
- 1 -

第３回生産調整に関する研究会の議事概要

〇 日時：平成１４年３月２６日（火）１４：００～１６：３０

〇 場所：農林水産省第二特別会議室

（計画課長）ただいまから、第３回生産調整に関する研究会を開催することとする。

開会に先だち、遠藤農林水産副大臣から挨拶を頂戴する。

（遠藤副大臣）２月２２日以来の第３回目の研究会であるが、これまで、金沢、熊本、

仙台と、いろいろと生産現場というか、消費者も含めてお話をお伺いしてきた。

既にご承知のとおり、ＢＳＥ問題を契機に、農水省は生産優先というか、生産者本位

というか、これはこれで当然のこととしながらも、消費者へ信頼され安心して買える食

品の供給という方向へ、大きく舵を切り替えてきている。そのうえでも、現場の生産者

や消費者やあるいは関係する方々の意見を聞く機会をもってまいりたいと考えている。

この会は、生産現場で面積による生産調整というものに対する限界感を肌でヒシヒシ

と感じたことから、何かうまい方法がないだろうかということで、委員の方々に検討い

ただくということでこのような会を催させていただいた。

ネガからポジへといわれているが、それだけでなく、いわゆる今後の生産のあり方と

いうものが関連する施策を含めて見直していただくという思いが強い。

何分忌憚のない意見を述べていただきたい。

ご承知のとおり、本日は参議院でＢＳＥの集中審議を総理出席の元に行われているの

で、私は最後まで在席できるかわからないが、皆さんから、積極的に現場に行かれて、

多くの国民の皆様方の声を聞いていただき、大変ありがたく思うが、それを活かして、

実りのある成果が得られるように心からお願いして、御礼の言葉とする。

（計画課長）それでは、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。

前回の研究会では、委員要求資料の取扱い及び論点整理の枠組みを中心に議論をして

いただいた。

その後、企画部会を２回開催し、前回研究会で了承いただいた論点整理の枠組みをも

とに、論点・課題の整理を行うとともに、４月以降の体制についても議論してきた。こ

れらについては、委員の皆様に照会を行い、それぞれの委員から書面でコメントをいた

だいたところである。

また、この間、熊本、宮城、石川において、現地検討会を開催し、生産者をはじめ地

域の方々と意見交換を行ってきたところである。

本日は、まず、論点・課題の整理について、前回の企画部会での論議、各委員からの

コメント、あるいは、現地検討会での意見を踏まえ、議論していただきたい。

次に、今後の検討体制について、議論を行って、委員の皆様から事務局に対して要求

のあった資料のうち、ミニマム・アクセス米の運用及び米粉調製品の輸入実態とその影

響について、議論を行いたい。事務局からその後、時間があれば、フリートーキングを

行い、最後に、その他の要求資料について簡単に説明を願いたい。

まず、論点・課題の整理についてだが、前回の全体研究会でご了承いただいた枠組み

をもとに、私どもの方で作成した素案に即して、3 月４日の第４回企画部会でご議論い

ただくとともに、その後、各委員からコメントをいただいた。また、現地検討会でもい
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ろいろなご意見をいただいている。これらを踏まえて３月２２日の第５回企画部会で再

度議論を行い、企画部会としての整理を行ったところである。

資料１ー１だが、書面でご意見を提出していただいたその時点の整理から、変更のあ

る点について、アンダーラインを引いている。この点を中心に最初に私の方から、企画

部会としての整理についてご説明したい。

（ 、） 、Ⅰ.２)の３番目の○の 全体のシステムのイメージを描きながら ここを強調しては

どうかと言うご意見があり、挿入している。

また （ ）で挿入している部分があるが、論点・課題の整理にあたっては、ニュアン、

スの違いなり、或いは対立している点を分かり易く示すようにと言う意見を踏まえなが

ら、又、簡潔な表現とする意味もあり、こういう表現になった。従って （ ）の部分は、

文脈から判断して、こういう追加的な強調する意見があった、或いはなどと解釈してい

ただきたい。

Ｐ.２に移って、新たに追加された論点は１番上の○の「○生産調整の効果の評価に当

たっては、近年のデフレの進展等の状況変化を踏まえ、実証的に判断していく必要があ

るのではないか 」それから、５番目の○は「生産者まで必要な情報が伝わらないことや。

正確さを欠いて伝わる・・・」と表現を変えてある。また 「また、生産者が伝わった情、

報を活用すべきではないか 」を挿入した。また、７番目の○の４つが新たに加わった。。

Ⅱ.１)(3)手法の選択に関する論点の①の１番目の○の「○押しつけ的な生産調整は困

」 （ ）、 。 、 、難であり をもう少し強く表現する 行うべきではなく を加えた そして その下に

「○生産者の自主性や選択が尊重される制度とは何かをあきらかにして検討すべきでは

ないか 」を挿入した。。

Ⅱ.１)(3)②不公平感の是正には、下の３つの○の論点が、加わった。

Ⅱ.１)(3)③手法のあり方の６番目の○には、先程と同じ趣旨で 「押しつけ的な生産、

調整は困難であり」に（行うべきではなく 、を併記した。また、以下３つの論点○が挿）

入された。

Ⅱ.２)(1)米政策のあり方に関する論点の１番上の○の「安全性」をもう少し説明する

意味で「米を産地まで遡及できる仕組みを構築する等 」の１文を加えた。また 「○食、 、

料安全保障の観点からの価格の安定と供給の安定の必要性を踏まえた検討を行うべきで

はないか 」を追加した。さらに、流通に関連して６つの○を加えた。。

Ⅱ.２)(2)水田農業政策のあり方に関する論点の○の１番目の「○国民と生産者の信頼

を高めるため、これまでの枠組みにとらわれず ・・・」の文言の始めの２/３は、検討、

の進め方に関する論点のところにも盛られている。ただ、後半の「法制度の整備を含め

。」 、 、た水田農業基本政策の確立が必要ではないか の部分は 今後の政策のあり方を考える

正に中身であるのでここに入れた。

さらに、８つの論点を付け加えた。

Ⅲ.共通認識を醸成すべき論点は、この検討の早い段階で研究会として、共通の認識を

持っていく事が、望ましい論点を再度拾い上げている部分である。

ここでは、Ⅱ.でも触れたが、４番目の○において「生産者へ情報が正確さを欠いて伝

わる現状」と 「また、生産者が伝わった情報をどのように活用するのかを含めて考える、

べきである 」を加えた。。

以上、委員の皆様方から提出していただいたご意見の内容をできるだけ、反映して整

理させていただいた。なお、その中にはご希望の枠組みと違った場所に整理させていた
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だいたものもあると思うがご了承願う。

、 。この整理とは別に 各委員からいただいた意見を別に取りまとめた資料１－２がある

これについては、現段階では委員かぎりの配布とさせていただいているが、各委員の了

解が得られれば、今週中にご意見をいただき修正した後に、追って公表したいと考えて

いる。

以上、私からの説明を終わらせていただき、論点・課題の整理について、ご意見等あ

ればご自由にご発言願う。

（若林委員）生産調整をする目的は、生産者側からみると価格調整をしてもらえるとい

うところである。具体的にどの位の米価を目指すのかが、明らかになっていない。生産

調整によって、価格をどの位にもっていくのか、明らかにすることができるのか、でき

ないのか、検討する必要がある。

また、対峙する意見が、１つにまとまるのかが不安として残る。

この検討課題に盛り込まれていなくても、今後の検討過程で新たに出てきた課題につ

いては、検討してもらいたい。

（座長）最初の点については、反映させる方向で整理をしていきたい。対峙する論点に

ついては、これからの議論する点で、客観的な事実の認識を深めることによって解消す

るものもあれば、制度上折り合いをつけられることもあるかもしれない。なお、論点の

整理は一旦ここで区切りとするが、これでおしまいということではない。さらに深めて

いく必要がある。

廣瀬委員 論点・課題の整理 案 のＰ ３のⅡ１)(3)②の上から４番目の○の 過（ ）「 （ ）」 ． 「

剰米」をもう少し掘り下げて検討してみると、計画外流通米は、総体的にとれ秋から年

末までに流通して殆どが消費されてしまい、その間計画流通米は、売られないで価格回

復を待つというのが、一般的な流通の流れではないか。そこに、不公平感が出てきて計

画外流通米は、過剰米処理をしないで良いという問題が出てくるのではないか。

そこで、過剰米処理対策委員会を作って、公平に処理する対策が必要ではないか。計

画外流通米・計画流通米いろんなものを年度内に過剰処理できる仕組みが必要ではない

か。今までは、集荷業者が中心になって食糧庁にお願いして財政的な援助を受けて、そ

の間価格の維持を図るために過剰対策をしている現状ではないか。

Ｐ.４のⅡ．２)(1)の上から６番目の○のとおりであるが、計画性のない流通を計画外

流通米といい食糧管理法時代はヤミ米と言っていたが、計画流通米は、年間を通じて計

画的に消費者に安定的に様々な産地の銘柄を等しく供給するなど計画外流通米とは性格

的に異なるので、整理をしっかりとして流通のあり方をきっちりとし対応しないと不公

平感が出る。

（座長）今の論点については、もう一度私どもの方で検討して他で読めるところがあれ

ば良いが、無ければ新たに起こす。内容的には、流通部会で深く検討する事になる。

（早川委員）論点整理の中で集落営農という言葉があちこちに出てくる。これまでの議

論の中で集落機能が低下しているという意見が多いが、生産調整への取組の中で、うま

く機能する集落営農を築いてきた先進的な地域もあるので、こうした努力を無にしてし

まうような仕組みにならぬ様に最大限の配慮をしてほしい。

（座長）今の論点については、それにほぼ近い指摘はされているところである。

それでは、御意見も出尽くしたようなので、今、若林或いは廣瀬委員からご指摘をい

ただいたこと、また、早川委員からのご意見を確認しつつ整理させていただいた上で、
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現時点での研究会としての論点・課題の整理とさせていただく。

繰り返すが、それぞれの委員からいただいた、ご意見について修正個所があれば今週

中にお送りいただき、その上で公表したいが、この点は如何か。

（各委員 （了承））

（座長）それでは、そのような段取りで進めさせていただく。

次に、研究会における今後の検討体制について、議論したい。

前回の研究会でも申し上げたが、これまでの全体研究会及び企画部会での議論を踏ま

えると、４月以降、検討体制を新たに構築し、効率的な検討を進めるべきではないか。

このような趣旨から、企画部会で、今後の検討体制について議論をいただき各委員に

照会し、御意見をいただいたところである。

２２日の第５回企画部会では、これらを踏まえ議論を行い、企画部会としての案をと

りまとめた。資料２ー１に示している。

基本的な考え方・全体の構成については、前回と変わりない 「企画部会 「生産調。 」、

整部会 「流通部会」という構成である。」、

「企画部会」は、現在の学識経験者委員及び全国生産者団体委員合計９名に加え、都

道府県委員２名程度を追加し１１名程度の構成とする。

「生産調整部会」は、全体研究会委員を振り分けた上で、市町村委員２名を新たに加

えて構成する。

「流通部会」は、全体研究会委員を振り分けた上で、集荷業者委員２、３名、卸売業

者委員２名、小売業者・実需者委員３名を加えて構成する。

前回は、それぞれ概ね１０名程度としていたところをはずしていただき、実際には、

もう少し大人数のものとなる。

その他として、①全体研究会の構成は、現行の２２名とする。②研究会委員について

は、生産調整部会又は流通部会のいずれかに所属するものとし、その所属については各

委員の希望を聞いた上で、各部会のバランスを考慮し、座長及び座長代理が決定する。

③検討の全体的整合性を図る観点から、座長及び座長代理は全ての部会に所属する。ま

た、企画部会委員は、それぞれが所属する部会以外の部会にも出席し、発言できるもの

とする。座長、座長代理が全ての部会に所属する点が大事だと考えている。④各部会に

おける検討の整合性を図るため、必要に応じ、合同部会を開催する。⑤生産調整部会に

置かれる専門委員会については、生産調整部会の検討状況に応じ、委員構成を部会で検

討した上で設置する。

以上が、今後の検討体制についての提案だが、ご意見・ご質問等はあるか。

永石委員 生産調整に関する研究会 における今後の検討体制について 案 の３(3)（ ）「 」 （ ）

の流通部会の集荷業者委員の中に第１・２種集荷業者の各段階も加われる様に配慮をし

て欲しい。

また、生産者から直接購入の消費者個人及び消費者団体等も、入れて欲しい。

（座長）２番目の点については、少し考えさせていただく。

集荷業者については、それぞれ入っていただいた方がよいだろう。ここは、２、３名

。 、ということでフレキシブルに考えられるようにしている 今の点はご要望ということで

受けておく。

なお、実需者委員については、永石委員のように広くも考えられるが、私どもは、外

食など直接お米を手に入れるところも考慮したい。あまりにも大勢の部会になると議論
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が統一できなくなるので、皆様に必要に応じて相談したい。他にあるか。

では、資料２ー１に沿って、ご意見もいただいた点も含めて具体的な形を作り上げて

いきたい。

具体的な人選等につきましては、各委員の希望をいただいた上で、私と座長代理に一

任させていただきたいと思うがよいか。

（各委員 （了承））

（座長） 早速だが、お手元に各部会への所属先の希望調べを配布させていただいてい

るので、ご記入の上、お帰りの際に事務局へ提出していただくようお願いする。

なお、その際に今後数か月の予定を、暫定的だが、こちらでセットさせていただいて

いる。資料２－２のとおり、今後スケジュールがタイトになることが考えられる。

新しい体制での検討を密度の濃いものとするため、また、スピードも考えて、月に各

部会を２回ずつ、全体研究会を１回程度とかなり頻繁に開催する必要がある。各委員に

はご多忙の中大変恐縮だが、今後、特段の事が無い限りこのスケジュールで進めさせて

いただきたいので、この点は宜しくお願いする。

是非、このスケジュール表をよく見ていただいて、考慮の上各部会への選択をしてい

ただきたい。ご希望の部会へ一度も出席できないという事が無いようお願いする。

次回の企画部会及び全体研究会について、今後、各部会の論議を整合性を持って、か

つ効率的に進める観点から、一度全体研究会において、部会ごとの検討課題と論議の手

がかりとなる事項を整理した上で、部会をスタートさせる事が適当ではないかと考えて

いる。

そこで、４月３日（水）に企画部会を、４月９日（火）に全体研究会を開くこととし

たい。その後に各部会をスタートさせるので、４月もタイトなスケジュールになるが、

宜しくお願いする。

現地検討会の開催について、既に、３回開いているが、さらに続行していく考えであ

る。４月については、準備の関係上難しいと考えている。できるだけ幅広くいろいろな

ご意見をお聴きして、この研究会の議論に生かすことを考えると、できるだけ早く開催

する必要がある。

そこで、５月に２回、６月に３回程度、おそらく土日を使わざるを得ないと思うがど

うか。

その関係で、５月と６月の皆様のご都合を書いていただく用紙を用意しているので、

記入の上、お帰りの際に事務局へ提出していただくか、後日、できるだけ早くＦＡＸ等

で送付していただくようお願いする。

（上場委員）５月と６月の現地検討会は、前回と同じ参加者のタイプの検討会になるの

か。

（座長）そこは、前回の企画部会でも多少問題提起があった。３回実施したが、はたし

てあの形がベストかどうか、いろいろ反省する必要があるかもしれない。現地検討会の

持ち方について話していただく人数とか構成とかのご意見があれば伺う。

（ ） 、 、 。上場委員 ５月は 田植えの真っ最中であるし 多分に農家は参加はできないと思う

また、農協・市町村の職員も兼業農家が多数いて、日中は忙しいことと思う。６月の頭

を過ぎれば、麦刈りが終わり、大豆の播種が始まる頃なので、５月に２回、６月に３回

と非常に意欲的であるが、現地の参加者の構成によっては、殆ど無理ではないか。

（座長）これはきっと、おそらく地域にもよると思うので、ここは具体的にそれぞれの
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地域の農作業の関係を頭の中に入れながらセットしていくようにしたい。その際に、皆

様にご意見やアドバイスをいただくようになると思う。

気持ちとしては、できるだけ早く濃密な議論にできるように意見をいただきたい。

それでは、３番目の議題である「ミニマム・アクセス米及び米粉調製品の影響」につ

いて議論していきたいが、その前に、資料１－１に戻っていただきたい。

、 、 、先ほど 本日の追加を含めて了承いただいたわけであるが この論点・課題の整理は

大きなⅠ、Ⅱと、Ⅲの「共通認識を醸成すべき論点」の３つの構成になっている。

ミニマム・アクセス米の問題については 「共通認識を醸成すべき論点」の中の１つで、

ある。

「共通認識を醸成すべき論点」は、読むとお分かりいただけるように、最初の「国民

と生産者の信頼を高めるため、これまでの枠組みにとらわれず、根本に立ち返って検討

すべきであり、構造政策、経営所得安定対策等の関連する施策のあり方も視野に入れた

総合的な検討が必要である 」としている。これはこういう形で書かせていただいて、皆。

様に認めていただいた。このことによって、共通の認識が醸成できていると私は考えて

いる。

もちろん中身がどうかということはこれからの議論ということになる。

それから、その次については、具体的な論点について、共通の認識をということで、

これはまだこれから検討ということになる。

それから３番目の○については 「○生産者団体と国、地方公共団体の役割分担・連携、

のあり方を検討すべきである 」ということであるが、この検討会、研究会の中でどうい。

ったシステムが錬られてくるかということとは別に、どんなシステムであっても当然こ

れは考えなければならない論点だということで、私どもは共通認識を持つことができて

いると考えている。

さらに、その次の情報がうまく伝わっていないのではないか、また情報をうまく活用

していただくにはどうしたらいいかとあるが、これもどういうシステムを作ろうと、大

切な論点であることについては、皆様の共通の理解が得られていると思う。

したがって、１番目と３番目と４番目の○については、こういう形でここに整理し書

かせていただき認めていただいたということで、共通の認識ができていると確認してよ

ろしいかと思う。

ただ、２番目の○については、これは不公平感が高じてきている原因は何か、それか

らミニマム・アクセス米、計画外流通の影響についてどう考えたらいいのか、あるいは

どう認識したらいいのか、これはまさにただ書いたからといって、共通認識が醸成でき

ているとは言えない問題だと考える。

不公平感の問題は、これは主として生産調整部会でまず揉んでいただくべき論点だと

思う。

また計画外流通の問題、これは先ほども論点・課題の整理に関連させながら、委員か

らも発言があったが、これは主として流通部会で議論をしていくことになると思う。

残るミニマム・アクセス米の問題については、やはり研究会として一定の共通の認識

をもっていく必要があろう。その上で、以下の論点に入っていこうという位置づけにな

ろうかと思う。

こういう全体の議論の流れの中での位置づけを一応ご承知頂いた上で、これまでミニ

マム・アクセス米及び米粉調製品については、かなり議論を進めてきいるので、さらに
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全体研究会の場で話しあいをしたい。

前回の全体の研究会の議論の後、企画部会で事務局から提出いただいた資料、髙木座

長代理から提出された資料をベースに議論を行うとともに、これも皆様からも書面で意

見をいただいている。

本日お手元にお配りした資料３－１であるが、これはそれらを踏まえて、先週の企画

部会で何カ所か修文の要求等があった点も十分に考慮をし、企画部会として整理をした

ものである。

まず、資料３－１について、以前書面でコメントをいただく際に、お示しした内容と

多少変わっているところがあるので、そこを中心に最初に説明をする。

まず全体の構成について、髙木委員の方で準備したペーパーに 「２ミニマム・アクセ、

ス米の運用面からの検証」の部分、こちらから事務局へ依頼し作成していただいた部分

を組み込んでいる。

文言の違いだが、Ｐ．２の説明③について 「国産加工用米の出荷については、１０年、

産以降、２４万トンとするガイドラインを示しているが、実際の出荷量は、１３年産米

で２１万トン程度にとどまるものと見込まれる 」としていたが、説明的な語句を加え、。

「実際の出荷量は、現場におけるさまざまな要因から、１３年産米で２１万トンにとど

まるものと見込まれる 」とした。。

①について 「ＳＢＳ米（１３米穀年度１０万トン）については、主に主食用に仕向け、

られているが、需給における影響を回避するよう、それ以上の国産米を援助輸出すると

いう運用を行っている 」を、委員からの要求で 「できる限り」または「可能な限り」。 、

需給における影響を回避するよう。とすべきであるという意見があったが、座長として

は、この点について、検証の部分については、政府としてどういう目的で、どういう行

動をとったかという、客観的な事実を述べている部分であり 「できる限り」という文言、

を差し挟むことは、難しいと判断した。

できる限りということになると、言わばできなかった部分が残ったということを強く

暗示していることにもなる。評価の部分に入ってしまう。評価は、評価として別途ある

ので、ここに、できる限りというのを挟むのは、難しいと判断した。

Ｐ．８の（3）国産米価格への影響の部分で 「価格の推移をみる限り、ミニマム・ア、

クセス米の輸入の影響は見出せない 」の前に 「マーク・アップの設定等もあり」を加。 、

えた。

Ｐ．９の④ 以前は 「昭和６３年から平成２年までの３か年と直近３か年の価格を比、

較すると、大きな変化はないばかりか、品目によっては逆に上昇しているものも見受け

られる」という表現だったが、やや淡々とした形で 「・・・上昇しているものも見受け、

られるが、概して大きな変化はない 」という表現に改めている。これも、委員からの指。

摘による修文である。

Ｐ．１２の④ 以前は 「ミニマム・アクセス米を主食用に充当した場合、それ以上の、

、 、 」数量を主食用途以外に 振り向けるという運用は 結果的に実現されているものである

という表現であったが、この表現は、やや意味をとりにくいという指摘があった。これ

については 「・・・主食用途以外に振り向けるという運用を行い、需給に影響を与えな、

いようにしている 」という表現に改めている。。

Ｐ．１３の（3）主食用途の部分だが、いくつか挿入している 「・・需給面では、こ。

の量を大きく上回る国産米が援助用に仕向けられ、国内のコメ生産予定数量に影響を与
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えているとはいえない・・・」となっていたところを 「・・需給面では、この量を大き、

く上回る国産米が援助用に仕向けられ、国産米の需給上は、国内のコメ生産予定数量に

影響を与えているとはいえない・・・」とし、正確を期した丁寧な表現になっている。

、 、「 、 、 、また 以前は 価格面でもマークアップ徴収 また 高い関税水準の心理的効果もあり

・・・」を「価格面でもマークアップ徴収、また、高い関税水準を設定できているとい

う点からくる心理的効果もあり ・・・」と丁寧にしている。、

Ｐ １４の５総合評価と提言の部分は 挿入している箇所がある (2)の４行目以降 ・． 、 。 「

・・加えて、最近の生産調整の拡大局面において、豊作分の配合飼料用処理等の生産者

や生産者団体の取組が行われる中、その負担が大きいこと等もあり、生産調整の推進現

場においてミニマム・アクセス米の輸入を非協力の理由にされる等の事実が指摘されて

いる 」である。なお、ここの部分について、さらに前回の企画部会で意見があり、多少。

の修文をしている。

それから （３）の２行目、ここも、挿入だが 「・・ミニマム・アクセス米が輸入さ、 、

れ続けることを考えると、慎重の上にも慎重を期した・・」を 「・・ミニマム・アクセ、

ス米が輸入され続けることを考えると、その影響を回避するために、慎重の上にも慎重

を期した・・」という表現に修文している。

以上が前回書面でコメントをいただきたいという形で皆様にご提示した段階から、皆

様からの意見も含めて、先般の企画部会の場で取りまとめた影響評価の文章である。

私の方の説明は以上であるが、ミニマム・アクセス米について意見等があればお受け

したい。それから米粉調製品についてはそれほど議論がなかったと承知しているので今

日は特段説明申し上げないし、また特に修正もない。

（三浦委員）Ｐ．１４（3）５行目の「併せて、以下のような・・・研究会自らを含め、

積極的に行う 」の部分の「研究会自らを含め」ということに関して、研究会の役割とか。

責務とか、あるいは立場から、どんなふうに研究会としてこの積極的に行うという部分

に関与していくのかということについて、踏み込んでいないように感じるが、いかがな

ものか。

（座長）この点については、読んでもらった評価はなかなか固い文章であって、おそら

く一読しただけでは、私どもでも難しく理解しにくいので、まず、これの普及版という

か、もう少し誰が読んでも分かりやすいようなものを作って欲しいということがある。

それをわれわれもバックアップするなどしたい。これは事務局にお願いすることになる

が、これに対し私どもはアドバイスすることなどが最小限できることだと考えている。

なお、こういった形で行うことがいいのではないかという提案があれば、承りたい。

（ ） 、「 」 、 、 、三浦委員 解釈としては 研究会自ら については 研究会も分かる 分かった資料

あるいは内容を資料化したものを出していくという受け止めでいいのか。

（座長）分かりやすく情報開示を実施ということで、そういうふうに解釈して頂いて結

構である。そのほかにもいろいろなことがあると思う。

（花元委員）資料の中身について尋ねるが、Ｐ．５の参考５のミニマム・アクセス米の

輸入・在庫状況の輸入量のところで、一般輸入米とＳＢＳの仕分けはどういうふうにし

てあるのか。もう一点は、輸入している国はあまり多くはないが、私の持っている資料

と若干異なっている。ミニマム・アクセスの一般輸入米とＳＢＳは入っているのか。

（計画課長）ＳＢＳは入っている。例えば、１３年度７７万トンのうち、約１０万トン

がＳＢＳ米である。したがって、約６７万トンが一般輸入である。
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（花元委員）以前、食糧庁からもらった資料と若干異なっているが、出してもらえるな

ら、年度別にアメリカ・オーストラリア・中国・タイ・その他から、どのくらいの数量

が入っているかというのが欲しい。

私は７年から１０年までの分しか持っていないので、１１年から１３年については分

からないが、８年を見ると、一般輸入米がアメリカ・オーストラリアを合わせて４４万

、 、 、３千７百トン ＳＢＳが２万２千トン 合わせると４６万５千７百トンになっているが

この表の４３万トンと食い違いが見られるが、調べていただきたい。

もう１点は、１４年度の生産調整目標ガイドラインについて、数量が８７５万トン、

面積は１６７万６千ヘクタールに、予想単収５２２㎏をかけて、１４年度の生産調整面

積ガイドラインを作って、各都道府県及び市町村に割り当てをしている訳であるが、Ｓ

ＢＳの１０万トンについて、需給調整では８７５万トン、これで１４年度食べるだけの

、 、新米ができるだろうという想定でやっているのだろうが このＳＢＳ米の１０万トンが

この枠の中で計算しているのか、あるいは別に計算しているのかが、生産者と議論をす

るときに、とても納得しがたい。我々が一生懸命８７５万トンやったとしても、外国の

米が主食用としてまわってくると、この数字の中に全く入れないで生産調整やりなさい

というのはいいけど、その分は別に国は在庫を減らすといっているが、今の生産調整は

在庫を減らすという生産調整ではないはずである。需給調整８７５万トンを目標にやっ

ていこうと、委員会もこれを目標に、ポジであろうとネガであろうと、それを守ってい

かないと大変なことになりますよということであるが、ここらあたりが問題がある。８

７５万トンでガイドラインで割り当てしているが、それ以外輸入する米は別途国内産を

、 、 、割り当てる 在庫を割り当てるということになると 生産調整をしている人については

主食用に回される米の分だけ自分たちが面積で負担しているのではないか、数量で負担

しなけれなならないのではないかという理論が納得いかない。この点について議論して

いきたい。

（座長）今の点については、この影響評価でいうと、過去ＳＢＳによる主食仕向けの部

分が発生した、それについて、在庫からそれを上回る量を援助等に回すという過去の検

証があるのでそこの確認と、もう１つは、生産調整面積を作り上げていく時に、その部

分について、どのように扱われているのか。こういう主旨の質問だと思うが、この点に

ついての事務局の見解はいかがか。

（計画課長）まず第１点のＳＢＳを入れた全体の数字が違うのではないかという点につ

いて、後で確認するが、この手の数字は玄米トンベース、精米トンベース、実トンベー

スの３つの種類がある。実トンの場合、精米で輸入しているもの、玄米で輸入している

もの両方あるが、それをそのまま積算するものである。この表は玄米換算しての７７万

トンである。いずれにしろ国別に資料を出す。

Ｐ．５の「生産量及び生産調整目標面積は以下により算定」というのがあるが、生産

量というのは、国産米主食用需要量から国産米主食用等持越在庫削減量を引き算する、

したがって、需要量というのは９００万トンとなっている。それに、供給計は当初在庫

２１３万トンを足して１０８３万トンが供給量で、需要量を引いて１８３万トン、２１

３万トンから１８３万トンを引いた２０万トンが在庫軽減目標となっている。

１４年のガイドラインは８７６万トンにしているが、これは９００万トンから１８３

万トンを出して、供給量を出して、需要量を引いた上で１５９万トンの在庫縮減目標、

これは２４万トンになる訳だが、ここでＳＢＳ米はこの中には全く含まれていないが、
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他方で、この主食用等の需要量９００万トンには入っていないわけだが、前の説明では

ＳＢＳ米で１０万トン国内で供給する以上の分が、援助で国産米を出している、それで

影響回避していると説明したが、もしも、これをやっていない場合は、国産米主食用等

持越在庫縮減量をもう少し増やしておかなければならなかった、在庫がもっとたくさん

あったわけであり、したがって２０万トン程度の在庫縮減ではなく、適正在庫に向かっ

て、もう少し急ピッチで減らしておかなければならなかった、その部分に影響回避する

数字の現れが出ているわけである。

（花元委員）そういう考え方であろうということは、おおよそ検討がつくが、問題は今

在庫の２１３万トンがどうやって消費していくかというのが、生産調整の中で一番大き

な柱となる。だから２１３万トンを種別がどういうふうに在庫であるのか、どういう米

がどういうふうにあるのか、主食用にどれだけあるのか、使うのか、援助米として全部

処理してしまうのか、こういった今の在庫の問題がきちんと処理できないと、次から生

産者の方に一生懸命こういうこと、特別な専門委員会ができて、手法が決まったとした

ら、今の在庫はどうなるのか、どうやって処理するのか、これが化けて出てくるのでは

という心配がたくさんある。だから、今の在庫の種別、どういう米がどういうところに

、 。どういうふうにあるかというのをきちんと我々検証しないと どうも説得するのに弱い

、実は私も昨日の稲作専門委員会の１００人程度の人とずっと議論してきたわけであるが

いろんな問題が出てきた。今、この研究会でやっていることも克明に分かりやすく説明

はしている。

今の在庫がどういう種別で、どういう保管をしているのか、今後どういう対応をして

いこうとしているのかというのも、整理をつけるべきではないか。

（廣瀬委員）現場にニュースが流れにくいというものの、ミニマム・アクセス米につい

ては過剰なまでに生産者は知識をもっている。その知識が必ずしも正しい知識かという

と、そうではなく、それぞれが都合のよいように解釈している。我々も現場の生産者に

説明に行った際、この研究会の色々な資料を配ると、今まで現場で言ってきたことと、

実際農水省に行って聞いてきたことと、どうかという意見をよく言われる。ここが、委

員として現場と霞ヶ関との離れている部分ではないかと思う。

具体的に言うと、持越在庫は年々増加しているが、１４年度はどうなるのかと心配し

ている。援助米を１４年度どのようにするのかと、北朝鮮の人道的援助部分があると思

うが、１４米穀年度も世界の恵まれない国々に援助をしていき、ミニマム・アクセス米

の在庫を可能な限り減らそうとするのかと、生産現場では生産者が神経質になっている

ところである。したがって、この評価の中での文言が、食糧庁が考える最大限のことか

と思うが、そこのところに、委員として現場へ行って、どう説明したらいいのかと考え

る。特に反対側の生産者がたくさんいる。だいたい生産調整をやらないのは、ミニマム

・アクセス米を入れるからやらないんだと堂々と言ってくる。それは違う、制度と混同

しては困ると、常に現場には言っているが、国が自ら外国の米を輸入を認めておきなが

ら、なぜ生産調整をして米を作らさないんだと、屁理屈であるが、そういうことを言わ

れた場合、なかなか説得しにくい。

（座長）まず、花元委員の在庫の出どころについて、分かりやすい形で資料を提示願い

たい。

次に、廣瀬委員の現場へなかなか正確に伝わっていないという点について、率直に言

って、そういうことがあるのだろうと痛感しているところだが、現場の方からも正確な
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情報が欲しいというニーズがあり、これは霞ヶ関からということになるが、正確な情報

の伝達を工夫する必要がある。総合評価と提言の中に「わかりやすく情報開示し」と文

言がある。まさにその点を言っているというふうにも考えられるので、できるだけ情報

をオープンにしながら、かつわかりやすい形で提示していくということで、まさにそれ

だけでも今問題になっていることがある程度解消されるのではと思う。

今の廣瀬委員の指摘は、総合評価の提言の部分について、もっとしっかりやれという

発言だと理解したい。

なお、持越在庫の７５万トンについて、これは別枠であるということであるが、この

評価の中にもあるが、これが加工米の圧迫感になり、また代替関係を通じて、主食の需

給に関する不安感につながっているという指摘もある。その意味では、まさに慎重を期

した運用、あるいは影響を回避するような運用を改めて強調しているのであるので、こ

の点も特に委員の発言とこの文言に齟齬があるとは考えていない。

（門傅委員） 確認であるが、援助について、Ｐ．７の③を見ると、殆どが政府米を援

助に出しているが、仮にミニマム・アクセス米が需給に影響を与えてないとすれば、Ｓ

ＢＳで入ってきた以上を政府米を市場に流通している米を外国に援助すれば影響がない

という形だと分かるが、実際に出しているのが殆どが政府米だとすると、ＳＢＳ米が１

０万トン主食用に入ってくれば影響するのではないか。市場に出ているものプラス１０

万トンだと思う。

（座長）この点はおそらく完全な棚上げ備蓄ということになれば、指摘のようなことが

あるが、現在取られているシステムは、回転備蓄という形であるので、連動していると

いうふうに考えてよいと理解しているが、この点について食糧庁の見解は如何。

（計画課長）回転備蓄をやっている以上、政府が保有している在庫も流通量の一部にな

ってしまう。

、 、 、昨年の備蓄運営研究会の際にも 米の価格というのは 生産量ともあまり連動しない

在庫量とも連動しない、しかし在庫量と生産量を加えた総供給量と非常に関係が深いと

いう報告となった。したがって、政府が在庫を保有しているほど、それをもって価格を

下げる要因になるということから、政府の備蓄数量を引き下げるべきではないかという

ことである。

価格に対する影響も、政府が持っていることをもって、影響を与えるということから

も、政府の保有米というものは流通の一部と考えざるを得ない。

（長官）１４年度の援助について、輸入米については２０万トン程度ＫＲ等に援助とし

て出してきた。これまでの援助の枠を越えた方法がないのかとわれわれも研究している

ところであり、援助になると食糧庁だけでなく、外務省も考えるところであるので、外

務省の方にも働きかけているところである。具体的には、アフガニスタンとかというと

ころに、できれば国産米、国産米でなくともミニマム・アクセス米を援助できないか、

我々はこれだけ出せるぞということは常に言っている。ただ、これは相手のある話であ

り、外務省のほうでも色々と検討してもらっているが、外務省と相手国、国際機関等い

ろいろと方針等合致しなければならない。

いずれにせよ、我々は在庫を減らす努力をしているということを理解いただきたい。

（中野委員）ミニマム・アクセス米の関係だが先程、門傅委員が言ったように、ＳＢＳ

が１０万トンマーケットに入っているということで政府米から援助されても、それは流

通量の一部であるという考え方はそうであろうが、ほとんど出ていかない米が外国にで
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ている政府の在庫がそれだけ減るだけであって、現場には全く影響していない。援助と

して政府米を出したということが国内のマーケットに全く影響していない。我々は、ミ

ニマム・アクセス米，ＳＢＳが非常に大きく影響していると認識している。

共通認識としてこのようなものが出されると私どもとしては、生産に対して違和感が

強い。慎重の上にも慎重を期した運用ということは、どういうことなのか。書いてある

のはよくわかるが、内容は、今までやってきたことがそうなのか、それとも、これから

もっと別のやり方をするということなのか。いままでやってきたこのミニマム・アクセ

ス米が入ってきてＳＢＳで主食の部分に放りこまれた部分で影響をしているからこのよ

、 。うになったのだから 慎重の上にも慎重をというなにか新しいやり方を考えているのか

それともどうしても、これはやはり影響がないんだともっていきたいのか。私どもとし

ては、今の状態で影響があるからいろんな意見を申しあげている。それが全くないと、

これからも慎重の上には慎重をというような話になると、はっきり言って全く意見が違

うととれる。

主食用には、１３ＲＹまでで入ってきたうちの３６万トンを供給している。この３６

万トンの代わりに１２１万トンの国産米を出したから影響がないんだというが。私ども

としては、実際に出回っている自主流通米、計画流通米をそれだけ出したのであれば、

政府在庫が変わらなくても現場に影響は与えたのだろうが、全くマーケットに影響のな

い政府米をやったからといって、影響が帳消しされるというのはいかがなものか。

我々は、そのような認識でミニマム・アクセス米がこれだけ影響を与えているのでは

ないか。総合評価と提言のなかで、本当に慎重の上にも慎重を期してやるのであれば、

今までは、影響があったけれどもこれからどうするというのがあるのであれば教えてほ

しい。しかし、今までどおりで慎重の上にも慎重であるということであれば、我々とし

ては、非常に納得しがたい内容である。

（髙木委員）いろいろご意見が出ているが、私もたたき台を出した立場で申し上げたい

と思うが、中野委員及び門傅委員の方から話があったＳＢＳ米の１０万トンは市場に出

回っているではないか、政府の在庫がそれ以上、援助に仕向けられたり、加工用に仕向

けられても関係ないということであるが、これまでも政府の在庫、特に需給が非常に緩

和している時は、政府の在庫に対して生産者なり生産者団体がどういう要請又は要求を

してきたかといえば、できるだけ売るなということをやってきたのではないか。そのこ

とによって政府は回転備蓄で売っていこうとしてもなかなか売れない、市況との関係で

売れないそれが在庫にたまるという状況もあったと思う。

中野委員がいうような全く政府の在庫を援助に仕向けた、在庫が減るということが市

、 、況に何ら影響を与えない 米として価値のないものを援助に仕向けているのだとすれば

、今まで生産者なり生産者団体が政府の在庫があって回転備蓄で売っていこうという時に

それは困るよということをなぜ要求したのかがわからなくなる。

在庫の縮減量は、需要量から引かれている。このことは、まさに生産調整の面積を決

める時に１０万トンの分はここで影響している。生産調整の面積の算定においてもそう

いう事実がある。気持ちとしてはわかるが事実として客観的に整理をしておくべきであ

る。従ってこの最後の提言のところの慎重の上にも慎重をというのは 「影響を回避する、

ために」と入れているのは、いろいろな心理的な影響、ないしは、現場ではミニマム・

アクセス米を輸入しているから協力できないという事実に対し理解を深めていただくと

いう点で、慎重の上にも慎重を期していくという表現にしているのである。特に丸米供
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給のようなものは、さらなるチェックをするという意味も含めて生産者への安心に向け

て対応するということではないか。

研究会自らを含めてということであるが、この研究会としても客観的な事実をもとに

一定の共通認識を整理して、いろんな場面で理解を求める、我々委員がそういう努力を

するということもこの中に含んでいると私は理解している。

（ ） 、宮田委員 輸出があるにしろミニマム・アクセス米で入ったものを出すのであるから

ミニマム・アクセス米がなければそのまま出すのであるから、単純に言っても影響がな

いということにはならない。プラスマイナスの面では影響はないかもしれないが、ミニ

マム・アクセス米をゼロにするわけにはいかないわけであるから、私がこの前主張した

とおり国際交渉のなかで５％の範囲の中で減らしていく努力をする以外ないのではない

か。

海外援助のなかで特定な国に対しては国産米であるが、ほとんどミニマム・アクセス

米を処理するのはＫＲとかＷＦＰとか国際援助規約とかにやっているが、現物で出す場

合がすべてなのか、あるい日本がお金をだして他の国からお米を購入してその地へ支援

をするというケースもあるのか。あるとすれば量は、どのくらいか。

またＫＲ，ＷＦＰへは、大体２０万トンぐらいであるが、これから恒常的に続きうる

可能性があるのか。

（計画課長）まず、７ページの③の表をご覧いただきたい。わが国が援助した実績は、

昭和４０年代５０年代の過剰米の処理の一環として輸出している。２年から５年は、国

際協定に基づき、わが国は３０万小麦トンの援助の枠を国際的に義務付けられている。

その枠の半分ぐらいを米にしている、海外で調達してそれで外国へ送るその方が援助効

率が上がる、それは外務省の予算で行っていた。

、 、 、 、 。６年からは 国産に振り替えている ６ ７年は 緊急輸入の余った分をだしている

その後、８年以降は、恒常的に輸入米と国産米を出すようにしている。これは、今まで

になかったケネディ・ラウンド援助について国産米を出すという政治的な決断によりミ

ニマム・アクセス米を影響させないという判断のもとに政府全体で財務省の協力を得な

がら実現できたことになる。

したがって、国策としてあるいは国際的には、日本の高い米を出す必要はないという

前提で考える必要がある、わが国の過剰な米を出すために、後年度負担を含めて３千億

もの国税を使わざるを得ないということが、この裏には潜んでいるわけである。もしも

外国で調達していれば、全く納税者負担に跳ね返っていないのは事実である。

他方で、インドネシアへ５０万トン輸出したが、その時は、３００万トンの不足のな

かでわが国が１００万トン貢献しようと、その中で国内の米で５０万トン、海外で調達

したもので５０万トン、合わせて１００万トンという割り振りで行った。

これからも援助ができるかという点ですが、国産米、ミニマム・アクセス米のバラン

スをとって内外無差別の原則に反しないような運用をせざるを得ない。ケネディラウン

ドの約２０万トンについては、恒常的な援助需要があると推定してかまわない。そのほ

かの緊急援助、たとえば、インドネシア、北朝鮮については、その時々の国際需給によ

って、緊急に必要となる援助ということになる。

（座長）先程の中野委員からの発言については、髙木委員から二つの面からそういうこ

とではないのではないかということであった。つまり、現在の備蓄の制度のもとでは、

備蓄の状況と通常の流通をしているものが連動しているという意味で、在庫からの援助
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も引き締まるという印象を与える。そういう意味で影響を取り除くことになっている。

それから、生産計画については、在庫の縮減量がその時点での在庫量に関係してくる

が、その部分を軽くすることによって、そちらの面からも影響を回避することができる

という説明であったが、その点について、中野委員あるいは門傅委員いかがか。

（門傅委員）わかったような、わからないようなといったところが、正直なところであ

る。できればもう少し分かりやすい説明文または資料がほしい。私がわかってないとす

れば現場の生産者に説明する者にもミニマム・アクセス米に関して説明ができない、も

う少し資料とか詳しいものがあれば次回以降だしていただければありがたい。

（座長）たとえば、図で示すとか、もう少し長くなってもいいから細かく説明するとい

うことか。

（門傅委員）心理的に引っかかっている部分があるので、先入観だったり誤解だったり

する部分もある。影響に関しては、流通なり実需の人のとり方も違うと思う。ＳＢＳ米

に関しては、生産者が思っている影響と実際に価格を形成しているところに携わってい

る人の見方もあると思う。数字的にはでてこない部分もあると思うが。もう少し掘り下

げた資料をいただきたい。

（中野委員）髙木委員から説明があったが、言われることは私たちもそういう趣旨の基

にやられたということは理解できる。しかしながら、Ｐ．４にあるように例えば入って

、 、 。きたものが３７１万トンあり 主食用 加工用にこれだけの数字が国内に出回っている

分かりやすい内容をみんなに知らせていく、そして理解を頂けるのであれば、それはそ

れで、よしとしてもいいのであるが、結局、どれだけ国内に出したのであるか、という

数字がはっきり出てきて、これでも影響がないということになってくると、そこで議論

が分かれる。皆さまがとっている立場を無視するのではなく、現実にそれだけのものが

入っている。私が、この間、米粉調製品の場で話をしたが、別に年間１０万トンずつ入

っている。そのうちの７割ぐらいがもち米である。今、生産量１２～１３万トンあるい

は１４～１５万トンしかないのに７万トンの米粉調製品のもちがはいっているというこ

、 。とであれば そういうことも非常に大きく影響しているのではないかと申し上げている

運用面や用途面で検証結果を分かりやすく情報開示する。それをやってみて、どうい

うところに、どういうミニマム・アクセス米が流れているかをやってみて、そして、そ

ういう内容を知らせた上で、これが、全く影響がないのかどうかという議論をした方が

いいのではないか。

言われていることがわからないのではなく、あの時、何でこうしたんだではなく、現

実にそういう流れがあって、そこにそれだけの米が入ってきている、我々の日本のマー

ケットの中にそれだけの米が入ってきているという現実は、やはりお互いよく見なけれ

ばいけないと申しあげている。

、 、 、髙木委員が言われることも十分理解しているつもりであるが だからといって 私は

全く心理面だけの影響であるということにはならないと思う。

（座長）今の点について、まず、こちらで取りまとめて、生産現場の方々に影響がある

かないかを問いかけるのではなく、まずは、研究会としての認識を作りたい。そこに、

まず全力をあげたい。

（髙木委員）再度申し上げるが、中野委員が普段からおっしゃっていることは、私も理

解している。ただ、この資料は、数字的に客観的にできるだけ正確に分析、評価をして

いるそういった性格のものである。今、たしかに加工用でこれだけ、主食用でこれだけ
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という数字のものが国内にきている。この事実をもってして影響がないということは、

あり得ないのではないかということについて、できるだけ数字の面、それから価格の面

から客観的に分析して評価を加えているものである。加工用のことは、他用途利用米の

話もこのなかに入れているが、今の加工用も一定の販売価格で売れるところに、国内の

米は仕向けられているという事実がある。そういうことで、ミニマム・アクセス米が一

定の加工用途に仕向けられているという分析が書いてある。それから、加工業界として

は、国内できちんと一定の価格で安定的に供給されれば、国内の米を使い続けると思う

が、他用途利用米の時でも、今の加工用米の時でも、必ずしも生産予定数量が、きちん

と集荷されない。これは、価格の問題が一番大きいのではないかと私は思う。

そういった事実が日本の米生産の実態であるということを、きちんと理解した上でな

いといけないのではないか。そういったこともあって加工用の世界では、米粉調製品に

走るところもあると思う。米粉調製品の分析の中でも、きちんと読んでいただければ、

もちへの影響は否定できないということを評価している。

やはり、価格と安定的な供給の両方が国内の米生産で本当にこれからできるかどうか

がこれからの問題であり、過去の実態とも関連するが、そのことが基本的な問題である

と指摘しておきたい。

（立花委員）今の話をうかがっているとマーケットにおける価格を下落させないために

農協が政府の方に、もうこれ以上米を売るなというような市場における、介入というか

操作をしているように私は受け止めたが、そうなると一体、政府はマーケットの価格が

この価格以下だったら介入するとかしないとか、そういったルールはあるのか。私が、

前回うかがった時には、政府は需給調整に関与しないんだというお話をうかがったので

あるが、いまの髙木委員の話をうかがっているとそのあたりが曖昧になってきたので、

どういう実態になっているのかお聞きしたい。

（髙木委員）私が申し上げているのは、現実の価格の状況のなかで、生産者側と在庫を

持っている政府の間で話があるということである。したがって、いくらの水準を保つた

めにどうするとか、そういうことではなく、やはり今ここで売りすぎれば、どういうこ

とになるか、ということを見ながら、だから、市場に介入しているという受け取り方を

されると、私のものの言い方が誤解を招いたかと思うが、それは、一般の産業界でもい

ろいろ阿吽というものがあるのだと思う。需給調整をするとか、市場介入をするとかと

いうことではなく、やはり、一定の水準の米を政府がもっているわけですから、それを

売る時期とかいろいろ阿吽の中で考えることはある。という趣旨で申し上げたわけで、

そのことが委員からみれば、それは、市場介入ではないかと受け取られるとしたら、私

の発言はその限りにおいて、撤回する。

（座長）今の問題は、流通部会において検討すべき論点にも関わってくる。

ミニマム・アクセス米が、これこれ入ってきているということで影響しないはずがな

いではないかという、ある意味では単純明快な議論もあるわけだが、この検証自体は、

それの一部については、なるべく波風の立たないようなところに仕向ける形で対処して

いく、若干、波風はたっているところもあるが、それが多少別のところにもおよぶとい

ったことを示す資料もあるわけである。

もう一つは、入ってきたものを掻き出すという形で影響を回避しようとしているわけ

であるが、ただ、掻き出すために直接バケツを入れているところが、ちょっと横にある

ということで、これもまた理解の難しい説明になっていると思う。バケツをいれるとこ



- 16 -

ろが違うと全体に対する効果という点も、別のところにいれた場合と差がでてくること

も当然あり得るだろうと思う。その意味では、ピンポイントで厳格にこれだけの影響が

あってこれを１００パーセント回避した、あるいは１３０パーセント回避したという言

い方は、なかなか事の性質上いいにくい。そういう意味では、冒頭、私が説明申し上げ

たとおり、これは、政府としてかくかくしかじかの目的なりをもって、かくかくしかじ

かの行動をとっているが、数字の上からみれば、かなり余裕をもって目的を達している

のではないかという想定のもとに、影響を回避するよう行動をとっているという表現を

とっている。いろいろ議論があるわけですが、この点について、ご議論があればさらに

承りたい。

（花元委員）後で議論する機会もあると思うが、Ｐ．１３のミニマム・アクセス米のう

、ちいわゆるＳＢＳを中心に１０万トン前後が主食用途に仕向けられているということを

生産者農家は、ほとんど知らない。輸入米が国産の需給の中に１０万トン程度入ってい

るということ。ＳＢＳが国内需給に割り込んでいるということ、自給率１００パーセン

トではない、この分は、ＳＢＳであるこの残りが国産米である自給率は１００パーセン

、 、 、トではないと 図解をするとそういう説明をしなければいけない というのがあるので

ＳＢＳなり輸入米の取扱いについては、生産調整をきちんとやっていくためには、この

整理はきっちりしなければいけない。

（竹内委員）私が、農民の立場からどのように理解するか、この分析は正確にできてい

ると思う。ただ、輸入の分だけ取り出して、影響があったかなかったかを議論はあまり

建設的ではないのではないかという感じがする。完全に国内だけで援助もない輸入もな

いというような状態と違い、外交交渉の結果ですから、希望としては、輸入が減ってい

くことが望ましいが、皆さんのご議論も十分理解できる。大部分の国民、もちろん全員

ではないが、そういう主張に対して理解というのは、かなり広範囲にあると思う。輸入

があって援助があれば、国内均衡からみれば、輸入は供給増であり、援助は需要増であ

る、数量をみると、何年間か合わせるとおおむね似通った数字になる。援助は国内で余

ったから援助するというわけにはいかない、援助が必要とする国の事情を主として、外

交的な判断が中心となって、それに農政上の問題も十分加味して決めている。輸入米の

事情と援助米の事情とは全く同じ理由で決められているわけではない。したがって、こ

の分析は正確だがそのように理解するのが正しいのかなと思う。そのように理解した上

でこの分析の結果をもう少し考えるが。結論的には、影響があったかなかったかの議論

をやっていくのはいかがなものか。分析の表現の仕方、素直に頭に入らない表現は、除

外したほうがいい。基本的には国内均衡だけ考えればいいというような政府の状態でな

いことは事実である。したがって、輸入の分は供給増、援助の分は需要増、今、事実と

してそうなっている。

、 、 、ただ 言えることは 政府が具体的に在庫管理して全体の米需給をやっているわけで

その中でその時々の事情からみて極力影響が具体化しないような工夫はいろいろ努力し

ている。その努力の結果をどの程度評価する必要があるのか、学問的に評価するのは非

。 。常に難しい 正確な影響度について分析をしようとしてみても建設的ではないと考える

（座長）確かに、先程、私、ピンポイントで評価することは難しいものであるといった

が、それを、わかりやすく表現していただいたと思う。

また、先程、私の冒頭の説明で援助用については、もとの案では結果的に実現されて

いるものであるという表現があったが、これが少し分かりにくいということで淡々とし
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た表現にしたと申し上げた。ただ、結果的にという表現には、言わば、事前にはなかな

か確たることを言えないという意味がある。つまり、援助用に仕向ける米が不足してし

まうような事態もありうる。これは、需給特に生産者側からすれば、問題にする必要は

ないことかもしれない。逆にニーズがないということもないわけではない、その点につ

いては、現在の運用の状況でいいうと、別枠の７５万トンの在庫が積むということで帳

尻をあわせざるを得ない、その点については、髙木委員がベースを作った評価のなかで

も、それが特に加工米の不安感なり圧迫感につながるという可能性があるということは

述べられている。それが、主食米に波及するということも否定できない。私の今の理解

が正確かどうかについても確かめなければならないが、もう少し分かりやすく筋を提示

する必要がある。

（佐藤委員）研究会が今日で終わりではないので、総合評価と提言については、お預け

をして、その他のミニマム・アクセス米の分析、検証については、了としたいが、一番

最後の総合評価と提言についてだけは、継続して議論をすればどうか。

（座長）今、ご提案いただいたが、実は、私も、今日の時点でこの形で了承いただくの

は少し難しいと判断している。ただし、検証の部分を了とし、評価の部分をペンディン

グにするというよりも、むしろ、検証の部分も、ご指摘があった点について、もう少し

わかりやすくした形で表現して、今後、わかりやすく開示するという作業を前倒しにす

るということにもなるが、その作業をもう一度やってみて、表現の仕方なりについて、

二義的にとれるようなことがないよう整理をして、できれば次の研究会に、再度、提案

をさせていただきたい。準備の都合もあるが、いろいろな部会が、走り出す前に措置し

ておきたい。

、 。 、今日は いろいろ意見があって集約できない状況にある もう少し説明を加えた形で

再度、提示し次回には、是非とも全体としての認識としてまいりたいが、いかがか。

是非、現在のたたき台修正版をもう一度よく読んでいただきたい。説明不足の点は、

補充して示したい。

今の論点以外について、発言なりがあれば、フリートーキングという形にさせていた

だきたい。

（飛田委員）これからそれぞれ生産調整なり流通の部会の中で具体的に検討していくと

いうことであるが、その検討の中で、十分慎重に取り扱っていただきたいというか、検

討していただきたいことを申し上げる。

第１回の研究会においても、農水省の方から、昨年の米政策の見直し検討の過程で、

生産調整については、生産数量による管理の移行に向けて、実行確保あるいは公平性の

確保等について、この研究会の中で検討していただきたいという話があったが、この手

法については、現場の状況というか、実効性をどのように確保していくのか、あるいは

それに伴う県、市町村等の地方公共団体の事務量がどのようになるのか、あるいは現在

進めている水田農業経営確立対策との整合性をどのように取っていくのか、等解決すべ

き課題はたくさんあるように思う。

生産数量による管理の移行については、十分慎重な検討をして方向付けをしていただ

きたい。特に、生産数量によって管理をしていくということ、米の政策ということで考

えた場合、理論的にもそのとおりだと思うし、あるいは、需給管理というようなことを

考えても、数量で管理をしていくと、これは理論的でもそのとおりだと思う。しかし、

現場において、円滑な推進をしていくと考えると、ちょっと問題が多すぎるのではとい
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う気がする。

実際に生産調整を行う農業者、事務を行う市町村等の行政、あるいは農協担当者が理

解をして、きちんと納得をした上でできるような合理的な制度にしていただきたい。

昨年来、農水省から示されている資料は、現場では納得ができるような内容にはなっ

ていないように私は認識している。

以上を踏まえ、これから検討の中で十分議論をしていただきたいと願う。

（ ） 。 、 、 。座長 その他にあるか ないようなので ディスカッションについては 以上とする

、 、次に委員要求資料について 委員の皆様から事務局に対して要求のあった資料のうち

本日の段階で準備できているものを事務局から項目のみ説明いただきたい。

（計画課長）委員要求資料の目次をご覧いただきながら説明する。

１番目の情報伝達の関係だが、情報委員会の活用状況、研究会の認知度、パソコンの

所有状況、この研究会のメールマガジンの利用状況を載せている。

２番目の米政策に係る予算措置の推移だが、生産・流通の各段階ごとに総額を計上し

ている。この２年で生産調製の予算が７００億円増額している。他方で総合対策経費を

４００億円減らしている。

３番目の転作作物の生産・販売価格の状況について、８年から１２年の５年間を整理

している。

次の生産調整対策を実施しない場合に想定される事態ですが、１７０万トンが過剰に

なり、８，０００円まで下落し、その後１２，０００円に回復するという、シナリオを

かいている。今回は、需給曲線も合わせて開示している。

稲作経営安定対策の仕組み及び計画外流通米の取扱いについて、計画外流通米につい

ては、３万人、８億円程度の補てんが行われている。

過去の米価の乱高下の事例ですが、４事例を示している。

稲作と転作麦・大豆の所得の推移については、転作作物等の選択と定着化との関係で

整理している。

１，５００円基金の拠出状況ですが、関連情報と合わせて開示している。

計画外流通米（未検査米等）と自主流通米の取引価格について、日本経済新聞、業界

誌の生のデータを整理している。

、 「 、 、 」別冊として 技術会議事務局で整理した 水稲 麦 大豆に係る研究開発の推進状況

についても提示している。

（座長）これらの資料については、４月以降の各部会の審議の際に、参考にしていきた

い。詳しい説明は、その場で事務局にお願いしたい。他に何かあるか。

（各委員 （特になし））

（座長）ないようなので、本日の会議は、ここで終了したい。次回は、４月９日の１４

時からの開催を予定している。

（以上）


