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第６回生産調整に関する研究会の議事概要

○日時：平成１４年５月３０日（木）１４：００～１７：００

○場所：農林水産省第２特別会議室

（計画課長）定刻となったので、只今から「第６回生産調整に関する研究会」を開会さ

せていただく。なお、本日は立花委員、山田委員、和田委員が都合により欠席というこ

とである。また、永石委員、竹内委員、花元委員が少々遅れるということなので始めさ

せていただく。

（座長）それでは、議事に入る。前回の研究会では、各部会での検討状況について部会

長から報告いただき、各部会での論議の中で共通の指摘事項について議論していただい

。 、 、 、た その後 各部会が２回ずつ開催されたところだが このうち生産調整部会において

高木生産調整部会長から「米政策の総合的検証と対応方向」というメモが提出され、米

政策全般にわたる問題提起をいただいたところである。本日は、まず、各部会での検討

状況について、部会長からそれぞれ報告いただいた後、今紹介した「米政策の総合的検

証と対応方向」を中心として、全体研究会として議論を行っていきたいと思う。

それでは、まず、各部会での検討状況について、各部会長から報告したいと思う。最

、 。 、初に企画部会ということで 私の方からかいつまんで報告したい 企画部会については

５月１６日に第８回の会合、２８日に第９回の会合を持ったところである。第３回生産

調整部会において高木部会長から提出していただいた、今紹介した「米政策の総合的検

証と対応方向 、また、事務局に準備をお願いした資料に基づき、米の需要動向、農協系」

統の共同計算委託販売といった事業方式、今後の望ましい米づくりのあり方等について

議論を行ったところである。委員から出された意見をまとめると概ね以下のとおりであ

る。非常に多岐にわたる意見があったが、これを圧縮し示したい。最初に「望ましい米

づくりのあり方について」という点についての議論の内容であるが、一つとして、望ま

、「 」しい米づくりのあり方を論議する切り口としては 需要に応じた生産を行う体制づくり

「需要の一環としての加工用需要への対応 「水田における土地利用型農業のあり方 、」 」

言い換えると水田を今後どのような形でどれほどの量を維持していくべきなのか。ある

いは「米づくりの担い手のあり方」といった点もあるのではないか。これが論議の集約

のひとつである。二つめとして、需要に応じた生産という場合に、需要とはそもそも何

であるかについての共通認識を作るべきである。需要とは、用途としては主食用・加工

用の双方があり、その用途に供給するための条件、すなわち価格等についても需要の内

容の一部として考えておく必要がある。望ましい米づくりとは、この需要が求める条件

をクリアできる、そういう米づくりでなければならない。これが「望ましい米づくりの

あり方について」の議論の集約の第２である。三つめとして、我が国の米づくりは主食

用米中心であり、加工用需要についての認識が弱かった。加工用の米については、相当

な低価格で供給しないと潜在需要は開拓できないし、安定的に供給されるものでなけれ

ば需要とみなされない。主食用米の都合で、加工用米を主食用米に転用しているようで

は加工用需要は開拓できない。こういう意見がある。四つめとして、通常の業界であれ

、 、ば原料の加工に工夫するなどをして 顧客に買ってもらう努力を講じるはずであるのに
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米の世界ではそうなっていないのではないか。生産者サイドの供給価格また、加工サイ

ドの努力という点に問題があるのではないか。こういった指摘があった。

つづいて 「近年の米の消費構造の変化、米の需要動向等について」の議論である。こ、

の点は、後ほど簡単に事務局から、関係する資料についてポイントを示してもらう。本

日、配布されている資料１－１を中心に、米の消費が最近大幅にかつ不連続に減少して

いること、また、この減少傾向は今後も続く可能性が高いのではないかということ、さ

らに、将来の米の需要を見通すことが難しくなっていること等の点について事務局から

の資料を付した説明があった。この点に関連して、以下のような議論が提起された。第

一に、他の品目との競争に晒されていることなどから、米の需要と価格の関係が強まっ

ているが、その際マーケットを維持するための構造改革の努力をしないと、他の食品と

の相対的な価格の関係により米の需要はかえって減少することもあるのではないか。ま

た、このことを考慮すると、生産調整政策の位置付け自体を見直す必要があるのではな

いか。

生産調整によって価格を維持するという理解があるわけだが、暴落を防止するという

か、極端なおちこみを防止するといったことも含めて生産調整政策の位置づけ自体を冷

静に見直す必要があるのではないか、という意見であったと理解している。第二に、外

食に関しては、いわゆる中食も含まれるが、米需要は価格に弾力的に反応する関係があ

ると考えられるが、家計消費の減少に関しては､むしろ嗜好の変化によるウェイトが高い

のではないか。また、消費量の変動については、仮需も関係していると考えられる。こ

の点については更に検証が必要であるという指摘があった。第三に、消費の予測と実績

が一致しなくなっているのは、実体認識のタイムラグ、需給計画策定時における予測と

実績との不一致、この点に関わるリスク感覚の不足、こういった点に原因があるのでは

ないか。需給見通しは生産活動の基本であり、これが大きく狂えば通常の企業であれば

倒産する。このような重要なことを生産サイドの都合のみで判断するとすればそれは問

題ではないか。また、需要が毎年変化することを踏まえれば政策も柔軟、フレキシブル

でなければならないのではないか。しかし、この点をもって「猫の目行政」という指摘

があるとすればそれは当たらないのではないか。こういった議論があった。第四に、需

要については、いかに政策で支えようとしても無理であり、需要が減少していることを

現実問題として直視し、生産者にその情報を正確に伝えた上で、需要動向に即応した生

産体制を考えることが基本でなければならない。以上が「近年の米の消費構造の変化、

米の需要動向等について」の議論の概要である。

つづいて 「農協系統の共同計算について」である。この点については既に生産者への、

情報伝達のあり方という観点から一定の議論がなされてきた経緯があるが、５月の企画

、 。 。部会においてはやや異なった角度からの指摘 議論があった それを簡単に紹介したい

第一に、生産者と農協の関係は、米の全量管理を基本とした食糧管理法の時代において

は公的な契約と言えたが、食糧法の下では私的契約に変わってきており、うまく機能し

ていないのではないか。第二に、農協系統の競争力が低下しているのは、ビジネス上の

努力が弱くなっていることに加え、協同組合の精神に由来する機能、たとえば農政の一

部を担うような経済外的な機能が入り込んでいるからではないか。このことが農協の競

争力を弱める作用をしているのではないか。第三に、農協系統の競争力の回復、適正な
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情報伝達の確保等の観点からすれば、現在の委託販売、共同計算による事業方式が絶対

の正当性を有するとは言えないのではないか。これに対して第四に、委託販売・共同計

算は、小規模農家が大市場に対応するための手段として必要とされてきたという実態を

踏まえて議論すべきであるという指摘があった。

その他、先物取引について、若干の議論があった。消極論と、消極的に考えるべきで

はないという意見が双方表明されている。

企画部会としては、今後は、以上のような意見を踏まえ、米の需要動向について更に

検証を行うとともに、望ましい米づくりや水田農業のあり方、水田農業に関連する施策

のあり方等について議論を深めてまいりたいという形で総括した。

それでは、関連して事務局からの資料の説明を受けようと思うが、その前に副大臣が

到着したので、ひとこと挨拶をいただく。

（遠藤副大臣）本会議があり遅れた。また、全国農業委員会会長大会があり、途中で中

座させていただく。了承願いたい。本日、５時から経済財政諮問会議で４名の委員の方

と、農水大臣が農業構造改革について意見を出し合うということである。すでに、委員

の方々からは農業構造改革に関するメモが出されており、それにどう答えるか問われて

いる。なかでも、水田農業は一番構造改革が遅れている。そこで「経営の法人化で拓く

構造改革」ということをテーマとし、農業法人に対する出資の促進、法人が行う設備投

資への支援、農作業受託株式会社の支援、株式会社を含む多様な構造経営を推進、先進

的な法人経営に対する売れる商品企画、販売戦略等の高度なノウハウの提供、あるいは

、 、農地法の見直しといったことを含め さらには米政策を大きく転換しようということで

今、米に対する生産調整のあり方、計画流通制度、安定供給体制、またそれに関連して

。経営所得安定対策等について抜本的な改革を目指していることを述べる予定にしている

政府のさまざまな政策、我が省に関係するところでは 法が本会議でとおったが、JAS
つづいて食品の安全に関する特命委員会、いわゆる農対委員会が議論の集結を終え、総

理に提出したところである。その中で明確に食糧庁の廃止を視野に入れている。農水省

始まって以来、食糧庁の存在を問われている。どのような組織になるか、６月を目処に

、 。 、出されるが 生産調整に関する論議も６月にまとめていただけたらありがたい 我々は

生産優先も当然のことながら、消費者にも軸足をおいた農政を考えていくのでよろしく

お願いしたい。

（座長）それでは今の私の企画部会の報告に関連して、企画部会のみで紹介してきた資

料があるので、事務局の方から簡単に説明願いたい。

（計画課長）資料１－１、１－２を簡単に説明する。１－１は米消費の動向であり、こ

れについては生産調整部会でも米消費が今後どうなるかを踏まえた現実的な議論をして

いただきたい。Ｐ１には、ここ数年の米の消費量について急激かつ不連続に減少してい

るということを書いている。グラフの折れ方を見ていただければ分かると思う。需要量

については昭和４６年から平成７年まで平均すると８万トンの年間減少、ところがそれ

以降は２５万トンの減少という状況になっている。従って２ページにあるように生産調

整の規模を拡大し、計画需要量も減少させている。ただ、生産調整規模を拡大しても拡

大しても、需要の低下に追いっていない、在庫が減らないという状況である。Ｐ３、Ｐ

４では、卸段階の在庫を加味した在庫調整をするとどうなるか、折れ線の状況はあまり
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変わらない。Ｐ４は、４６年からの傾向をみるとわずかな減少傾向が暫く続き、その傾

向がもう少し下にシフトする、また暫く続く、また下にシフトするということを繰り返

していたが、ここ数年間は傾きが強くなっており、また、線との乖離が大きくなってい

ることがある。この背景としては、デフレ経済の下で、米についても価格志向が強まっ

ている。家族構成の変化等の社会的構造変化の下で食の簡便化志向が強まり、朝御飯を

中心に米以外の食事が選択されるようになってきている。中食、外食が伸びる中で、他

の商品群との競争が激化している。加工用では、様々な新規需要が開発される中で、原

料供給の面で十分な対応が行われていない、という背景である。Ｐ５では、このような

状況が、今後も続くのではないか、( )にあるようにもはや過去の傾向から消費量を推計1
することは難しくなっていることが示されている。また、最近の食生活の状況、経済情

勢から見ても減少要因については変化が生じるような状況ではない。従って、平成１３

年においても消費世帯では１．４ 、生産世帯では２．７ 減少を来している。従って% %
昨年、下方修正した９００万トンの需要量をさらに割り込んでいるという状況である。

また、企画部会では、現状と将来の対策との時間的なずれ、タイムラグを認識しなけれ

ばいけない、あるいは需要量が上方にずれる際のリスク、下方にずれる際のリスク、そ

の違いを意識しなければいけないという指摘をいただいた。参考１は流通在庫の状況、

卸売業者の月末在庫の状況である。参考２は基本計画等の長期見通しに対して実績はど

うであるかということで、その間にはかなりの乖離が生じてしまっている。

次に資料の１－２について、加工用米の話しが紹介されているが、需要ベースでいく

と潜在需要として、価格も安く、それなりの需要がある。例えば米粉パン、もう少し安

くすると生分解性プラスチック、更にはペットフードという用途がある。現在の最低価

格としては、エサ米の１６円／ という価格である。ところが供給ベースでは、篩下のkg
８３円／ という価格があるが、なかなか需要ベースとは合っていない。従って、主食kg

、用で集めた米を一番安いエサにするという対応をとっていることを紹介させていただき

終わりにしたい。

（座長）今の資料は厳しいデータであると同時に、まだまだ分析を深める点もあるとい

うことを申し添えておく。つづいて生産調整部会の議論について高木部会長から報告を

お願いする。

（ ） 。 、 、高木委員 生産調整部会のこれまでの経過を報告する 生産調整部会は ５月１４日

５月２３日に開催し、２回をセットとして、全体の米システムをイメージした今後の生

産調整のあり方について論議を行った。委員からの提案もあり第３回生産調整部会にお

いて、これまでの研究会、各部会での論議を踏まえて、共通の認識と考えられる点を整

理し、これまで出された資料により検証を行った上で、米政策についての改革の方向を

客観的に整理をした。部会長メモとして「米政策の総合的検証と対応方向（メモ)」とい

うものを提示した。また、１８名の委員からもそれぞれ御提案をいただいた。これらを

基に３回、４回をセットにし論議を行った。部会長メモのうちの総合的検証の視点（切

り口 、これからの米システムの骨格といった点については、大方の合意が得られている）

のではないかと考えている。まだ具体的な手法について論議が深められていないので、

深めていく必要がある。先程、企画部会の報告があったが、それとも関連するが、これ

までの論議の中で需要というものをどう見るか、計画流通制度に関連して計画外流通米
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の位置付けをどう考えるか、その他にも表示のあり方の問題も提起されたわけである。

生産調整部会においてもこれから具体的な手法を検討するにあたって、大変重要な項目

ばかりである。ただ、計画外流通米の位置づけや表示のあり方については、流通部会の

中で検討されており、さらに深められると思うので、それらを踏まえ生産調整部会でも

整理をしたいと考えている。また、委員から出された提案については、時間の関係で生

産調整部会の場で、確認・質問する時間がとれなかったため、現在、書面で最低限、確

認・質問しておきたい点について委員に回答をお願いしているところである。これまで

の論議、先程の提案を踏まえて、部会長メモのさらなる整理を行いたいと思っている。

６月７日に予定している第５回の部会においては、第４回の生産調整部会で運営につい

、 、て図った 数量による調整手法の具体的内容について一つに絞って議論するのではなく

これまでの論議を踏まえどのようなことが考えられるかについて、事務局から整理した

ものを出してもらう。生産者側委員から提案されている、過剰米処理に関する経費負担

を一律に徴収する仕組みについて、山田委員に対して具体的内容があれば出していただ

。 、 。くことをお願いしている そういった資料中心に 次の部会では論議を深めていきたい

（座長）それでは加倉井流通部会長から、流通部会についての報告をお願いする。

（加倉井委員）流通部会については、これまで３回会合をした。これから、なお２回の

予定であったがプラス１回、計３回やるということで議論をまとめようということであ

る。最初の２回は委員による論点の洗い出し、第３回会合では計画外流通米を出荷して

いる生産者の方２名、米を原料とする加工業者の方、価格形成センターの方に対してヒ

アリングを行ったところである。ヒアリングの内容については、お手元に議事録を配っ

ているので、後ほど読んでいただければと思うが、この内容は非常に勉強になった。計

画外流通米に取り組んでいる方々が、非常に規模拡大等に対する意欲が高く、大変元気

であるという印象を受けた。また、加工業者の方からは、原料米における価格競争の激

しさをご紹介いただいた。さらに、価格形成については、多くの委員の方が、改革の対

。 、 、象として考える必要があるという印象を受けたと思う これまでの議論を踏まえ 今後

、 。 、どういう方向にいくのかということで 簡単に論点を紹介したいと思う まず－つ目が

。 、安定供給のあり方である 安定供給を確保していくためには市場原理では不十分であり

規制をすべきという意見。他にも過剰処理に関する計画流通米だけ負担しているという

不公平を解消すべきといった意見がある。一方で市場原理の導入により、生産者の経営

。 、意欲の向上が図られるのではないか マーケットの成長・発展が図られるのではないか

制度の簡素化や活力の導入によってその先に公平性の確保というものがあるのではない

か、といった意見も出ていた。これらの意見をどう調和させるか、どういう新しい仕組

みが考えられるのか、これから流通部会で考えていきたいと思う。二つ目は、系統米事

業のあり方である。食糧法の中で、系統が非常に重要な流通として位置づけられている

が、安定供給に必要なロットの確保や通年安定的に販売するため、委託集荷、共同計算

が必要であるという意見があった。一方では生産者への情報伝達の問題、売れる米づく

りへの努力といった観点から事業方式に改善が必要ではないかという意見もあった。こ

れらの論点についても今後も議論を深めていく必要があると考えている。三つ目は、価

格形成のあり方についてであるが、指標価格の相対取引への一律適用といった、現在の

仕組みを改善する必要があるという意見が数多く出ていた。四つ目は表示であるが、消
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費者需要に応じた生産という立場からの、あるいは消費者保護と言う面からも表示の適

正化をより一層進めるべきだという意見が大勢となっていたと思う。私自身としては、

これまでの３回の部会を、飛行機でいえば助走の段階と考えている。次回からは、離陸

する段階に入ると思う。現行の計画流通制度に代わる新しい制度というものがどういう

ふうに考えられるか、ということを詰めていきたいと思う。

（座長）ただ今も各部会長から報告があったが、生産調整部会で提出された｢米政策の総

合的検証と対応方向」では、米政策、関連施策全般にわたり問題が提起されている。各

部会でも「米政策の総合的検証と対応方向」が紹介されているとのことだが、本日は、

今の各部会長からの検討状況の報告、特に生産調整部会で提出されたメモを中心に議論

を行っていきたいと思う。また、生産調整の前提となる認識として、最近の米の消費あ

るいは需要の動向についても、先程資料紹介もあったが、今後どう見通すかといった面

についても議論いただきたい。議論に先立ち、農林水産省から、米政策に関連する施策

について、現段階の検討状況を伺いたいと思う。このことは、これまでも企画部会にお

いて関係部局からの検討状況について聞いてきたところであるが、本日はその後の検討

状況について伺いたいと思う。それでは説明をお願いする。

（技術総括審議官）それでは説明する。資料の一番下に「食と農の再生プラン （抄）が」

あるが、それを用意いただきたい 「食と農の再生プラン」は、研究会でも一度、紹介さ。

せていただいているが、座長の方から「メモにそった検討を進めていく上で関連する部

分の状況説明を」ということなので説明させていただく。この再生プランについては、

前回も申し上げたが、私どもは、食料･農業･農村基本法の下で基本計画に即して農業の

構造改革、その他もろもろの施策を推進してきたが、とりわけ、昨年のＢＳＥ問題、食

品虚偽表示問題によって、食の安全・安心に対する信頼、農政に対する信頼が大きく揺

らいできた。その信頼回復が最大の課題である。その中で食と農の安全・安心あるいは

再生ということで、農林水産施策そのものを抜本的に見直しをし、改革をしていく必要

があるだろうということで４月に出したのが、再生プランである。このプランは 「食の、

安全と安心の確保｣ 「農業の構造改革の加速化 「都市と農山漁村の共生･対流」の３、 」、

つの柱からなるわけだが、水田農業のあり方、米の問題、転作の問題などとりわけ関連

が深いのは「農業の構造改革の加速化」の項目だと思う。再生プランそのものは、私ど

もの設計図という考え方で、広く国民の各階層に意見を聴き、これをしっかりしたもの

に固めていこうというプロセスにある。現在、パブリックコメントの募集、またタウン

ミーティング等で直接大臣等も出向くなかで、地方での意見交換等の場でそのプランに

対する各階層からの意見をいただいているところである。現在は、６月を目途に意見を

まとめ、またこれを具体的に進めるための工程表をあきらかにして取り組みを進めよう

という段階であることを理解いただきたい 「農業の構造改革の加速化｣という項目につ。

いて少し時間をいただき、状況を説明しようと思うが、意欲ある経営体がしっかり活躍

できるような環境条件をどのように早急に整備していくかということが大きな課題であ

る。そのような観点から「経営の法人化で拓く構造改革 「米政策の大転換 「構造改革」 」

に伴うセーフティーネットの創設 「農山村地域の新たな土地利用の枠組み構築」という」

４つの柱を掲げていこうと考えている。その中で「経営の法人化で拓く構造改革」につ

、 、 、 。いては 先程 遠藤副大臣の挨拶の中でふれさせていただいたが 内容が５つほどある
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まず「ビジネスチャンスとしての新規就農者への支援」について、これはＵターンや新

規参入者に実践的な研修をしてもらうということや、その方々に対する資金の融通、農

地の斡旋、また法人に就農しながら経験を積んでいただく等、このようなことに支援し

ていくことを打ち出していこうということである 「法人経営、集落営農への支援」が二。

つめの内容である。法人の受け入れをさらに発展させていくという観点からの各種の支

援策、集落営農という形でしっかり取り組んでいるところをどのように確保していくか

ということに対する支援である。３つめは「農業経営の株式会社等による多面的戦略の

展開」である。この点に関しては農業法人の資本の充実を図るための出資の円滑化のた

めの措置、売れる商品の企画なり、販売戦略について、そのノウハウを提供するような

システムを導入していく。さらには農作業受託法人等への重点的な支援等を通じて、法

人経営がいわゆる川下までにらんで、独自産業化していき、加工流通、販売等を通じて

所得がしっかり確保されていくような、そのような姿を想定しながら支援策を強化して

いこうということである。４つ目は農協系統組織の改革である。これについてはビジネ

スチャンスを生かして経営の発展を図ろうという意欲のある方々を支援する、そういう

組織になるよう改革を促していこうというものである。５つ目は、先端的経営を支える

研究開発・高度化であるが、能力のある方々がしっかりした経営を展開していくために

は、革新的な技術の導入が必要になってくる。そのための革新的技術の研究開発・普及

を促進していこうということである。それらと合わせて農地法の見直しに着手するとい

う記述が最後にあるが、法人化の推進、農地の集積をさらに進め、高度化する。そのよ

うな観点から必要な農地法の改正を目指して取り進めてまいりたい。また、農地法改正

、 。 「 」、の検討の場を近々立ち上げ 秋を目途に論点整理したい ２つ目の柱 米政策の大転換

これはまさにこの研究会そのものを指しているもので、米等水田農業構造改革を加速す

るため、総合的に施策のあり方を検討するということである。３つ目の柱はセーフティ

ーネットである。これについては、農産物の著しい価格変動が経営上に及ぼす影響を緩

和する措置として、セーフティーネットがあるわけだが、効率的、安定的な経営が生産

の大層を担うという、望ましい構造を展望した際、その実現を図る場合に一つの大きな

施策となる。この点について対象農家をどうとらえるのか、具体的な仕組みをどうする

か、既存の品目別との関係、農業災害補償制度との関係といった課題があるが、このこ

とにどう取り組むか検討している。さらには制度の具体的な設計には多大なデータ、情

報等の収集分析が必要になるので、そのような調査に取り組んでいるのが現在の状況で

ある。セーフティーネットについて基本的にどういう考え方で対応するかはこのペーパ

ーの中に記載している 「水田農業の改革と整合性をもった経営所得安定対策のあり方の、

結論を提示する 」という表現にしている。これの意図するところは、上の米政策の転換。

という重要な課題とセットのような形で、セーフティーネットのあり方というものがき

っちり結論付けられていくことが、非常に重要であるという認識をここに示したという

ところである。現在、検討状況はもろもろの課題があるということで、それをこなすべ

く、各所で取り組みをしているが、この政策のもつ意味をしっかりと受け止めて考えて

いくと、米政策の転換との論議の裏腹の問題として、ある時は前提条件として、ある時

は非常に密接な関連を有する施策としてこれがあるわけで、これについてはこれから米

政策のあり方と密接に関連しながら一体的な検討を進めていく必要があると思う。そこ
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で米政策の改革というものが、しっかりと政策効果が発揮されるよう両政策が出口でし

っかり整合性がとれたものとして、あるいは一体性がしっかり保たれた中で実施スケジ

ュール等も含め、これらがしっかりした形になるよう検討を進めていきたい。４つ目の

柱の「農山村地域の新たな土地利用の枠組みの構築」であるが、これについては地域の

主体的な取り組みの中から地域のあるべき土地利用の姿を描いていただき、また、その

実現を目指してもらう際に、法律等による諸規制というものから、市町村主体の条例等

による枠組みへ移行できないかというふうな問題意識であるが、これについても有識者

からなる検討会を早急に立ち上げ、７月を目途に意見の集約を行いたい。以上の点につ

いて構造の問題、経営施策の問題に偏りがあったかと思うが、生産面での対応、これか

ら議論してもらうメモの中には課題として整理されているが、このような生産面での課

題も含めて、米政策の議論と密接な連携を保ちながら、方向について整合性、一体性と

いうことを念頭におき、あるいはそういうことを重視しながら検討を深めてまいりたい

と考えている。なお、只今申し上げたことに関連し、特に米の施策にとって重要と思わ

れる部分については６月 日に予定されている次回の企画部会において、さらなる検討11
の状況を説明させていただく。

（ ） 、 「 」 「 」三浦委員 各部会から検討状況の説明を聞き また技術総括審議官より 食 と 農

の再生プランの説明を受けた。消費の動向については、参考資料１－１の最終ページに

記載されている 「食料・農業・農村基本計画等における米需要量と実際の米需要量の比。

較」をみると長期にわたり減少傾向となっている。消費の裏腹としてあるのが、生産量

となるが、作付面積について取り上げるのか。６月の末までに骨格を決めていく中で、

何が要素となって議論されていくのか確認したい。生産調整部会長提出資料の「総合的

検証の視点と対応方向の考え方」のＰ２の機能・役割欄の「的確な需給見通しの策定」

の対応方向欄に 「消費があるとこに生産があるとする醸成が図られるべきである」と記、

載されており、そのことについて考えると消費はわかるが、米の生産や作付面積はどの

様に変化していくのか、その取り扱いについてどうするか議論をお願いする。

（座長）企画部会長及び座長の立場で現時点の見解を説明したい。消費の減少している

中で、消費（需要）の推移については、シビアな現実があると思っている。しかし、今

なお、需給状況について分析、検証が必要である。このことは、企画部会で議論が先行

しており、生産と面積を関係づけた場合、どういう形になるか議論が必要である。生産

調整部会では生産調整の基本的仕組みなり手法の検討等、内容が盛り沢山であることか

ら、ある程度企画部会で検討し、その後、生産調整部会においてもその議論を念頭にお

いて議論を願うことではどうかと考えている。

（三浦委員）現行の転作面積は、１０１万ｈａとなっているが、需要量９００万トンの

見通しが下方修正されるとのことにより、転作面積の増加になると思われる。このこと

から、生産調整部会におかれても、このことを意識して議論をする必要があるため、資

料１－１については、企画部会で早めに作業していただきたい。

（座長）私も同じ問題意識を持っており、資料１－１の消費（需要）という側から研

究会へ提示し、早めに答えを出して行きたいと考える。今の生産調整システムを前提と

した場合は１０１万 のネガ配分であり、生産調整の仕組みそのものが今後の検討としha
て進められていけば、表現等の変更はある。
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（花元委員）新食糧法の、第１章第５条で「基本計画において定められた計画出荷基準

数量を基礎として・・農林水産大臣が米穀の生産者ごとに定める数量・・」と記載され

ておりながらも、現実的には面積の割り当てであり、数量に目を向けていなかったこと

が、現在の生産調整に矛盾が生じている最大の原因である。農林水産省、食糧庁が根幹

である今の食糧法を守っていくことを前提として取り組んでいかないといけない。農業

問題のことは私たちも考えていく必要がある。県市町村の自治体とこれから行動をとも

にしようとした場合、国の政策、国の基本を守る考えでないといけない。平成８年から

計画外流通米が２７７万トンも流通していることに対してもしっかりした検証を行い、

。これら計画外流通米にも国の政策をしっかり守ってもらわないと意味の無いものになる

食糧庁としてどの様に考えているのか、今のままの状態を続けることになると国、生産

者、需要者等、誰も守らない法となる。皆が法を遵守していかないと大変なことになる

ため、新しい施策は誰もが守っていく義務があると思う。

（座長）花元委員の指摘は、まさにこの研究会の義務であると考える。当研究会は数量

管理のあり方に限らず、計画流通制度についても流通部会で検討を行っており、食糧法

の米のシステム全体にわたって検証を進めてきている。検証の上に立って新しいシステ

ムを構築していく責務がある。食糧庁より見解をお願いする。

（食糧庁長官）花元委員からの指摘に対しては、座長がこの研究会の任務について答え

たように、現在食糧法の下、計画外流通米が多く流通している等色々な問題が生じてお

り、その問題を含め米政策全体を研究会の場で幅広く議論していただく。その後、一定

のまとめが出た段階ですり合わせ、政策全体となると与党との協議が必要となることか

ら、秋に行う予定の与党との政策協議にかけ、必要があれば食糧法の改正、長期的な米

政策の方向を示せるような制度の改革を行えればと考えている。

（広瀬委員）花元委員と若干関連するが、新食糧法で生産者、消費者は安定して食糧の

価格の維持が図られていると理解しており、そのため色々な施策がとられてきた。現実

の今の農業では、戦後から今日まで消費者の食糧確保のための家族的農業が日本の米生

産の大宗を担ってきた。このことは、日本の土地、気象条件等や政策の誘導もあって、

安定的な生産と安定的な家計の所得の維持を家族的農業はやって来た。家族的農業を今

。 、 、は副業的農業といっている 日本の農業のあり方については 私も定かな構図はないが

日本に見合った農業に一番何が求められているのかは、外国農業にいろんな部分で起因

。 、 、がある 流通部会において 元気のある農家がヒヤリングに出て発言していただける等

一部の農家は育ちつつあるが、しかし、その一方では食糧法が出来た当時は、農機具を

購入し、個人で農業倉庫を新築をする等して経営規模を拡大し、個人で消費者と結びつ

いたりして一時は元気であった農家が、今は稲経の保障で米 俵の手取りが１万４千円1
～１万５千円ぐらいあり、生産意欲が衰退している。このことから、生産意欲のある農

家を求めるのは、価格の安定が大きな要素である。今までの意欲ある農家は、相対や系

統を通じて販売してきたが、農林水産省の求める米政策の大転換、構造改革は、今の価

格水準で可能であるのか。今の価格水準の決定については、流通部会で自主流通米価格

形成センターの方の意見を聞き、検証を行った。今の価格体系で低農薬、無農薬、有機

米等の付加価値を入札価格からいくら上積み出来るかであるが、米の過剰の中では上積

みできない問題があり、米だけで経営規模を拡大しても所得を安定させることが出来な
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いことから、生産意欲が削がれている現状がある。米だけで所得の維持が出来ないこと

から、産地においても畜産、果樹、酪農等の経営や色々な作物を作付けしている。農林

水産省が説明した構造改革に伴う経営所得安定対策については、構造改革に農家が希望

をもって出来る安定対策のあり方を早急に示して欲しい。今の米価水準では、米の生産

は水田面積を増やしても集団化出来ない限りコストが嵩むだけで大変であることから、

構造改革と集落営農を両立していかなければいけない。農林水産省の見解を示して欲し

い。

（座長）経営所得安定対策については、技術総括審議官が説明されたとおり、当該対策

と当研究会の米政策のあり方において、出口で一定の整合性を確保することを考えてお

り、企画部会、生産調整部会でも検討を行う。経営局も検討をお願いする。

（経営局長）新しい基本法の下、生産者が創意工夫して、需要に見合ったものをどうや

って作っていくかということが大事になる。価格の下支えする仕組みでは、生産者の努

力を阻害してしまうのではないか、つまり下支えする仕組みは今までの米の生産構造を

そのまま維持してしまうと考える。よって稲作構造の改革が進むような所得安定対策に

したい。米政策とセットで担い手を育てていくような仕組みを検討しており、一律的な

価格支持や所得補てんの仕組みではない。

（竹内委員）事務局とではなく、各委員がどう考えているか委員同志の意見交換のため

質問がしたい。３０年間で米の全体消費は減り続けている中で、３割～４割は生産能力

が余分にあり、生産能力が過剰であるにも拘わらず、潜在作付面積が殆ど変わっていな

いということがベースとなっている。米作農家が３００万戸くらいあるが、全てが元気

があり、農業の構造改革が出来る農家という訳にはいかない。３割～４割の農家には、

米を作る能力の放棄や田んぼの作付けを止めて欲しいから、メールマガジンでも（生産

調整を止めて）自由にした方がいいという意見の農家も少なくない。自由市場にするこ

とで米価が下がることにより米作りを止める人が出るという流れになるからである。米

作り農家の全ての者が元気になるとは考えられない。ここで問題なのは、構造改革を行

う際、それは自然体で行うのか、もしくは生産調整を行いながらなのか。また、構造改

革と言えばコスト、所得等の話になり生産者、消費者、納税者の誰が考えても、米中心

又は農業中心で生計を立て、日本の農業を背負って立っていって欲しい専業農家に元気

になって欲しいと考える。それ以外の者は、脱退していって欲しいと考えられる。その

政策が出来かどうかは非常に難しいが、常識的に考えてそう考えられるが他の委員の意

見も聞きたい。

（上場委員）竹内委員の意見に賛同である。撤退のルールがあるべきである。水田は、

水を使った一連の装置であるから、無秩序に放置すると国土保全や防災に支障が生じる

と思われる。そのような支障が生じない範囲内で撤退のルールがあるべきであり、そこ

から構造改革のセットが出てくる。

（広瀬委員）現場の意見として発言をしたい。京阪神に近いこともあり、兼業農家が多

く、専業農家は僅かである。米以外の作物になぜシフト出来ないかについては、箱庭的

水田で他作物の耕作を行うとコストがかかる割には、海外から安い野菜が入って来るた

め採算があわない。それに引き換え水稲は、生産する上で恵まれた気候及び稲作にあっ

た農機具の普及や、米価が高値で推移してきており稲作に頼らざる得ない。地域にあっ
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た農作物の生産については集落で取組みをしている。

（三浦委員）みんな元気になるのは難しい。作付け規模がどうなるかといったことであ

るが、第３回生産調整部会に提出された各委員からの資料を見ると、生産調整規模が拡

大すると認識する委員は少ない。生産調整面積の現状維持、もしくは少なくなると考え

る委員がいるが、消費が減退している中で、米の生産拡大はある訳ない。そのことを認

識して議論をしないと、大変な局面になると考える。生産調整部会長メモのＰ２対応方

向の⑤に 「３０年前の作付面積を引きずっている現行の配分をリセットすべき」とある、

が、一律にリセットではなく前後の状況を踏まえた上で行うべきだと思う。３０年の米

の生産の中で適地適作といわれており、需給が減少する中で、⑥や⑦では特色ある地域

農業の振興を考えなくてはいけないし、一律配分は不公平感につながることからセット

で考えていかなくてはいけない。

（座長）企画部会でも発言したが、現在の消費の動向はまだ分析をする必要があるが、

米の生産にみんなが元気を出すという見地からすれば不愉快な状態と言わざるえない。

しかし、このことを直視しないと、不愉快ではすまないもっとマイナスな状況になるの

ではないか。しっかり直視しなければいけない。これを安易に消費振興策でもって逆転

できるといった考えであるとしたら、現実を直視していないということだ。また、生産

調整の現状と本来のあるべき姿が乖離しており、リセットはその中間に位置するものと

考える。リセットすることにより、より良い方向に進まなければならないと考える。

（宮田委員）脱稲作の政策、対策をどうしていくかが一番のポイントだと思う。今まで

の論議の中心は、需要に応じた生産をどうするか、また生産調整を止めて全てフリーと

した思いきった政策の経済性からどうかとの意見もあった。お金をかけないで自然淘汰

する方法については、現実には難しく、また、短時間に単純には行かないと考える。他

の作物への転換が問題なければよいが、何か問題があるとすれば、今までの水田の資本

投下の回収が終わらないうちに、他作物に対する新たな資本の投下が必要であり、無理

がある。環境問題のデメリット、別の作物へのシフト等１０年位の助成が必要ではない

か。地域的な取り組みの中での整理が必要ではないか。稲作農家は色々と集落営農の中

で考えており、計画的生産として取り組みを図っている。

（永石委員）需要量が減っているおり、水田の多面的機能は必要であるが、基本的には

生産者が需要者に働きかけ地産地消が伸びていることからみても、米の生産調整が全て

。 。 、不可能という訳ではない 生産者と消費者が直結して取り組めばよい 加工米の取扱は

きめ細かい需要に即した生産をすればよい。農林水産省も含め、規制緩和により色々選

択して売っていく年間販売経営戦略的なものがあっても良いと思う。

（竹内委員）生産者に変な希望を抱かせるようなメッセージを送ることはよくない。生

産者はしっかりと現実を見つめて欲しい。プランナーとしては 「全体を何処へもって行、

けば良いのか」を考える必要がある。今の時代に規制を強化して生産調整を続けるのか

といったことがあるが、一方では流通面で強化していかないと生産調整はうまくいかな

いと考える。規制緩和の中で生産調整の将来の方向を見た時、構造改革が適地適作等、

地域の役割についてコンセンサスが必要である。田んぼの面積を減らすといった配分を

リセットすることについては、どう考えても手法の話になる。現実的可能性を頭におい

て議論をしたい。よくわからないことではなく本当の事をメッセージとして伝えたい。
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（座長）それでは加倉井委員。

（加倉井委員）コメントを一つと、皆さんに質問を一つしたい。実は、竹内委員が言わ

れたことは、もう何十年も前から、日本農業の大問題なのである。要するに、撤退する

人をどうガードするか。得はしないだろうが、少なくとも、あまり損をしないように引

。 、 、 、退してもらうという施策はなかった これは 多分 いろいろな人と話をした感じでは

政府与党が言い出せば票を減らすからだと思うし、与党でそれを言い出したら今度は、

野党が足を引っ張って「与党がやった、けしからん」ということを言い出すということ

があるのではないか。だが、そのことについては考えるべきだと思うし、場合によって

は、この研究会で意見を出すことも一つの手だと思う。しかし、なかなかこれについて

は、政治的な思惑が必ず出てくると思う。以上がコメントである。

あと、質問であるが、これは事務局へではなくて皆さんに伺いたい。生産調整に関す

る研究会は、生産調整を少なくとも、ずっと続けていくという前提で話をしているよう

に思うが、今日も最初のところで、米の消費が減っていくということが明らかに出てい

る。では、どういうことになるのかというと、生産調整は続けていく、米の消費は減っ

ていくということを皆が認めるということは、つまり減反面積がどんどん増えていくと

いうことになるが、それでいいのかどうか。

聞くところによると、生産者は「もうこれが限界だ。これ以上は、絶対に生産調整を

拡大してほしくない 」と言っているというし、生産者団体にも、そういうことを言われ。

る方がいる。一方で、米の消費が減っていくということを認めて、しかも、生産調整を

やるということは、もう少し詳しくいうと、量のコントロールで価格を支持するという

ことであるが、これを続けていくということになれば、１００万 どころか、１２０万ha
、１３０万 、１５０万 になるかもしれない。それでもいいのか、ということ。ha ha ha

実は、それを聞かないと、後の流通の話も、生産調整の話も進まないはず。本当にそれ

を覚悟の上で、需要は減っていく、需要に応じた生産をやる、従って生産調整をやるの

、 。 、 、だけれどもそれは増えていく ということでいいのかどうか その辺を皆さんに 是非

伺ってみたい。

（座長）今の点について何か意見はあるか。

（門傳委員）私と奥村委員の将来について、大変心配いただいているのかなと思った次

第。やはり、需要が減っているということを前提にすれば、当然、減反面積拡大という

話になると思う。ただ、現実的に、米に執着がないわけではないが、それより大切なの

、 、 。は 所得をいかに確保するかということが 私達の世代にはより現実的な問題だと思う

年配の方についてはわからないが。ずっと、米で生活されてきたわけだから、思いは違

うと思う。私としては、現実的には、もちろん米は作りたいが、それよりも、きちんと

した所得を、どのように確保するかということが前提。竹内委員からもあったような、

元気ある農家は今どこだとなると、我々の周りでも、今の対策にきちんと則って団地化

とかいろいろな制度を勉強して取り組んでやっている方々は、他の皆さんよりは、かな

。 、 、り元気だという印象がある 今だって ３０年間の政策が成功とか失敗とかではなくて

きちんとその意図を酌んでやっている人は元気だ。ただ、制度上の仕組みが複雑になっ

ているから、ああだこうだという話があるのであって、基本的な目的は、伝わっている

人には伝わっている。財政支出が多いとか、何とかはあるにしても、そこでは担い手は
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育っている部分があるわけだから。ただし、所得対策と、あとは仮に水田が減った場合

の国土保全とは別で、多面的機能とか言っているわけだから、そこの部分とは分けた形

にしなければならない。また、担い手と二種兼を、差別とか区別ではなくて別々の役割

があるわけだから、それぞれに応じた施策をということをこれから考えなければならな

いと思う。

、 、「 」 「 」また 少し注文であるが 食と農の再生プラン の左側の 農業の構造改革を加速化

の中で、意欲ある経営体が云々とあるが、この中には「担い手」という文字がなくて残

念である。担い手にも意欲ある経営体がいっぱいいる。ここでは、法人化にかなり重点

を置いたような書き方をされている。これを否定するものではないが、家族経営を中心

としながら意欲を持ってやっている担い手も大勢いるので、今後の行程の中で、そうい

った部分も取り組んでいただければと思う。

（座長）それでは奥村委員。

（奥村委員）加倉井委員の質問についてである。私達は、常々、なぜ生産調整をしてい

るかというと、今いわれているのは、農家の米の価格を支持するとか安定させるという

ことがいわれているが、私はそうではなくて、無駄なものを作って更にコストがかかる

よりも、完売するために生産調整をしている。一番致命傷なのは、売れなかったとき、

その生産コストをどう誰がカバーするかということになると、当然、生産調整はやらざ

るを得ない、やるべきだということである。需要がどんどん減るということであれば、

生産調整は、売れないということであれば、拡大するのは当然のことと思っている。

先程の竹内委員の話で、私も地域に帰って周りをみると、元気のある農家の話である

が、元気のあるというか豊かな農家は兼業農家である。貯金もいっぱい持っている。専

業農家は苦しんでいる。借金はいっぱい持っている。そういう状況の中で、一つの政策

・制度で全部をすくい上げていこうという、今まさに、そういう矛盾がある。その矛盾

を、この際、きちんと改善しなければならない。最後の機会だと思うし、大鉈を振るう

気持ちでやらないといけないと思う。

それから、我々も、経営規模を拡大して生産コストを下げて、そういうスケールメリ

ットも出しながら、競争に打ち勝っていこうとしても、農地の流動化なり効率利用・集

積がなかなかままならない。それは、高コスト農業を守るための価格支持政策をやって

いるからだと思っている。一律の稲経による豊かな兼業農家までの価格支持・補てんは

本当に必要なのか。そういうこともきちんとしていかないと、農地の効率利用も一向に

図られないと思っている。ただ、兼業農家がいらないというのではない。農地全部に米

を作ったら、あり余るわけだから、生産調整を実施した人に対しては、それなりの、い

ろいろな相乗効果もあるので、あらたな支援措置が必要だと思う。結局米一俵に全部つ

ぎ込んでいるから、こういう矛盾が出て、構造改革ができないと思っている。やはり、

基本は 「食と農の再生プラン」に書いてあるように、意欲ある農業経営体が躍進すると、

いう、ここを明確に、政策を変えるときにはこれにきちんと合致しているかということ

をチェックしながら、今度の政策・制度の改正を行っていただきたいと思う。

（座長）それでは、若林委員、三浦委員の順にお願いする。

（若林委員）竹内委員、加倉井委員の言われたことに対する私の所見であり、データが

あるわけではないが、こう考えている。資料に示された米の需要量の推移であるが、こ
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れは、主食という考え方ではなくて、合計トータルの数字が載っているものだと思う。

米は主食という概念も、世界的にみて珍しいが、食料ではなく主食だという位置付け、

考え方である。先程座長も、この需要量の中身をもう少し分析してみる必要があるので

はないかと言われたのは、主食という位置付けでみたときに、どういう変化をしている

のかということ。階層別なり年齢別にどうなっているのか、というところをやってみる

必要があるという理解だと思う。先般、消費者の皆さんとお話ししたときは、消費者の

意見も、全部だとは思っていないが、大方は、安定的供給ということを前提として発言

されている。米は、いろいろな食べ物の中の一つだという位置付けではなく、大事なの

だということが言われている。いわゆる主食用という位置付けは、相変わらず、かなり

一般的にあると思っているので、分析をお願いしたい。

この視点でもう一つ、農家という視点でみたときに、消費者よりも農家は、生産に対

する感覚が敏感である。家族経営で続けてきた伝承みたいなものがあって、米は大事だ

という意識がある。これは、決して価格がよかったからだけではない。普通の農作物が

２割の生産者で、８割の生産という生産構造の中で、多くの稲作農家が生産を担ってい

るというのは、特別意識が農家にあるからだと思っている。それで、このデータをそう

いう意味合いでみたとき、平成５年は例の冷害の年であったから、消費者の中に、農家

、 、 。 、も含め 他の食料に手を出したという結果で 平成６年は９４２万ｔに落ちた しかし

その次の年は、今度は上がる。しかし、よくみたら米は過剰、たくさんあるという安心

感が、実は消費を落としたということになっているのだと思う。そういう視点からみた

ときに、この部門だけは、他の食料と同じ位置付けで分析されるということは問題があ

るのではないか。農家には、より、そういうものが強い。従って、ある程度の誘導がな

ければ、農家は米から脱却をしていかないと思っている。大規模の農家にシフトしてい

きたいというからには、他の作物に転換した方が有利だという誘導する策がないと、簡

単には転換をしていかないだろうと思っている。

もう一点、聞きたいが、需要量は８７０万ｔになっている。まだ落ちているという話

である。最終的には神の手に委ねられるという論議になると思うが、つまり需要と供給

で価格は決まるという話になると思う。私は、前にこの席でも、目指す概要価格という

か支持価格みたいなものを明らかにすべきと提起したら、新食糧法の中で、そういう管

理制度みたいな価格支持を言っていること自体がおかしいという御意見もあった。しか

し、神の価格がはたらくとすれば、その価格は、一体、今よりも上がるのか、下がるの

か。多分、上がるという理論になると、それは政策的にノーという答えにもっていくの

だと思う。生産が減り、価格が自由競争の中で、例えば２万円、２万５千円になった場

合、その価格は冷やされるという形になると思う。であれば、私が当初、指摘したよう

に、我々が研究会で目指す価格は、担い手であろうが大規模農家を育成する価格であろ

うが、一体、どの位のもの、どの位のところで留めるのかというような考え方をしない

と、どれ程の農家がそれに参画をしていいのか分からない。それは自由にしておけばい

いという論理ならば、それまでであるが、無茶苦茶な論理である。その意味合いからし

ても、ここのところは検証ができるものなら検証をしておく必要があると思う。

いすれにせよ、先般出された農水省のデータでは、所得は高い県で５、６万円。２０

町歩作らなければ、今日お見えの皆さん方の所得には、とても及ばない。それ位の規模
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を作らなければてきないということである。もし、価格が下がって安定だということに

なれば、もっと作れという話になる。そういう問題がある。またそのとき、もう一つ出

てくるのは、今はＭＡと言っているが、当然、外国産との問題が出てくる。そのとき、

外国の米と国内の米とをどうやって整合性をもっていくのか 「ここまできたなら、世界。

貿易だ。食糧も何もない、世界から安い米が入るなら自由にどうぞ 」という話になって。

くる。そういうところまで、波及するのではないかと感じている。

（座長）今の点について、事務局の方から発言をいただき、その後、三浦委員、太田委

員の順に発言をいただく。

（計画課長）事実関係のみ説明する。先程説明した需要量の数字は、主食用のみで加工

用は入っていない。また、階層別の分析については、流通部会等に資料を出しており、

５０代、６０代の層の消費の落ち込みが激しいということになっている。

（座長）今、非常に基本的な点についての議論があったわけであるが、需給均衡価格と

いうような話でいうと、以前、試算が出されている。これも、現実のデータから弾いた

もので、だいたい、こんなところだろうという話で考えるしかないのだが、１万２千円

という需給均衡価格の試算が出されている。それからもう一つ、助成、メリット措置と

の関係での発言もあったかと思うが、この点については、生産調整部会で、水準そのも

のをどういう形にするかは別として、事務局に対し、これまでのやり方に必ずしもとら

われない形で幾つかの案をたたき台として出していただくようお願いしているところで

ある。それでは、三浦委員、お願いする。

（三浦委員）加倉井委員の発言に対して、私の考えを述べてみたい。生産調整をずっと

続けていくのかということだが、一律的な配分では限界だと思っている。ただ、現段階

では、いきなり自由選択にはならないと思うことから、幾つかのステージを経て、将来

は、売れる量を自ら判断して作れるというところへの誘導を図っていかないと、我が国

の米作りは、いつまでたっても、今の状況から脱しきれないと思っている。そうである

ので、この研究会も、当初は、的確な数量管理のあり方についての議論という風に受け

止めていたが、米政策の見直し、即ち、誰が米作りを担うのか、担う人に焦点を当てた

米政策はどのようになるのかということであると思う。３０年間続けてきたものを、い

きなりひっくり返すことはダメであり、当面は、ガイドライン配分というようなものが

必要とは思うが、そこである程度の適地適作が認知されて、次の段階に上がれば、情報

の下で、売れるだけの量を作っていける。その際、売れる米は、主食用のみならず加工

用米、例えば、酒米、加工米飯、米菓用の品種とか。今、我が国は、加工用の米をきっ

ちり生産していないために、この研究会でも議論があったが、ＭＡ米が納まっているの

ではないか。

話が変わるが、昨年、ネギにセーフガードの暫定発動があった。国内のネギの作付面

積は、急激な変化はなかったが、作柄の変動で端境期需要が滞り、加工用などを中心に

中国から、どっと入ってきて、いつの間にか、気が付いたら国産が圧されているという

状況であったと認識している。米についても、適地適作あるいは特色ある地域農業の下

で、米にこだわるならば、主食用のみならずいろいろな用途の米を作る中で、売れるだ

けの量を作るというところへ誘導していくことが、生産調整を続けていくのかという過

程を踏んで、行き着く姿ではないか。そのために、研究会なり部会なりで、議論の積み
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上げが行われるべきと考えている。

それから、若林委員の後段の発言については、私もそのとおりだと思っている。基本

計画や生産努力目標、経営所得安定対策で描く経営体像を、早く提示していただいて、

米政策の見直しの中にセットしていただいた方が議論が深まるのではないかということ

を、前回も発言させていただいたと思っている。

（座長）それでは太田委員。

（太田委員）加倉井委員の質問についてであるが、需要が減っていくのであれば、生産

調整の拡大はやむを得ないし、避けられないと思う。ただ、その中においても、強制感

をもった現行の手法で生産調整を行うことについては、限界があるので、市場（マーケ

ット）の力も借りながら対応して行かざるを得ないと思う。１０１万 を超える生産調ha
整となるので、できるだけ多くの農家に生産調整に参加して頂く必要があり、どのよう

な対策をとるかは知恵を絞りながら議論をしていかなければならない。生産調整対策と

所得安定対策との関係について、リンクして考えた方がいいのか、別に考えた方がいい

のか、考え方を詰める必要がある。また財政の問題もあるので、生産調整対策と経営対

策のバランスをどう上手くとるのかということも重要なことと思っている。

（座長）それでは廣瀬委員。

（廣瀬委員）今、米が過剰の中で、先程から売れる米作りということが言われている。

意欲ある農家の方は、市場に敏感に対応しているのに、ＪＡ利用のいわゆる家族的農業

の方は何もしていないかというと、そうではない。少し、私どものＪＡでやっているこ

とを紹介しておきたい。

滋賀県においても、売れる米作りということを提唱している。今までのような、化学

肥料一辺倒でなくして、有機物資なり、農薬をできるだけ減らし、環境に負荷をかけな

い方法でいこうということで去年から取り組んでいる。それで、売れる米作りには、ま

ず、ＪＡが持っている育苗施設、これは国からも助成金を頂いて、それぞれのＪＡが大

きな施設を持っているが、私どものＪＡも１５万箱を生産できる育苗センターを持って

いる。それをフルに稼動して、例えば、コシヒカリが多いとか、キヌヒカリが多いとな

れば、それ以外の品種の供給単価を下げて、この品種をこれから京阪神の消費者に食べ

、 、ていただくために奨励しますよということを 集落に出向いて生産者の理解を得ながら

そういう品種の方に転換する情報を絶えず流している。

それともう一つ、ＪＡは物流の合理化で、カントリーエレベーターを持っている。ほ

とんどのＪＡが３千ｔないし５千ｔのカントリーエレベーターを持っていて、私どもの

ＪＡでは５万ｔを持っている。それをフルに活用して、農家から預かった籾を、京阪神

のそれぞれの米屋の要望に応じたブレンドなり、あるいはサイロから玄米を供給してい

る。これも、おいしい米作りのＪＡの大きな仕事の一貫ではないか。その他、麦作が推

進されているが、製粉・精麦工場に送るのに、バラ装置を去年から２基つくって、生産

者の麦をバラで製粉・精麦工場に供給するようなこともしている。そういったことから

も、これから、ただ単に売れる米作りということに対しても、いろいろなハード面も対

応が必要となる。そこら辺が、穀物自給率のバランスとの関連で、非常に難しいもので

あると思い、現場の実態を少しお知らせさせていただいた。

（座長）それでは佐藤委員。
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（佐藤委員）回を重ねる毎に、軽率な理想だけを言えないという気持ちである。現実的

に、今、農村はますます高齢化が進んで、どう生きるかという問題がある。農村政策と

生産調整に係わる米政策というのは、決して無縁ではないと思う。差し当たりの現実的

、 、 、 、な問題と 将来の理想とする米政策とを 私はある程度 区別をして意見を述べないと

混乱してしまうということを感じている。企画部会等の議論をみても、いよいよ本音の

議論が出てきたなと思っている。

現場で、専業を目指している人、先程、話にも出たように、２０町歩位作らないと農

業だけで生きていけないということもあり、最近の農政の流れによって、言葉には言い

尽くせない程、気の毒な状況になっている人もいる。そういう人たちを、生産調整その

ものでなくて、先程の「食と農の再生プラン」の中で米政策と連結して、救うような政

策を早くお願いしないと、農村が更に行政不信になって、とんでもないことになると思

う。農村色の強い県あるいは集落では、６０歳前後から７０過ぎまでの人が、実質的に

農村あるいは生産調整の太宗を占める協力者であって、その方々の協力があって１００

％生産調整をしてきた。とにかく、理想に偏ったような結論となれば、農村は大混乱す

ると思う。現実的な農村の姿に立脚した議論を早くやらないと、議論が堂々巡りになる

と感じている。

それから、生産調整は、もう限界だと私も書いた。しかし、できればそうして欲しい

という期待感、あるいは、そのようにする場合の手法、例えば、今までの栽培方法とま

るっきり違ったものにすれば、収量をかなり下げられるということもあるので 「できれ、

」 。 、 、ば という感じがあって意見として書いた これから この議論を深めていく場合には

加倉井委員が言われたような覚悟は、当然していかなければならないし、その覚悟のな

い人は、この委員の中にはいないと思う。生産調整をいかに上手くやっていくかという

ことで、皆さん出席されており、私もそうである。

（座長）それでは宮田委員。

（宮田委員）別の件でもいいか。

（座長）別の件でも構わない。

（宮田委員）三浦委員が、来年の生産調整をどうするかという話をされたが、ネガから

ポジということで、数量でもって生産調整をやるという、流れとしてはそういう大勢の

中で進んでいる。生産者も農協も行政も、やりやすい方策は何かということである。例

えば、面積も加えたセット方式がいいなど、以前にも議論が出たが、いずれにしても、

仕組みが変わった中で適正な生産量の中で、それを主体的にやるという流れにある。

基本となる正確な水稲の作付面積を把握して、あらたな方策に対処する時期に来てい

るのではないかと思う。過去に田湧きの現象があり、来年からポジでやるとなると、果

たして、今のその数字と、１０１万ｈａという面積から逆算した数字とがぴったり会う

のかどうか疑問である。きちんと、国の形として、全国に米を作れる可能面積は幾らあ

るか。人工衛星の写真などで掴んでおくことが、制度を変える前提だと思う。ネガ・ポ

ジを具体的にどうするかという議論も、これから始めて来年の実施時期までに間に合わ

すわけであるが、基礎的なデータを取るには時期的なものがあるから、そういうことを

前提の上で、制度をどうしていくのかという基本を捕まえておくことが大事だと思う。

食糧庁も、そういった準備をする考えがあるのかどうか。私は、是非やって欲しいと思
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。 、 、 、っている 今からやらないと もう田植えが終わり 収穫前にやらないとできないから

今が時期であるので、要望として敢えて申し上げる。

（座長）当然、研究会の議論の進捗を睨みながら、然るべき時期に、然るべきいろいろ

な検討をすることになると思う。今の点について、食糧庁の方からお願いする。

（計画課長）１２年度であるが、ネガ面積、ポジ面積を突き合わして、どういうことに

なるのか全都道府県に対して調査をしている。ただ、言われたように、少し違っている

ところがある。今後、精査して詰めていこうと考えている。

（座長）いずれにせよ、この研究会の中で、６月末を目途に一つの方向を出すというこ

とになっている。方向があまり見えないうちに、いろいろ議論するのはどうかという意

味合いである。

（宮田委員）すぐ言って、すぐにはできないから、心構えとして申し上げた。

（座長）承知した。それでは早川委員。

（早川委員）加倉井委員の質問に、私からもお答えしたい。本当に、１００万ｈａが１

５０万ｈａになってもやれるのかと言われると、今の制度では、とても不可能と申し上

げる。ただ、それをできるようにしなければならないし、それができるような制度を考

えるということだと思う。

（座長）それでは竹内委員。

（竹内委員）私が刺激的な発言をしたようである。私が繰り返し申し上げたのは、建前

と本音の使い分けをあちらこちらで使っているが、建前と本音を使い分けて実態が変わ

るわけではない。もう、本音のところを皆で議論していかないと、建前の上にロジック

の上で政策を立案していて、政策がずれているから、皆、大変なのである。かなり、本

音の議論ができて、非常にありがたい。

例えば、生産調整は限界であるということが、いっぱい出てきている。私は、本当の

意味では、これを書いた人は、今のやり方では限界があるという意味で書いておられる

と思う。ただ、実体に応じたアプローチが必要であり、石油や鉄鋼のカルテとは違う。

傾向値というのは、少しずつあらわれるわけだから、来年１１０万ｈａ、再来年１２０

万ｈａになるというものではない。従って 「そういうことでいいのか 」という問いそ、 。

のものは、悪いが如何かと思う。そういう問いをすれば、私が農民だったら「ノー 、農」

業団体「ノー 、皆「ノー」と言うと思う。消費者は「わからない」と。ということは、」

皆が「ノー」という答の上に政策を立案しても、間違ってしまうことになる。これは、

。 、 。いい悪いの問題ではない そういう質問をするアプローチは あまり適切でないと思う

ただ、マーケットリサーチそのものは、やっていかなければいけない。例えば主食の

意識、私だったら、子供に聞くかコンサルタントに聞く。私らが主食について、どう意

識しているかの問題ではなく、皆がどういう風に思っているか、子供に聞いてみる。答

は恐らく、お父さんの世代より、少し主食の意識が米については弱いが、急激にはなく

なっていない。そういう答えだと思うし、専門家のマーケットリサーチにしてもそうだ

と思う。主観の入らないマーケットリサーチは必要だが、哲学論争は、あまり意味がな

い。そういうアプローチが必要と思う。

要は、本音の議論を、実体に応じたやり方で、必要な建設的な柱建てを最終的にまと

めていただきたい。それが、生産者の多くは事柄をよく検討していると思うし、考え方
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がそんなにずれていないと思うそういう人たちが、概ね「そうだな 」という柱建てを最。

終的にまとめていただければ、少しずつ前進していくのではないかということである。

（座長）他に意見のある方は。それでは髙木委員。

（高木委員）確認的なことと、お願いを述べる。需要の問題の論議があった。資料で示

されている、供給見通しとか基本計画との関連での、かなり既にギャップがあるとのデ

ータが示されているが、基本計画は確か５年毎に見直すことになっている。確認してお

きたいのは、需要の見方は、いろいろな議論の中で一定の整理がされているが、農林水

産省として基本計画がこうだから、今行われている論議の結果に載れないなどというこ

とはないですねという確認。そういう前提で私どもは議論をしていないので。

それから、お願いは 「食と農の再生プラン」について。６月１１日の企画部会でもう、

少し踏み込んだ状況の説明があるということだが、できるだけこれまでの論議、あるい

はこれからの論議との関連ということを考えると、一応、部会長メモで整理した項目に

できるだけ沿った形で、全体像なり整合性のある形でのお示しをいただければと思う。

あと 「食と農の再生プラン」の中の説明で 「農業の構造改革の加速化」の中で、農業、 、

系統組織の改革の話があった。内容として私の聞き間違いでなければ、ビジネスチャン

スを生かそうとする農業経営を支援する観点から、というような事が強調されていたよ

うに思うが、系統組織の改革というのは、そういう点に留まらないのではないか。この

米政策の論議の中でも、いろいろな角度からの指摘が出ていた。そういったことも踏ま

えてお願いをしたい。

（座長）一点目の基本計画だが、２０００年３月に策定されたものである。今日の議論

でも、基本計画がかくあるから、ほぼこういう前提でいこうという議論にはなっていな

いと思う。研究会としても、その点のコンセンサスを得られていると考える。二点目に

ついては、今後の企画部会でよろしくお願いする。他には。米粉パンの件、三浦委員か

らお願いする。

（三浦委員）今日、３時のおやつに、米を粉にしてパンにしたものを持参した。チラシ

も入れてあるが、県産の米で、県の食品研究センターが開発した４０ミクロンにまで粒

子を細かくすると、十分、小麦粉に匹敵するパンになる。ここに来るまで、食糧庁の特

例売却などでコストダウンの支援をいただいているが、これを普及させるには価格であ

る。ここにも、特色ある地域農業、米の消費拡大、食料自給率等いろいろなキーワード

が並んでいるが、新潟県内や、関西でも食糧庁の骨折りで導入されつつあるという状況

である。

（座長）他になければ、本日はこれで閉会したい。

次回の研究会は、６月２８日（金）１４時からの開催を予定している。また、次回の

研究会は、企画部会、生産調整部会、流通部会の３部会合同という形式で開催したいと

思う。したがって、４月以降、部会委員として生産調整部会、流通部会に加わっていた

だいた方がおられるが、この方々にも参加いただいて議論する場としてもちたいので、

了承いただきたい。

続いて、報道機関への対応について、予め、研究会の委員の皆さんに了解を得ておき

たい件がある。去る、５月１４日の生産調整部会において、一部報道機関から、冒頭だ

けではなく会議中、全体をカメラで撮影したいという要望があった。会議の冒頭に、部
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会委員の皆さんの了解を得た上で、カメラ撮りを認めた経緯がある。

今後、全体研究会や生産調整部会以外の部会においても、同様にカメラ撮りの要望が

あるかと思う。研究会及び部会全体の運用として、そのような要望があった場合、この

研究会を公開しているということの前提の下で、会議進行の邪魔にならないようにカメ

ラを固定することを条件に、これを認めるという方向で臨みたいたいと考えている。こ

の点について、よろしいか。

（各委員）異義なし。

（座長）それでは、皆さんの了解を頂いたということで進めさせていただく。従って、

次回以降、もし、要望があれば、そのように対応させていただく。

以上


