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第２回生産調整に関する研究会の議事概要

○ 日 時：平成１４年２月２２日（金）１５：００～１７：２０

○ 場 所：農林水産省第２特別会議室

（計画課長）委員の皆様には、ご多忙のところ、ご出席いただき感謝申し上げる。

定刻となったので、只今から、第２回「生産調整に関する研究会」を開催させていた

だく。なお、本日は都合により、立花委員及び和田委員が欠席されている。議事に入る

前に、遠藤農林水産副大臣から、ご挨拶を申し上げる。

（遠藤副大臣）委員の皆様大変ご苦労さま。最近、偽装牛肉が各地で発見されるなど、

。 。あってはならないことが起きている モラルハザードが低いことに心が痛む思いである

同時に、企業が潰れるといった深刻な事態も発生している。

国民の皆さんに対し心配をかけたことや批判を受けたことを真摯に受け止め、今後対

応して行きたい。

さて、生産調整研究会は、今回が２回目である。前回からこれまでの間、３回の企画

部会を開催した。私も、これに出席又は事務局から詳細な報告を受け、内容は承知して

いる。今の生産調整の方式は、３０年もの間行われているものであり、簡単には変えら

れないもの。皆さん方の共通の認識を築くことは困難なこととは思うが精力的に議論し

ていただきたい。

先日、宮城県に行って４００人を超える農家の人と話をしてきた。そこでは、青刈り

。 。 、にも反対との声が強かった ６０～７０名の担い手生産者と意見交換した その中では

数量管理への移行はわかるが、毎年収量が変わることや柔軟な対応が出来ない年寄りは

どうするのかといった声もあった。これに対しては、皆さんがどうしてもやれないもの

はできないと判断するしかないと回答してきた。

牛肉問題に鑑みても、これまでの我が省の農政は生産者重視だったと思う。時代の変

遷とともに、消費者に求められる米づくりが重要と考える。生産者に理解され、消費者

に安全で責任ある、顔の見える米が供給できる方法を築きたい。現行の農政についても

十分ご示唆いただきたい。

本研究会では、幅広い議論の展開が行えるよう、事務局として省内の関係部局をあげ

て取り組んでいるところである。活発なご議論をお願いするとともに、御礼の言葉とし

たい。

（計画課長）それでは、ここから生源寺座長に議事進行をお願いする。

（座長）それでは議事に入る。前回は第１回目ということもあり、これまでの生産調整

の経緯、現状、課題等について事務局から説明していただき、それに対する質疑を行っ

たところである。その後、生産調整に関する論点・課題の整理を行うため、企画部会を

開催し、委員要求資料、論点整理の方向・枠組み等について、３回の議論を行ったとこ

ろである。本日は、まず、これまで企画部会で行われた議論の概要を報告した上で、研
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究会全体として検討を行いたい。

まず、委員の皆さんから事務局に対して要求があった資料について、事務局から提出

されたものを企画部会で議論してきた。その結果、全体研究会に報告し、評価していた

だくこととなった資料と、更に企画部会で議論を深めてから報告しようということにな

った資料の２種類に分類したので、前者について、その内容を説明していただくととも

に、後者について、企画部会における指摘内容を事務局から説明していただく。

（計画課長）資料に基づき説明

（座長）只今説明があった資料等について、ご意見・ご質問等あればお願いしたい。

（廣瀬委員）ＭＡ米の運用方法等についての内容は承知している。閣議了解の中でもＭ

Ａ導入に伴う転作強化を行わないとなっており、直接は影響ないと思う。入り口は違っ

ても消費者の口に入るのは一緒であり、需給に全く影響がないと言えるのか。１３ＲＹ

も７７万トン輸入され７５万トンの在庫がある。ＷＴＯ交渉により受入れて以来、政府

の方針では仕向先用途が特定されているが、本当に用途別にＭＡ米が流れているのか疑

わしい。海外から入った安い米が流通段階で価格が加算され主食用に回るなると、国内

の米流通が混乱する。政府の対応を説明されたい。生産者もそれぞれの用途に応じて安

く国内産米を供給している。このように安く供給する場合には、とも補償のような拠出

方法によりカバーしている。生産調整にも影響があると思うが、政府の対応の考え方を

説明されたい。

（座長）提出資料が実態と違うのではないかとのご指摘であるが具体的にはどういうこ

とか。

（廣瀬委員）米は、外国産であろうが国内産であろうが、形状は同じである。ＭＡ米に

色付けするなり差別しているのか。

（計画課長）色付けはしていない。加工用途へは原則コストのかかる変形加工での供給

であり、９２％は砕いて供給している。一方で、丸米のままの供給があり、１３ＲＹで

は２万３千トンの実績となっている。主な用途は、ポン菓子、こうじ味噌、玄米茶で製

品の製造上、丸米の形状が必要なもので、製品の段階で丸米の粒形が確認されるものに

限り供給している。なお、このような丸米需要者については、月２回、食糧事務所が帳

簿のチェックを行うことにより、横流れを防止している。

（廣瀬委員）政府の対応は分かったが、７７万トンもの大量のＭＡ米が輸入されている

ことから、政府として、国内産に影響しないような厳格な対応をお願いしたい。

（宮田委員）１１ページの田湧きについてであるが、減反が強化される度、田湧きが発

生しているようだが、これでは生産調整の実効性がない。どうして自然発生的に水田が

増えるのか。最近は、航空写真でも確認できる時代のはずだが、このように田湧きが起

きる現象の理解に苦しむ。起きないようにしなければ制度に協力している生産者が、今

後の政策に不信感をもつ要因となるのではないか。

（ ） 、計画課長 生産調整が始まった３０年前の昭和４０年代はじめに耕地面積をおさえて
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申請にあがったものをカウントしたが、その当時は開田ブームであり、山奥の田等で申

請漏れがあって、それが田湧きが発生する要因となったと考えられる。それは水田とし

て認めざるを得ない。それを末端での生産調整推進の中で見つけては、対応してきたの

ではないか。当時の国土行政が未発達だったことも要因となっている。現在は、１０１

万ｈａの生産調整を行う中で、対象となる田を拾い尽くしていると思うが、実際に押さ

。 。えることは難しい 今後のネガからポジへの移行の中で対応していくものと考えている

（宮田委員）４５年に生産調整がスタートした初期の段階と現在とでは事情が違うこと

は理解できる。しかし、田湧きの問題は近年のこと。８年の３万６千haのウエイトは大

きい。更に、１０年も増えている。生産調整が達成され、作付が抑制されているのかど

うか信憑性に乏しい。ネガからポジへ変更し数量管理にするというが、面積は統計調査

か共済面積が基礎となれば、当然、数量は単収×面積となり、どうしても面積問題は出

てくると思うが、いかがなものか。

（座長）この申請漏れ等の問題をどう整理するかはこれから研究会で詰めていくべき問

題のひとつである。この件に関連して現場の行政の立場として意見はないか。

（上場委員）本研究会には、県の委員が６名いる。それぞれ他県の実情を把握してない

ので、６名が寄り合って問題意識の確認を行った。私を除く５名は、生産調整に専門的

に関わっている者で、市町村、ＪＡ、農家の現状の最前線に詳しい。問題意識として一

致した意見は、現場の問題をどこで発言すればよいのかということである。研究会が企

画部会の追認ということでは役目にならない。これまで企画部会の議論の様子を見てき

、 、 、 、 。たところ 申し訳ないが 一種の失望感を抱き かつ 今後の進め方の心配をしている

生産調整業務で、県の委員は最前線で日夜苦労している。一方で先生方の議論は抽象論

に過ぎる。田湧きの問題にしてもそうである。会計検査は現場に入って、水田台帳はど

うだとか、田んぼはどこにあるかとか、あるいはどこから水を引いているのかまで聞い

て調査している。一方、農水省については、担当課長等の会議の開催はあっても、現場

に入ったという事例を聞かない。次回の現地検討会が無駄とは言わないが、もっと現地

。 、 。 、の実情を把握して欲しい 田湧きについても 発言していただければと思う 田湧きは

確かに発生している。そのことだけでも１時間くらいは十分話せる内容である。現状の

確認を含めて、ＪＡも営農指導担当部長などの実務担当者の意見を聞く場を設定して欲

しい。

（座長）上場委員から意見のあった全体の進め方について、私から説明したい。研究会

は、今は議論の土俵作りの段階であり、素材集めを行っている。出された論点を整理し

。 、 。て議論を積み上げる 現場からも積み上げることにより 色々な論点が出てくると思う

必要に応じ、例えば、部会なり専門委員会を持って行きたいと考えている。

（上場委員）現場でのヒアリングをお願いしたい。先般提出された企画部会の資料も、

現場においては田湧きの問題等でミスマッチがあると認識している。我々も意見がある

が、資料を出して良いのか。

（座長）文書でご意見や資料を提出いただければ、研究会で発言があったものとして扱

うこととしたい。
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（永石委員）田湧きについて、おおむね計画課長が答えたとおりであるが、特徴として

は福島県にしても国土調査が終わっているのは水田面積の４０数％であり、固定資産税

台帳、共済面積等を元にして把握してきており、同時に統計面積がある。今、水田台帳

の基礎面積について圃場毎の整理をやっているところであるが、そういう中で常に今ま

で１００、各支所毎も１００ということを命題で必死になってやってきた。その裏付け

でなんとか実績算入としてやってきた。

（座長）今のご発言は事前に制度上予定をしていなかったケースが出てきて、結果的に

田湧きになったと理解している。

（太田委員）田湧きは、生産調整目標面積が拡大するような対策の変わり目においてこ

の拡大分を少しでも軽減するため、それまで生産調整面積として何らカウントされてい

なかった水田を見つけ出し、実績算入としてカウントすることも要因となっている。

転作をしていることには違いないが、面積が拡大する中で田湧きというような形で顕

在化しているものと思われる。

（廣瀬委員）委員要求資料の９ページの計画外出荷米との関係であるが、年々数量が増

加してしている現状にある。ここでは未検査米の状況として作られているが、サンプリ

ングとして８千名の方を標本にされたことから推計されている。この未検査米を国とし

て、どのように考えているのか。また、こうした生産者は、なぜ検査を受けずに未検査

米として流通させているのか。国として分かれば示していただきたい。

（計画課長）未検査米の検査の問題は、検査法上、あるいは最近のＪＡＳ法上流通上の

問題として、未検査米を少なくしていかないといけない。

なぜ増えるのかというと、検査を受けないと、早く現金収入を得ることができるとい

うことが大きな理由である。

（廣瀬委員）未検査米があるため、需給上、入札価格にも大きく影響している部分があ

ると思うので、今後の問題として整理していく必要があるのではないかと思う。

（座長）それは計画米、計画外米の価格形成の構造に関わる話である。

先ほど上場委員の発言にもあったが、今後の研究会をどのような形で進めていくかに

も関連するが、私としては論点を整理したからと言って、それで扉が閉まるとは考えて

いない。

したがって、今日できるだけご発言いただきたいが、同時に先ほども申し上げたよう

に、今後、書面でいただいたものも委員会で発言したものと同じものとして扱わせてい

ただく。

ＭＡ米について議論があるが、今後の対応も含めて、意見があればお願いしたい。

（ ） 、 、宮田委員 第１回目の研究会でも質問したが 今後の生産調整のあり方の議論の中で

ＭＡ米の問題は大きなポイントとなる。これまでも生産調整推進の中でいつもＭＡ米は

問題視されてきている。生産調整で苦労しながら、ＭＡ米の輸入があるのは理解が得ら

れない。当時の約束が変えられないのは分かるが、当時はＭＡ米一辺倒から関税化に変

わり、ＭＡ米の数量の変更が可能ではないかとの声や５％水準に戻れるのではないかと

の意見もあった。当時の５％は、国内消費量に対する水準であるが、すでに消費量は減
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ってきている。今後のＷＴＯ交渉の中で、ＭＡ米の見直しも主張すべきではないか。

１０１万ｈａの生産調整を行っている中で、主食用、加工用の世界があるが、ＭＡ米

の影響はある。５％の中で毅然として対応するのか、今までと同じなのかでは、対応が

異なると思う。政府見解を行う必要があるとの意見を申し上げたい。

（座長）国境でのＭＡ米の取り扱いの問題については、今の段階で研究会としてもこう

なるといった形で断言はできないと思う。

（飛田委員）米の生産調整推進の上で、ＭＡ米は少ないほど良い。しかし、ＭＡ米は外

国との交渉の中で、今後、政府に努力してもらうしかない。ＭＡ米をどうするかは、生

産調整の数量をどうするかの議論の中でやればよい。この場では、生産調整の円滑な推

進と公平性の確保について議論すべきと考える。

（永石委員）農家としては、ＭＡ米はいらないと思うが、政府がキチッと対応すること

で了解したい。ただ、外国に対しては、ＭＡ米はいらないものとしての主張をせざるを

得ない。その点も踏まえて、政府には頑張っていただきたい。

（山田委員）ＭＡ米は転作に影響していないという整理が前提では困る。これから生産

調整を議論する上では、ＭＡ米はこんな実態だという共通認識が必要である。政府とし

ては、閣議了解に基づき転作を強化しないという運用の説明しかないかもしれないが、

どう考えても、入っているものは国内産に影響している。ＭＡ米が入るから援助輸出し

ている訳ではない。当初から援助が必要だから出しているものだし、援助の対応はＭＡ

米に限るものではない。また、ＭＡ米は加工用に供給していると言うが、従来は、国内

産で対応していた。影響があると整理すべき。そのうえで影響を最小限にすべく努力す

ると整理した方が、皆さんの理解が得られやすいと思う。

（中野委員）ＭＡ米の問題は、今後の交渉に委ねる。現実に国内に影響しているかどう

かである。影響していないと整理するのは理解できない。政府の立場も分かるが、どう

影響を与えているのかを整理しないと認識が異なる。生産調整にどのような影響がある

のかを出して欲しい。影響があるものはある。これが整理できなければ、スタートから

認識が異なることとなる。

米粉調製品の輸入数量も１０万トンある。これがどう影響しているのか 「うるち」な、

のか「もち」なのか、価格はどの程度なのか明らかにして欲しい。

土台作りをしっかりするためにも、国内への影響がないことはあり得ない。生産調整

を３０年やった結果がこうであれば、誰かが間違っていたということではないか。

（若林委員）中野委員に同感である。生産調整の立場で不公平感がある。これまで、生

産調整達成すれば、価格が安定するとの認識だった。長野県ではずっと主張してきた。

しかし、価格の経過を見ると、一貫して右肩下がりであり、生産調整は達成するも価格

は回復しない。今年も緊急生産調整対策の対応として現場は混乱している。努力しても

価格は、１５５～６円の回復に過ぎない。どこかにおかしなことがあると生産者も認識

してきている。ＭＡ米があることによる影響ではないか。

ＭＡ米があることによる実需者の期待するものは何か等調査して、農家に伝える必要

がある。これは要望である。
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（座長）ＭＡ米と米粉調製品の問題について多くの意見が出された。国境措置に関連し

て、政府の対応については、冒頭に説明があったところである。この中にも、いくつか

の論点が出された。ＭＡ米がある無しの比較の論点、ＭＡ米は米の市場参加者の期待形

成に影響があるのではないかという論点、ＭＡ米の説明が現場にされているのかどうか

。 、 、 。 、の論点などである これらについては 企画部会で引き取り 改めて議論したい なお

、 、 。今後の対応という問題もあるので ＭＡ米についての議論がまだあれば お願いしたい

（花元委員）生産調整の実施には集落の合意が必要である。ＭＡ米の問題は重要なポイ

ント。減反しながらＭＡ米が存在するのはおかしい。ＭＡ米の影響がないとはならない

と思う。ＭＡ米は、どのようにして影響を与えないようにしているという、生産者への

説明が必要である。

（座長）このほかに意見はないか。

（ ） 。 、 、門傳委員 ＭＡ米については単純明快である これまで ３７１万トン入っているが

、 、 。 、仮に ゼロであれば 米は足りないのではないかとの声がある ゼロは不可能にしても

本来伝わるべき内容が伝わっていない。伝わる段階で、止まることもあり歪曲すること

もあり、不信感を醸成している。また、生産者間や都道府県間でも認識が異なる。生産

者も同じ船に乗っておきながら、考え方が異なる状況がある。

（座長）情報の伝達については、検討の大きな柱である。

（ ） 。 、 。廣瀬委員 生産調整しても価格は右肩下がりである これでは 生産者の信頼はない

原因は、ＭＡ米、計画外米、生産調整が機能していないことと思う。米の価格について

は、入札の動向は示されているが、未検品、計画外米の価格の情報開示が必要である。

（座長）計画外流通米の価格については、追加資料の要求として対応したい。ＭＡ米と

米粉調製品関連については、企画部会へ引き取ることとするが、他に意見はないか。な

ければ、少し整理する。

委員要求資料のⅠとⅡでは、ＭＡ米と米粉調製品が問題視されたため、企画部会へ引

き上げる。今後のあり方等も議論する必要があるため、単なる資料の扱いの問題とはし

ないこととする。Ⅲについては、価格の追加資料要求があったが、全体の認識は資料の

とおりでよいか。

（委員 （異議無し））

（座長）Ⅳは、対象水田・数量の資料はよいと思うが、田湧きの件については、原因分

析の資料をお願いする。

Ⅴ～Ⅶは、特に意見がなかったが、全体の認識としてよいか。

（委員 （異議無し））

（座長）それでは、持ち帰るものは持ち帰って取り扱いたい。

企画部会では、今後研究会で議論すべき論点について、その整理の方向を議論してき

た。前回の企画部会で、整理のための枠組み（案）を作成したので、提案したい。

（ 論点整理の枠組み（案 」に沿って説明）「 ）
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この案は、あくまで、今後論点を整理するための箱を用意するようなものである。論

点そのものに関する意見もあれば出していただきたい。

（上場委員）フレームに異議はない。ただし、問題点の整理が欠けている。何が問題な

のかの検証が必要である。県の意見もあげたいが時間がないので、どうしたものかと考

えている。集落がどうなっているのか等経営状況のボックスを作って欲しい。

（座長）Ⅱの１）の(1)の問題点の整理に関する論点でどうかと思っている。

（上場委員）カテゴリとして入れてはどうか。

（花元委員）この論点が詰まれば論議が出来る。米以外の転作作物について、海外農産

物の影響の検証も必要ではないか。麦・大豆の生産や販売状況の把握も必要である。価

格が下がっている、これは大変なことである。輸入農産物の影響度なり、現場の状況を

次の研究会で出したい。

（三浦委員）現場では行政関係者から何をやってくれるのか期待感がある。今は生産調

整を１００％達成しても、価格が思ったように浮上しない。ネガからポジへの管理にな

るというが、結局は転作の強化になるのではないかと心配している。

論点としては、基本原則を押さえることが必要である。生産者については、どうした

ら所得が増えるのか等の論点が必要であり、消費者については、食べてみなければ、旨

いのか不味いのか分からないところをどう改善するのか。

需給では、６月末で１００万トンの在庫を目指すとしている。生産段階では、数量管

理への移行と言うが、政府の責務をどこに置くのか、ひっ迫時、過剰時についてはどう

するのか。

情報は適切に出すが現場にうまく伝わらない。どう情報を出していくのか。未検査米

の数量もあれだけあれば、需給見通しが狂うのは当たり前である。生産者と消費者それ

ぞれのの視点から議論し、国の責務がこうなるといった具体的な論点として欲しい。

（廣瀬委員）流通のあり方に問題がある。生産者は、いい米を生産しても、流通がどう

なっているのか。人気のある銘柄が生産量の２～３倍も流通しているような話も聞く。

入札結果は出ているが、顔の見える米が流通しているのかについて議論して欲しい。

（座長）この点は、Ⅱの２の米政策のあり方に関する論点に入るものと思う。

（上場委員）土地改良事業、農業委員会等の関連施策の論点が必要である。装置として

の水田の持つ意味についても追加して欲しい。

（座長）いずれにせよ、その他の項を作らなければ納まらないかもしれない。研究会と

して、結論めいたものを提起することのできる分野は自ずと限られてくる。今、ご指摘

の問題は、その境界線かもしれない。このような点も念頭に置きながら議論を進めて行

きたいと思う。

（上場委員）現実に、水田の４割が余っている。これをどこでどうするのか、装置とし

て、大事な視点である。

（座長）他の委員からのご指摘もあり、問題意識は持っている。

（三浦委員）研究会の検討期間はおおよそどのくらいを見ているのか、すなわち第１回

の研究会のときに大臣からも話があった。見直しの時期は１５年になるのか、１６年に
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なるのか、１７年になるのか、どの辺になるのか。その点がはっきりしないと、密度の

濃い議論になるのか、あるいはかなり長期に渡って何回か繰り返すのかがはっきりしな

い。

（若林委員）生産調整の見直しに関する生産者の期待は非常に大きいと思う。農水省の

情報もいろいろなチャンネルで現場に流されているので、この検討会が真に検討をして

、 、 。いるということを示すためにも 不公平感問題に関しては 重点的に検討いただきたい

（三浦委員）新潟県では、できる限り数量配分すべきとの食糧庁長官通知を踏まえ、平

成１４年度試行しているところである。６割くらいの市町村で取り組んでいるが、配分

の段階で問題がたくさん出ており、一筋縄ではいかないということを実感している。

１市町村１地区ごとに課題を整理しようと思っているが、時間のかかる作業である。

いずれ国から数量管理のマニュアルが示されるのであろうが、末端レベルでの摺り合わ

せとか浸透を図っていかないといけない。議論の経過は公表されているが、数量管理へ

の移行ははエイヤでやるといけない。ある程度の方向性が見えたら、それを浸透させて

いく期間が必要だと思うので、先ほどあのような発言をさせていただいた。

（座長）具体的なスケジュールについてイメージしているわけではないが、可能な限り

密度の高い議論をしても、なおかつ相当時間がかかると思っている。ただ、生産調整そ

のものは毎年やられていることにも留意することが必要と考えている。事務局から何か

あるか。

（長官）そもそも研究会は昨年１１月２２日の決定を踏まえて設置したものである。

その中にもあるが、ポジ数量管理につきましては可能な限り１５年度実施に向けて検

討をお願いしたいというのが我々の基本的な考え方である。

これまでの研究会あるいは企画部会の場で出された技術的な数量管理とか、計画流通

制度、そういうものに関連した論点について幅広く検討すべきとの意見をいただいてい

る。

先ほどの遠藤副大臣のご挨拶にもあったが、我々も、皆さんのご意見を踏まえた対応

ができるような体制で臨んでいる。

数量管理の問題についても、密度の濃い検討を進めていただいた過程のなかで、概算

要求あるいは米対策決定の時点のときに整理していただければと考えている。

（太田委員）現場段階では、まだまだ数量配分について理解がされていない。はじめか

ら数量配分ありきでなく、どうして数量配分なのか、必要な条件等を含めきちんとした

議論をすべきである。

生産調整については今後とも集落の力に期待せざるを得ないと考えるが、集落機能は

。 、想像以上に低下している 高齢化の問題もあるが米の生産調整も一因となっているので

こうした実情等についても今後説明したい。

（佐藤委員）これからの進め方であるが、企画そのものは企画部会に一任すべきではな

いか。また、この研究会の運営については、本論にできるだけ早く入れるようにすべき

である。

私の所属する農協は１００万俵取扱いであり、数量配分を含め研究会の動向に大変な
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関心を持ち、注目している農家が多い。一刻も早く安定した米政策を期待している。

大豆転作の事例だが、９名の若者が１８０町歩の大豆栽培をしており、転作に係る奨

励金一切と豆代は地主が受け取り、各種労賃は９名の若者がいただく。

こうした取り組みが１０余りの担い手集団に定着しつつある。安定した大豆政策の取

り組みは、農村・農業問題の解決に大きなヒントを与えている。生産調整のネガポジの

問題、構造政策に分けてしまうと全体の農村の状況が見えない。政策は５年間のスパン

に考えるべきである。

論点の整理の場合には、広い視野に立って総合的に議論できるようにしていただきた

い。

この研究会がスムーズに、できるだけ本論に入れるようにするために企画部会がある

と認識しているので、今日の進め方は失礼であるが不満である。

（座長）ご注意いただいたが、企画部会の名に恥じないような具体的な提案をしていき

たい。ただそれを皆さんでいろんな形で揉んでいただきたいと思う。共通認識を持って

現場にきちんと伝えていくことが必要である。

転作作物の助成金の支払いの仕方については、座長としても強い問題意識を持ってい

る。

（三浦委員）大豆について、国も県も生産努力目標に到達しているが、自給率の低いも

のを生産努力目標水準だけでよしと判断するのではなく、本作化で、生産調整を頑張っ

た人が、今後とも報われるようにすべきで、自給率向上、担い手対策などを含めた点が

議論のポイントだと認識している。

これは、生産調整では大豆が一番増えているので、生産努力目標の扱いも含め、食糧

政策全般に関わる議論を進めていくべきだと思う。

（座長）食糧政策全般にも関わる重要な論点だと思う。他にないか。

（花元委員）資料を提出しているが、６０年から組合長で仕事をしてきて、このように

構造改革したらとの私案であるので、皆さんに検討いただきたい。

基本的な考え方については、今の状況で生産調整を進めていくためには、やっぱり水

田農業の改革が必要であるということである。

それから統計事務所、食糧事務所等の各期間が縦割り組織の中で米の需給調整に取り

組んでおり、十分な連携が図られていない。

水田農業対策についても、農家や集落の知恵を受け入れられないのか。

最後に国・県の農業試験場は熱心に研究をやっている。ところが、農家の生産計画の

中に実際に活用されていない。

だから、米、麦、大豆の品種開発やこれら作物の無農薬栽培等に関する技術開発につ

いて、全国の試験場でなされていることを実際に示していただくと、議論の中でも価値

あるものも出てくると思う。これからの日本の農業の柱となるところなので、資料を提

供して欲しい。

（座長）技術会議で資料をご準備いただきたい。

（永石委員）生産調整をかっちり決める方法はないだろうと思っている。誰の視点で見
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るのかを論議してほしい。やる人が元気を出してできるような方法を望む。全部をコン

。 。トロールするのは不可能だと思っている どういう形で視点を当てて進めるのかが問題

生産者は６０歳以上が７割近い状況で、産地も弱体化し、集落も壊れてきている。集落

機能だけでは、生産調整ができる産地、できない産地の差がはっきりしてくる。現状を

踏まえて議論を進めていただきたい。

（座長）それでは、各委員から様々なご意見、ご質問等をいただいたところだが、おお

むね先ほどご説明した「論点整理の枠組み」を了承いただき、今後、これに基づいて企

画部会において論点整理を進めて参りたいと考えているがよいか。

（委員） （特になし）

（座長）それでは、そのようにさせていただく。

次に、現地検討会の開催についてだが、研究会として、現場の声を聞く場を設定すべ

きとのご意見・ご要望があった。これを踏まえ、すでに連絡が届いているかと思うが、

お手元にある資料のとおり現地検討会を開催することで事務的に作業を進めている。そ

の詳細について事務局の方から説明をお願いする。

（計画課長による資料説明）

（座長）現地検討会について、何かご意見・ご質問等あるか。

（髙木委員）事務局には、公募による現地検討会の参加者に対して、その場だけでなく

引き続き情報の提供を行うとともに、また参加者から引き続き意見をいただく工夫をし

。 、てほしい 消費者モニターなど役所として消費者と接するいろいろな場を持っているし

最近では大臣の提案で対話の場を設けたと聞いている。いろいろな場を使って情報を受

発信してほしい。

（座長 （事務局に）よろしくお願いする。）

来週３月２日の熊本会場を皮切りに３カ所で現地検討会が開催される。皆さんにはご

多忙のところ申し訳ないが多くの方にご参加願う。

先ほどの髙木委員の話にもあったが、研究会では検討状況をできるだけ幅広く生産現

場に伝えていきたい、また現場から問題提起を行っていただきながら、実りある議論を

してまいりたい。こうした趣旨から、研究会の議論の概要や提出資料について、幅広く

生産現場にお伝えしているところだが、その状況について、事務局から説明をお願いす

る。

（計画課長による資料説明）

（以上）


