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第４回生産調整に関する研究会の議事概要

〇 日時：平成１４年４月９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４回生産調整に関する研究会を開催する 開会に先立ち

遠藤農林水産副大臣から御挨拶申し上げる。

（遠藤副大臣）お忙しい中、度々御参集いただきまして厚く御礼申し上げる。小泉内閣

の緊急に結論を出さなければならない政策は、ほとんど６月を目処にということで進ん

でいる。食の表示の問題あるいは安全に関わる行政機関の新たな設置といったような問

題、またＢＳＥ法案といった問題、そこで新たに現在検討を進めている農業共済制度、

農業災害補償法、経営政策に関わる法案についてもほとんど６月頃を目処にある程度の

方向性を出したいと考えている。大変急かせる様で恐縮だが、６月頃を目処に度々会合

をお願いすることなるかと思うので、御了解の程を賜りたい。

今般は新たに流通の分野、あるいは生産調整そのものの分野を御検討いただく専門部

会等を発足し、一段と議論を深めているということで、大変ありがたく思っている。こ

の問題そのものは、面積で割り当てることに対する閉塞感を非常に感じ、新たに打開す

る方法はないか、世の中はどうかということから参画したものであり、徹底した検証を

いただきたい。

なお、これまで３回程地方へ出られて、意見等を伺っていただいたわけだが、この研

究会の持って生まれた性格上、多分会場は生産者などで一杯だったと思う。しかし、そ

れはそれとして、生産調整そのものは、生産者に一番協力をいただき、分かっていただ

かなくてはいけないものであり、当然の中でこの仕事をすることもさることながら、現

実の現場で市町村のさらにその末端の集落においてどういう風に生産調整が割り振られ

ているかということも重要なことだろうと思う。

各集落には、それぞれＪＡによって違うと思うが、実行組合長または、生産組合長、

あるいは振興組合長という方々がいて、そうした方々が実際の集落での生産調整を配分

等については大きく関わっていると思う。そういった方々との市町村役場の農林担当職

員との懇談等といったことも必要なことではなかろうかと、出来ればどんどんそういっ

た機会を考えていただければ、役所の方も全力を挙げてサポートしていきたいと思う。

農業をしていく方は当然であるが、いろいろな学者、研究者、専門家の方々なりさま

ざまな方々との懇談の席をもし必要とあれば、私どもがサポートしていきたい。

既に皆様のお手許に届けられているか、あるいはご存じかと思うが、４月２日にＢＳ

Ｅに関する調査報告書が発表された。受け止め方も色々あろうかと思うが、私も終始一

貫この会議に出席して、出せる資料は全部出しなさい、そこで公開にしようと、農水省

がどのようなことで批判を受けようとそれは真っ正面から受け止めるべきだと、という

姿勢で臨んできた。やはりこういう会合は透明性を保つというか、あるいはアカウンタ

ビリティというか、きちっとした説明が出来る意味でも、可能な限り公開し、かつ自由

な議論が出来ると同時に、外野からもいろんな意見を吸収出来る会にしていただければ

と思っている。

いずれにしても、限られた時間の中で検討いただくわけであるから、少しでも省内に

あっては明確な方向性をしっかりと打ち出せるように督励をしていくので、格段の御指
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導の程を心からお願い申し上げ、御礼をさせていただく。

（針原課長）それでは、生源寺座長に一任したい。

（座長）前回の研究会では論点課題の整理について議論してもらうとともに、今後の検

討体制について議論した。また、以前から懸案になっているミニマムアクセス米の運用

及び米粉調整品の輸入実態、影響についても議論を行った。

本日はまず、前回の研究会で御意見をいただき、最終的に座長、座長代理に一任いた

だいた論点の課題整理について説明するとともに、新しい体制で検討することとなった

研究会の当面の検討の進め方について議論をいただきたい。また、併せて各部会の委員

構成についても紹介したい。

さらに、ミニマムアクセス米の影響評価について改めて議論を行うとともに、委員要

、 。求資料について簡単に説明をした後 その後フリートーキングを時間があれば行いたい

最初に当面の検討の進め方についてであるが、まず論点課題の整理については資料１

－１のとおりである。ほぼ前回の研究会で成案に近いものが得られているので、その後

私ども座長、座長代理の方で内容を確認したので簡単に説明したい。

最初にＰ．１であるが、修正箇所が明示されていないが、２）の３番目の○「○検討

の順番としては、全体のシステムのイメージを描きながら」の「全体のシステムのイメ

ージを描きながら」というところが、前回の研究会においては、カッコに入っていたの

が、あえて必要ないという判断で外した。

Ｐ．２は前回の委員の御意見を踏まえて、新たに（２）の４番目の○「○生産調整の

目的をわかり易くする観点から・・・ 」を加えた。。

それから次のページは下線部が２箇所あり、これはもともと書面で提出された意見を

こういった形の論点にしているのだか、内容の正確を期したということである。

． 「 、 」それからＰ ４は前回の議論を受けて ○計画流通制度の見直しに当たっては ・・・

を加えた。

以上が、前回の研究会の意見を踏まえて、最終的に論点・課題の整理をしたものであ

る。

なお、資料１－２については前回委員限りで配布した皆様方からいただいた意見であ

る。これについては、前回お諮り申し上げたとおり必要な修正を加えたのち公表すると

いうことであり、何点か修正の要望をいただき、それを施した上での資料であるので、

公表したい。よろしく了解いただきたい。

次に、当面の検討の進め方についてである。これまでも紹介した論点課題の整理を念

頭に置きながら、新しい検討体制のもとで審議を深めていきたいが、論点は非常に多岐

にわたっており、一つ一つ順番に議論していくといった性格のものでもないので、ある

程度の重点なりを考えていかなければならない。

また、各部会間の整合性を保つことも重要であろうと思われるので、あらかじめ各部

会での今後の検討の進め方を研究会全体で確認し、それを踏まえて各部会での検討を精

力的に行っていくということを考えている。

こういった趣旨から資料１－３「当面の検討に当たって」という私の案を示したい。

前回の企画部会でも提案したが、今回の研究会でもあらためて提案したい。

今申し上げたことと多少重複することがあるが、４月以降は企画部会に加えて、生産

調整部会、流通部会を設置し、また新しい部会の委員を迎えて検討を深めていくわけだ

が、整合性を図りながら研究会として結論をきちんと出していくということが求められ
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ている。

これまでの論点・課題の整理を踏まえて、検討の進め方については次のように考えた

い。

最初に全体的な検討の進め方についてであるが、当面は各部会中心に議論を進めてい

く。

また、部会における検討内容の整合性については、企画部会で整理をしていくことと

したい。

整理をしていく際に、調整が必要なものについては、各部会の部会長、部会長代理そ

れと研究会の座長、座長代理との間で意見交換の場を設けていくことにしたい。

それから全体研究会であるが、６月までの３カ月については、各部会の検討状況の報

告を受けるという形で、原則として月末に開催してはどうかと考えている。

また、この３カ月を精力的にこなした後、７月以降は全体研究会あるいは合同部会に

おいて、米政策全般について論議を行い、また各部会で検討を進めていく具体的な枠組

みを定めて行く必要があると考えている。

従って、各部会においては、６月までの間に、それから先の大まかな検討方向を取り

まとめるよう、努めていただきたいと考えている。

その際、見解が分かれることも考えられるが、出来るだけ集約していただくよう努め

、 、 、ていただきたいが なお分かれる部分については それぞれの見解の根拠を示しながら

７月以降の議論に最終的な落としどころを委ねるといった形にしていただきたい。

なお、現地検討会であるが、なかなか季節的に難しい状況であるが、部会の検討の中

に反映していく観点から、６月までの間に各ブロックを一巡出来るように、従って５月

に２回程度、６月に３回程度開催することとしてはどうかと考えている。

以下、それぞれの部会の進め方についてである。

まず企画部会であるが、米政策、水田農業政策全般に係る総合的なパッケージ作り、

また各部会を横断する事項についての共通認識醸成を主な検討課題とする。

従って、論点、課題の整理に則して申し上げると「２）の関連政策のあり方に関する

論点」ここが主に参考にすべき重点ということになる。具体的には、米政策のあり方、

水田農業政策のあり方さらに経営政策、担い手政策のあり方、こういった点についての

。 、 。論点をにらみながら検討を進めたい これは 総合的なパッケージ作りについてである

、 、それから共通認識を醸成すべき事項については 既に同意が得られているわけであるが

そのうち生産者までの情報の正確な伝達、その活用についてまず優先的に検討していた

だく。その後、国、生産者団体及び地方公共団体の役割分担、連携のあり方について、

検討を行いたい。

さらに、新たな米政策大綱等において実施するとされていた項目の中で、実施されて

いないものがあるが、その理由についても検討を行いたい。

また、その他他の部会における検討を円滑に進めていくため、制度の枠組みを考える

に当たって考慮すべき基本的な事項についても検討をしていきたい。

検討にあたっては、これまで研究会に提出された様々な資料があるが、その中から以

下に掲げるようなものについて、より詳しい説明を事務当局からいただきながら検討を

進めていきたい。具体的には、米政策、水田農業政策全般に係る資料を参考にしていた

だくことになる。特に重点的な検討の対象となろうかと思われるものについては、◎を

付けてある。
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次に、Ｐ．３の生産調整部会であるが、まず、これまでの問題点、その中でも不公平

や不公平感の実態の分析、また、この点についての共通認識の醸成からスタートしてい

ただいてはどうかと思う。さらに生産調整の現時点での目的の理解に関する検討、こう

いった一番ベースにおくべき論点についてまず検討していただく。

さらに手法の選択に関しても、まず基本的な考え方を先行的に検討していただき、そ

の上で具体的な手法に関する議論を行っていただく、こういう形である意味メリハリの

ついた議論の手順を踏んでいただきたい。

従って、当初は、論点・課題の整理のうちのⅡ１ 「生産調整のあり方に関する論点」）

の中から「 １）全般的な問題点に関する論点 「 ２）目的の理解に関する論点」そし（ 」（

て「 ３）手法の選択に関する論点」の中のその基本的な考え方また不公平感の是正、こ（

ういった点についてまず検討を進めてはどうか。

その後「 ３）手法の選択に関する論点」の中の具体的な手法のあり方を検討していた（

だく。また、生産調整の手法のあり方は、これまでは減反とか転作とかいわれていた部

分についての政策のあり方についても影響が及んでいるわけであるから、水田農業政策

のあり方に関する論点についても議論していただく。

なお、生産調整部会のもとに専門委員会を設けることを予定しているが、この専門委

員会は、具体的な手法のあり方に関する論議を行うタイミングを見計らいながら設置す

ることとしたい。

また、検討に当たっては参考として以下「当面の検討に当たって」に掲げてある資料

があろうかと思われる。

こういった資料を十分に駆使して、検討を進めていただきたい。

最後に流通部会の進め方であるが、流通部会については、昨年１１月の米政策の見直

しの取りまとめの際研究会の議論の柱として計画流通制度に代わる制度をどう考えるか

ということがあったが、この問題に正面から取り組んでいただく。

従って論点としては、基本的に２つあろうかと思われる。

１つは、生産調整と流通との関連に関する様々な問題、これをどう考えるか。

、 。もう１つは計画流通制度そのものを それ自体としてどう考えるかということである

詳しく説明すると、計画流通及び計画外流通制度の理念、現状等、評価及び計画流通制

度に代わる新たな制度のあり方であり、これを主な検討課題としたい。

生産調整部会、企画部会と同様に、論点課題の整理のうち特に関連の深い部分を示す

ならば、Ⅱ２ 「 １）米政策のあり方に関する論点」の中の一部ということになる。ご）（

く一部のようにこの文章からは読み取れるように思われるが、かなりの多くの論点が計

画流通あるいは価格形成についても出ている。この点について論点を参考にしながら議

論をしていただきたい。

なお、流通問題に関しては非常に幅広い方々が関与されている。従って必要に応じて

。専門的な知見なり経験をお持ちの関係者の意見を聞きながら検討をさせていただきたい

また、いま申し上げたが、そういった流通制度の特性を反映して、委員構成が川上か

ら川下に至るまで非常に多様な構成になることかと思われる。従って部会の運営には、

流通の各段階においてのミクロ的な側面もさることながら、むしろ流通全体のマクロの

将来像についての議論を中心として進めていただきたい。

参考としていただきたい資料は④のところに掲げてある。

以上が、これから、特に４月、５月、６月の各部会と全体研究会の進め方として私の
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方で提案したい内容である。御意見、御質問等あればいただきたい。

（遠藤副大臣）一部誤解されているようであるが、大臣が生産行政から消費者に重きを

軸足を置いているという「生産優先もさることながら」ということについては、生産優

先は当然であり、また必要なことであるが、生産者が切り捨てられたような話になって

いるので、いかがなものかと、どうか御了承いただきたい。

（竹内委員）せっかく遠藤副大臣がお見えになっているので、今のことに関連して、生

産者と消費者は非常に分かり易い対峙した言葉だが、農産物を消費者に実際に買っても

らって初めて生産者は生産が成り立つわけである。それには消費者のニーズの変化や安

全その他のことを含めた感覚が非常に大事である。それは消費者を大事にしているだけ

ではないのだと思っている。マーケットリサーチという言葉があるが、生産者が生産の

中で上手く消費者の意識や動向の変化について遅れないように対応していく上で、生産

を取り巻く仕組み、流通の面あるいは政策面も含めて、そういう関係が大事であるいう

理解でよろしいか。こっちを大事するとかこっちを大事にしないとかいうふうにとらえ

たらそれは誤解ですよと言ったが、もう少しかみ砕いて言うとそれは別々に対立するも

のではなくて、こっちを大事するとかこっちを大事にしないとかいう関係ではなくて、

消費者の動向をより重視する生産体制が上手くいく、売り上げが伸びる、そういう理解

でよろしいか。

（遠藤副大臣）全くそのとおりだ。生産者と消費者を対立する概念でとらえようとして

いるわけではない。昨日は官邸で都市再生本部があったが、私もそこで申し上げようか

と思ったのだが、都市と農村を対立する概念でとらえている先進国はどこにもない。ど

うも日本は都市（の人々）が固まると都市再生だ、一方で農村も見てくれといったこと

があるが、決して対立するものと考えない。ただ、生産する側でも最終的にはおなかの

中に入るんですよと、また（消費者に）受け入れてもらえないものでは駄目ですという

ことは、今般のＢＳＥでよくよくお分かりいただいたのではなかろうかと思うわけで、

、 、軸足のつくという表現がよいのかどうかは別として 私から注釈させていだたいたのは

生産優先もさることながら、消費者にも目線を置いた食と物の再生というかそういうも

のを考えていこうという意味である。

（廣瀬委員）今、副大臣の発言でも触れられたように、食の安全性をより重視した消費

。 、者に目線を置いた農林水産行政を展開したい そのなかで組織の維持も関連しているが

各紙が一斉に、食糧庁を改装して、そちらに向けてはどうかという考えがあることを聞

いているが、現場の方で職員が果たして穀物の今までやってきた問題なり、あるいはこ

れから生産調整をやっていこうという意欲を持っている者が、果たしてどうなるのかと

いう心配、危機感を抱いて、この前私の所にも職員が何人かそういう職員が来た。農林

水産省は、安心安全なものを供給していただく責務があるが、同時に安心・安全なもの

を作るように指導していく生産者サイドの機関としての非常に重要な農林水産省でもあ

る。そこをきっちり、軸足は消費者行政の方に今までも向いているが、さらにも深めて

いく。同時に、各生産者は現場でそうした国の付託に答えた、将来に向けた生産に励む

ようなスタンスを是非ともお願いしたい。

（ ） 、 、遠藤副大臣 一部誤解もあると思うが 食糧庁がなくなってしまうような報道があり

一部国会筋あたりからでたようだが、技術的な面からいうと食糧庁の職員をそのままシ

フトさせたからできるというやわなものではない。やはり相当の専門知識が必要でなけ

れば、検査は出来ない。食糧庁の職員をちょうどいいからそちらに回せということをや
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ると厚生労働省との縦割りということになるのではないか。そこは私も気を付けなけれ

。 、 、ばいけない この前も長官を呼んで 要らざる不安を末端職員に与えることのないよう

その辺はきちっと説明がつくようにしておかなければならない。いろいろあるかもしれ

ないが、そこは職員に徹底できるようにしておかなければならない。今まで一生懸命や

ってきた相手の人もあるし、食糧事務所一筋という方もいるといった話をした。御不安

の抱かれるような発言があったならば、我々行政のトップとしては気軽に考えることで

はないと考えている。

（座長）その他議論の進め方につきまして何か。

（加倉井委員）当面の検討に当たっての議論に戻るわけであるが、Ｐ．４の③「流通の

各段階のミクロ的側面よりも・・・」という結論のところはよく分かるのだが 「ミクロ、

的側面よりも」というところで、ミクロ的側面はいらないという意味なのか、その辺の

説明がないのでよく分からないが、私自身の認識としては流通というのは非常に市場経

済が徹底するところ、経済合理性の追求が徹底するところであると思われるが、そこに

おいては何が起こるかというと、選択性とか、多様性というものが非常に強く出てくる

ところである。例えば、農家が米を売るときにどうやって売るか、あるいは業者にどう

やって売るのかといった実態の方があって、流通というものが成り立つものだと思われ

る。まさに多様性、選択性から成り立っていて、ミクロが非常に大事だと逆に考えてお

り、しかし最後は当然、マクロの将来像にいくはずである。しかしミクロを無視したら

話にならないのではないかという思想を持っているので、もう少し詳しく、何を言いた

いのか説明して欲しい。

（座長）今の加倉井委員の御理解と私どもがこの形で提示したものについては、それほ

ど齟齬があるということではない。全体として我々に与えられている課題は、計画流通

制度に代わる新しいシステムを考える、いわば全体設計の話になるのであって、もちろ

んそのパーツパーツの部品について、全体との整合性を保つ形で検討していただくのは

当然であると理解していただきたい。

ただ、一部だけある程度直してそれで終わりという形では済まないという問題提起を

我々はいただいていると理解している。

（高木委員 「当面の検討に当たって」に対しての意見というよりも、生産調整部会は今）

週にも開かれるということで、資料的なものをお願いしておきたい。一つはこれまで生

産調整が行われてきた過程での、いわゆるペナルティー議論というか、その辺の経緯に

ついて整理したものをお願いしたい。もう一つは、これまでの生産調整の過程の中で、

いわゆる定着しているという見方が出来る部分があると思うが、把握している状況、そ

れからどういうことで定着したと考えるのか、その辺のデータの整理をお願いしたい。

（座長）冒頭、副大臣から挨拶にあったように、現場の集落段階での状況をよく踏まえ

るということ、また、研究等をなさっている方達の意見をうかがうことについても、当

面の検討の課題として研究会として取り組んで行きたい。

それでは、次に各部会の委員の構成についてであるが、資料１－４で御覧いただきた

い。研究会委員の希望を踏まえながら、新たに参加していただくそのほかの委員を含め

て、私と座長代理とで人選をした。これについて報告したい。

委員の中には、希望に沿えない形で所属先を決めさせていただいた方がいるが、その

点については、かなり要望が偏ったということもあるので、そのあたりを了解いただき

たい。また、それぞれに高い認識をお持ちだということを念頭において配属先を決めた
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ので了解していただきたい。

まず、研究会委員については、これまでと同様の構成である。

それから企画部会の委員については、上場委員、早川委員に新たに加わっていただく

ことにしている。

それから生産調整部会委員については、坂本允茨城県東町町長、高橋耕二福井県坂井

町町長、あとは、既に研究会の委員になっている方なので省略する。

それから流通部会委員は、現研究会委員以外では岡阿弥康正全農常務理事、小熊竹彦

日生協政策企画部長、四位英樹宮崎経済連常務理事、高橋泰一郎全国主食集荷協同組合

連合会会長、長谷部喜通日本米穀小売商業組合連合会理事長、福井智昭イトーヨーカ堂

食品事業部加工食品担当バイヤー、藤尾益也神明代表取締役社長、古橋政弘全国米穀販

売事業協同組合常務理事、横川竟すかいらーく代表取締役社長。以上新たに加わる人を

中心に、報告申し上げたわけであるが、相当ハード検討会になるのでなにとぞよろしく

お願いする。

それでは、先に進めたいが、かねてから懸案になっているミニマムアクセス米の影響

について、ここで改めて議論したい。本件については、前回の全体研究会でいくつか意

、 、見が出されたわけであるが これについて私の方で事務局とも連絡をとりつつ修正をし

なお企画部会の場でもかなり議論をして、それを踏まえて修正、加筆をしたものが資料

２である。

資料については、委員の皆様には事前に届けて、御覧いただいているが、改めて特に

内容的に加筆なり、修正を施した部分について、まず御説明を申し上げたい。

字句修正的なものについては、特段あらためて御説明するまでもないと思うが、まず

Ｐ．１については、内容的に特に大きな変更はない。ただ、評価の狙いについては、あ

くまでも生産者側からの懸念に答えることが中心で、研究会の中でもそういう懸念が表

現されているという文章になっている。前回の企画部会では、この検証に消費者の立場

といったいわば違う観点からの評価は含まれているのかという問題提起もあった。基本

的には含まれていないが、生産者側からの懸念について出来るだけ客観的な事実を丁寧

に提示することによって答えようというのが、この評価の狙いであるということをあら

ためて確認している。それからＰ．３については、これまでも口頭では説明していたと

ころであるが、若干加筆し、また順序、別の場所にあったものを分かり易くするために

この場所に移した。下線部のところが修正箇所である 「なお、国産米の援助輸出につい。

ては 政府保有在庫により行われているが ・・・ とあるが この点は Ｐ １６の ガ、 、 」 、 、 ． 「

ット・ウルグアイ・ラウンド農業合意の実施に伴う農業施策に関する基本方針」の中に

ある「米のミニマム・アクセス導入に伴う転作の強化は行わない」という閣議了解をこ

の部分で担保しているということである。

Ｐ．９であるが、これも以前、こういうコメントがあったと思うが 「また、ＳＢＳ米、

については、最低販売価格（非公表 ・・・」としてある。直接のデータはその下の部分）

である。ここは、主食用途であるが、真ん中に国内産米の平均価格があり、一番右にＳ

ＢＳ米の平均価格がある。全体の作柄なり、在庫を反映して、ある程度同じような動き

をみせる部分もあるが、ある時にはＳＢＳが下がりながら国内産が上がる、あるいはそ

の逆ということもあり、ＳＢＳ米の価格が影響を与えているという評価はこれまで受け

ていないと、ここで述べている。

Ｐ．１０は別の場所にあった部分をＷＴＯ農業交渉関連の事柄であるのでここに移し
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かえたということで、内容的に変更はない。

Ｐ．１１以下は供給されている用途ごとの検証、そしてそれを受ける形で総合評価と

いうことになっていて、ここも大きく内容に変更があったというよりも少し文字を補う

ような形で、分かり易く、読みやすくといったことを考えて若干の修正を加えた。

援助用途については、これは援助ニーズというものがあって、いつどれだけの量をど

。こに入れるかということがあらかじめ組み込まれているわけではないことを述べている

ただ主食用途との関係では、ＳＢＳが主食用途として国内で販売される場合には、これ

は先程の閣議了解の下の方に書いてあるわけであるが、援助輸出等によって、それある

いはそれを上回る量の主食用の国産米をいわば市場から隔離するといった方式になって

いる。この点については重複を避けるために（３）のところに述べてある。

それからＰ．１１の一番下の③であるが、この部分は前回の委員からの指摘に対応す

る部分であると理解しているが 「国産米の国内需給が相当緩和していて、適正在庫水準、

を上回っていることから・・・影響しにくい状況にある。強いて言えば・・・」という

かたちで、やや控えめな表現になっている。

加工用途については、これまでの検証結果に特段の追加をしているわけではない。全

体の流れとしては、国産で今の価格水準のもとではなかなか供給し難い状況があり、い

わばその空白を埋めている状況にあるのではないか。価格のデータは別途ここに示され

ているとおりミニマム・アクセス米の導入以降に下がったという明らかな事実は存在し

ない。この点については、特段の変更はない。

、 、 、 、最後に 総合評価と提言ということであるが ここは修正 加筆部分以外についても

簡単に内容を紹介をしていきたい 「検証」という言葉を我々は使っているが、あくまで。

も客観的なデータに基づいているという意味を持たせている。客観的なデータによる評

価としては、まず第一にミニマム・アクセス導入に伴う転作の強化は行わないという閣

議了解は担保されている言ってよい。これは先程申し上げたＰ．３の若干の加筆をした

ところに対応している。総合評価と提言の（２）については、加工用途においては、心

理的な側面からの影響は払拭しきれないという評価をしている。価格を見る限りは下が

っているというわけではないが、検証では心理的な面からの影響は拭い切れないと述べ

ている。

また、当然、同じ米であるので主食用途との代替関係があるとすれば、主食用途への

不安心理ということも理解ができるということである。

それから以下加筆しているわけであるが 「政府備蓄の回転操作において、政府在庫数、

量と・・・」つまり、在庫と市場とついては、買入そして売渡両面を通じてリンクして

おり、さらに申し上げるならば、そういう状況にあるということを関係者が念頭におい

て行動しているという意味でもリンクしているので、こういう評価ができるのではない

か。

その意味では、これは前々回あるいは前回私が申し上げたが、政府米在庫からの援助

輸出による隔離を行った場合において、こういった形でリンクしているとすれば、当然

これは市場の需給にも影響を与えるはずであろう。ただ当然のことながら、米の質がＳ

ＢＳ米と海外へ援助される政府在庫が同じであるとは言えず、また、それぞれの操作の

タイミングも違うこともあり、例えば厳密に１０のＳＢＳ米に対し１０の海外援助で、

必要かつ十分な影響回復措置になっているかというと、そういうことはなかなか言えな

いであろうと思われる。ただしデータを見る限り、常にこの間、主食用への販売の量を
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相当に上回る量の海外への援助による市場隔離措置が行われている。このことを踏まえ

れば、一応、影響回復措置は図られているといえる。ただ、これも前回委員からの指摘

にあったが 「過剰の在庫が存在する状況の下では、国産米やミニマムアクセス米の海外、

、 」 。援助による影響回復措置は ・・・ というかたちの総合的な評価をしているわけである

もちろん在庫縮減がそのまま政府買入数量にリンクするということであれば、まさにそ

の関係が非常にはっきりするわけであるが、在庫が非常に過剰な状態であるという状況

の下では目に見える形で効果が現れる形になっていない。こういうことを付け加えてい

るわけである。ただあえて一言加えて申し上げるならば、その効果を非常に見えにくく

している過剰の原因が何かということについては、ミニマム・アクセス米については、

主食用途について、同じ量以上を市場から隔離しているわけであるから、政府は、その

意味では、いわば責任を果たしているわけで、過剰になっている部分については、ミニ

マム・アクセス米以外の用途によって起こっていると考えざるを得ない。これは特にこ

の中に書いていないが、私自身この問題を整理するにあたっては、そういう状況を念頭

においている。

「 ３）他方で、最近の生産調整の拡大局面において ・・・」は、この研究会の中で（ 、

もそういう議論がされている。さらには 「今後の課題ではあるが、ＷＴＯ農業交渉日本、

提案の実現についての不安 、これは、相手のあることなので、これも「不安もこれらを」

増幅しかねない面がある」としている。最後に 「 ４）従って、ミニマム・アクセス米、（

在庫７５万トンの存在や、引き続きミニマム・アクセス米が輸入され続ける（可能性が

高い）ことを考えると・・・」としている。また、農家の気持ちと検証結果のあいだに

ギャップがあるということ自体を重い事実として受け止めなければならないと考えてい

る。このギャップは是非とも埋めたい。そのためには、また埋めることによって 「需要、

に応じた生産に取り組む前向きな対応を広く定着していくために 」この検証結果を分か、

り易く開示し、関係者の特に現場の関係者の理解を得る努力をこの研究会自らとして積

極的に行う必要があろうかと思われる。

以上少し長くなったが、若干私なりの解説を付してであるが、ミニマム・アクセス米

、 。の影響評価 研究会としての評価としての案についての説明に代えさせていただきたい

なお、本件については、数回の企画部会、数回の研究会で議論をしているわけである

が、各部会で新しい体制での検討が始まるので、このタイミング、このあたりで一応、

全体研究会としての整理をしてはどうかと考えている。

その上で、これまで事務当局、あるいは農林水産省としてミニマム・アクセス米の運

用なり色々な対処をしてきているわけだが、それを分かり易く現場の皆さんへ情報開示

していったらどうか。この検証結果を、もっと丁寧な説明を加えた上で、情報として提

供し、理解を得ていくことが望ましいのではないかと考えている。こういった、今後の

この問題についての我々としての取組という点も含めて議論をいただきたい。

（宮田委員）今後の取組については座長からの話もあったが、検証については、十分広

範囲にみている。そうした中で我々の意見も組み入れた中でまとめてある。問題点につ

いては、今後の取組についてということで最後に述べられている。基本的には私も了と

するものであるが、生産者の立場として一点だけ申し上げたい。

、 、ミニマム・アクセス米の問題については 過剰の中でなぜ輸入するのかということで

生産者の立場からすると異論というか納得出来ない気持ちとか考えがあり、この中でも

述べているように心理的作用としては大きな負担をかけている。しかしながら、価格の
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面でも生産調整のカウントの中でも全く影響してないという表現があり、また逆に過剰

の面でも一昨年の海外輸出という面でも、緊迫感のプラス要因ということがあるという

ことになっている。基本的には実態を細かく生産者に伝えていくという今後の作業にな

ろう。価格の面においては、全く影響ないということが、１つの括りとしてあるわけで

あるが、そういったことで輸入の面と輸出の面ということで、あるいは加工米仕向けの

面で加工米の生産がないというそういった面で、プラスマイナスの面ではデータの面で

は確かにそういうことがいえるかもしれないが、実際の形になるといろんなケースがあ

る。一例をあげると、実際に経験していることなのだか、毎年、年に何回か道産米を売

るのに、量販店に拡販に歩いてお話するわけだが、最近特に中国の米が大きく入ってき

ており、道産米は国産米の中で価格は低いということもあり、どうしても価格面が競合

。 、 、 。する そこで いわゆる市場の価格 それから相対も下げてくれと強く求められている

ＳＢＳの米の中で中国はそれほど量はないだろうという話をするが、現実的にはあると

いう話になる。ちょっと穿った見方であるが、これからの対応の中で、例えば加工用の

丸米を最後まで検証しようということがうたわれているが、そういったことも少しは絡

んでいるのかなという気がするがこれは憶測である。いずれにしてもそういったことが

価格面で下げ基調といったものに使われ、下げないと中国の米を代わりに使います、品

質は何でも良いと言われる。現実の話で何度も言われている。従って、国産米の価格に

影響しないということは、全くあり得ない。ここで全く影響ないあり得ませんと書かれ

ると生産者の立場として、そういった実態の問題があるという現実を今後いろんな面を

説明する中で、実態の話をして十分、いろんなケースがあるということを、この結果が

一つの基になるわけであるから、一つの意見を申し上げる必要があると思い、あえて意

見をさせていただいた。

（廣瀬委員）少し私も意見を述べさせていただきたい。Ｐ．１５の最後のまとめのとこ

ろであるが 「 ４）従って、ミニマムアクセス米の在庫」のあたりから３行目の「慎重、（

の上にも慎重を期した運用がもとめられる」確かに１ページから政府はそれなりに色々

御苦労いただいていることを感謝申し上げる。しかし、現場で生産者また消費者がミニ

マム・アクセス米が日本の農村にとって、将来の農業構造を改革するためにどうなのか

といった評価をした場合に、非常に重荷になっていることは事実であると思う。消費者

も国産米の生産力があるのに、何故という意見も強いと思う。最後のまとめのところで

慎重の上にも慎重とあるが、ただ在庫が増えるということでは生産者側の意欲を低下さ

せる圧力になるのではないか、審議会における一つの方法としてはこういう表現になる

わけであるが、そこをなんとか、輸入され続けることを考えるということではなくて、

もう少し何か文言があってもよいのではないか。仮にこれが今は７５万トンであるがさ

らに増えて８５万トン、９０万トンとなった場合に、果たしてそれでもそうなのかとこ

ういう表現でよいのか。最後になったら「いや実はあれは考えが・・・」といったこと

になっては困るので、このところをしっかりと将来の稲作のあり方を含めて、日本の消

費者、生産者が一体となったこの土俵に上がれるようにしていただきたい。文言はこれ

で結構であるが、その辺が一番心配であり、帰って現場のいろんな方から説明を求めら

れた場合に、研究会ではこういう方向でまとめたいと言ったときに、説明に耐えうるよ

うにしていただきたい。

（若林委員）何回も申し上げているのであるが、生産調整の検討会の大きなポイントの

一つはミニマムアクセスの問題であるが、これは事実であり、誰に聞いても言われてい
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る。これだけの論議を続けてきてこういう整理がされてきたということは、委員として

は理解できるが、全体的な現場においてこの問題を納得させるのには、相当時間がかか

ると思われる。座長がおっしゃっているように、何らかの説明資料、農家がわかるよう

な、あまりデータだけで説得するのではない、もう少し分かり易いような説明書で、農

。 、 、家の方に理解が得られるような方策を講じてもらいたい また それが出来たときには

十分この研究会で検討が出来る場を作っていただきたい。もう一つは企画部会に属する

のだと思うが、政策提言の中にも当然この問題は入ってくる課題であろうと思われるの

で、企画部会の中で政策を検討する際には、今、廣瀬委員に言われているような、現状

ではこうなんだけれどもこれが増えてきた時はどうなるのかと不安も含めて、何らかの

きちっとした政策が作られるという前提で私は賛成したい。

（座長）御指摘に感謝する。１点目については、是非とも検討していきたい。

（花元委員）これからの生産調整の新しい取組についての研究会を進めているわけであ

るが、現場で（生産調整の）手法が変わってきたときに、当然議論になってくるのが、

今のことである。極端な話をすると、役所の農政部長あたりで一切減反しないというの

がいる。誰が説得してもやらない。何故かというと、国の農業政策が間違っているとい

う。理路整然とやられると非常に困る。問題は、我々が米の緊急調整をやっている。で

あるから日本の食料・農業・農村基本法の中でも緊急な時には関税の問題なり、このミ

ニマム（アクセス米）の量の問題については、措置をするべきという議論が出てくるわ

けである。緊急調整をやっているときにどうしてミニマム（アクセス米）について（同

様に緊急調整を）やらないのか、これも議論すると一理あるわけで、我々が追い込まれ

る立場になる。計画流通で我々が今からやろうとしているのは、やはり新米はその年に

食べるだけのいわゆる８７０万トン程度の米を生産をするといったことをきちっと生産

者に理解させることである。心理的にこれをやることによって、日本の農業の将来の位

置づけをするのだという教育理論から入っていかなければならないわけである。そうい

う面で、このミニマム（アクセス米）に対する研究会の総括がもう少し議論を深めてい

かなければならないのではないか。今度新たにこういう仕組みに対して分かり易いもの

が出てくるということであるが、それを踏まえてもう少しこれから進めていく生産調整

を理論的にも心理的にもきちっと理解させるということになると、私はもう少し中身を

検討して納得出来る一つの姿を描いていきたい。

（座長）今の花元委員の意見は、現場の農家の皆さんを始めとする方にまずきちんと理

解していただくということと、それからこれからの問題として、引き続きミニマム・ア

クセス米が輸入され続ける可能性が高いということで、これからどうしていくかという

中で、評価は評価として、その後これからどう前向きに対処するかということを考えた

いという意見と理解している。

（ ） 、 。太田委員 今回の座長の整理については 現時点ではこれが限度であると思っている

意見というよりも言い回しの関係であるが、Ｐ．１５の７行目「検証結果のギャップ」

これについて 「検証結果とのギャップ」とした方が良いのではないか。、

（上場委員）米は１年１作であるので、普通の製造業でいえば生産の３０反復なんてい

うのはあっという間だが、稲作は３０年経ってもやっと３０回。その中でミニマム・ア

クセス米が入って１０年にもならないわけだが、いわば今が一つの総括の大事な時期で

あるし、まとめをすることも大事なことである。ただ今議論があるように、これは備蓄

の問題と絡む問題であるし、食糧・農業・農村基本法のフレームからすると備蓄が生産
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者のみならず、消費者にとっても国民にとっても非常に大事な事案である。そのときに

不作がきたらとか、いろんなことも含めて生産者も国民も関心があるのではないか。も

とよりフルーツも野菜も牛肉も全部輸入で入ってきているわけであるから、農家も国際

的な感覚で理解できないはずはないと思う。ただ、備蓄のお米やミニマム・アクセス米

も含めて、どんなお米がどうなっているのかという情報があまりにもない。従って、こ

のレポートは是とするが、もう少し備蓄の話や色々なことも含めて、先程あったように

国民誰もが判断のつくようなまとめにしてから出した方がよいのではないのか。

（座長）今の点については、まさにミニマム・アクセス米の影響のみに絞り込んだ議論

であり、背景にある食料政策なども関係しており、今度は現場の方に理解していただく

ためにはもう少し幅広の背景説明も必要である。

内容については相当長時間議論しており、まだ文章表現がやや不十分なところがあろ

うかと思われるが、また宮田委員のおっしゃった商取引の駆け引きに使われているとい

う部分については、集計的なデータでは示しにくい点であると思われ、この点はきちん

と受け止める必要があると考えている。また、御指摘の点はこれから米の価格形成とい

う別の問題を考える上で、色々考慮していく必要がある点を含んでいるのではないかと

思う。

その他文言上の修正、あるいはこれをどう前向きに利用していくかという点、また内

容についても色々示唆をいただいたわけであるが、このミニマム・アクセス米の研究会

としての評価としては、議論の結果の修正は私に一任していただいたうえで、了解して

いただいたということでよろしいか。

（異議なしの声）

それでは、できるだけ早急に、いわば普及版というか翻訳版というか、初見の人が読

、 。んでも分かるようなものを作る作業を 委員の意見も頂戴しながら進めていただきたい

それでは、ミニマム・アクセス米の影響評価の問題については、以上のような形で研

究会としての評価とし、次の段階にもっていくことを了解いただきたい。

この問題について、かなり時間をかけたわけであるが、まだまだ他にもこれの何倍も

重い課題がいろいろあるかと思うので、今後とも熱心な議論を続けていきたい。

続いて、委員の皆さんから要求のあった資料について、事務局の方で用意していただ

いたので、説明をお願いする。

（計画課長）前回の生産調整研究会で要求のあった政府米の在庫状況並びにミニマム・

（ ） 。 、アクセス米の輸入 契約 数量の推移を用意した 政府米の在庫状況については１Ｐに

昨年１０月末現在の政府米１７６万トンの在庫を年産別の内訳で主要産地銘柄別に記載

してある。Ｐ．２からＰ．６までが１２年産３９万トンの内訳である。政府米在庫の状

、 、 。 ． （ ）況を産地 品種 等級別に記載してある Ｐ ７にミニマム・アクセス米の輸入 契約

数量の推移を載せてある。これは、花元委員が２月の研究会で出された資料と違うが、

実際に輸入された精米、玄米の形態そのままの数量を実トンベースで産地別、輸入の種

、 。類別にそのまま積み上げたものであり 平成７年から昨年までの輸入された数量である

（座長）資料３の提出について、何か質問はないか。また、この種の資料については、

これから部会の方でこれ以外にもかなり膨大な資料が提出されており、深く検討、検証

していきたい。

。 。以上でこちらが用意した資料の説明は終わる 残りの時間をフリートーキングにする

何かあればお願いする。
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（門傳委員）ミニマム・アクセス米は加工用等に販売をしているが、それは全て破砕し

た状態で販売しているのか。

（計画課長）原則は、破砕している。ただし、玄米茶等の場合丸米で供給しなくてはい

けない。前にも話したが、１割程度は丸米で販売している。その場合は食糧事務所の職

員が工場へ月に２回の立入調査を行い伝票等もチェックしており、横流れが生じないよ

うに最善を尽くしている。

（門傳委員）万が一、運用がきちんとなされていない場合は行政上等のペナルティーは

なにかあるのか。

（計画課長）第一に消費者に売られているとすれば、ＪＡＳ法に基づく表示義務違反と

なる、また契約不履行となることから契約上の制裁、行政指導があるかと思う。

（門傳委員）実際に今までに、そのような違反はあったのか。

（計画課長）実は、常にこのことは噂がある。ある程度まで特定はされているが、その

工場に入っても帳簿等は整理されている。また、強制捜査権もないので協力を得て帳簿

等を確認することになる。

（宮田委員）ＳＢＳが平成１３年度は１０万トン、平成１０、１１年度は１２万トンと

なっているが、ＳＢＳというのは普通はだいたい全体量の１割と言われていて、だから

輸入量としては８万トン限度ではないか。それが１２万トンも輸入されていて５割アッ

。 、 、プとなっておりこれはどういうものか 以前 食糧庁にも質問をしていろいろあったが

。１２万トンから１０万トンへ減ったということはこのような経過があってのことなのか

どうして減ったのか。

（食糧庁長官）このことは、皆さん方や与党からの要望もあって１３年度は２万トン減

らし１０万トンにした。これは、１２年度の競争倍率が若干下がりそれを根拠として２

万トンを減らしたものである。このことから、さらに減らしてはどうかとの声もあるか

と思うが、ＷＴＯ交渉が現実に行われており、輸出国からはもっとミニマムアクセスを

増やせと要望が非常に強く、その中で今回また輸入量を下げることをすると今後交渉の

場面で厳しい局面に立たされることもあろうかと思う。このような中、３月の基本計画

で平成１４年度のＳＢＳの輸入量を１０万トンとしたところである。

（宮田委員）話はだいたい分かった。本日のミニマムアクセスの説明の後半のまとめの

部分（資料２、Ｐ．１９）に記載されていたが、ミニマムアクセス上、国際規定で５％

と決まっている。ＳＢＳで減らすのは難しいといわれたが、単体で考えると米の場合の

自給率は高いが、全体でみると農産物は６割もの輸入をしていることから、外交交渉で

弱気にならないようにしていただきたい。

（食糧庁長官）このことは、政府に課さられた課題であると思う。政府、農林水産省だ

けで頑張ってクリア出来る問題ではないので、団体の皆さんからも側面から協力をお願

いする。また、外国産の丸米の供給のことについてチェックはできているのかとのこと

だが、私も噂を聞くたびに食糧事務所に調査をさせているが噂どおりの場面を捉えたと

聞いていない。しかし、皆さんのこの問題に対する懸念が強かったのが分かったので、

もう一度食糧事務所に督励して、このようなことのないようにより一層のチェックでき

る体制を整えたいと思う。

（計画課長）横流れの問題は、相当に広範囲で行われていると思われているが、実際に

は丸米の供給はほん一部であり、その数量は需要があることを見越して売却している。

したがって、製品からくる原料供給量とは殆ど釣り合いが取れる部分でしか売却してい
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ない。その前提の中で、例外的にそういう噂が出て、その一つの事例が色々なところで

囁かられているが故に結局元をたどればごく少数（一つか二つであり）の事例である。

その一つか二つの事例のところによって検査の実施をやっている。しかし、私どもは一

つでも間違いがあってはいけないという前提で取り組んでいる。

（廣瀬委員）ミニマム・アクセス米の輸入量は、７０万トンであると資料にあるがその

数量は、私のいる県をはじめ北陸３県の生産量に匹敵する膨大な量の輸入量であり、こ

のことを現場（福井、石川、富山）で説明すると生産者はビックリする。このあたりの

。 、 、問題について先程宮田委員から要望されたように是非とも対応をお願いする また 今

国内産米も過剰傾向の中で産地間競争が非常に激化している。産地間でそれぞれメリハ

リを付けて消費県に売り込んでいる。過当な競争で果たしていったい流通がどうなるか

とそこまでは問わないが、今の産地間競争はいかに整流歩合を上げて売るかであって、

。昔は1.75mmの網目であったのが今では1.90mmとか2.00mmで米をふるって製品にしている

そして価格は一緒であり、このことは、実質的には事実上の引下げとなっている。価格

は入札となっているが品物からいうと生産量に対して大きなふるい目でもって振るうこ

とから、下に落ちる量が多くなり、あみ下米(くず米)が相当量流通している。このとこ

ろが、加工米や外食産業と競合している部分があるのではないか。また、このことが価

格の低迷に繋がっているのではないか。結局のところ余りにも産地間競争が過ぎて流通

が複雑になり、自主流通の中で一面はやむをえないが、産地間競争の部分が強くて流通

が混乱しているように思う。

米粉調製品ともち米の流通の関係については、安い輸入米粉調製品が輸入されること

から、国内のもち米は３年位在庫を抱えてそれぞれが大変苦労をしている。ここのとこ

ろも安い原料を供給する必要はわかるが、整合性というかここのところをどうやって対

応していけばよいのか、現場では非常に苦労があるということを知っておいていただき

たい。

（花元委員）これからの日本の農業を総合的に検討する時に一番の問題になるのは国が

食料の自給率を４０％から１０年で４５％に引上げるいっているが、自給率の問題は後

継者の問題、日本農業の問題でもあり、これらについて消費者がどう考えているか。先

進国の常識は自給率は７０％である。例えばこの７０％を目指す食料政策というものが

基本にないと、６０％は海外から農畜産物を輸入するということで後継者たちは４０％

しか生産できない。いろいろな問題があると思うが、自給率の７０％を目指す農業政策

の中で考えていかなければ食料問題、後継者問題も淋しいものがある。自給率の問題は

是非、議論としても続けていきたいし、現場のこれからの農業を担う人達の目安として

も必要ではないか。今、特に畜産はＢＳＥ問題で生産者段階では肉が非常に安くしか売

れないが、小売店の店頭では売値は下がらない。このことはおそらく全体量から見て既

にかなりの量（７０％くらい）の輸入牛肉を扱っており、値段が下がらないのではない

か。国産牛だけで考えると非常に難しい。また、学校給食においても肉が一時ストップ

した後、復活してきたが、殆どの学校給食の肉は外国産が使われている。我々が学校給

食に肉を食べさせて欲しいと運動すればするほど外国産の肉の消費を押し進めていると

いう現実がある。そのことを考えると、総合的な理論を展開する際には自給率７０％を

目指す論点を考えていただきたい。私は、一つこのことを議論として出したい。本日は

まだフリートキングの時間があるので座長等の意見を聞かせて欲しい。

（座長）自給率を７０％を目標にすることが妥当ないし現実的であるかという点につい
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ては議論があると思う。ただし、この生産調整の研究会で生産調整あるいは水田農業政

策のあり方が基本的なところで変わるならば、構造改革、構造政策の遅れていたといわ

れている土地利用の部門でも農業が元気になる可能性がある。上場委員の言った１年で

１サイクルの産業であることから他の産業のように一遍に変身するということは無理に

しても、中身によっては相当なことができると思っている。そのことがおそらく自給率

を高める一つの大きな要素になっていく。生産調整の研究会という観点からいうと生産

者がのびのびと生産、経営に勤しむことができるような制度的な環境を整備していくこ

とが非常に大切であると考えている。今はカンフル剤でもって自給率の落ち込みを防い

でいるという面があると私はみているが、これが必要ないようなシステムの構築が今一

番問われていることだと思う。

（竹内委員）食糧庁から答があると思うが、資料１－１の見方が色々あることを承知し

て欲しい。先程から議論されていること（自給率）については、価格の問題と最終的に

品質で繋がっているのであって、外国と価格を比較すれば５倍から７倍となっている。

その中で自給率７０％はどんな意味があるのか。自由価格にすれば、まず米価はかなり

下がる。そうなれば米の生産は減る。その減った部分で他の作物を生産したら自給率の

向上に繋がる可能性はあると思う。しかし、自給率の４０％から７０％というのは今の

価格が変わってないとすれば、絶対到達できる数字ではないと思う。そのことが政策と

して妥当かまた適切であるかは、大いに議論しないとそう簡単に言えない。それより現

実的に起きている話はもっとある。提出資料の中にもこの表が何を言っているのか、何

を読み取るのか、ここから改善する気持ちはあるのかといったことが沢山ある。また政

策等を９０度変えた方が良いのかどうかということについては慎重に議論しなくてはい

。 、 。けない 自給率を上げるべきだという意見は生産者 消費者総論としては賛成であろう

しかし目標の自給率になかなか届かず、農政当局は非常に苦しい状況に追い込まれてい

るという側面もあり、一個一個の問題を現実的に可能でみんなが納得できる形で具体的

に解決していく。そのことが結果的に僅かではあるが自給の改善になればよいことと考

える。そのことが、結果的に７０％の自給率になればいいと思う。

（座長）食料自給率の議論は、２０００年の３月の食料・農業・農村基本計画を作成す

るにあたっても、半年ぐらいにわたって議論をした経過がある。この問題を改めて思い

起こしながら、これから先は生産調整、水田農業のあり方等の問題に考えていきたいと

思う。

（食糧庁長官）食料自給率については、花元委員からの話のとおり、平成２２年に４５

％と定まっている。最近、米、麦、大豆で食糧自給率を引き上げているものの辛うじて

４０％である。まず、米で自給率を上げることが手っとり早いことであることから、テ

レビにおいても４月７日から「隠れ家ごはん」の放送もしている。また、大臣がよく言

っていることだが、食糧庁は今まで自給率については 「女性用の茶碗で精米が５０ｇく、

らい入っています。これを平均３．５杯食べていますがそれを余分に茶碗一杯食べると

自給率が７％上がります」と言っていたのだが、大臣から分かりにくいと指摘され、そ

れよりも一日２回、ごはん一口余分に食べることで１％のアップになると分かりやすく

説明している。とにかく米をよく食べてもらうことが大事であり、今、米を使った商品

では新潟で開発された米粉パンの販売、今週からは試験的に農林水産省の食堂で米粉ラ

ーメンの発売等を行い、少しでも米を使って自給率を上げようとしている。このことに

加えて麦、大豆で自給率を上げることが大切であるので、水田農業全体を構造改革する
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という観点からも麦、大豆の本作化の徹底を努力していきたい。団体からは米、麦、大

豆を作ればそれでいいという声もあるが、基本計画で定めているのは、生産性を上げて

そして品質の良いものを作ることであり、価格と品質を無視して自給率を上がればよい

ということは消費者から賛同を得られていないと思う。あくまで価格と品質そして精一

杯の努力をした上で自給率を上げることについて、基本計画で合意が得られたと思って

いる。役所の方も水田農業全体の構造改革するなかで努力していきたいと考えているの

で、団体の方達も努力をしていただきたい。

（三浦委員）早場地帯では、１４年産の米作りに着手されているところであるが、米政

策の見直しについて、生産調整の的確な実施ということについて現場の関心も高くなっ

ているが、２点ほど意見というか質問をさせていただきたい。

先般の資料の中で、計画外の未検査米が多いということが出されていた。また、食糧

庁の店頭調査でＤＮＡ鑑定等を行うと表示以外の米の入ったものが安く出回っていると

のことであった。一方、計画外米も含めた需給計画を行うとすれば計画外の届出制遵守

が必要との認識であるが、見直し期に生産調整が緩むことがないよう的確な食糧法の精

神の浸透、あるいは農産物検査法、ＪＡＳ法の運用などがあるべきだと考えている。こ

のような中、１４年産米について、どのように法律を運用していくのか、見解をお聞か

せいただきたい。

もう一点は、１４年産のガイドラインでは、できる限り数量配置を行うようにとの通

知が知事あてにあり、知事から市町村に通知しているところである。現地検討会でも多

様な意見が出ているように、数量配置については形がみえないので、かなり不安が指摘

されているところであるが１月には、数量管理・ガイドラインが示されるとのことであ

った。本県の場合では過半の町村で数量配分を行っているところである。一方、今週末

から開催される生産調整部会ではその辺の実務的議論が６月までに精力的にされるので

はないかと思うが、そうなった場合、昨年１１月の通知では、可能な限りの数量配置と

、 、 。いうことであったが 本年の数量管理に取り組む市町村へのフォローは どうなるのか

その辺の説明をお願いしたい。

（宮田委員）三浦委員の関連で、ネガ・ポジの問題について来年度から食糧庁の方が生

産量でやるといっているところであるが、我々現地でも、実際にできるのか心配してい

るところであり、現地検討会でも市町村の方は１００％、また一般の生産者でもほとん

どの人がポジ配分の実効性に疑問を抱いているのが現実である。

このような中で、これから生産調整部会で議論が行われるということであるが、そこ

でなかなかすぐに農水省の意見で良いですということにはならないのではないか。

今後の検討会でもすぐには結論が出ないのではないだろうか。去年そういう方針を出

したからといって、すぐにその方向に突っ走るのではなく、研究会、部会での十分な論

議を行ったうえで、現地検討会も行うということであるので、その辺を十分考えて、受

け入れる生産者の意向をよく聞いてやっていただきたい。

（計画課長）まず実務的なことについて説明させていただくと、今年の移行期の推進に

ついて混乱が生じないようにとのことであるが、まさにそのとおりであり、１４年産の

生産調整１０１万ｈａの円滑な推進に向けて、市町村単位の配分が終わり、次の生産者

単位の配分が行われているところである。このような中で検討が行われているところで

もあり、先行きに支障を来さないよう地域の意向も踏まえながら、行っていくことが必

要であると考えている。そういう意味からも昨年の緊急需給調整対策についても地域の
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自主的な工夫を活かしながらできるような仕組みを取り入れながら推進してきたところ

である。

次に生産目標の数量配分の問題については、昨年食糧庁が言い出して１５年産から出

来る限り実施ということになったものではなく、平成９年秋の新たな米政策大綱におい

て数量管理への移行という方針が、また、平成１１年１０月の土地利用型農業活性化大

綱においてもネガ配分からポジ配分への円滑な移行を図るということが決まっていたと

ころである。麦大豆の奨励金７万３千円を５年間固定するということだけでなく、この

５年間に改革を進めるということが合意されていたということを昨年、食糧庁から改め

て問題提起したところである。他方で、この活性化大綱の運用において当初からガイド

ラインの配分については、生産調整の目標面積だけでなく数量についても配分していく

という考え方が出されており、それに沿っての昨年の通知である。

従って、このフォローをどうするかということが、この生産調整研究会で今後の仕組

みをどうするか考えていく上で、重要な参考としていただきたいと考えており、また、

なぜ活性化大綱が守られていないのかということを検証することとなっているので、そ

の中でポジ配分が妥当なのか、そうだとすればどのように移行すれば良いか、また、何

時からどのような手順で実施できるかということについて議論されるのではないかと考

えている。

（食糧庁長官）今の計画課長の説明に我々の思いはほぼ込められているが、本音を言え

といわれれば、我々は現行の面積よりも数量で配分することが正しいと考えている。し

かし、あくまでもこの研究会の場で検討をお願いしているところであり、その中で望ま

しい答えが導かれれば良いと考えている。また、検討にあたって団体の方々にも当初か

らダメだということでなく、この検討会で議論していくという気持ちで臨んでいただれ

ばと思っている。よろしくお願いする。

（三浦委員）重ねて発言させていただくが、今日のところは、長官からのお話がいただ

けたのでそれでよしとするが、数量か、面積かという議論を蒸し返すような話になるの

で、確認させていただきたい。なぜなら、現行の面積による生産調整が豊作や消費の減

により行き詰まり、面積は拡大するものの調整がつかないというところから話がスター

トしていると思うので、右か、左か、真ん中かというような議論はこの３ヶ月で終わっ

、 、ているのではないかと考えていることから 先ほどのような意見を述べたところであり

今日のところは、長官からのコメントがいただけたのでそれでよしとし、今後の議論の

中でまた意見を出させていただきたい。

（座長）今の件については、生産調整部会の中で、不公平と不公平感の実態分析と、生

産調整の目的、その手法の選択に関する基本的な考え方、さらに具体的に手法について

検討を行うということで本日、了承を得ているところである。ポジ配分、ネガ配分の問

題と、直接数量管理といった方が良いと私は思うが、数量管理の問題は手法の基本的な

考え方、あるいは具体的な手法の部分にあたると思うので、その中で食糧庁から数量配

分というアイデアにいたった経過も出していただき、また、現場からの声も聞きつつ、

総合的かつ精緻に検討を行っていく必要があると思っており、まさに皆さんの議論の中

で良い仕組みを探っていただきたい。

また、任意検査、届出制の問題については、今後、流通部会の中で議論していただく

ということで了承願いたい。

（ ） 、 、佐藤委員 会議の公開について 今の時代の流れの中でのことというのは理解するが
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今度、生産調整部会と流通部会に分かれて、様々な具体的な発言、現場の生産調整の非

協力等についての発言が出てくることになると思われ、途中で中間報告のような形で報

告を行うことは良いが、これらを全て現在のような形で、発言者等を公開するというの

はいかかがなものか。

（座長）その件については、企画部会でも多少議論があったが、私の考えとしては、参

考人を呼んで、個人のプライベートな内容を聞くとなれば別だが、委員にはある意味で

公の立場で参加していただいている以上、また、国民の付託を受けているわけであり、

それなりの覚悟と言っては大げさだが、そういう意味で公開という形は維持したいと考

えている。

また、相当思い切った改革に踏み込みたいとすれば、それが密室で決まったと指弾さ

れることがあってはならないと考えており、決めるプロセス自体が結果に対する信頼性

の度合いに関係してくる。そういう点からも公開についてお考えいただきたい。

（上場委員）会議の公開については、地方自治体でも同じような状況にあるが、特に個

人のプライバシーについて、個別具体的な事例に立ち入った場合には、一度テープを止

めて、公表時には個別事案についての発言ありとすることもある。いまは農林水産省の

研究会であるので、農林水産省の見解を聞くこととしてはどうか。

（食糧庁長官）農林水産省の会議は全て公開で行っている。食糧庁の関係でいえば主要

食料分科会など公開で行っており、資料は全て公開、また、会場でマスコミ関係者等が

。 、傍聴することもできるようになっている 最近ではＢＳＥの調査検討委員会についても

直接の傍聴ではないが、７階の講堂で審議の状況をモニターできるようにしており、か

なり微妙な事柄を扱う場合でも公開としているところであり、我々農水省の方向として

は全て公開ということで考えている。

もちろん、この場ではあまりないと思うが個人のプライバシーに関わるようなことが

扱われる場合には、非公開ということで座長に取りはからい願いたいと思うが、そうい

う場合を除きすべて公開ということで考えている。

（加倉井委員）基本的に公開・透明性の確保ということは国民への義務であると考える

が、一方でまた、マスコミが一言の言葉にのるという性向がある。過去の例では、コメ

の輸入に関して、ある大臣が記者会見から帰る途中に１人の記者が「一粒たりともコメ

は入れないということですか？」と聞いたところ、大臣が「そうだ 」と答えて、これが。

翌日の新聞には「大臣は一粒たりともコメが入れないと言った 」という説明になってし。

まった。つまり、公開は当然であるが、誰かが後からフォローして説明するということ

を怠ると、いい言葉を一言だけを抜き出されて、世論が変な方向になる場合がある。

（座長）今の件について、むしろ部分的な公開、部分的な非公開というのは不信感を抱

かれやすいという面もある。議論を公開するということ、そこは委員の方々に多少、負

担をおかけするのだが、お願いしたいと思う。

（門傳委員）研究会に出席している際の我々の身分はどうなっているのか。公務員に準

ずるものになったりするのか。例えば、損得に関わってくるような場合もあるかもしれ

ないが、その辺の研究会の委員の制約は法的にどうなっているのか。

また、この研究会での検討は答申されるだけなのか、検討内容の実行性はどこまで担

保されるのか教えていただきたい。

（座長）前段については、私が漠然と公の立場などと申し上げたことからの御発言であ

ると思うが、後段については、実質的な問題であり、この研究会の議論と関係する政策
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部局等との歩調の合わせ方の問題であると理解している。前段について、食糧庁からコ

メントできるか。

（食糧庁長官）委員の皆さんに一切の制約はない。

（早川委員）先ほどの三浦委員のポジ配分の関係で確認したいのだが、三浦委員は、研

究会ではポジ配分を前提として議論すべきというような意見であったと思うが、そうで

はなく、ポジ配分についてどうかということだけでなく、ネガ配分も含めて、生産調整

のあり方やその手法について議論するという理解で良いか。

（座長）先ほども御説明したが、まず、問題点、生産調整の目的といったことをしっか

り検討した上で、一番適切な手法は何であるかという議論を行うこととしており、その

場合には役所からの考えも大いに参考になるであろうと申し上げたところである。

（廣瀬委員）自給率についての議論の関連で、麦・大豆の振興ということで地域で取り

組んでいるが、今まで麦の流通は、外麦中心であったので、製粉工場も港に集中してお

り、内陸から運ぶとコストも掛かるし、ロスもある。将来に向かって、麦・大豆の自給

率を上げていくというのであれば、それに応えるような施設の充実を図ってほしい。例

えば、現場においては麦の場合、乾燥調整施設を個人が持っていない、担い手農家が生

産を増やしていった場合に処理ができない。今はＪＡが肩代わりしているが、その辺を

どのように考えるのか。それと今の内麦の処理、製粉業者にどうやって売るのか、生産

振興、転作麦推進といっている一方で、需要が確保されないという問題がある。その辺

の政策的な対応を農水省はどのように考えているのか。

それと、良質麦の生産に我々も努力しているが、外麦と比較すれば品質が劣るのはデ

ータ的にも明らかであり、タンパク値、色等について消費サイドからクレームが寄せら

れるているところであり、これを改善するためには品種の改良はどのような状況である

か。

また、米以外の生産調整をすれば７万３千円がもらえるという言葉が１人歩きしてい

るが、これを実際にもらうためにはいろいろな条件をクリアしなければならないという

ことが生産者に理解されていないので、現場の我々は苦労している。金額だけが先走り

しないよう、条件クリアが大変なんだということを農水省からも、しっかりいっていた

だきたい。

（座長）今の意見にもあったが、麦の流通・加工の実態的な面について、資料を作成し

ていただき、企画部会、生産調整部会の両方で一度議論する必要があるのではないかと

思うが、今の時点でなにかコメントがあるか。

（食糧庁長官）麦にしろ大豆にしろ、品質、生産性向上に向け、我々もお手伝いをして

いかなければならないと思っているが、一番はそれに向けて、団体や生産者の皆様に努

力していただくことが必要である。もちろん地域によっては、難しい面があるとは聞い

ているが、全国を見回した場合、大変努力されている地域がある一方、あまり努力され

ていない地域もある。そういうところから生産と需要のミスマッチが生じており、それ

らを見過ごすと制度自身がおかしくなってくる。自給率向上、そのことが批判を浴びる

ことになるので、それぞれの県で努力をお願いしたい。

（永石委員）米の消費拡大について、中央中心でやっているようだが、その結果、これ

まで都道府県に流れていた予算が削られていると理解しているが、地方も地産地消とい

う形で地域の独自性を発揮した消費拡大を図ろうとしているところである。テレビにつ

いては、みのもんた、堺正章の番組でやっているような、健康と結びつけた形でのＰＲ
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が必要である。また、先ほど、産地間競争も激しすぎるという意見があったが、消費者

のニーズに結びつく産地間競争ということで努力すべきであるという基本的な考え方を

もっている。ただ、銘柄米、整粒歩合が高いということだけでなく、地域に密着した米

作り、特定の消費者に向けた米作りといった努力をしていかないと直接、消費拡大に繋

がっていかないと考えている。そういう面では、うちのＪＡもようやく学校給食にはそ

の市町村の米を使うようにしたところであり、そういう地域の動きにも対応できるよう

な予算の付け方もお願いしたい。

（食糧庁長官）米の消費拡大については、確かにそれぞれの地域でＰＲしていただくこ

とが大事である。

テレビについては、民間の番組で取り上げてもらうのが、予算もかからず良いが、な

かなかそううまく行かないので、昨年の米対策についての与党の検討の場で卸売業者の

方から、テレビを活用すること、健康に良いということ医者、栄養士等通じてＰＲする

ことという要望が出て、これが昨年の米対策の中に盛り込まれたところである。この実

行として、予算もそこに集中して一点豪華主義という形で、この４月７日から始まった

テレビ番組「隠れ家ご飯」となっているところであり、この中に番組の最後に２分３０

秒のコーナーがあり、医師、栄養士の方々にお米は身体に良いということいろんな角度

からコメントしていただいているところである。今年１年はこのテレビ番組に賭けると

いうことで御理解いただきたい。

（宮田委員）先ほどの廣瀬委員の意見と関連するが、生産調整を行う場合に、稲作だけ

を考えがちであるが、転作作物は畑作物であるので、その地域の畑作についても考えた

上で行っていただきたい。現状では麦はオーバーフロー。まだ自給率が低いが、品質格

差もあり、外麦に混ぜるのにも限界がある。大豆も全国的に作付けが進んでおり、価格

が低下している。水田地帯は、休耕奨励金等があり価格の低下分をそれで補えるから良

いが、畑作専業地帯はその影響を直に受けている。北海道の例でいうと、水田転作面積

も大きいので、畑作に影響するボリュームも大きくなっている。北海道の場合は中央会

で作付指標として需要に見合った面積を毎年示し、地区に配分して需給をコントロール

しているが、そういう中でもいえることは、稲転地帯が畑作地帯を圧迫していることで

ある。麦の場合も民間流通であるので、一年前に優先的な売渡契約を行うが、第１回提

示で１０％から５％が残り、第２回目でようやく売れ先が確定するような状況になって

いる。そういうことで、需要に見合った供給ということで逆調整を行っている。そうい

うことで、転作は馬鈴薯、甜菜、麦、大豆と畑作の主要品目でローテーションを組んで

おり、水田転作の相手品目を選ぶ際に地域の畑作の状況ということを考えていかなけれ

ば、需要に応じた供給というのは不可能。水田農業の立場だけでなく、広く地域の農業

ということを考えて議論を進めて行かなければならないと考えているところである。

（山田委員）１２日に第１回の生産調整部会が行われるということであるが、資料はど

のようなものになるのか。

（ ） 、 、 、座長 具体的な内容については 今日 このあと事務局と相談することとしているが

決まり次第、可及的速やかに皆さんにお知らせしたい。

（山田委員）資料についての要望であるが、先ほど部会長代理から定着分について発言

があったが、定着分の理解の仕方がいろいろあるので、定着分にカウントする前提条件

と、できれば都道府県別の定着分と想定される面積を示していただきたい。潜在水稲作

付面積から定着分を除いた面積が実質の水田面積という理解をしたいのだが、定着分に
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ついては、概念が確立されていない部分があるので、今後、共通の議論を進めていくの

であれば、認識を整理しておく必要があるのではないかと思う。であるから、都道府県

別の定着分と想定される面積と実質水田面積、現在の水稲作付面積、転作率の基礎とな

っている水稲の潜在作付面積を用意していただきたい。

また、公平性、不公平性の関連では、都道府県別生産量、県内消費量、県外出荷量、

またそれぞれの計画出荷、計画外出荷の数量を把握できる範囲で示していただけるとあ

りがたい。

（座長）他になにか。ないようであれば、事務局から。

（計画課長）お手元に生産調整メールマガジンのバックナンバーを配付している。読者

の意見のコーナーがあり、是非、研究会の委員の方に伝えたいという意見が多数届いて

いるので、是非御覧いただきたい。もう一つは、３回の現地検討会の傍聴者からの意見

が届いている。こちらは生の資料を印刷している。あわせて御覧いただきたい。

（座長）ただいまの資料につきましては、お持ち帰りいただいて是非、御覧いただきた

。 、 、 。 、 、い その他 御意見等がないようであれば 本日の研究会終了したい なお 企画部会

生産調整部会、流通部会の開催を経て、４月２６日、１４時から次回の本研究会を開催

する予定としているので、よろしくお願いする。

以上で、本日の研究会は終了する。

（以上）


