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第５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２６日（火）１４：０３～１６：３０

〇 場所：農林水産省第二特別会議室

（計画課長）定刻を若干過ぎたが、只今から第５回「生産調整に関する研究会」を開会

する。

本日は都合により、太田、加倉井、竹内、立花、早川、若林、和田委員が欠席、佐藤

委員が遅れる。

開会に先立ち、遠藤農林水産副大臣から挨拶を頂戴する。

（遠藤副大臣）４月から新たな検討体制とさせていただき、６月ぐらいを目処にこの会

を進めさせて頂くこととしたが、頻繁な会合となりご厄介をお掛けすることをお詫び申

し上げる。

私も先般、お預かりしている農業団体の総代会の席で、この５年間で米代金収入が２

兆９千億から１兆９千億になったという話をした。これは、一軒の家に例えれば、今ま

で２９０万円の米代金収入があったものが１９０万円になったということである。この

、「 、 、 、 」ままある種の負のスパイラル 作ったは余る 売れない 食べられない 更にまた減反

という蟻地獄のような事をいつまでも続ける訳にはいかない。いわゆる米依存体質から

の脱却を図らなければ、経営改善や所得向上といった構造改革はできないであろうとい

う話をした。地域のリ－ダ－シップを取っている方々であり、深刻に受け取ったようで

ある。

それではどうするかというとなかなか難しいが、その中でも、手法は別としても面積

は限界、量に変わってもかなりの問題がある。なんとかこの負のスパイラルから抜け出

るような方策について、大胆にして率直な、色々な形の創意を出していかなければなら

ない。仮に法改正を伴わなければならないような事になれば、そのような問題について

も大胆に切り込んで頂く。どのように具体化していくかについては私ども行政のつとめ

であり、そういう意味では、各委員から緻密にして大胆な発想を頂戴し、何とかこの蟻

地獄から這い上がる努力をしていかなければいけない。

先頃 『 食」と「農」の再生プラン』を発表させて頂いたが、その中にも、いわば他、「

人資本というものが容易に参入できるような形を作っていかなければ、つまり経営とし

ての、事業としての、ビジネスとしてのうま味が無ければならない。そのような経営と

してうま味のある農業にしていくことが、農業の構造改革につながると説明していると

ころである。

この蟻地獄から抜け出すためのお力添えを賜りたくお願い申し上げる次第である。

（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。

前回の全体研究会では、新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

について議論を行うとともに、ミニマム・アクセス米の影響評価について整理を行い、

その後、企画部会及び流通部会が各１回、生産調整部会が２回開催された。

本日は、各部会での検討状況について、部会長あるいは部会長代理の方から報告いた

だき、各部会にまたがるような形で指摘がされた事項の中で、特に私が大切だと判断し
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た論点を中心に議論を行って頂ければ有り難いと思う。

それでは、各部会の検討状況について報告いただくが、最初に私が企画部会、その後

に高木生産調整部会部会長、木村流通部会部会長代理の順に報告申し上げ、議論の土台

にしたいと思う。

それでは、最初に企画部会であるが、資料の１－１～６までが、企画部会における議

論の簡単なまとめと第７回の資料となる。

４月１８日に第７回の企画部会が開催され、米・水田農業をめぐる情勢の認識、生産

者への情報伝達のあり方、米関係施策のあり方等について議論を行った。

まず、各部会での今後の議論の前提となる基礎的な認識を深めるという観点から、米

・水田農業をめぐる情勢認識について議論を行った。議論の最初に私の方から事前に事

務局にお願いしておいた、米の消費動向に関する資料、水田農業の構造の状況に関する

資料等に基づき、米や水田農業をめぐる状況が大きく変化している点についての説明を

受け、その後、各委員から概略次のような意見が述べられた。 ひとつは、経済的な問

題と経済外の問題の双方を睨んだ政策対応が必要となるが、その際には経済的な問題に

ついて現実に則して判断をしていく必要がある。また市場重視は世界的な流れであり、

マ－ケットリサ－チを十分に行ったうえで戦略を建てて行くことが大切である。

二番目は、需要に応じた生産を行っていかないとすれば、需要が減少して縮小再生産

をきたしてしまうということを共通の認識とすべきではないか。また加工用米について

も、需要が有りながらそれに対する供給が行われていないことにより、需要拡大の機会

を逸しているという面があるのではないか。

、 、 、三番目として 米の消費動向について 価格により選択する傾向が強まっていること

低価格米にシフトしていること、さらにス－パ－での購入が大宗を占めていることが各

種の調査の傾向としては一致している点を踏まえた対応が必要である。

四番目として、かつては生産、加工、消費が共存していたが、現在は農業にこれだけ

の財源を使いながら生産者、実需者、消費者等から非難されている。これは政策の組立

が悪いからではないか。

次に、水田農業の構造をめぐる認識に関し以下のような意見が出された。

第一に、米の生産者の経営感覚は、米をめぐる情勢が変わっているにもかかわらず、

例えば農機具の耐用年数に関心がないといったケ－スがあるなど、少しも変わっていな

いのではないか。

二番目に、構造問題を検討していく際には、生産現場の具体的な経営の事例を念頭に

置いて議論すべきであり、経営の規模だけで物事を判断すべきではないのではないか。

さらに、生産者への情報伝達のあり方について、次のような意見が出された。

ひとつは、農家を取り巻く環境が変化しているにもかかわらず、農家の意識が変わっ

ていないのは、政策当局、生産者団体共に環境が変わったことを伝える努力をしていな

いからではないか。

二番目として、農家の意識は千差万別、情報は経営者自らが集めるべきものであり、

問題は情報が伝わっていないにもかかわらず、経営を改めないですませていられるよう

な仕組み、これをどう排除していくかである。情報が非常に重要な意味を持つような仕

組みを作っていくことが必要である。

三番目に、必要な情報が農家まで伝わらなくとも済まされる点については、ひとつに

は米の共同計算の仕組みが問題をはらんでいるのではないか。
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次に、米関連施策のあり方に関する論議を行ったが、最初に事務局の方から企画部会

で委員より指摘のあった、麦、大豆に係る需給のミスマッチ、農業と環境の関係、耕畜

連携等、それから水田農業に関する関連諸施策の現状と課題について、それぞれ関係の

局より説明を受け、企画部会の委員からは、概略次のような意見が述べられた。 第一

に、麦、大豆について入札で決まる価格の部分は小さく、生産調整の助成金等の固定額

が大きいため、生産サイドに「一生懸命売ろう」とするインセンティブが働かない形に

。 、 。なっている 消費者ニ－ズに対応していくうえで いわば制度が阻害要因となっている

二番目に、生産者と実需者がダイレクトに話合いができる場を設けていくべきではな

いか。

三番目に、御上任せにしたり、上から降りてくるのを待つというのではなく、生産者

自らが実需者等の所へ行くなどをして自ら行動するようにしていくべきである。

四番目に、認定農業者制度があるが、育成するなどと言っているから逆に農家からす

れば育成してもらう、或いは「どう育成をしてくれるんですか」と問い掛けをするよう

な状態になってしまう。例えば、マ－ケット部門に問題があるときにはそこを支援する

といった形で、課題に則した認定を行い、その切り口に対して支援をするような仕組み

は考えられないか、つまり、経営を全体として一括りにして支援をするというよりも、

課題毎にある種の認定を行い、そこに支援するといった手法は考えられないか。

以上のような議論があったが、今後この企画部会においては、ひとつには、米の需給

調整、価格と需要の関係、今報告した企画部会で指摘された論点、それから、この全体

研究会で後ほど議論していただきたいと考えている各部会で出された論点のうち、それ

ぞれの部会の守備範囲全体にまたがるような共通事項について、これを引き継いで議論

を進めていく。これらを踏まえて米政策、水田農業政策についての問題の根源・根幹、

更には関連施策を含めた基本的な施策の展開方向等について精力的に検討を重ね、６月

末までに米政策の改革の方向を取りまとめて行きたいと考えている。

以上、かなり活発な議論があった訳だが、圧縮して私なりに整理すれば以上のような

ことである。それでは引き続き、生産調整部会長の高木部会長より報告願う。

（高木委員）それでは引き続き、私の方から生産調整部会の今までの検討状況について

報告申し上げる。資料については２－１～３である。生産調整部会は、研究会メンバ－

、 、 、から参加していただいている方に加え 坂本町長 高橋町長に新たに参加していただき

これまで２回検討をしてきたところである。

第１回目は４月１２日に、不公平・不公平感に関する問題を中心とした論議、生産調

整の目的の理解、手法の選択に関する基本的な考え方の問題を中心にした論議を幅広く

検討したところである。これらを整理したものが、資料２－１以下にある第１回生産調

整部会での論議の整理である。

この際、山田委員からは、提出されていた「不公平感の実態」という資料を補足的に

説明して頂き、委員からは、不公平・不公平感の是正については、その物差し、どうや

ったら軽減できるか、解決できるかについての考え方。手法のあり方については、生産

者自らが判断をして選択をするという仕組み、生産者の自己責任ということについての

考え方とそのための仕組み、主体的判断。自己責任ということについては、情報提供が

必要なことからそのあり方等に対し、いろいろな提案、指摘があったところである。

４月２２日の第２回の論議は、資料の２－１にある「第１回生産調整部会での論議の

整理」及び事務局が作成した各委員からの要求資料に加え、論議を深めるという意味で
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資料２－２「不公平の発生するポイント」に基づき、客観的にどういった事柄が不公平

なのか、対応策としてどういったことが考えられるのかという点についてさらに議論を

深めたところである。また生産者が自己責任の下で、主体的に判断する経営判断のベ－

スとなる情報は何か、それがどう開示され生産者が活用できるようになっていくのか、

もしなっていないとすると今後どのようにしていくのがベストか等について（資料の２

－３ 、経営判断のベ－スとなる情報を念頭に置きながら論議を深めていただいた。そし）

て併せて、手法の選択の問題についてもどのような対応をすることが良いのか、前回に

引き続いて議論したところである。

また第２回では、研究会発足以降いろいろな論点がかなり出た段階ではないかという

提案が委員の中からあった。そういったことを受け、次回連休明けに、これまでの論議

の整理を踏まえ、生産調整の今後のあり方という切り口から、全体の米システムのイメ

－ジも描きながら客観的にひとつの姿を示す。そして、各委員からも、可能な限り全体

の米システムのイメ－ジがわかるようなものも併せて具体的な提案を出していただき、

議論をさらに深め、枠組みというものの姿をできるだけまとめて、先程も副大臣の挨拶

にもあったとおり、６月末までには見直し方向を取りまとめていきたい。

（座長）それでは引き続き流通部会について、木村部会長代理から報告いただきたいと

思う。

（木村委員）流通部会の検討状況については、本日、加倉井部会長が欠席のため、代わ

って私の方から説明申し上げたいと思う。資料は３－１～３となっている。

流通部会は従来の委員８名に加え、出荷業者、販売業者、実需者、消費者の委員９名

が新しく参加し４月１６日に第１回会合が開かれた。部会長に加倉井委員を、部会長代

理に神明の社長である藤尾委員と私を選出した後に、事務局の用意した資料の説明と各

委員の意見等という形で議論を行った。以下、その内容を簡単に紹介する。

第一に、検討の基本方向として、中食、外食の増加など消費者の現実のニ－ズを十分

に踏まえて生産調整なり流通制度なりを考えていくべきだという指摘があった。

第二に、計画外流通米については、事務局から計画外流通米の実態についての事例的

な説明や、過剰米処理の負担が殆ど計画流通米の方で行われている現状等の説明が行わ

れ、委員から追加資料の要求や計画外流通と関係者のニ－ズに関する指摘などがあげら

れた。

第三に、計画流通については、事務局から計画外流通とのコスト差の説明や、各制度

の現状と問題点についての説明が行われ、委員から集荷の問題、さらには価格形成の問

題、生産者や消費者に対する情報の透明性の問題などが指摘された。

さらに今後は、４回に渡って議論を重ねて行くわけであるが、本研究会でまとめた枠

組みにしたがい、生産者などのヒヤリングなども実施しながら、実態に則した流通制度

全体の見直しの方向を６月末までに取りまとめ、本研究会に報告したいと考えている。

（座長）ただいまそれぞれの部会から報告があったわけであるが、先程も申し上げたと

おりだ。各部会で出されたいろいろな多岐にわたる論点のなかで、共通的に考慮してお

くべきと私なりに判断をしている事項が何点かあり、この点について簡単なメモとして

まとめてみたので資料を配付願いたい。

いろいろな論点があるなか、次の四つの問題は生産調整部会、流通部会、また、生産

調整のみならず、米施策、水田農業施策全般に渡って共通に重要であると判断されると

考える。
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第一に米の需要動向であるが、先程の木村流通部会部会長代理の報告にもあったよう

に、米についても近年その消費面の構造が変化し、いわゆる食の外部化といった流れが

着実に浸透しているといったことを、きちんと踏まえておく必要があるのではないか。

これは私どもも、ここ１、２年いろいろな報道に接し、あるいは自らそういったところ

で食事をするという経験を通じて実感しているところでもあり、かなり価格競争が熾烈

に行われるような、外食といったル－トで米が提供されていることがある。このような

状況の下で、価格と米に対する需要の関係についても、かなり冷静に今後の動きという

ことも含めて、しっかりした判断を持っていく必要があるのではないか。この研究会は

生産調整、供給の調整の議論を中心に行っているところであるが、それによって価格を

維持することができれば、その限りにおいて目的が達せられたというような言い方もで

きなくはないが、その価格の維持によって消費の縮小といった事態が生じるとすれば、

ここは相当きちんと考えておく必要がある。このあたりは、流通部会あるいはここでの

検討を通じて私どもとしてもしっかり客観的な認識を持つ必要があると思う。生産調整

のあり方を変えたとして、そのことが我が国の稲作農業の縮小再生産、副大臣の言葉を

「 」 、 、借りれば 負のスパイラル といったことに繋がったのでは 農業関係者は勿論のこと

日本全体にとっても決して良いことではない。生産調整の効果に対する期待といった点

、 。も含めて 今の米の需要をどう見るかということは非常に大事な論点になろうかと思う

くどいようであるが、生産調整のあり方を考えるとしても、それが縮小再生産に繋がる

ようなことにならないような配慮を十分にしておく必要があるのではないか。そういう

意味でこの米の需要動向を、ひとつの重要な論点ではないかという形で挙げさせて頂い

た。

二番目は、生産者への情報伝達の問題であるが、流通の問題、また、生産調整の仕組

みの中での情報の伝達も重要である。また、その意味で、共通する論点と考えている訳

である。これについては、現状がどうなっているのか、或いは過去について反省すべき

点は無かったか、これから先、透明性の高い農家の人に分かりやすいメッセ－ジを伝え

。るとすればどのような工夫がいるかといったことを考えて行く必要があるのではないか

情報といってもその経営の改善なり成長にとって必要な経営情報もあるかと思うし、生

産調整の仕組みそのものの情報をきちんと伝えるということもあろうかと思う。かつて

、 、 、食糧法ができたときに 作る自由 売る自由という言葉がある意味ではひとり歩きをし

そのことがいろいろな意味での混乱を招き、おそらくそれは現在までずっとその余波を

引きずってきているところがあるのではないか。こういう観点からも、情報の伝達とい

ったことを相当心して新しい仕組みを考えて行く必要があるのではないか。

三番目は、消費者、実需者サイドの視点を、どのようにきちんと制度のあり方を考え

る際に組み込んで行くかということである。生産調整のあり方についてもそうであり、

米政策全体のあり方についても消費者、あるいは実需者の利害といったようなことをき

ちんと考えて行く必要がある。これはもちろんこれから私どもが検討し、まとめあげて

いこうとしている施策のあり方について、消費者であり、あるいは納税者であり、ある

、いは有権者である国民に納得のいくものでなければならないという意味を持つと同時に

昨今のいろいろな、ある意味では不幸なＢＳＥ等の出来事が端的に示しているわけであ

るが、消費者の支持無くして日本の農業の健全な発展なり維持というものはあり得ない

という観点からも、消費者あるいは消費者にニ－ズを伝える実需者からの視点というも

のを受けとめる必要がある。
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四番目は、水田農業の構造問題ということで、これも流通、生産調整、米政策、水田

農業政策いずれにも係わっていることかと思う。委員の皆さんからは、例えば、兼業農

家と専業農家を一括りにして施策を考えることが適当かどうかといった問題提起もあっ

た。あるいは先程、副大臣からはビジネスとしてのうま味のある農業を作っていくには

どうしたら良いかという発言があった。いずれもある意味では、水田農業の構造問題と

重なり合っているのではないかと思うわけである。昨今の米の非常に厳しい状況のなか

で、一番苦しい状況に置かれているのも、いわば今後、日本の水田農業をリ－ドしてい

ただきたいという層の生産者、経営者であると私は認識しているが、その意味でも構造

問題という観点は、流通部会、企画部会、生産調整部会それぞれに非常に重要な視点と

して認識いただければ有り難い。

以上、少し長くなったが、特に４月いろいろな形で議論をされてきた各部会の状況を

踏まえながら、こういった論点があるのではないかという問題提起をさせていただいた

わけである。本日はこれ以降フリ－ト－キングという形で、できれば、今、私が示した

四つの論点を中心にいろいろ議論いただければ有り難いと思う。どなたからでもよろし

くお願いしたい。

（宮田委員）米の需要動向の中の価格と需要の関係で、先日いただいたペ－パ－の中で

も「米も価格維持が需要減退を招く可能性が」という記載があったが、実際の話、今の

座長からのいろいろな話のなかにもあるように、生産する立場としては消費者なり実需

者の意向をとらまえなければ結局売れないわけで、どうしてもそういった人達の考えを

十分に組み入れたなかで米を売っていかなければならない。現実の問題として、高いレ

ベルでの価格維持ということになると売れ行きの問題があり、中間の大手ス－パ－なり

外食産業の力というのは非常に大きく、そういう環境下で我々が米を生産し、売ってい

くには、それら実需者の意向を受け入れて売っていくという状況が殆どと言える。

例えば一例をあげれば、我々のサイドで価格を維持することは非常に難しい状況にな

っていて、その価格が再生産に値する生産費の価格になっているかということも大きな

問題となる。場面によってはなかなかそこまで価格がいかない、しかしながら需要があ

るのでそのとおりにしなければならない現実がある。具体的な例であるが、このあいだ

新聞に牛丼が４００円から２８０円に下げた結果、売れ行き倍増で収益が今までになく

上がったという記事がでていたが、そのなかで会社の社長が言っているのは 「消費者の、

ニ－ズに沿った価格の形成であり、そういった中で企業努力で答えたもの」だと言って

いるが現実はなかなかそうではない。牛肉分はわからないが、米ははっきり言って「他

の銘柄がここまで下げているのだから、ここまででないと購入できない」ということが

強く求められている。大量な市場を失ってはならないということで、価格がそういった

形のなかで決められていく。ある程度グレ－ドが示されたなかでこの価格でということ

になる。価格形成のバランスというものが、生産者サイドではそういった問題が絡んで

くるので、単純に一般的な見方のなかで一面的なとらまえ方をするということは危険で

あると思う。逆に平成５年度の大凶作の時のように、米の価格が上がった場合、逆に消

費者のために押さえる価格維持をしてやらなければならない等いろいろな面がある。価

格維持と需要を拡大するということとは主導権をどちらが握るかによって状況が変わっ

てくるということを我々は頭に入れて議論しなければならない。

（座長）私自身にも宮田委員の発言した内容が相当頭の中にあって、こういった問題を

提起させていただいているつもりである。
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（飛田委員）私も価格の維持だけで需要云々というのはなかなか現実には難しいのでは

ないか、他の要素が複雑に絡み合っているということも考えていかなければいけないの

ではないのかという気がする。例えば、先程いったように外食が増えてきているという

動きもあるし、一方で家庭内の食事も変化してきている。家庭食の変化に対して、今の

ような食生活では日本の食生活が守れないということで、農林水産省を中心に食生活指

針を作り日本型食生活の推進を行っている。そのような家庭食の変化とか、あるいは、

例えば高くても美味しいものであれば買うとか、それぞれの実需者の捉え方、考え方が

いろいろあるわけで、産地であるとか銘柄であるとか有機米であるとかそういうのも非

常に幅があるわけで、単なる価格だけで需要云々という議論は難しいのではないのか。

また、他の食品と比較して現在の米の価格は、値頃感というものはあると思う。私の

実感としても、今の米の価格がどうかということになると、他の食品（主食というか、

カロリ－の主体となる炭水化物として摂取するような食品、例えばパンであるとか、麺

であるとか）と比較をしても、必要なカロリ－数を取るために必要な経費はどのぐらい

になっているのか、数字を持ち合わせていないがおそらく米が一番安いのではというよ

うな気もする。決して価格だけで需要がどうこうなっていくというよりも、例えば家庭

の食生活がどうなっていくのかとか、そういうことを含めて議論をしないといけないの

ではないのかそんな気がする。

（座長）米はおそらく非常に差異化というか、差別化の進んだ商品のひとつになってい

る。これは消費者もなかなか多様であって、非常に成熟した食生活である日本特有の現

象というような気もしている。

（廣瀬委員）一番目の米の需要動向と価格の関係については、今の発言に関連して、流

通体系からみて本当に需要と価格が連動しているのか疑問である。流通形態が非常に複

雑多岐に分かれており、入札制度において卸が参入して集荷団体が上場する、そこで値

。 、 。決めされる しかし 一方で計画外流通米なり未検査米が穫秋には市場に参入している

そのことが入札価格に直接影響しているということから判断すれば、市場価格は必ずし

も入札価格が直結していないのではないか。結局、計画外米なり未検査米によって圧迫

され値が下がっている。これは流通形態が複雑多岐に分かれていることに大きな要因が

あるのではないか、今の入札制度が果して本当に入札制度とした適正な価格が形成され

ているのかどうか、米が本当に高いのか安いのか、見方によって分かれるところである

と思われるので、その辺の改善が必要になっていくものと思われる。

それから、生産者への情報の伝達については、意欲のある担い手農家は、それぞれ自

ら経営をしなければならないことから、自分でいろいろな情報を仕入れて判断する。し

かし多くの農家は、集落をまとめてＪＡに頼りきっている。ＪＡから集落の役員を通じ

て農家に情報が伝達している。旧来の田舎の集落型ＪＡと直結する生産農家（多くは兼

業農家）の情報伝達の方法が、それを変えたからどこに責任が有る無しに関係なく、共

同扶助の中で展開されてきた。日本の農業形態は集落を基本にしながらＪＡと結びつい

てきた。私は今の情報伝達は、折りにふれいろいろな機会を見てＪＡの営農担当から各

役員を通じて各農家に的確に情報が示されていると思う。

ただ、農家そのものは兼業農家であり、家計は兼業化されているが、しかし農業に携

わるのには専業に負けないくらい意欲を持ってやっている。自分の生活形態が兼業であ

るだけで専業農家と意識は変わらない。それは経済に柔軟に対応できる兼業農家の大き

な利点ではないかというように思っている。兼業農家ほど多面的機能を発揮するひとは
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いないのではないかという意識を持っている。

それから農業の構造改革の問題については、確かに構造改革はいま小泉内閣のなかで

は大きな課題、また我々農業者にとっても課題だと思う。しかしその場合、集落形成と

構造改革をどのように進めていくのか、今まで構造改善にしても補助政策にしても全て

集落を基本に置きながら今日まで進んできた、またいろんな共同作業相互扶助というも

のを考えながら対応してきた。確かに構造改善は必要だと思うが、集落の構造改善の後

をどういう姿で日本農業として残していくべきか、そこのところをえぐりだした方針を

示していかないことには、言葉だけ先走りに終わるということにもなりかねないので、

その辺も実態を意見として申し上げる。

（座長）第一点目の価格形成の問題については、流通部会の方でいろいろな議論なり検

証なりをしていただければ非常に有り難いと思っている。情報伝達の問題は意見を伺っ

ておくという形になるかと思う。最後の水田農業の構造改革と共通して、集落の問題と

担い手農家の関係なり、またそれについてどういう政策をセットしていくかということ

も企画部会で相当深く議論をしていく必要があるかと思っている。

（門傳委員）確認させていただくが、生産調整を各部会で議論しているが、今後とにか

く生産調整を行うということが大前提での議論なのか、それとも今後議論を進めて行く

なかで無しということも有りなのか。作り手からすると生産調整の研究会での議論とい

うものは、へたすると無いかもしれないということを前提に話をされていると非常に不

安なわけである。委員の方の認識が（私は生産調整を行うというのが大前提のつもりで

しゃべっているつもりであるが）違ったりするとかなり議論も変わってくると思われ、

その辺を押さえる必要が有るのか無いのか。私とすれば押さえてほしい、いかがなもの

か。

（座長）この点については、４月の冒頭の段階で論点の整理をしている。そのなかで生

産調整については、今、門傳委員がいったように、それを継続するということを前提に

議論を進めるべきだという論点がひとつあった。ただ、同時に細部の記憶はさだかでは

ないが、違うニュアンスのものが併記されていたと思う。ひとつは当面は続けるとして

も、いわゆる生産調整というようなことが無い形で需給がバランスするような状態にソ

フトランディングを図るべきだという意見があり、もう一つは一旦生産調整を中止して

みてはどうかという意見であった。第一のものだけに絞っているとすれば、今の門傳委

員の希望のような形ということになるが、そこまではどうも絞りきれなかったという判

断で併記になっている。ただ、これまでの議論の流れからいうと、急にある時点で止め

、 。 、る そのために検討しているというようなことにはなっていないと思っている むしろ

最初に私が米の需要動向が非常に大事だと申し上げたのもそうであるが、生産調整のあ

り方によっては縮小再生産に拍車をかけることも無くはない。そのあたりのやり方に相

当工夫がいるというような意味合いで私はこの点を指摘したつもりである。いずれにせ

よ、１００パーセント生産調整の中止という可能性は無いと言い切ってしまうと、そこ

は異論のある方もいるかもしれないが、今までの議論の流れとしては、あり方を一生懸

命考えていくということかと思う。これから先も６月に向けて高木部会長の下で生産調

整の良いあり方を考えていくということになるであろう。ぜひ良いあり方を見つけて頂

きたいと思う。

（花元委員）ひとつは、価格と需要の関係、消費面での構造の変化であるが、流通部会

でも言われているように、１年１作の米を毎月入札をしなければならないことは、これ
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は販売するＪＡとしては、入札に出すときの対策、どのような形で米を売らなければな

らないかという流通経費、リベ－ト等の問題が出されているが、生産調整を国策でやっ

ているということと米が主食という位置づけの中で、これだけの競争をさせなければな

らないということを少し考え直す必要があると思う。

もうひとつは、米の粉食化、私どもも会社を持って玄米パンの製造を始めたが非常に

売れ行きが良い。我々が管理しているものは国産の米を粉末にしてパンを作っている。

若い人のニ－ズに合う消費も考えなければならないが、実際どこからどのように入手す

るのか。これから先、海外から米粉として入ってくる場合、こういうものが規制の中に

入らないということになると、新しい消費を一生懸命考えたところで、国産の米がそこ

から外れていく。それは価格の問題である。工業製品のように流れ作業でできる製品の

競争と米の価格の競争の判定はそれぞれのなかできちっと整理していくという、日本の

食生活の問題という基本が崩れると、需要と価格の問題はだめになるのではないかとい

うような気がする。

生産者の情報伝達は、政策と行政のミスマッチがかなりある。今回を機に、改良普及

所は改良普及所で米がとれることを考え、統計事務所は統計だけを出し、食糧事務所は

検査だけしているということではなく、農政に携わっている行政が米の需給政策という

ものに皆が関心を持ち、需給政策は非常に大事なものだという認識で農家と同じような

立場で行政がこの需給政策に携わっていかないと、米の政策と行政とのミスマッチがか

なりあるということを捉えて改善をしていかないといけないと思う。

一体になってと言葉ではいっているけれども、割当をすることを一体となるというの

ではなく、実際に需給調整やら消費拡大等について作業を一緒にやるということが非常

に大事だと申し上げる。

（座長）いくつか非常に重要な指摘を頂いたと思う。

その他になにかあるか。では、高木委員にお願いする。

（ ） 、 、 、 、高木委員 いろいろ 米の価格・需要の問題 情報伝達等について 話がでているが

あとで事務局の方から大体のところでいいが、今、花元委員から、米粉、米の粉食化と

いうのか、そういう新製品をということであるが、確か、農林水産省の食堂でも米粉を

使ったラーメンが好評だと聞いているが、コスト的には、どのようになるのか。ようす

るに、国がメーカーに相当割引して米を販売することにより、一定の価格が維持できて

いるのか。そのあたりを教えて頂きたい。

それから、価格と需要の関係というのは、例えば、前にも中野委員から、もち粉調製

品で、日本のもち米が非常に圧迫されているとの指摘があった時、加工用について申し

。 、 。上げたところであるが 価格と需要というのは やはり関係をかなり密接にもっている

したがって、なかなか日本のもち米を使ったのではコスト面でうまくいかない、という

場合、調製品だけをおさえればいいということではなく、そういう業界は、結局、製品

でも競争している。そういうことからいくと、製品で入ってくるか、調製品という形で

入ってくるかという状況ということになる。米を粉食化して需要を拡大するのは、結構

なことであるが、需要と価格というのは、基本的に関係があるわけで、米がいま国内で

ミニマム・アクセスのことを除けば、国内で生産された米がほとんど国内で需要されて

いる、そして、海外から今の仕組みのなかで、ミニマム・アクセス米を除けば、恐らく

。 、１００トン入っているか入っていないかである これが何で守られているのかといえば

大変高い関税で守られているわけである。これから、これをどうするのかということに



- 10 -

なるわけであるが、そういう中で、たとえば、外国の米と数倍の差がある米が、日本の

国内で、これは、国民の支持があってそういう仕組みができているわけであるが、しか

し、あまりにも差が出来すぎると、先程申し上げたとおり、製品で入ってきてしまう。

そうすれば、日本の国内の米の需要先を失うということにつながっていくわけである。

これまでいろいろ話があったが、価格と需要の関係というのは、常にきちっと見極めて

おかないと、大きな政策の先行きを見るときに、非常に重大な問題が生じるのではない

か。

それから、生産者への情報伝達については 「いろんなルートを通じて、しっかりやっ、

ている 、それから、集落の機能を活かしながらやるという現実論からすれば 「あま。」 、

り必要ないのだ 「いちいちやらなくても、分かっているのだ 」ということかもしれ。」、 。

ないが、やはり、これから、生産者が主体的に自己責任で判断するという方向にいくわ

けでしょうから、その場合には、やはり、相当しっかりと生産者が理解し、そして、状

況を判断する。そのための情報というのは、いろんな工夫をし分かりやすい情報を、し

、 、 。 、っかりと 生産者の段階まで いかなければならないのではないかと思う 今の状況は

相当いろいろと問題があると思う。

それから、構造改革の問題について、これも、なかなか日本の稲作農業の場合、地域

・集落そして水管理等いろいろなことがあって、確かに、難しい問題である。これは、

、 、 、 、 、そのとおりであるが しかし これを どういう形か それはこれからの検討であるが

しっかりとこの方向を出さないと、稲作農業の活力というものがなかなか出てこない、

特に、新しい基本法そしてそれに基づく基本計画（すでに閣議決定されているもの）が

あるが、その中で、２０１０年の構造展望を明確に示している。行政側にも、これを踏

まえた構造政策そして米の政策との関連を踏まえた、整合性のある全体的な政策のあり

方を、５月中・下旬には、示して欲しいといっているが、そういう中で、さらに議論を

深めていけばいいと思うが、やはり、この方向性をきちんと位置づけるということは、

今回かりに、どのような形で米政策が示されるかは、分からないが、やはり、国民の理

解そして支援というものが、初めて確実なものになるのではないかということで、さら

に、議論をする、そういった点から議論を詰めて頂きたい。

（座長）それでは、佐藤委員にお願いする。

（佐藤委員）いま、一枚のペーパーを渡していただきたいが、今日の農業新聞の東北版

である。山形おきたま農協の事例が掲載されているが、座長が整理したメモの水田農業

の構造問題に関連しており、このペーパーを是非読んで頂きたい。いわゆる、土地利用

型の農村の実態を理解頂きたい。先程、高木委員からも話があったが、現在の土地利用

型農業の大宗を担っている年齢は、６０歳以上どころかもう７０歳の近辺の方々が、主

体的な役割を担っている状況である。病気になったり、いろんな家族の変化がでること

によって、受託してくれる人が、なかなかいないといった状況にまで至っている。その

ような時に、このペーパーの記事を読んで頂ければ分かるが、若い方々がグループを作

って、集落機能のなかで、具体的にいえば農協の支店機能の中で、こういう形で構造改

革が自然になっていくという事例である。是非、内容を十分理解頂きたい。それから、

もう一点、自分の子供が必ず農業を継ぐということがないのである。農家の意識の変化

を考えると、集落によってそれをひとつの課題として、そして、水田農業の構造改革を

考えていかないといけない。

それから、単純に、流通や生産調整だけを、ずっと論点整理していくということが、
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正直なところいろんな意味で、心配している。自分で完全に整理しきれていないが、実

は、この研究会のまとめについて、非常に心配している。

それを、付け加えて今日の意見とする。

（座長）資料を用意して頂きありがたい。では、宮田委員にお願いする。

（宮田委員）質問であるが、先程頂いた資料１－１の企画部会の議論のなかの、２番目

、 、 、の情報伝達で 米の共同計算システムのあり方についてであるが 共同計算システムは

機能分担というのか 「生産者は良質米生産に努力し、そして、JAグループはそれを有利、

販売していこう 」というシステムの分化だと思うが、これは、ひとつには、消費者のた。

めには年間の安定供給とか、安定的な一元集荷多元販売というシステムなわけで、こう

いうシステムは、多くの生産者に委託を受けた米を全量販売するためには心配を掛けな

い、安定・安心なシステムとして今までやってきている。ただ、その中にも、例えば、

仮渡金を支払うことができるというシステム上のプラス面もあるが、一方では、共計だ

から、精算が一年後にずれ込むとか、いわゆる、販売価格とか費用の情報伝達が十分に

生産者まで分かっているのかどうかという面もある。年に何回も情報を伝える訳ではな

く、中間と最終ぐらいなので、そういう面で 「情報の伝達の回数が少ない 「認識が、 。」

足りない 」ということが言われているのかどうか。もうひとつは、まかせているから個。

人の取組みが弱いということなのか、制度そのものの議論だったのか、どういう議論で

あったのか、企画部会の議論のなかで、どういう議論が中心だったのか教えて欲しい。

（ ） 、 、 。座長 この点については 必要であれば 問題提起された本人から補足説明願いたい

いわれるとおり、情報の伝達等について、今の共同計算システムは、問題があるのでは

。 、 、ないかという提起であったと理解している ただ その後に開催された生産調整部会で

山田委員がその点について発言し、それについて問題を提起した高木委員が、発言して

いるが、今私が言ったように、情報伝達の観点からみると、改善すべき要素があるので

はないか。しかし、共同計算システムそのものについて、これが良いとか悪いとか、そ

ういう踏み込んだ発言をしたわけではないとのことであった。

では、永石委員にお願いする。

（永石委員）私どもが理解しなければならないのは、需要に応じた米作りをこれからど

、 、 、 、うすればいいのか コスト意識が当然でてくる 品種であるとか 栽培方法であるとか

それには、やはり生産サイドから考えなければならない。そうしていかないとなかなか

需要も伸びていかないし、需要が拡大しなければ、また、生産調整の拡大ということに

なる。副大臣のいう悪循環ということになる。この辺を、しっかり考えていかなければ

ならない。

もうひとつは、消費の構造変化であるが、日本型食生活、食生活指針を折角だしてい

るのであるから、この辺をもうすこし踏まえて、定着していくような、なにかを考えて

いく必要があるのではないか。その面では、やはり、学校給食である。食糧庁では、週

５回（米食が）いいといっている。しかし、現場へいくと、やはり、教育長と我々の世

界である、市町村へいくと、教育委員会と我々の領域ということになる。なかなか、現

実、米を週５回にもっていくのは、かなり厳しいものがある。食生活の習慣がつく１２

、 。～１３歳頃まで 小学生あたりに米による食生活を伝えていく必要があると考えている

、 。 、 、 、それから 水田農業の構造の問題である これは 当然 地域で元気が出ているのは

直売をやっているお母さんたちではないか。大規模農家で生産調整をやっている水田農

業というのは、表面上、元気がでているようにみえるが、やっぱり元気がでていないと
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いう感じがする。この辺をしっかり認識しなければならないのではないか。特に、行政

サイドでいえば、私も経営基盤強化法を担当することになったが、非常に難しい。生産

調整の制度と同じく、経営基盤強化法の事業の事業名が極めて似ている。そういう、分

。 、かりづらい制度になっていることも考えていかなければならないのではないか 先程も

生産者への情報伝達・分かりやすいメッセージと合わせて、行政施策をいかに分かりや

すくしていくか、これも、我々に課された課題ではないか。

（座長）先程の米粉を原材料とする食品に関するコストの問題について、長官から、説

明をお願いする。

（長官）それに関連して、先程、花元委員からひとこと話があったが、私の取違いかも

しれないが、我々少なくとも行政・食糧庁の人間は、需要拡大とか、あるいは、需給の

。 、 。 、面での努力をしていると思っている その辺は 申し上げておきたい その一環として

先程、高木委員から話のあったラーメンのことについて申し上げる。前にも、申し上げ

たと思うが、新潟県の試験場で１０年程前に開発された米を微細粉にする技術を活用し

て、パンは、かなり前から出回っている、それで、新潟製粉のほうへ、我々、特例売却

ということで、キロ１６０円で売っている。これは、あくまで、試験研究・研究開発の

段階だということでキロ１６０円、１俵９６００円で売っているということである。こ

れまでは、年間、新潟製粉で１千トン位を生産していると思う。これは、財政負担が掛

かるので、財務省とも協議し、この枠をいま広げている。これが、数千トン・５千トン

の規模まではできると考えている。先程、話のあったラーメンであるが、先々週の月曜

日から当初は１週間の試験実施ということで、農林水産省の地下の食堂で販売して頂い

た。１日限定７０杯で販売していたところ、評価がよく、結局、今、３週間目に入って

いる。今週で一応打ち切るはずである。このところの売れ行きはわからないが、少なく

とも、先週までは、毎日だいたい完売である。連休を休んで、連休明けにまた販売して

。 、 、頂く予定である この前 各県の部長にきて頂いた予算の提案会において申し上げたが

ラーメンというのはパンに比べて、まだ、発展途上にある、県庁の食堂でも取り上げて

。 、 、 。頂きたいということを話した いろいろ 競い合えば 質の良いものがでてくると思う

我々も努力している。米粉ラーメンの末端価格は、１玉７０円あまりとなっている。通

常の小麦粉の麺の場合は、１玉５０円ということで、２０数円高いということである。

それから、これは、パンの時に聞いたことであるが、パンは、高いところであんパンが

１４０円、だいたい１００円位で販売しているが、原料としては、５円位の差である。

、 、 、 。 、ところが 価格が決まる時には 足し算ではなく 掛け算になってしまう そうすると

いろんな流通関係が掛かっている間に、元々５円の差であったものが、だいたい２０円

位になってしまうということであろうかと思う。我々、先程、言ったように、パンを含

めて、米粉の技術、これは、非常に期待できる技術と思っている。積極的にＰＲしてい

きたいと思っているので理解頂きたい。

（座長）それでは、廣瀬委員。

（廣瀬委員）米の消費拡大でいま長官の方から話を頂いた米粉パンであるが、もっと、

身近に全国広く普及できないか。聞くところによると、新潟製粉が、特許の関係で、生

地は、分けてくれるが、製法については、教えてくれないと、生地を買っている道の駅

から聞いたのであるが、もっと広く、学校給食にでも入れるように、米は、だいたい週

３回あるいは２．５回であるが、米粉のパンも入れるように、長官にもお願いしたい。

もうひとつは、水田農業の構造改革であるが、先程、高木委員からも言われたとおり
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であると思う。農協でも、農機具の受委託を行っているが、委託する方はいるが、受け

入れてくれる方がいない。そうなると、ＪＡがやらざるを得ない。ＪＡがいままでは農

機具を持っていなかったのに、持たざるを得ない。それを、県の方へ何とかならないか

といっても、どうにもならない。構造改革をして、もっと意欲ある農家を育てて欲しい

が、今のような魅力のない現状では、なかなか、受けてもらえない。そして、委託され

る農地が飛び飛びで、作りにくいところが多い。本当に集積したいと思うができない。

それは、担い手のかたに、もう少しメリットがある農業政策というものが目に見えてこ

ないといけない。入植農家の方であっても自分の子供にも、もう（農作物は）作らせな

い。専業農家ですら先行き不透明で心配で、息子には、会社員か公務員にさせるという

方が多いわけてある。その辺は、今の農政の先行きが非常に不透明であるので、このよ

うになるのではないか。これから、どのような方向で指導し、展望をもっていくのか、

現場では心配している。

それから、米以外の生産調整で、今、麦・大豆は、消費者ニーズで当然のことである

が、麦ということになれば、集団でやらなければ、バラ転では水稲の水が入るので、と

ても捻熟歩合が悪くなり、品質が落ちる。そうなると、集落で集団で栽培するというふ

うに一度は意識は高くなってきたが、まだまだである。その辺の問題も、克服していか

。 、 、なければならない そこにミスマッチもあるということは 十分我々指導する側として

。「 、 、 。」承知している 麦をつくるのに あるいは大豆をつくるのに いくら転作奨励金がでる

からいいのではなく、これを評価するにはいろんなハードルをクリアしなければ、本当

に消費者に好まれるようなものはできない。だから息を長く、長いスパンの対策という

ものが必要である。今までは、生産調整に野菜が有利であった。だから、野菜を作る農

家が多かった。今、麦・大豆が有利だから、そちらへシフトした。やろうと思えば、今

度は施設の問題が出てきた。後追い、後追いの面がある。その辺のところも、しっかり

とお願いする。

（座長）水田農業政策全体を見渡した、貴重な意見を頂いたと思う。それでは、長官か

らお願いする。

（長官）先程の新潟製粉の技術の件であるが、これは、新潟県庁が特許をもっているわ

けである。大手が特許を使うことについては、特許使用料を少し高くすることあるべし

ということであるが、大手ではない企業、農協系統・農業団体あるいは市町村が、特許

を使うことについては、格安の使用料で使ってもらって結構であるという方向が出され

。 、 、 、ている それから特許を使って出来た製品 パンを作る技術としては 一番有名なのは

、 。新潟マイワールドという協議会があるが これがいま一番全国的に展開していると思う

これに加えて、大阪のパン屋と近畿農政局企画調整部とが、タイアップというか、互い

に刺激して作った技術がある、岡山の林原の技術を使ったものであるが、非常にいいも

のができている。単価的には、高いものではないと聞いている。先程廣瀬委員が言った

ように、入手できないということはないのではないかと思っている。それから、学校給

食へという話があったが、大阪のパン屋の組合が、非常にこの技術について注目してい

る。各学校で給食を３回、今、２．８回になっているが、これを、３回にして欲しいと

いうことで、我々は文部科学省と連携して、通達も出してお願いしている。パン屋さん

が炊飯施設をつくるときには、助成するような制度もあるが、やはりそこはパン屋さん

としても抵抗がある。その場合に、パンで米粉パンでやることが手っとり早いというこ

とで、大阪、兵庫のパン屋さんがこの技術に注目して、給食にパンを納めるということ
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で、協議会をつくるという動きがある。近畿農政局に中心となって協議会を立ち上げて

欲しいと、これを他の農政局・県に拡げていけば、さらに拡がるのではないかと思って

いる。我々はそういった努力もしているということも申し上げておきたい。

（座長）いくつか、情報の提供もして頂いた。

それでは、三浦委員。

（三浦委員）最初に、今話題になった微細米粉を使ったパン、並びにその他小麦粉を原

料とするものに代わる食品についてであるが、原料価格が高いということから、本県で

もいろんな改良工夫に取り組んでいるのだが、パンにする際に、微細米粉に小麦から抽

出したグルテンを添加しなければならないということである。現状では、価格差、小麦

１００に対して、微細米粉パン生地は、２．５倍から３倍くらい。すなわち、１００に

対して、２５０から３００くらいというのがネックである。この解決策は、原料価格を

、いかに抑えて供給できるかということにかかってくるのではないかということに着目し

部会で出す委員の試案のなかに、生産調整対策を通じて、安い米を供給できるシステム

が構築されて、そして、米が形をかえて小麦粉と競合して、十分、まさるということを

提案していきたいと思っている。これは、部会長の指示を待ちながら、やりたいと思っ

ている。

次に、本日、座長が示したメモについて、発言させて頂きたい。米の需要動向を踏ま

えた的確な生産調整が行われるべきであるということで、研究会議論が進展するわけで

あって、この際生産者への情報伝達がなにより重要であるということは、十分承知して

いる。ただしこの生産者への情報伝達を、誰が正確な情報をつくり、提供するのか。ま

た、その情報が、正確であるか否かの検証を誰がするのか。そして、誤った情報を流し

たあるいは流れた際の責任は、誰が負うのか。ということも問題として、部会等で整理

しておく必要があるのではないか。たとえば、今の緊急拡大が始まった際に、いろいろ

な議論のなかで、需給計画に難点があったのではないか。見誤りがあったのであれば仕

。 、 、 、方がないという報道もなされた これから 自己責任 自己判断でということになれば

いまいったような懸念がなきにしもあらずである。それをどこで誰がするのか、という

ことが重要ではないか。

それから３番目の消費者、実需者サイドの視点のなかで、費用対効果ということを触

れているが、今、約３１００億円前後の国費が投入されている。それに地方も、県・市

町村、ＪＡグループも相当の負担をしている。これが更に掛かるのか。あるいは、これ

から検討していくものが、現行のそれらの予算枠のなかでできるのかどうかということ

も、この視点のなかに入ってくるのではないか。

（座長）今の発言にもかなり具体的な示唆があり、この研究会も、相当熟してきた感じ

がする。それでは山田委員にお願いする。

（山田委員）論点のなかで若干またがることがあるかもしれないが申し上げる。

生産者への情報伝達と関連して、近年の自主流通米の価格形成が弾力化、多様化して

きていることについては、これはもう生産者全員が承知していることだと思う。

当然、出来秋にその作柄によって価格水準が決まってくる、そして年末にむけおよそ

作柄が確定してくるまでに、価格がだいたい決まる。本来、月日が経つにしたがってコ

ストがかかるわけだから、本来、価格形成も順当にコストがかかった分だけアップする

形で推移するというのであれば妥当であるが、率直に言って、流通業者の必要な米の手

当の思惑で動いているだけではないかと言いたくなるぐらいに、実状は価格形成は変動
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している。そういう面では花元委員からあったように一年かけて月何回か価格形成がな

されるということに意味はあるのか、と言わざるを得ないと思っている。

しかし、そのことを含め価格形成が極めて弾力的になされているということは、生産

者全員が承知している。そのことと来年の生産をどう変化させるかということになると

別の問題であると思う。言うまでもなく年一回の米の生産である。機械施設は稲作を中

心に装備してしまっているし、転作作物の選択を考えても水田の条件が相当程度整備さ

れていることは間違いないわけであるが、しかし、ほかの作物に転換するに際して、別

のコストがかかったり収量変動が米以上にあったりして、生産者が経済的な感覚で米の

生産を転換させるような我が国の米の生産実体にあるのかどうかを踏まえなければなら

ない。場合によっては、私の知りうる情報を整理して提出したいと思うが、アメリカに

おいては、価格形成ないしは取引に参加している個別の農業者の割合は大変少なく、農

業者の規模についても米については数百ヘクタール所有の大規模農家しか取引に参加し

ていない。あとは流通業者、倉庫業者、輸出業者が圧倒的に価格形成に参加しているだ

けである。流通部会や当研究会でも先物取引の意見が出たようであるが、その議論をす

るのであれば何をかいわんや、生産調整とは別の議論形成になってしまうのではないか

という気がする。いうなれば先物取引にまで議論が入って、そしてその情報が伝わらな

ければいけないという話になっていくということだと一体どういうことなのか、問題点

をまず指摘しておきたい。ところで私自身は情報伝達が必要ではないとか、価格形成が

弾力的だといけないとか保守的に思っている訳ではなく、価格形成の状況は来年の生産

調整、計画生産にどのように働くか、さらに過剰が生じた場合の過剰による価格の低落

がどんなに大きいか、過剰を生じさせないための過剰米処理、在庫調整の役割がいかに

重要か、そのための負担をやっていかなければならないことについての判断としては情

報伝達はものすごく重要だと思っている。現に生産者はなんだかんだ言いながら６割か

ら７割の皆さんによって、調整保管に取り組み、過剰米処理のための拠出をやっている

わけだから、そういう面では現在の価格形成の姿なり価格形成の情報というのは相当入

っていると思っている。

こういう観点に立って二点申し上げたい。

一つは、我が国の農業は圧倒的小規模で兼業農家、これはこのままでいいと言ってい

るわけではないが、そういう生産実態の基でそれを誘導できるのは、残念ながら市場シ

グナルが絶対的要因ではないと言わざるをえない。やはり、一定の基本方針と一定の仕

組みのもとで、仕組みとは過剰米処理であるが、一定の仕組みのもとで誘導する装置が

必要であり、それを行うために国は、この観点が各部会から出された共通の論点の中に

ないというのが私は残念であり、そういう面では私もきっちり発言してこなかった責任

はあるわけだが、国がどう関与するのかという要因の検討が不可欠であると思う。

もう一点申し上げたいのは、そうは言ってもこの措置は、国の税金を使わざるを得な

、 、 「 、いが 国民がそうした我が国の稲作生産の実態や国の関与を支持する すなわち まあ

その程度であればいいだろう 」と国民が言わなければ維持できない。そういう面では常。

。 、 、に国民の支持の点検が必要だと思う そうした観点からしても 現在は地域の水田農業

とりわけ稲作の担い手が極端に脆弱化してきている。それから率直に言って、一番作り

やすいのは米だから、ともかくなにがあっても価格が変動しようが生産調整の量が増え

ようが米作りが楽だから米を作る。兼業農家でも作れるわけだから、とういう形だけで

の米作りは支持が得られないだろうと率直に言ってそう思うが、これをなんとか変えて
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いくための構造改革の必要性は、猶予を待たないと思う。稲作と他の作物の複合経営、

ないしは地域全体での判断で、食べていける一定規模の農家なり、法人なり、集落営農

なりを作り上げ、そして、よりできるだけ需給に応じた、価格形成に応じた、機動的な

生産対応ができる体制を作り上げるということは、私は論を待たないと思う。ながなが

と申し上げたが意味は分かっていただけると思っているので、ひとつよろしくお願いす

る。

（座長）特にこちらでまとめるということはしないが、いくつか重要な論点を指摘して

いただいたと思っている。

（中野委員）私も補足的な意見を申し上げたい。

今回の議論を聞いていて、今までのやり方が全て悪かったような議論があるように思

う。私どもは、３０年になるのか何年になるのか分からないが、生産が過剰になったた

めに生産調整をやってきたわけであるが、それは減反であったり転作であったりいろい

ろしたわけであるが、ところが現実にそれが今日の農政の基礎になっており、特に米政

。 、 「 」策に対してである それがあったから現在があるわけで それを 生産調整をやらない

ということが議論に入ると現場は大混乱になり、今の米政策の全てがだめになっていく

のではないかと思う。生産調整というものが現実にここまで果たしてきた役割を認めた

上で議論をしないと間違った方向に行くと思う。

それから、相当な国費を突っ込んでやってきているわけだが、私は、高木委員が食糧

庁長官の時代から「米は需要と供給がきちっとしたバランスが取れれば、そう大きな国

費の投入はいらない 」そういう議論をしてきた。それは今でも変わらない。要するに需。

給バランスがきちっとしていれば、生産が少々オーバーしても市場に投入する量がきち

っとしていれば、私は米に対する国費の投入というのは最小限に押さえられると思って

いる。ある一定の米の価格の水準というのが、どうしても再生産に必要なわけであるか

ら、そういったところを頭に入れながら政策誘導していくのが生産調整のあり方の一番

基本と思っている。

もう一つは、生産者への情報伝達について、情報伝達のなかでいつも思うことは情報

を握っている人間が都合のいいこと都合の悪いことを分けて出している。だから生産者

がどういう情報を知っているかではなく生産者は「騙されているのではないか」という

感覚を持っているのではないか。私自身も反省しなければならないが、今、例えば１５

、 。～１６万トンの飼料化した内容がどうなっているかは 全く生産者には知られていない

、 、一俵いくらで飼料として売られたのか そのうち生産者にはいくら返ってきているのか

あるいはそのために使った３２０億のお金の中に８０億が国費で、あとは全部自分たち

の基金や共計からでているということは全く知らない。私もこの前まで知らなかったそ

ういう状況がある。だからミニマム・アクセスの時も言ったように、ＭＡ米がどのよう

に投入されているかというのは、私も未だによく知らない。原料とは聞いているが、そ

れならどういう所へどういう形で行っているかは分からない。そういった自分達に具合

の悪い情報は教えない、あるいは「これはなぜ教えなかった 、そういった議論になっ。」

ているのではないか、それによって生産者は自分たちは本当の情報は教えてもらってい

ないのだ。そういう感覚を持っているのではないか、消費者のＢＳＥに関連した食品に

対する不信感と根は一緒ではないかと思う。それから情報伝達といってもどういう形で

伝えていくのか、例えば、本作である大豆を植える。そうすると、なぜ自給率が５～６

パーセントしかないのに２割も３割も金が安くなるのか農家は分からない。そういうこ
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とをきちっとしないと情報の伝達といいながら透明になっていない。そういうところを

農林水産省としても「こういう理由だから下がってますよ。住み分けができるまでしば

らく辛抱して下さい 」というコメントを付けてでも責任をもってやるべきである。新し。

い法律を作って自給率をあげると言っている。当然、５割でも７割でも先進国であれば

上げなければいけない。それを全く無視したような政策、例えば麦や大豆を作れと言い

ながら 「麦は処理していますよ 」という長官の話もあるが、現実は生産者にとって厳、 。

しい。政策があるからやっていける。しかしながら、そういうものを全く無視した形で

こういう議論をすると、私は方向を間違えると思ったので意見を申し上げた。

（座長）いくつか重要な指摘をいただいたように思う。特に三浦委員からの発言にもあ

ったが、情報を伝える側の問題と言い切っていいかわからないが、情報の伝達について

はかなり、検討、吟味する点がある。

（上場委員）気の付いたことを二、三述べさせていただく。花元委員からは兼業農家と

いう言葉が出た。山田委員から生産者という言葉、情報を送れば誰が受け取るのか構造

問題は誰がやるのかは佐藤委員からあった。そろそろ兼業農家という言葉はやめた方が

いいのではないか。というのは昔の３６年の基本法まで自作なり小作だったりで米で食

えなくなって兼業だということで１種２種がある。２０ヘクタール水田を作っていよう

と娘さんが就職すれば１種兼業になってしまうわけで、決してそういう問題ではない。

これから、今起きようとしていることは、例えば農地の集積でも市町村を越えて、昔か

ら出作、入り作はあるがずいぶん広い範囲で広がっていくわけである。また、それぞれ

の農家にとっては代替わりしていくわけである。私の同級生で勤めていた人が５５で定

、 。年して今から農業を始め 佐藤委員の先ほどの新聞みたいなことをやっていく人がいる

兼業だろうとなんだろうと好きでやっている人には支援すればいいと思う。今から５年

１０年しなければ、そういう芽は出てこないのではないか、だから兼業を止めてしまえ

という議論は無謀ではと思う。

（座長）それでは奥村委員

（奥村委員）二つある。一つは先ほど中野委員からあったように今まさに生産調整を３

０数年行って、自らの意志で参加する人そうでない人、参加するしないにしても米の販

、 、売の方法についても多様な販売があり それらに対しいろいろ意見や不満が出ているが

地方にいて、県や市町村から「稲作農業なり減反政策に協力してくれ 」という指導を受。

ける、ＪＡからも同様に指導を受けながら一緒に取り組もうということであるが、我々

に伝わる際に必ずしも，ＪＡは大手町に，地方は霞ヶ関に、一体となった伝達の仕方は

無いように思う 「霞ヶ関ではこう言っている。こんな変なことを言ってきて困ってい。

る 、ＪＡについても「大手町はこんなことを約束してきた 」などが実体だと思う。。」 。

特に生産調整に参加しない人の意見に多いが、米の流通のあり方、従来の自主流通制度

を主体に計画流通米制度を核にした流通制度を根本にしているが、生産者には中身が分

からない、いわゆる生産調整の仕組みにしても米の販売流通制度にしても芸術的な手法

というか、すごくわかりづらいというのが実体。それがよく分からないから不満、不信

につながって、それが米政策全体に不信感とか 「分からないなら分かりやすい手法があ、

るではないか」それでわかりやすい手法を自ら選択して、結果が生産調整に参加しない

計画外に移行したりするのが実体である。きちっと一体感を持った伝達の仕方が重要で

はないかと思う。

もう一つは、日本の国民が集落機能を発揮するためとか、多面的機能を発揮するため
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に農業をやってくれ、と本当にいっているのかいないのか。私は農業というのは国民に

安定的に食料供給するのが第一と思っている。多面的機能のために農業をやるというの

は、今回は、ずれていると思う。よりよい生産活動をした結果、多面的機能も付録とし

てあるのだと思う。それを住み分けて議論しないと多面的機能を発揮すればいいだけな

ら生産調整をしなくてもいいと思う、それが目的なら作った米は自分で過剰になろうと

満足して川に捨てたり埋めたりすればいいのであって、そういうことでは無いのではな

いかと思った。そういう言葉はもう必要ではなく、別のところで議論すればいいのでは

と思っている。

（座長）上場委員からは、兼業農家という言い方はやめてしまえばという意見、奥村委

員から、多面的機能は付録であるという意見、いずれも大事であるが、これは竹内委員

も再三発言されているかと思うが、それぞれの目的があるならばそれぞれの施策をきち

んと配置すべきであって、一つの施策でなにからなにまでカバーしようということにな

ると、結局アブ・ハチ取らずになってしまう。

（上場委員）補足をするが、止めてしまったらどうするかということだが、つまり農協

も組合員農家という、農家と通常言うが、いろんな農家があるが、情報伝達をして、咀

嚼をして、周辺を引っ張っていく人もいるし、おばあちゃんも大儀しい、息子も後を継

がないという人もいる、そこをもうちょっときめ細かく点検チェックをしないと兼業農

家というカテゴリーでドボンとものをみていては構造の変革支援ができないのではない

か、それを一つの一定のエリアの中で市町村でなくもっと広域のなかでなにか動態的に

みることがいるのではないか。

（座長）兼業農家が、専業農家に変化することもあると思うし、兼業農家に早く止めな

さいということは言うべきでないし、言うこともできない。

（門傳委員）上場委員の話と重なるが、二百数十万の稲作にかかる農家があってなおか

つ４７都道府県全部で米を作っていることが、さも日本の稲作にとってマイナスである

がごとき話があってはならないのではないかと思う。なぜ、二百数十万もあるかという

と今までの歴史的なこと、それぞれ気候風土にあった形でやってきたという面もあると

思う。私が仮に稲作専業でやっていれば、非協力者になっていたかもしれない、兼業だ

からこそ他で飯が食えるからこそ生産調整に協力してきたと思う。兼業農家も、専業農

家がいるからこそ大量のエネルギーと金を使いながらも生産調整をずっとやってこれた

プラス要因なのではないかと捉えていかないと、大規模農家が育たないのは兼業がこれ

だけいるからということではないと思う。ただこのままでいいとは言わないが、そうい

うような一方的な話があるとそれは違うと思う。実体は私のところでは専業は極めて少

なく兼業が多い集落で、そこで地域達成ができているということである。若干含んでお

いて欲しい。

（座長）今のところは議論の多いところである。

（花元委員）いつの時点で兼業農家と言われたか記憶にないが、関連して、日本の農地

法改正から土地の取得が試験的に行われてきた。これで兼業農家というか専業でない農

家というか、自分の土地として農地法改革でもらったという人がたくさんいる。これが

日本の今までの仕組みということを忘れてはならない。生産調整では兼業の人の方が実

質的に生活にこたえるという部分は少なく、無理が利く。理想論では生産調整はできな

いので、なんとか納得させてできる方法はないかと思い会議にのぞんでいるが、過去何

十年もやってきて、実際は農家の人に強制的に割当してきたのが現実である。その中で
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ほとんどの役割を果たしているのは兼業農家の人達で、この人達が少しずつ減反してく

れるから、なんとか地区達成できているのが現状。農政、需給の面からだけで生産調整

が行われているわけではないので、これをなんとか現実のものに戻して行かなくてはな

らない、そうすると集落が話し合って営農できる仕組みを指導していくことが私の役割

だと思うので、集落営農は日本の農業の中で必要と思う。

（座長）それでは門傳委員。

（門傳委員）山口では、３～４ヘクタール以上の水田をもっていれば、一定面積だけの

生産調整だけで、それ以下のところが生産調整を負担しているというようになっている

。 。自治体もある 兼業と専業が共存している例があることを記憶にとどめておいて欲しい

（座長）こういうことについても、研究会の参考になることがあれば情報を提供してい

ただきたい。

また、１０年２０年先に日本の農業、農村がどういう形で行くのかという問題意識の

もとで、考えなければならないという視点も必要かと思う。さまざまな形で財源、人的

資源を使ってサポートする点からみてどうかという視点もある。

（ ） 、 、三浦委員 今座長が言ったとおり 現在生産調整の一番の問題は研究会でも言ったが

生産調整対策への不信感だと言った覚えがある。緊急といえば何年かしたら戻してほし

い。５年といえば５年の計画でブロックローテーションを決めそれでやっている。しか

し、途中で情報が間違ったり見間違えたりすると修正をしなければならない。お願いす

る方は修正は当然かもしれないが、受ける方はまたかということになる。これが今後の

議論のなかで中長期の目標、フレームを立てて、生産者が判断できる要素にセットでき

るか、構造問題を乗り切る際に不信感をまねかないということを論点の一つにしなけれ

ばならないと思うし、１００パーセント達成から幅をもった達成管理を行うような方向

となり、参加する人しない人が出てくるとすれば、構造問題を乗り切るには「参加する

者に集中した支援を行っていく」というメッセージを早く送らないとまた途中で倒れる

と思っており、幅広い議論が必要と思う。

（座長）宮田委員、どうぞ。

（ ） 、 、宮田委員 今 問題になっているところは過剰な生産調整面積を消化することの苦労

専業・兼業のバランスの取り方、転作品目の選択等いろいろな問題点がある。一番その

中で転作作物になにを選択するかということ、それに関わるそのものの需給はどうなの

かということも問題。大豆、麦を全国で奨励して本作化しようとしているが、現実の問

題として、従来からの輸入品の価格があるものだから、麦にしても自給率が低いにもか

かわらず国産のものはオーバーフローしている。大豆もほぼ一年ぐらい非常に価格の下

がり方が強いということで、非常に大きな問題となっており、生産調整をやろうとする

ことと、作ったものが売れるかあるいは価格が保持されるかという二つの面で問題があ

る。今後、生産調整のあり方をどうするかということを論議している訳であるから、一

定の方向づけを出していくということで、６月までに中間取りまとめを出すということ

だから、一つここで水田の機能を活かした選択も考えるべきである。例えば、飼料用米

の問題、今は過剰時に飼料化して多くのお金をかけている、あるいは藁も飼料化してい

る。水田の機能を生かした始めからそういう目的でやっていくということを大きく考え

ていく必要があるのではないか。しかし、それには問題がある。主食用に絶対転用され

ないような監視体制と品種開発、価格的に安いため多収性の品種開発、飼料用米や稲藁

に対する転作助成金等の施策をどうドッキングさせていくかということ、そういったこ
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、 。とを考えた上で 水田の機能を活かした転作をもう少し具体的に考えて行く必要がある

例えば兼業の方が少しずつ転作をする上で大変苦労するわけで、面積が小さいと水田と

畑の水の切りかたをどうするかなど問題がある。そういった面で先程の議論を維持して

いくとやり方としてやりやすい面がある。今までタブー化されていたことだが、いった

いそういう状況がどうなのか調べてほしい。

（座長）それでは関連でどうぞ。

（花元委員）麦、大豆、飼料作物を本作と位置づけているが、問題は本作という位置づ

けている麦、大豆、飼料作物を転作という概念からはずして考えられないか、いつまで

も転作というのではなく転作という概念をはずして本作ということで考えられないか、

その辺、食糧庁はどう考えるのか。

（座長）食糧庁も考えがあると思うが、これは我々が今どうするかということを考えて

いるわけである。いまの花元委員の発言の趣旨の論点はすでに聞いている。ポジ数量管

理ということになると、転作作物の政策は別ということになる。他の国でも生産調整を

やっているが、日本のような形の生産調整は無いように思う。他のものを作ってそれに

助成し本来のもののブレーキをかけるというやり方は、経過があってこうなったと思う

が、わりと特殊なものだと思う。

今後の米政策の検討を精力的に行っていくことになるが、米の価格、需要の問題、供

給との関係でどうなるか、踏み込んだ検討を行いたい。なお、消費者サイド委員が欠席

で議論が弱かった面があるように思うが、いずれ議論していただくことになると思う。

なお、企画部会については今日の共通事項を念頭において議論を進めていきたい。特

に生産調整のあり方を考える上で、今日も前半で議論の集中した需要、供給、価格の問

題について、今日の議論を踏まえながら、もっと詳しいデータを事務局から出していた

だいて、客観的な分析を行っていきたいと思う。この点は生産調整のあり方を考える上

で非常に重要なポイントであるので企画部会で検討していきたい。再三、出ているが６

月末を目処に米政策の対策のおおもとについてこの研究会としての方針を出していき、

検討を早め本格化、深化させていく必要がある。委員の協力をお願いする。最後に事務

局からお願いする。

（計画課長）手元に資料４として「生産調整に関する研究会、現地検討会の開催」を案

内している。また、メールマガジンは２９号から３３号まで渡している。なお、登録者

数は２千人なので呼びかけをお願いする。

（座長）他に何かあるか、なければ終わりにしたい。

次回は５月３０日の２時から予定している。

（以上）


