292 円という形で定まっております。これは輸入価格に一定の輸入差益を取れ

るという形で 292 円を取るということを認められておるわけでございます。 

 下の方に、ミニマム・アクセス数量というところで、ミニマム・アクセスにつきまして

はマークアップをつけて販売という形になっておりますが、ここの部分について、現在政

府が 76.7 万玄米トンですが、国家貿易による一元的な輸入をしているという形になって

おります。このような国境措置が非常に重要であるというふうに考えております。 

 １枚めくっていただきまして、ＷＴＯ農業交渉の課題という形で整理しております。こ

のような四つの目標につきまして、こういう目標が未達成の場合にはどういうことが起こ

るかということを真ん中の四角でまとめております。まず、目標ですが、高水準の枠外税

率、現在は 341 円ですが、これが達成されなければ無秩序、かつ大量の輸入米の流入が考

えられる。これは誰でも税金を払えばお米を輸入できるというシステムになるということ

でございます。 

 さらに、②高水準のマークアップの堅持ということですが、現行は１キロ当たり 292 円

以内取れるという形になっておりますが、これが仮に削減されて取れなくなるということ

になりますと、外国産の競争力が増して、国産米のシェアの低下や、国産米の価格の低下

等を誘引するのではないかと考えられます。 

 さらに、③一元的国家貿易体制ということですが、これがもし堅持できなくなりますと、

主食用が増加する可能性があります。さらに言うと、援助用に最近使っておりますが、そ

ういった援助用としての振り分けも不可能になるということになります。 

 ④は、現在ＷＴＯ農業交渉において交渉しているＭＡ制度の是正ということで、普通で

したら５％のミニマム・アクセス数量でよいものを、日本の場合は、関税化が遅れたとい
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う形で 7.2％の約束をしておりますから、こういったものを是正していかなければならな

いという形で主張しておるところでございます。 

 次に、ミニマム・アクセス米の販売管理状況等ですが、1995 年（平成７年度）から輸

入しているわけですが、輸入数量は 13 年度までで 448 万トンという輸入数量になってお

ります。このうち主食用としては 46 万トン、加工用として 163 万トン、援助用として

144 万トン、在庫として 95 万トンという形になっております。単年度需要ですが、主食

用は約 10 万トン、加工用は 20～30 万トン、援助は、通常ベースですと 20 万トンという

形になっております。 

 ただし、右側に書いてありますように、主食用のところは、主食用に供給されたＭＡ米

数量を大きく上回る量の政府の国産米を援助用として処理しておりますので、主食用には

影響が及ばない形になっております。 

 １枚めくっていただいて、コメの内外価格差を直近のデータで整理したものです。これ

は消費者の価格で整理しておりますけれども、１キロ当たりの精米の価格という形で整理

しておりますが、米国産と比べて約 2.7 倍、タイ産に比べて 8.5 倍、中国産に比べて

10.8 倍もあるということになっております。 

 以上でございます。 

○八木会長 ありがとうございました。 

 

質問・意見等 

 

○八木会長 それでは、基本計画をはじめといたしまして、ただいま事務局から説明いた

だきました内容について御質問、御意見ありましたら、お願いいたします。また、今回、

それ以外の食料行政に関することでも構いませんので、御自由に御質問、御発言をいただ

きたいと思います。 

 山田委員、どうぞ。 

○山田委員 №１の資料の４ページ、需給見通しですが、先ほど 14 年産米の生産量、そ

のうちの計画出荷量について、12 月段階の 447 万トンを 418 万トンというふうに修正さ

れているということで、数字の修正の言及だけありましたけれども、理由は何なのでしょ

うか、聞かせていただけたらと思います。集荷率が変わったんですか、ということは、計

画外が拡大したということなのか、作柄の影響でそうされたのですか、生産調整の実施率
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とか、そんなことなのですか、農家保有米の変動があったり、そんなことですか、どうい

う理由なのか聞かせていただきたいと思います。 

○八木会長 計画課長。 

○中村計画課長 唯一の変更点でございます計画出荷量の関係の御質問でございましたけ

れども、12 月段階の指針におきましては、これは毎年そうなのですが、過去５年間程度

の出荷率の傾向で単純に数字を掛け算して、ここの計画出荷数量をはじているわけでござ

います。先ほど申し上げましたように、現時点におきまして集荷量が確定したことにより

まして、それを減額修正をしたということでございます。 

 御案内のとおり、14 年産の生産量が前年産を下回っているという状況がございます。

平成 13 年産の生産数量、作付面積もそうですが、906 万トンありました。作況も 103 だ

ったのではないかと思います。平成 14 年産は 889 万トンということで、そこで全体のパ

イといいますか、生産量が下回っているという中で、計画外流通米については、数量はそ

れほど変わらないという中では、計画出荷数量が結果的に落ちてきているということがあ

るのではないかと思います。 

 関連いたしますが、計画外流通米が増えてきているからではないかという観点の御質問

もございましたけれども、計画外流通米の関係では、最近の特徴として、農協の取り扱う

計画外流通米の割合が増えてきている状況にございます。農協の取り扱うお米という意味

では、計画出荷米と計画外流通米を合わせるとそんなに変わっていない、前年並み程度で

推移しているのではないかと私どもは見ております。 

○山田委員 12 月の段階では、今おっしゃいましたが、13 年産の収穫量と生産調整の動

向もきちんと把握できるわけですから、どういう計画生産でいくかということは 12 月の

段階ではわかっているわけです。それから、13 年産の作柄が幾つだったかということは

12 月段階ではわかっているわけですから、それはわっているんじゃないですか。ですか

ら、今おっしゃったように、13 年産が 103 で 900 万トンを超えていましたよということ

と、14 年産は、実は八百何十万トンで、そこが下がった分ですよというのは、そういう

面では 12 月段階でわかっているんじゃないですか。ですから、そこら辺が、数字を変え

たからおかしいとか何とか言っているわけではないのですが、どういう理由だったのかと

いうことを、できるだけ正確に把握しておきたいという意味で質問しているわけです。 

○八木会長 企画課長。 

○針原企画課長 昨年、計画課長をやっておりまして、同じことを聞かれるのではないか
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と思って、ずっと勉強していたのですが、指針の段階、11 月末と３月の見込み値をどう

立てるかという議論があるのだろうと思います。確かに今山田委員おっしゃったように、

生産量は大体確定しております。それから、生産調整の取り組みも大体のところはわかっ

ているわけでございます。確かに 11 月末の段階では、計画出荷量が、実績ベースで行き

ますと昨年と今年は若干減っておりますが、それは生産量の減少よりも減る幅は少ない。

したがいまして、計画外も含めた農家消費等も減って、計画出荷量も減っている、両方減

っております。ですから、実績ベースでは、去年の実績、今年の実績、そんなに大きな違

いがあるわけではございません。 

 ところが、11 月の見込みと現在の確定値といいますか、ある程度わかってきたところ

が違うというのは、これは毎年こういう現象が起こるのですが、計画を立てるときには、

計画出荷量について意欲的な計画を立てたいという計画者の意図が働くからというのが最

大の理由でございます。ですから、集荷が始まる段階には、政府米も含めて、農協が扱う

お米も含めて、去年よりもたくさん集めたいという気持ちが働いて、それが過去の実績並

みの集荷はやりたいということがあって、例えば過去５年をとれば、５年前の方が多かっ

たわけですから、せめてそのぐらいのところまでは行きたいという計画者の意図に基づく

計画を立てて、ただ、実際は去年並みの集荷しかできないことによって、計画値と実績値

の乖離が生まれる。これが原因でございます。ただ、去年と今年の実績ベースの比較は、

そんなに大きな違いはない。逆に計画外の伸びが鈍化しているといいますか、伸びていた

のが減るという事態に、少し逆転しているというような状況でございます。 

○八木会長 山田委員、よろしいでしょうか。 

○山田委員 結構です。 

○八木会長 ほかにございますか。 

 五月女委員、どうぞ。 

○五月女委員 今の山田委員の意見に同調するといいますか、生産している現場から言わ

せていただきますと、そうしますと、生産調整を立てる、あるいは計画を立てるという段

階において目標を定めていただいても、それにブレがあるということになりますと、ブレ

がいつまでもブレ続ける状態になっていくのか。私たち生産者はそれを一つの指針として

信用していいものか、その辺のところはどうでしょうか。 

○八木会長 企画課長。 

○針原企画課長 ブレがいつまで続くかということでございますが、先ほど法律で説明し
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ましたように、これが最後のブレになるように、新しい制度のもとでは年３回この作業を

することになるわけでございますので、このブレがないように、しかも、これは７月に計

画を立てるというところから、客観性というものをどう求めるかというのが最大の課題に

なると思います。 

 それから、ブレがあることについていいか悪いかというのは、今後のこともございます

ので、この場でも御議論いただきたいと思いますが、どうしても集荷を進めるサイドとし

て、私ども系統団体、集荷業者さん、自主流通法人さんなどともいろいろ議論をしてこの

数字を詰めていくわけですが、小さな目標をつくることによって現場へ意欲が伝わらない、

それがまた逆に集荷が進まなくなる。それが非常に怖くて、やはり少し意欲的な目標をつ

くりたいという中で、過去の数字も踏まえながら数字をつくっていくということになりが

ちだった。これがいいか悪かというのは、ここの先生方の御意見も伺いたいところでござ

います。 

○八木会長 竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員 やはり今みたいなことが、針原さんはみんなで議論してくれというわけです

が、内心では反省しなければいけないと思っておられると思うのです。つまり今御説明の

あった、この１～２年の大変大きな米改革の議論、法律の御説明がありました、かなり思

い切った法律改正になっていると思うのです。発想が全く転換している。国主導型からは

っきり生産者団体が主導して、国はそれに助言するんだという転換を図っているわけです。

その作業をやっている、ちょっと言葉は申しわけありませんが、具体的な骨格も見えてき

て、地方にもどんどん説明をしていく、あらゆる議論は全部オープンになって誰でも読め

る、あるいは農家から次々とｅメールも送ってくる、そういう最終段階の 11 月につくっ

たのに、今のようなかなり苦しい御説明をせざるを得ないというわけです。 

 やりようは幾らでもあるので、運動目標を立てるときに、マクロでは、足元とあまり大

差のない、足が地に着いたようなマクロ目標であって、かつ、それぞれの運動主体なり現

場では、それを細分して合計すれば上回るような個々の目標を立てるということは幾らで

もあるわけです。運動ですから、あるいはビジネスですから、高い目標を立てて頑張るの

は当たり前ですが、そのとおりにならないということは幾らでも出てくる。したがって、

やりようは幾らでもあるのですが、問題はマクロの数字そのものが、ついこの間の段階で、

そういうやり方そのもの、発想そのものをもう少し合理的に、ビジネス的にやっていきま

しょうという結果が取りまとめになっていると思うのです。 
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 これが２～３年ならしようがないということになったと思うのです。昨年の 11 月です

から、まだまだこの作業は、今度は国はバックアップする立場になりますけれども、それ

にしてもある種の共同作業になっていくわけですから、中央で計画、企画を立てる部署自

体が、今までの議論や取りまとめや法律の提案している趣旨に合うように足元の作業を、

つまり昨年の秋口はそのこと自体どうするかと、従来のような数字のやり方ではいけない

のではないかということを中で議論してもらって、そう一挙に行かなくてもということを、

これからぜひやっていってほしい。これは苦言半分と希望、お願い半分でございます。 

○八木会長 甲斐委員、どうぞ。 

○甲斐委員 質問ですけれども、447 万トンというのは 12 月の資料のときに出された分

ですか。私がいただいたものは 426 万トンになっているのですが。 

○中村計画課長 指針の場合は、そこのページと、あと１枚か２枚ぐらい後のページ、加

工用米が別個に表ができています。加工用の数字 21 万トンがこちらで計上されておりま

すので、先ほど申し上げました 447 万トンは、426 万トン＋21 万トンということになって

おります。 

○甲斐委員 足さなければいけないわけですね。わかりました。 

○八木会長 ほかにございますか。 

 加倉井委員、どうぞ。 

○加倉井委員 米の制度改革を抜本的にやるわけです。農家の理解というのが非常に大事

だと思うのですが、新しい制度がなかなかわかりにくい。パンフレットをつくっていただ

いたのですが、これもわかりにくいですね。私はかなり知っているつもりでも、これで説

明するとなったら、わかりにくいから、私はこれは使わないで説明するんです。その方が

わかりやすい。ですから、できたら漫画にするぐらいのつもりで……。 

 それから、申しわけないけれども、この言い方は農林水産省から言っているのです。農

家が何を聞きたいかというと、農家から見て何だということを聞きたいのです。だから、

本来あるべき姿って、農家から見れば何ですか、わからないでしょう。ですから、もっと

単純でいいと思うのです。要するに、リーダーのところへ行くのと、農家のところへ行く

のと、もちろんいろいろあると思うのですが、私などが説明するときには三つぐらいしか

説明しません。だって、全部の制度を言っても、それはいろいろなところが関係する、そ

の人には大事かもしれないけれども、農家にはそれほどでもないようなものがあると思う

のです。ですから、これをつくり直すとき、せめて漫画にするぐらいのつもりでお書きい
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ただいて、単純にすると言っておられるので、単純なものができると思うのですが、とに

かくこれはわかりにくい、それだけ申し上げておきます。 

○八木会長 ほかにございませんか。 

 山田委員、どうぞ。 

○山田委員 今、加倉井さんから話が出た部分ですが、私も大変わかりにくいと思います。

私も大分知っているつもりですが、これだけ読ませてもらっても頭に入らないというふう

に思います。 

 ところで、産地づくり推進交付金はいいとして、ここに補填の単価が出ております、補

填率も出ています、それから、担い手経営安定対策のところも一定の規模水準が出ていて、

かつ補填率も出ていますが、これは決まった内容ですか。これを発表されているときは農

水省の案として、とりあえずお出しになったもので、どこでも全く決まっていませんよね。

これは本来は決まったものではないんだということはどこかに書いてあるんですか。 

○八木会長 企画課長。 

○針原企画課長 ５ページのところですが、単価などは平成 15 年度夏までに決定します。

現時点での案でございますということで、枠で囲ってあります。これをもう少し強調した

方がいいというアドバイスは受けておりますが、あえて赤でやりましたということでござ

います。 

 それから、これがわかりやすいかどうかという議論がございますが、いろいろな方の御

要望をまとめると、皆の言うことを聞けば、誰の言うことも聞きないという一つの典型例

だったかもしれません。こういうことも書いてほしい、ああいうことも書いてほしい、実

を言うと、今回の制度は今までにない制度を新しくいろいろなパーツでつくっております。

その一つ一つが大きなバックデータといいますか、それを一つ説明するのに１時間、２時

間かかるようなものが積み上がった大改革でございまして、それを数枚で説明するという

のはいかに難しいかということをひしひし感じております。 

 今度はこの制度を書かずに、今、加倉井先生からありましたように、農家に何を知って

いただきたいのかということと、地域のリーダーの方が推進するときに何を知ったらいい

のか、少し違うだろうということで、こういうものを、１年ありますから、何回も何回も

御批判を受けながらやっていくのかなと思いながら、やっているところでございます。 

○八木会長 細野委員、どうぞ。 

○細野委員 生産調整に関する研究会専門委員会の取りまとめの中で、生産目標数量の地
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域間調整の活発化ということで御紹介があったのですが、私は、これは非常に大事な制度

だと思います。当初生産目標数量を割り当てたとしても、地域間でのいろいろなギャップ

みたいなものが出てくるでしょうから、それをうまく調整するための仕組みとしては、当

事者同士で取引するということが必要になってくると思いますので、ぜひ活発にこの制度

を活用していただきたいと思います。 

 その中で、まず、都道府県内での調整を行うという考えもあるというふうにお伺いした

のですが、それもわからなくはないのですが、地域間のギャップの調整というのが、必ず

しも都道府県内にとどまらないこともあるでしょうから、そこはある程度柔軟にしていた

だければというのが私の個人的な希望であります。 

 それから、当然、調整結果というのは、次以降の目標配分に反映されると思うのですが、

そこのところもきちんとやっていただければと思います。 

 それから、最近の動向はあまり知らないので教えていただきたいのですが、ＷＴＯにつ

いては詳細な御説明をいただいてよくわかったのですが、それ以外の二国間とか、ＦＴＡ

の関係の最近の動向等について御説明していただければありがたいと思います。時間の関

係もありますので、簡単で結構でございます。 

○八木会長 国際課の方、よろしいですか。 

○萩原課長補佐 ＦＴＡにつきまして簡単に御説明したいと思います。 

 まず、ＦＴＡですが、日本とシンガポールの間で結んでいるということは御案内のとお

りですが、そのほかの動きとしては、日本とメキシコの間で結べないかという形で、今会

合を専門家の間でやっているという形になっております。 

 その他の動きとしては、まだＦＴＡという概念からはほど遠いのですが、日本と韓国の

間で、専門家同士で話し合うという形で会議が立ち上がるということになっております。 

 その他、日本というよりもアメリカの方が、基本的にはＦＴＡに対して非常に積極的で、

ＷＴＯというよりはＦＴＡの方で、二国間で協定を結んで農産物の輸入自由化を進めると

いう動きが非常に活発化しております。 

 以上です。 

○八木会長 細野さん、よろしいでしょうか。 

○細野委員 できれば、その中で農業関係について御説明をいただければと思います。 

○萩原課長補佐 農業関係につきましては、基本的には、日本とシンガポールの間で結ん

だやり方を基本として、我が国と相手国の間で、話し合いにより、実質どこまで譲れるか
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という形を基本としております。ただ、一方、ＷＴＯの関係がありまして、我が国の基本

姿勢としては、基本的には関税の引き下げ方式とか、関税をどこまで引き下げるかという

ことにつきましては、現在ＷＴＯで農業交渉が行われておりますので、そちらの状況を見

つつ対応していきたいという方針で臨んでいる次第でございます。 

○八木会長 加倉井委員、どうぞ。 

○加倉井委員 すみせん、せっかく細野さんが言ったので、関連でお話ししますが、地域

間の調整というのは、どう考えても絶対あるべきものなのです。だけど、私が知っている

限り、何十年も前からやるべきだと言っていて全然できないというものだろうと思うので

す。ですから、あえて言いますが、これはやるべきなのです。しかし、それをやらせない

力が働いているということです。ですから、あるところに行ったら、あまり言うとわかっ

てしまうので言いませんが、その村が地域間調整をやりたいと言った、ところが県につぶ

されたという言い方をしておりまして、これはいろいろなことから当然考えられることで、

ああ、そうだろうなと、だから、何十前も前から言っていて、実際には全然例を知りませ

んので、つまりやっていないと思います。全国で絶対にやっていないだろうと思います。

そういうことですから、やはりこれはやるべきだろうと思います。その地域地域の特性を

活かし、事情に応じて地域間で調整をやるべきだと、何十年も前から言っていたのですが、

実際にやるべきだというふうに言いたいと思います。 

○八木会長 甲斐委員、どうぞ。 

○甲斐委員 私も関連で、ＦＴＡのことでお話し申し上げたいという農水省からのお話も

ありましたり、新聞紙上で目に触れることは読ませていただいていたのですが、要するに、

ＷＴＯもそうですが、農業だけで交渉しているわけではなくて、いろいろなことがあるの

で、力関係でどこに優先順位を持たせるのかというお国の姿勢なり、日本の省庁間の合意

というのが私どもには見えないので、どこに目的を置いていいのかわからない。例えばＡ

ＳＥＡＮだとか、タイだとか、フィリピンだとか、国情が違いますから、農業だけではな

くて労働力の問題だとか、厚生労働省関係だとか、いろいろなところとかかわり合ってく

るような問題提起がありますので、これはやはり各省庁間で、農業だけでやるのではなく

て、国としてどういうふうに優先順位をつけるのかという姿勢を示してからでないとでき

ないのではないかと思っておりました。今加倉井さんがおっしゃるように、やるべきこと

なのでしょうけれども、まず先に国内の優先順位というのが、どういうふうに話し合いが

できるのかということが気になっております。 
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○八木会長 計画課長、どうぞ。 

○中村計画課長 先ほど加倉井委員の方から、地域間調整の取り組みに関連した御発言が

ございましたけれども、確かに都道府県間の調整というのは、最近調整の面積が上がって

おりません。かつては何千ヘクタールと調整されていたのですが、最近新しい事業もでき

たということも影響しておりますけれども、例えば平成 14 年の見込みとしては 98ha とい

う状況になっております。 

 ただ、市町村間の調整におきましては、例えば県において独自の助成金をつけたりいた

しまして、中山間地域と平場との間で減反面積をやりとりするという取り組みもされてい

る地域がございます。例えば平成 14 年で見ますと、31 県で 5,500ha ぐらいのやりとりが

されております。そういう実態でございますが、先ほど申し上げましたように、需要に応

じた生産ということを考えますと、補正する手段として地域間調整ということは今後ます

ます活発化すべきではないかということで、最近はやりのインターネットなども使いなが

ら、より調整手法を拡大してはどうかという提案でございますので、先ほど細野委員の御

発言にもございましたけれども、できるだけ進むようなシステムを考えてまいりたいと思

っております。 

○針原企画課長 ＦＴＡ、ＷＴＯの国内の優先順位の問題でございますが、私が答えるべ

き話かどうかわかりませんが、国際経済課長時代にＷＴＯの日本提案というものを１年か

けてつくりました。その前文に、「この提案は日本国民の総意に基づくもの」という言葉

を入れたわけです。この「総意」というものが入るかどうかということで省庁間でいろい

ろ議論しました。最終的には、農水省の案で「日本国民の総意に基づいてこの提案をいた

します」という言葉が入ったわけですが、そこに至る過程では、パブリックコメントを２

回、アウトラインで１回求め、最終的にもう一回求めるという２段階のやり方をとり、そ

れから、全国 10 カ所ぐらいで延べ 4,000 人ぐらいの参加をいただいた議論をやり、そう

いうことを通じてやっとこの「総意」、それから総理府の世論調査もこのためだけにやっ

てもらう、そういうことをやって１年かけてやった取り組みによって、この「総意」とい

うのが、私どもから言えばかち得たということになるわけです。 

 ただ、そのときも、交渉が始まるときはそういうことが言えても、妥結のときにそれが

言えるかどうかということは大きな課題だということは私どもも承知しておりましたし、

今後そういう過程に入りますので、ぜひ「総意」ということが書き込まれたという趣旨を、

政府部内でもいま一度確認し合って、私どもは優先順位というのは農業が一番だというこ
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とでございますので、そういうことで御理解をいただいて、御納得していただければと思

っておる次第でございます。 

○八木会長 立花委員、どうぞ。 

○立花委員 先ほど加倉井さんから、このカラーのパンフレットが非常にわかりにくい、

一体どちらの立場から書いているのかという話がありました。確かにそういう印象を受け

るのですが、逆にこの大綱でも、農業者の方が、団体の方が主役になるということだとす

ると、今日山田さんおられますが、山田さんの方でわかりやすい、どんな資料をつくって

おられるのか、場合によっては比較対照して、どういう形で現場に伝わっているのかとい

うことを検証する意味で、もしお差し控えなければ、山田さんの方で関連の資料を、実際

に現場の方々に説明されている資料と比較対照してみたら、どういうところに伝わりにく

い点があるのかということがわかるのではないかという感じがいたしました。それが１点

目です。 

 ２点目は、今日いただいた基本計画、№１の資料で、これは私は何とかの一つ覚えのよ

うに何回も申し上げているのですが、まさに御担当の課長さんがおっしゃったとおり、価

格も市場での価格形成が非常に大事になるということで、その意味で言うと、２ページ目

の（４）で、自主流通米の適切な価格形成を図るため、リベート販売の監視・強化を図る

と。まさに政府が価格決定に関与しないということで、市場での価格を重視するというと

きに、形の上だけ高値で、裏の方でリベートで決裁したのでは、まさに価格形成がゆがめ

られるわけですから、私は、このリベートのやりとりというのは、価格形成がゆがんでい

るからこそこういう形が出てくるので、ある意味ではこれは犯罪だろうと思うのです。市

場での価格形成をゆがめているわけです。 

 そういう意味で言うと、むしろこういった規制改革、規制緩和に伴って、基本的にはマ

ーケットでのプレイヤーの創意工夫を生かす、いかにして買っていただくか、売らせてい

ただくかということから言えば、当事者の知恵の出しどころだと思うのです。それをゆが

める行動に対しては、本当は事後チェックの仕組みも大事なわけで、まさにリベート販売

の監視・強化を図ると書いてあるのですが、例えば公取と新しい食料行政を担うセクショ

ンとの連係プレイがどうなっているかとか、あるいはそういった価格形成をゆがめる行為

があった場合には、公正取引委員会に通報するという義務が政府の側にあるだろうと思う

のです。要するに、不正な行為を見逃がさないという意味で。価格の談合、ゼネコンの談

合などでもそういうことが言われましたけれども、そういう意味で、どういう形で業者の
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方々の意識改革が進んでいるのか。消費者重視とか、あるいは実需者重視とかという話が、

去年の「『食』と『農』の再生プラン」でも言われましたけれども、まさに価格形成をゆ

がめるのは犯罪だということで、行政の方の取り組みがさらに強化されることを期待した

いし、また、その是正は公正取引委員会の仕事だろうと思いますので、公取との連係プレ

イをお願いしたいという感じがいたしました。 

 それから、３点目が、別の資料で生産目標数量の地域間調整、これは今日生源寺先生が

おられますけれども、私も去年の１月からこの研究に入ったときに、ＣＯ２の排出権の売

買にならって、耕作権の売買という形で、市場原理をゆがめない形で工夫した形でできな

いだろうかということを申し上げた経緯があるのですが、私の力では、具体的なモデルま

ではつくり上げることができなかったので、私も結果的にしり切れトンボみたいになって、

言うだけ言ったという形にとどまっているわけです。 

 今、先生方から二、三お話が出ましたけれども、むしろこういったものを実証実験する

ぐらいのことが必要で、恐らく話し合いだけでは片がつかない、そこには何らかの金銭的

なやりとりが伴うのだろうと思うのです。それがどの程度の金銭ならいいのかということ

はやってみないとわからないわけです。そういう意味で言うと、できるだけ産地間の競争

なり、俗に言う適地適作ということを貫徹する意味からも、こういった実験を奨励して、

どういう条件が整備されればよりスムーズにできるのかということを、むしろ行政がバッ

クアップするぐらいのことが必要ではないかという感じが、資料の御説明を伺いながらい

たしました。 

 それから、甲斐さんからお話が出たＦＡＴの問題ですが、ＦＴＡは私どもも非常に大き

な関心事で、2020 年とか、そのころになると恐らく東アジアにおける自由貿易圏という

のはかなりの確率で出来上がる可能性が強いということで、今からそういったことをにら

んで、必要な国内の条件整備をやっていく必要があるのではないかということで、農業の

問題しかり、人の移動の問題しかりなわけです。 

今どういう実態かというと、直近でも、タイとかフィリピンなどでも政府間レベルの

ワーキンググループ、本格交渉の前の交渉、政府間の話が始まっていて、両方の産業界の

方も入っているのですが、そこでの交渉の実態はどういうことかというと、私もこれは出

た者から聞いたのですが、結果的には、むしろ相手国の方が非常に熱心で、日本の役所、

外務省を筆頭に５省庁が入っているのですが、そこで何をやっているかというと、外務省

は別にしますと、それぞれの役所が自分の所管の業種の自由化がいかに難しいかというこ
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とを相手国に説明し合っているという感じで、また始まったのかという感じで、お互い顔

を見合わせたという状況のようです。 

 この辺は、どなたかが戦略的とおっしゃいましたけれども、もちろん守るべきものはあ

りますけれども、一方では、譲るべきものは譲っていかないと、戦争の世の中ではなくて、

通商関係でも平和を保つということから言えば、国としてのＦＴＡに臨む方針をきちんと

持ちながら行かないと、結果的には、私はぎりぎりまで行って押し切られるという形にな

るのではないかという感じがしてならないわけです。私は、このＦＴＡにしろ、ＷＴＯに

しても、基本的には通商の促進というのは大事な課題だという認識のもとで交渉していく

のがスタンスではないかという感じがしております。 

○八木会長 山田委員、最初のパンフレットの件、御説明いただけますか。 

○山田委員 確かにパンフレットをつくっております。我が方のパンフレット、本当に短

いです。委員の皆さんにごらんになっていただいて、何だと、口で言っている割に同じじ

ゃないかと言われそうな気もしますが、これよりは少しは……（笑声）、そういう感じが

しております。 

○八木会長 委員の皆様方に送っていただいて、比較、御検討いただければと思いますし、

また有益なコメントを出していただければと思います。 

 リベートの関係について、企画課長。 

○針原企画課長 価格形成につきましては、今センターで新しい取引ルールを議論してい

ただいております。確かに価格形成についての規制が多過ぎるがゆえに、規制をいかに実

態に合わせるかということで、リベート等々のいろいろな行為が横行している、卵と鶏の

議論みたいなところが今まで展開されているわけです。そういう規制をできるだけ簡素化

するといいますか、なくす中で実態に合わせた取引ができるということと、もう一つは、

今御指摘の監視の問題についても、どのような体制でやっていくのかということもあわせ

で検討しているところでございます。 

 それから、産地間調整で行政のバックアップ、場合によっては、耕作権の売買的なとこ

ろに近づけるようなところまで持っていけないかということでございます。実は、行政の

バックアップの方法というのは、農水省は助成金を出すのが得意な省庁でありまして、今

までも県間調整をやりますと、一反当たり 5,000 円という助成金を出してバックアップし

ております。そういうバックアップの方法よりもシステムをつくるバックアップ、情報を

提供するバックアップ、取引の場をつくるバックアップ、いろいろなバックアップの方法
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があると思いますので、考えていきたいと思います。 

 その際に、資料にも「オークション」という言葉がありますが、オークション自体は、

委員御指摘の、実験的にそういうものをやってみたらどうかということに応えることにな

ると思います。ただ、問題は、先ほど何人かの委員の方が御指摘のように、現場におきま

しては、遠い、見知らぬ人に耕作権を譲渡するよりも、近場の、顔の見える人に譲渡した

取り組みを優先してしまう。県の中では隣の県の生産者に生産権を渡すよりも、自分の県

内で処理しようではないか、県の中に米をつくりたい人はたくさんいるんだということで、

なかなか圏域の取り決めができていなかったというのは事実でございますので、これから

現場の調整が進むように、どのようなバックアップが必要かということを考えていきたい

と思っております。 

○八木会長 中村委員、どうぞ。 

○中村委員 次元が異なりますけれども、麦政策の見直しについての進捗状況を、お答え

できる範囲内で教えていただければありがたいと思います。 

○八木会長 企画課長。 

○針原企画課長 昨年暮れのこの審議会で、麦政策につきましてある程度総合的な検討を

行うべきという宿題をいただいております。これも含めまして、今後の麦政策につきまし

て、例えば品質の問題をどのように流通に反映していくか、価格形成に反映していくか

等々の問題がございます。また、水田農業政策につきましても、今後の助成のあり方につ

きまして、麦・大豆の振興のあり方、これから 16 年度予算に向けて検討課題が残ってお

ります。そういう過程で麦政策の全体的な問題につきましても、農水省全体として取り組

んでまいりたいと思っておりますし、そういう準備を省内でもやりつつあるという段階に

来ていると思っております。 

○八木会長 五月女委員、どうぞ。 

○五月女委員 幾つかお願いといいますか、わからないので教えていただきたいのですが、

実は、今回示された市町村の第三者機関というのは、私たちは地域のしがらみとか、ある

いはその市町村での位置づけがありましょうから、こういう第三者機関の人の選考は誰が

行うのか。農業者自らが行うのか、あるいは消費者の方もどういう立場でそういうところ

に入ってこられるのか、あるいは露骨に言いますと組長のワンマンで選ぶのか、お考えが

ありましたら、お聞きしたいと思います。 

 もう一つは、有機栽培を行っているのですが、実は、私たちのところで 20 町歩ほどや
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ってみたんです。そうすると、１人の職員がかかり切りでノイローゼになってしまう。改

正、改正がどんどん出てくるので、それに追われて、なかなか採算に合わないというのが

現実です。 

 それと、今まで三十有余年転作をやってきまして、今度初めて基盤整備をやろうという

運びになりましたら、160 町歩の基盤整備の中で、境界が二線引きという方式をとってい

る場所があるので、現実的には水田は畦で仕切られていますけれども、中に換地があると

いうことがわかってきまして、そういう面積が 10％になってしまったのです。そうする

と、10％の米を農家がつくっていたという現実があるのです。それが過剰米という方向で

流れるとするならば、日本じゅうでそういう現実、登記簿謄本と共済面積と水田面積の事

実上の違い、どれぐらいあるのかなと心配しております。 

 それから、何回か海外に出かけるチャンスがありまして、先ほども出ましたように、Ｆ

ＴＡやＷＴＯでいろいろお話し合いをしていますが、本当に相手国の国民の生活が裕福に

なるのか、垣根を取り払ってやって裕福になるのか、裕福になる場所がちょっと違うので

はないか。そういう裕福になる過程、できればそういうところを具体的に示していただい

て、日本の農家も頑張るよ、日本の生活者の方も辛抱しろよということがわからないと、

ここで出されている数字の動向、パーセントの動向では我々は納得できない、理解できな

いというところがあります。 

 以上です。 

○八木会長 今のことでお答えございますか。企画課長。 

○針原企画課長 市町村の第三者機関の人物の選考というのは、専門委員会の取りまとめ

の中には例示的には書いてありますが、そこは地域の選択にゆだねるしかないと思います

が、御懸念は誰が決めるのですかということになるわけでございます。選定単位は、原則

的には市町村の区域ということでございますので、自然に考えれば、現在の市町村の水田

農業推進協議会を母体にして、そこに消費者の方とか大規模生産者の方に加わっていただ

く中で決めていくということになるのではないかと思っております。ただ、イニシアティ

ブは誰がとりなさいというところまで国が指定するということはまずい、あえてやらない

方がいいのではないかと考えている次第でございます。 

 それから、有機の問題については、私専門家でないので、どなたかここにいる方が説明

するか、御要望として承って、担当のところにお伝えしたいと思います。 

 ３番目の基盤整備で、換地の際に土地がどうも、今までの土地は多かったようだという
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ことですが、そういう問題は実際によく聞く話でございます。国土調査が十分進んでいな

い段階で、課税台帳と登記簿、それから実際の農家が認識しておられる水田面積、少し違

うのではないかということで、実際に水田の政策をやる際に、ここは将来のポジへの移行

ということを踏まえて、平成 12 年ですか、一度面積合わせということを全国的にやった

ことがございます。実際に把握している潜在作付面積と台帳ベースの面積の乖離がその時

点で、何十万ヘクタールとか何万ヘクタールということではありませんが、一桁台の違い

はありました。それを２年、３年かけて少しずつ補正しているところでございます。 

 今までは面積で、これだけつくっちゃいけないということで面積に制約を加えておりま

したが、今後は数量で現場までおろします。ですから、そこをゆったりと使って、単収を

低くして取り組んでいただくということもできれば、あるいは集約型にして単収を上げて、

少ない面積で、ほかの作物の面積をかせぎながらやることもできます。したがいまして、

今後は理屈の上では、水田が幾らあるかというよりも、その俵数、トン数をどれだけの面

積でつくるか、ここが大事なことになりますので、原理的には、そこで全国的な需給調整

の規模が狂うということにはならないのではないかと思っております。 

 あと、自由化した際に、相手の国民が豊かになるかどうかというのは、これも私が答え

るべき問題ではないと思いますが、日本提案にも、ウルグァイ・ラウンドの妥結の結果、

どこの農家が豊かになったか、アメリカとケアンズだけではないかというようなことが指

摘されておりまして、実際は開発途上国の国民はそんなに豊かになっていない。それが今

回のＷＴＯ交渉では、開発途上国の不満として噴き出しているというのが現実ではないか

と思っております。 

○八木会長 黒田委員、どうぞ。 

○黒田委員 意見を申し上げるには、先ほど生産者向けにわかりやすいパンフレットをと

いうお話がございましたけれども、私向けにも、実は別の意味でパンフレットをいただき

たいぐらいで、そういう意味で意見ではなくて、もしかすると的外れな問題提起になるか

もしれませんが、一言申し上げたいと思います。 

 米政策の大転換で、どういうことになっていくのか、どういう方向に向かおうとしてい

るのかということは、結局は、ここのソフトランディング云々というところにもあります

けれども、要するに、生産者の主体性とか、市場メカニズムにより大きくゆだねるという

か、そういう方向だと思うのです。 

 問題は、当審議会の役割とか社会的位置づけみたいなものも大きく変わる、変わらねば
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ならない、その辺のことが気になっております。ここのソフトランディングで 15 年から

16 年にかけて準備期間ですか、そこでこの審議会が一体どういう役に立てるだろうかと

考えると、準備期間でお役に立てなければ社会的役割というか、意味もなくなるのではな

いか、それぐらい準備期間に集中して何か考えなければいけないのではないかと、わから

ないなりに思った次第でございます。 

 これまでの審議会の、私のささやかな経験からいくと、問題が大き過ぎて、わかりにく

さの背景には、審議会の主題を広げ過ぎているのではないか。いつも資料をたくさんいた

だいて、今日は御説明を理解するだけで、一体どこが一番問題なのかということを考える

ゆとりがなくて時間が過ぎたというのが正直な私の感想でございます。ですから、当審議

会の役割がどういうふうに変わっていくのだろうかということを御提案なり、お互いに検

討し合うような場があった方がいいのではないか。少なくとも私にはわかりやすいパンフ

レットみたいなものでもつくっていただかないと、専準期間も長いようで短いと思います。

よほどテーマを絞って議論しなければいけないのではないか。当審議会の役割をどう考え

たらいいかということを、問題提起として申し上げておきたいと思います。 

○八木会長 今の点に関しましては、最後に長官の方から総括的に御意見をいただくとい

うことにしたいと思います。 

 岡本委員、どうぞ。 

○岡本委員 あまりにも単純なことで申しわけないのですが、今まで三十何年かやってき

た、誰のための、何のためのというのが農家に伝わらなかったということがありまして、

いろいろ変わってきたわけですが、今もそれを感じております。変に伝わっているという

か、正確に伝わっていない。昨年の 10 月ごろ、麦の播種の時期のころから時々農家さん

と話すわけです。うちは専業農家ですが、兼業農家の方とお会いすることがあるのです。

うちの仕事柄、皆さん寄ってくださいます。作業受託もやっておりますので、そういうこ

とで来ていただくわけですが、そうすると、「もう生産調整はせんでもええの」というこ

とになっています。「今度、米をつくれなくなるんやな」と。「いえ、生産調整はなくなっ

たわけではありませんよ」と言っておりますが、「今からは、今までとは違って自分たち

でやるんやね」ということを言われるわけです。今までの二の舞にならないように、早く

農家さんに正確なことが伝わるようにしていただきたい。そうでないと、またうやむやに

なりそうな気がして、私は多分進める方の立場だと思うのですが、間に入って説明という

ことになると、すごく辛いところがあります。ですから、急いで、皆さんにはっきり伝わ
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るようにお願いしたいと思います。 

 それから、最後に、時間が余ったら、ちょっとだけお時間をください。ここで議論され

ることとは違うことでお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○八木会長 ほかにございますか。 

 山田委員、どうぞ。 

○山田委員 私から、米政策の改革の法律も含めて、おおよそこういう方向でということ

が決まったということで御報告があったわけです。私も、生産調整研究会のメンバーでも

ありましたし、多く意見を申し上げて関与してきた立場であるわけですから、何をか言わ

んやという部分があるわけですが、こういう分科会の場で妥当かどうかわかりませんが、

率直に申し上げますと、本当にこれでよかったのかどうかという自問自答が引き続き続い

ているわけであります。率直に言って、気分としては、これは常に申し上げているのです

が、３割のことは決まったけれども、これから我々がどんなふうに取り組むかということ

も含めて、７割のことはこれからだというふうに申し上げているし、そんな気分でいるわ

けであります。 

 といいますのは、生産者、生産者団体が主役となって、自らが需給や価格の動向を踏ま

えて、主体的に判断していくというのが対策の骨格になっているわけであります。この点

について否定するものではないわけで、あるべき方向はまさにそうだというふうに思って

おりますが、いずれにしても、御案内のとおり、地域の事情とか、多様な経営規模とか経

営実態からしまして、200 万の農業者、米づくり農家、販売農家がいるわけであります。

これに主体的な判断を求めることになるわけです。ですから、当然、前提条件があるわけ

です。農業構造の展望の実現を平成 22 年度までにやりますよということがあるわけです。

それから、米づくりの本来あるべき姿の実現を目指していくんですよと言っているわけで

す。効率的かつ安定的な農家－これも一定の基準があるのですが－が大宗を占めるとい

いますか、中心になって、全体の農家の６割ぐらいはそういう農家になっていくんだぞと

いうことがあるわけです。あと６年かかるんですか、８年かかるんですか。 

 そういうことが前提になっていて、そんな中で、さらに麦・大豆につきましても、本作

化して望ましい生産構造ができている、言うならば、麦・大豆についてもそれなりの生産

をきちんとやって、それがきちんと売れて、販売できてということで、そこの部分でも一

定の所得が実現できていけるような農業構造をつくっていきましょうと言っているわけで

す。それから、まさに意識改革を図っていくんだと、こう言っているわけです。 
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 ところが、法律上は、先ほど御説明がありましたから御案内のとおりでありますけれど

も、22 年度に何を実現するか、どうするかということは法律に一切ないわけであります。

要綱の中にそれを定めるということで、要綱はそれなりに注意深くいろいろなことが書い

てあるということは否定しませんし、要綱自身はきちんとできていると思います。いずれ

にしても、法律に書いてあるのはどんなことかと言うと、20 年度に農業者と農業団体が

主役となるシステムに移行するんですよと、移行するんですよということも書いてないの

ですが、書いてあることは、生産調整の目標の配分を、国は平成 20 年度からはやりませ

んと書いてあるわけです。さらに、直接生産者からの政府買入れはやりません、計画流通

制度は法律から外しましたということで、誰が、どこへ売ろうが、それは自分の判断です

よという仕組みになってしまったわけです。率直に言って、法律上の国の役割は、これま

での法律とは大きく転換したものになっているということであります。 

 そこで二つのことをどうしても申し上げたいと思うわけです。今後、国会で議論になる

でしょうし、そうなれば、どの程度国民的な議論になっていくのかということはそれなり

に期待する部分であるわけですが、生産現場で混乱が生じた場合、法律上はどういう措置、

どういう対策があるのかということです。例えばどんな混乱かというと、場合によったら

価格が著しく低下するということがあります。我々がどんなに努力しても買い支えるとい

うことは多分できませんし、相当な努力をしても価格が下がってしまう、どうにもならな

いくらい下がってしまうということはあり得るかもしれないわけです。 

 二つ目は、そうなりますと、今でも担い手が少ない、米づくりの担い手がいないと言わ

れているのですが、本当に中心になって地域を支える農業者がいなくなってしまう。それ

こそやれない。やれないと言っていたら翌年米が反騰するのかといったらそうではなくて、

周りにはＷＴＯも控えています、何も控えていますみたいな話になりかねないわけですか

ら、いずれにしても、担い手の問題。 

 それから、三つ目は、農地の有効活用なんていうのはどこかに行ってしまって、水田の

荒廃が進む。ちょっと極端に申し上げているところがあるかもしれませんが、生じかねな

いというふうに思っておりますから、こうしたことを、一体法律というのはどんなふうに

措置するのか。法律が措置できないとすれば、一体それはどう想定しているのかという問

題が厳然とあるというふうに思っております。 

 ２番目は、政策誘導ですね、平成 22 年度には農業構造の展望を実現する、本来あるべ

き姿をつくると言っているんですから、要綱に書いてありますような、土地の有効利用の
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仕組みも含めて、よほど大々的な政策展開をやらないと到底実現しないというふうに思っ

ているわけであります。それこそ決まったからでは到底済まされないわけでありまして、

こういう法律措置でいくということであれば、国の役割をそういう面で大きく変化させる

ということであれば、今言った二つのことにつきまして、官民挙げての対策を絶対やって

いかなければいけないと思っておりますので、その点は長官もお見えでありますので、決

意を、長官の決意をもらったから進むかどうかというのは心配でありますけれども、それ

にしても、そういう心構えをみんなそれぞれ持ってないと、消費者、国民の皆さんに、こ

の審議会の意味は、今黒田さんが明確におっしゃいましたから、私も共感する部分が多い

のですが、ここは単純に、米政策改革が決まったから、それで進むという話ではないわけ

でありまして、決まった部分について共感をいただいて、そして、この国の『食』と

『農』を本当にどうするのかという立場で御意見をいただいて、それを役所も受けとめて

いくということでないと、到底改革できないと思っている次第であります。 

○八木会長 長官、どうぞ。 

○石原長官 まず初めに、大島大臣の辞意表明がございまして、マスコミで報道されてお

りますけれども、そのため緊急の会議がございまして、こちらへ遅参いたしましたことに

対しておわび申し上げたいと思います。 

 先ほどの黒田委員のお話は後で申し上げたいと思いますけれども、ただいまの山田委員

からのお話でございますけれども、今日我が方から食糧法の改正案につきまして御説明さ

せていただきました。ここに至るまでも農業団体とは十分御相談し、閣議決定し、もちろ

ん与党との協議を経まして閣議決定し国会に提出したものでございます。また、専門委員

会の取りまとめにつきましても説明があったかと思いますけれども、この最終取りまとめ

を踏まえまして、今週の金曜日、４日に生産調整に関する研究会、これの最終の会合を持

ちたいと思っております。 

 そういう状況の中で、山田委員から発言がありましたことは非常に残念な思いもいたし

ますけれども、しかし、山田委員、農業団体として当然の主張であろうかと思います。先

ほど７割部分が残されているとおっしゃいましたけれども、農業団体、農家の皆様が関心

のあります財政措置等の最終の姿につきましては、これも説明があったかと思いますが、

８月の概算要求の段階で決めることにいたしておりまして、そういうのがわからない段階

でございますので、まだ決まっていない部分があることは、そのとおりだろうと思ってお

ります。 
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 山田委員から食糧法の改正案のお話がございました。それでどうするのかということで

すけれども、もちろん法律ですので、これで未来永劫そのまま行くというものではござい

ません。しかし、先ほど申し上げたように、いろいろな調整を経まして国会に提出し、国

会での審議を経て成立ということになるわけですが、我々としては、今山田委員からお話

がありました生産現場での混乱の問題、そういうことがないようにやること、まず、法律

を速やかに通していただくということがありますが、それに基づいて現場での混乱がない

ような運用を図っていくということが重要であろうかと思っております。 

 また、政策展開につきましても、もちろん予算が限られておりますので、その中での話

でございますけれども、我々といたしましては、生産現場での混乱がないよう、あるいは

全体としての水田農業が円滑に、うまく展開されるようにという判断で、最大限の努力は

していきたいと思っております。ただ、予算も限られておりますし、また、水田農業をめ

ぐる問題は農家の関心事項でもありますけれども、消費者団体、国民全体の関心事項であ

りますので、その点も十分踏まえながら、これからの水田農業の問題に取り組んでいきた

いというのが我々の考え方でございます。 

○八木会長 岡本委員、先ほど御発言の要望がございましたが、どうぞ。 

○岡本委員 この審議会とは関係ないことですが、八木先生にお願いしたいといいますか、

農業委員会のこと、お世話になっております。それで思い出してと言うとおかしいのです

が、お願いしたいというか、検討していただきたいと思いまして発言させていただきます。

これは私たちの農業委員会で出た意見ですが、農業委員会等に関する法律の中で「農民」

という言葉が出てきます。この「農民」というのがすごく嫌だと、「農民」と表現される

のは感情的に嫌だと。今自分たちは農民なんて思っていない、農民をすべてだめだという

わけではないんです。「農民文学」とか「農民作家」とかあるわけですから、それすべて

とは言いません。でも、「農民」と言われるぐらいならまだ「百姓」の方がいい。自分は

「百姓や」とは言えるけれども、「農民だ」とは言いたくないということが出ました。で

すから、この「農民」というのが何とかならないかなと。 

 委員会の中でも、「民」をすべて否定するのかと言われる方がおられました。「県民」と

か「市民」とかあるじゃないかと言われました。それはまた別の話でということで、「農

民」という言葉をほかの言葉にかえたいと思っておりますが、自分たちのところでは、総

会にかけてかえようかみたいなことを言っているのですが、一度皆さんの方でも考えてい

ただけないかと思いまして、よろしくお願いいたします。 
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○八木会長 ちょっと場違いですけれども、３月 24 日に一度やりまして、この４月 16 日

が最終になりますけれども、今の御意見を事務局の方に伝えておきます。 

○岡本委員 私も詳しいことはわからないのですが、八木先生にお会いしたら、言えば何

とか取り上げてもらえないかみたいな単純な思いでございます。すみません。ありがとう

ございました。 

○八木会長 予定の時間が参っておりますが、ほかに御発言ございますか。 

 それでは、今回の基本計画に関しましては、本日皆様からいただきました御意見につき

まして、本分科会としての取りまとめということはいたしませんが、冒頭でお話ししまし

たとおり、議事録として整理し、公開することとなります。その整理については、私に御

一任いただくということでよろしゅうございますでしょうか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○八木会長 それでは、そのように取り扱うことといたしたいと思います。 

 

長官あいさつ 

 

○八木会長 長官、どうぞ。 

○石原長官 それでは、最後に一言発言を許していただきたいと思います。本日は、基本

計画等につきまして活発な御議論をいただきまして、まことにありがとうございました。

先ほど黒田委員の方からお話がございましたけれども、委員の皆様方の改選等を含む分科

会の見直しの問題につきまして一言申し上げたいと存じます。 

 本分科会は、２年前、平成 13 年の１月に、それまでの米価審議会を受け継ぐ形で発足

いたしました。その年の３月に、本日と同じ議題でございます米の基本計画につきまして

御議論いただいたわけでございますけれども、それを皮切りに２年間、皆様方に御参集い

ただきまして、いろいろな御意見をいただいたところでございます。これまでの皆様方の

御協力に対しまして、改めて御礼申し上げる次第でございます。 

 この分科会、ちょうど２年を迎えたということでございまして、我々この際、このあり

方につきまして見直しをさせていただきたいと思っております。幾つかの点がございます

けれども、一つは、本分科会は、食料・農業・農村政策審議会の分科会の一つでございま

す。この親の審議会の委員の任期は原則として２年とされておりまして、本年１月に任期

が切れまして、委員の改選が行われたところでございます。 
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 二つ目には、審議会の委員につきましては、政府全体として、審議会等の運営に関する

指針が策定されておりまして、委員の年齢等、選任に関する事項が定められております。

本分科会の委員につきましても、この指針に即した見直しが必要でございます。 

 三つ目は、食料・農業・農村政策審議会の分科会は、農水省の局、庁ごとに設けられて

おります。御案内のとおり、現在国会に提出されております「農水省設置法改正法」が成

立した際には、食糧庁が廃止されまして、食糧に関する部分は「総合食料局」の部として

位置づけられるということになっておりまして、本分科会の位置づけも変わってまいりま

す。 

 最後に、四つ目は、先ほど黒田委員からお話がございましたように、食糧法の改正法が

成立しますと、米についての制度・政策が大きく見直される中で、これまで分科会が主と

して行ってまいりました米麦の行政価格についての審議は、これから米の需給見直し等に

ついての専門的な意見を述べていただくというふうに役割が大きく変わります。 

 この４点を踏まえまして、委員の皆様方の改選を行いまして、あり方を見直していきた

いと考えているところでございます。具体的には、皆様方に、今後個別に御相談させてい

ただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○八木会長 ありがとうございました。 

 本日は、活発な御質疑、御意見をいただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして本日の主要食糧分科会を終了いたします。長時間にわたり、

どうもありがとうございました。 

 

閉    会 

 

 


