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第 ７ 回 生 産 調 整 に 関 す る 研 究 会 の 議 事 概 要

〇 日 時 ： 平 成 １ ４ 年 ６ 月 ２ ８ 日 （ 金 ） １ ４ ： ０ ０ ～ ２ ２ ： ０ ０

〇 場 所 ： 農 林 水 産 省 共 用 会 議 室 Ｇ

（計画課長）ただいまより、第７回生産調整に関する研究会を開会する。本日

は３部会合同である。御都合により、太田委員、小熊委員、木村委員、四位委

員、花元委員、廣瀬委員、福井委員、宮田委員、若林委員が欠席されている。

和田委員は15分程遅れて来られるということである。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）この米の生産調整に関する研究会は、１月にスタートしておよ

そ半年である。もう約40回に渡る会合をしており、委員の先生方には、相当忙

しかった方もいらっしゃると思う。心から厚くお礼申し上げる。

30年もやってきた生産調整政策であり、これを変えるということは、この方

法でしかないということでやってきたわけであるから、なかなか容易ではない

と思う。しかし、ある意味では限界感・閉塞感も伴って、ここで米政策を大き

く転換しよう、しなければならないということで、皆様方に大きな場を作って

頂いたわけである。色々な御意見もあるかと思う。しかし、冒頭に申し上げた

ように、このままの生産調整を本当に続けていけるのかという、現実の問題も

あり、相当困難を伴う。同時に農業そのものが変わっていかなければならず、

今までのように「作ればいい」あるいは 「生産調整で米作りをやめる」とい、

う受け身の農業から抜け出し、自分で創意工夫をして、自分で本当に経営して

いくという考え方を水田農業に導入できなければ、本当に構造改革はできない

のではないか。このようなことを研究会にお願いしたわけである。いよいよ中

間取りまとめという段階に入った。私どもはこれまでの議論を反芻しながら、

また取りまとめに基づいた行政というものを真剣に考えて、皆様方の今日まで

の努力を無駄にしないように、全力で取り組んでまいりたいと思う。いずれに

しても米の生産調整にかかる負のスパイラルからいかにして脱却していくか、

大きな命題だったわけであるから、どうかひとつ、今後とも折に触れ、時に触

れ、わが国の農業政策の根幹とも言えるべき、米の問題について、格別なる御

指導を賜るとともに、新たに結論が出た政策について農家・生産者の皆さん方

がそれを受け入れ、かつ、新たなる水田農業の始まりとして頂けるようになれ

ば幸いである。今日は御苦労おかけするが、よろしくお願い申し上げ、御礼の

言葉とさせて頂く。

（計画課長）それでは、生源寺座長に議事進行をお願いする。

（生源寺座長）まず、議事に入る前に、御了解頂きたい点がある。本日、マス

コミ５社からテレビカメラでの撮影をしたいという要請があった。議事の妨げ

にならないように撮影して頂くということで、これまでどおり認めてはどうか

と思うがよろしいか。

（異議なしの声）

議事に入らせて頂く。本研究会では４月以降、企画部会に加え、生産調整部
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、 、 、 、会 流通部会を設置し 米政策全般 さらには米政策に関連する施策も含めて

幅広く検討してきたところである。この間、この全体研究会では、部会での検

討状況をみながら各部会で御指摘された共通の事項等について、精力的に御議

論を行って頂いたわけである。一方、各部会においては、６月までの間に大ま

かな検討方向を取りまとめるという形で努めてまいったわけである。各部会と

も、中間の取りまとめについて、整理されたところである。したがって、本日

は、各部会での検討状況を報告して頂き、議論を積み上げる形で、研究会全体

としての中間的な取りまとめを行う会議にしたいと思うので、よろしくお願い

したい。本日はこういう趣旨であるので、３つの部会合同の会議として、４月

に新たに部会の委員として参加されている方にも議論に加わって頂いているの

で、あらかじめ御紹介をしておく。３つの部会では中間取りまとめの議論が行

われ、全体研究会の報告については部会長に一任されている。委員の皆様のお

手元には、一部未定稿のものがあるが、３部会の最終の回の議事録も置いてあ

るので、これも御参照いただきたいと思う。それでは、順次部会の検討結果に

ついての報告をしたいが、本日は議論が多岐にわたり、時間を要する可能性も

あるので、報告はできるだけ簡単に終えて頂きい。

（ ） 、 。生源寺企画部会長 まず 私が部会長を務めている企画部会についてである

資料の１－１を御覧いただきたい。企画部会については、この部会で提起され

、 、 、 、た論点 交わされた議論については その内容を適宜整理して 生産調整部会

あるいは流通部会、そして、この全体研究会の議論に反映して頂く、こういう

形で運営をしてまいったわけである。したがって、企画部会で整理された議論

については、生産調整部会、流通部会の取りまとめ、またそこを通じて、全体

研究会への取りまとめに反映されるという形であるので、改めて企画部会とし

て、中間取りまとめのペーパーを用意することはしていない。企画部会での取

りまとめとしては、資料１－１の論議の整理を提示することをもって、報告に

代えさせて頂く。何度も議論を積み重ねてきたことなので、御紹介することは

せず、項目のみ御紹介して、これまでの企画部会の論議の大枠のみをおさらい

して頂ければと思う。大きな１番目の項目としては 「米・水田農業をめぐる、

情勢認識」ということで、対策、施策全体の組立て方に関する論点。それから

、 。 。消費の動向に関する議論 論点 これがかなり多岐にわたっているわけである

さらに生産構造に関する論議の論点についても整理している。大きな２番目の

項目としては 「望ましい米づくりのあり方について」で、そのための切り口、

として、色々な望ましい米づくりのあり方の議論を整理している。大きな３番

目の項目としては 「生産者への情報伝達のあり方」というカテゴリーで整理、

。 、「 」 、している 大きな４番目の項目として 生産調整のあり方に関する問題 で

１つ目は「生産調整手法の選択 、２つ目は「生産調整に関する行政の役割 、」 」

３つ目は「数量による調整」である。これらの小項目ごとに論点を整理してい

る。大きな５番目の項目として 「米の流通・集荷に関する問題」であるが、、

小項目としては 「農協系統の集荷のあり方に関する論議 「過剰米処理に要、 」

」「 」 、する費用負担に関する論議 流通のプレイヤーとしての政府の影響 があり

これを基に論点を整理している。大きな６番目の項目としては 「米関連施策、

のあり方に関する論議」で、小項目として 「麦・大豆等の生産対策に関する、
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論議 「経営政策に関する論議」これに含まれない「その他」の論議である。」

以上のような形で、企画部会の論議の整理している。企画部会としては、部会

運営の性格上、改めて中間取りまとめというような文章にはしないが、論議の

整理をもって報告に代えたい。

（生源寺座長）それでは、続いて、加倉井流通部会長より、流通部会の状況に

ついて御報告いただきたい。よろしくお願いする。

（加倉井流通部会長）資料の２－１「流通部会の中間取りまとめ」について、

御報告したい。資料２－１の他に取りまとめたバックグランドデータ、フロー

チャートの三つの三点セットで取りまとめとして見てほしい。流通部会の中間

取りまとめは、今後の米流通システム改革の基本方向をまとめたもので、検討

の前提となっているのは、米の生産流通はあくまでも需要が前提となっている

という認識で、米の消費が減少の度合いを強めているとか、米が一般商品化し

てきているとか、米に対するニーズが多様化しているなどである。現行制度の

評価については、現在の計画流通制度は「自主流通計画」の策定を通じて消費

者に米を安定的に供給することを基本としている。制度創設時には農家直販等

少量にとどまると見込まれていた計画外流通米が増加し続けている。自主流通

計画そのものが形骸化している。次いで、計画流通制度は過剰米対策について

本来の機能以上の役割を担わされている。特に、近年過剰分をエサ用に別途処

理することが行われているが、これが、現行流通制度に事実上組み込まれてい

るため、コスト負担の面で計画外流通米との競争条件の格差を生み、計画流通

米のシェアが低下する大きな要因となっている。詳しくは資料を御覧いただき

たい。新たな制度の基本デザインについて、基本的には現行制度を改め、新た

な安定供給体制を確立する必要がある。おおまかに言うと、流通はなるべく規

制を少なくして、自由の度合いを強めた方が、安定供給を図ることができる。

もちろん、非常時を除けばということだが、生産者による創意工夫ある販売を

含めて多様な経済活動を許容するものでなければならない。さらに言うと、計

画流通米・計画外流通米のような１物２ルートの不公平をなくしたい、それか

ら簡素でわかりやすいものにしたい。また、自主流通計画については、基本的

に廃止すべきと考えている。ただし、生産調整と連動した需要の見通し的なも

のは必要であるとして、具体的にどのように仕組むかについては今後検討すべ

きとしている。それから、先程も出た危機管理体制の整備は当然必要であり、

米の生産流通の全体を構想する上でも必要である。それから価格形成の段階で

ある。現在の価格形成の仕組みは基本的に不十分である。流通部会において改

善事項として、色々な意見が出ており、多様な業務用需要に的確に対応すると

ともに、適正な入札に資する観点から、指標価格を相対価格に一律に反映する

仕組みを廃止すべきである。価格形成センターにおける多様な取引を活性化す

る観点から、取引の特性に応じた多様な入札回数の設定、入札参加者の多様化

を促進する方策等を検討すべきである。義務上場制は一律の制度としては廃止

し、関係者の合意に基づき必要な指標価格を形成する観点から、上場対象銘柄

とそれぞれの数量を決定すべきと考えている。それから、生産調整に対して、

。 、流通部会としても一言申し上げている 需要に則した生産を徹底する観点から

生産調整のあり方を見直す必要があるということである。次に「需要動向を的
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確に伝え、流通コストを低減させる観点から系統米事業を見直す必要がある」

ということ。現在の計画流通米出荷の大宗を占める系統米事業は、小規模多数

、 。の農業者によって生産が担われている我が国の実態 ニーズに即した面もある

しかし 「生産面での努力の格差が反映されにくい 「精算時期が遅い 「販売、 」 」

戦略に則した集荷について生産者の理解を得にくい」などの問題があるので、

計画流通制度の見直しを契機として、需要の動向に即した柔軟性のある販売を

促進する観点を大事にしたい。対応策としては、委託内容の見直しとか、買取

り方式とか、流通コストの削減を考えているが、系統自らが進めるべきことで

ある。次に「消費者の信頼を回復するため、米の表示・検査制度の抜本的見直

しが必要である」としている。度重なる食品表示等の偽装事件により、食品表

示全般への消費者の信頼が大きく損なわれている中で、米の世界でも、表示の

不正に関する消費者の不信感がぬぐいきれていない。このため、現行の米の表

示・検査制度を見直し、消費者にとって分かりやすく、信頼される制度を構築

する必要があるとしている。この中でひとつ、細かいことを言うと消費者の選

択に資するために、食味の客観的基準の確立に向けた検討を進める必要がある

としている。以上、流通部会の中間取りまとめであるが、これは、もちろん、

米政策全般についての施策相互の整合性に留意しなければならない。これから

も改革の実施状況を不断に注意を払う必要がある。

（生源寺座長）それでは引き続いて、髙木生産調整部会長より御報告をお願い

する。

（髙木生産調整部会長）それでは、生産調整部会の報告を申し上げる。資料３

－１以下の資料である。資料３－１を御覧いただきたい。前回、生産調整部会

において、部会長再生メモを基に、論議を重ねた。その結果、さらなる整理に

ついては、部会長一任となり、その際、整理の考え方を申し上げ、御了解を得

た。対応方向は明確な表現にし、メッセージ性という点で可能な限り明確にし

た。さらに詰めなければならない事項については、農水の事務局だけでなく、

全中等の関係者にも詰めをしてもらわなくてはならない。過剰米処理について

は提案もあったが、具体的手法を考えてもらいたい。加倉井部会長からの報告

と企画部会での論議を踏まえて整理をした。特に流通部会の中間取りまとめ、

企画部会での中間取りまとめ、農水の方の水田農業に対する米政策の全体像が

わかるように整理している。

（生源寺座長）各部会としての取りまとめを報告して頂いた。それらは資料３

－１の中に反映されている。既に各委員には配布済であり、目を通して頂いて

いるものだが、この資料を基に研究会としての取りまとめをしていきたいと思

う。出来るだけポイントを絞って議論しまとめていきたいと考えている。これ

から、次の４つのパートに整理し議論していきたいと思う。１番目は総論に関

する部分である。２番目は需給調整に関する部分である。ページ数で言うと、

５ページから７ページである。３番目は流通価格形成である。これは８ページ

から10ページの部分である。４番目に経営政策の部分であるが、11ページ以降

の部分である。こういう形で分けて議論して参りたいと思うのでよろしくお願

いする。なお、議論に入る前に本日御欠席の委員の中で、事務局にあらかじめ

。 、 、 、 、意見を提出している方がおられる 太田委員 木村委員 廣瀬委員 宮田委員
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この４人の委員の方の御意見については、パートごとの議論に入る前に事務局

から御紹介させて頂きたいと思うのでよろしくお願いする。また、本日出席の

岡阿弥委員からも事務局に意見が提出されているが、公平を図る観点から、岡

阿弥委員には議論の中で御発言いただければと考えている。それでは、最初に

総論の部分から議論していきたいと思う。最初に、このパートに関わり欠席さ

れている委員の方の意見を事務局から紹介して頂きたい。

（ ） 。 、「 」 。計画課長 太田委員の意見 対応方向の中で 当面 の文言が散見される

この「当面」について、ここ数年間を思わせるものから、当座を思わせるもの

まである。また「当面」の多用は、研究会としての「思い」を弱めることにな

。 「 」 。らないか このため真に必要な部分に限って 当面 の言葉を使って頂きたい

４ページの③のコについて、実質水田面積の確定を行うべきであるとの文言が

追加されているが、公平性のある需給調整を進める上で非常に重要なことであ

る。但し 「生産調整の定着状況を把握することにより」とあるが、何をもっ、

て生産調整の定着と言えるのか。むしろ「水田の改廃・畑地化等の状況を把握

することにより」とした方が、潜在的な水稲作付可能面積が把握できるのでは

ないか。

木村委員の意見。将来の農業・農村のあるべき姿が具現化される施策等が提

案されない中で、検討を行っているが、農業者の米生産に対する自己責任と選

択が、あたかも不公平感を払拭し、元気な農業者を生み出し、農業の持続的発

展と地域農業の健全な発展が期待できるかのような方向となっている。しかし

ながら、議論の過程でもあったように、生産者の自由に全面的に委ねることは

際限のない価格競争につながり、本来米生産を担うべき生産者まで米生産を維

持できなくなることを再度確認すべきである。さらに、計画流通米制度につい

ても基本的に廃止の方向としているが、構造改革が進まない状況で、制度がこ

れまで担った不特定多数の国民に対する安定供給機能を、生産者個々の競争と

生産者団体の販売に委ねることで、食料・農業・農村基本法で示す農業の持続

的発展と食料安定供給の確保ができるとは考えられない。生産者の自給率拡大

に向けた取り組みと努力に対し、わずか３年程度で国に責任放棄を認めるよう

な取りまとめ内容は納得しがたい。需要にあった生産の重要性は十分理解する

が、安定供給・生産を使命とする基本法や食糧施策の行き着く先が生産者の自

己責任と自主判断でよいのかが疑問である。

廣瀬委員の意見。改革方向の全てが決まったのではない。しかし、最近の新

聞報道をみると、あたかも"米政策の改革が決まった"ごときの内容の記事が散

見される。これらの報道により、生産現場には無用の誤解と不安・混乱が生じ

ているのが現実である。国民的な理解を得て米政策の改革を実現していくこと

は言うまでもないが 「生産現場の理解と納得を基礎に」した改革を実施して、

いくためにも、予断を許さない報道がなされるようあなた様から関係者に周知

して頂くなど、特に御配慮いただきたい。

（生源寺座長）今の廣瀬委員の御指摘については私宛ということであるが、私

、 、 、も今朝 新聞報道の一部を拝見致して 見出しを見て中身とはずいぶん違うな

という印象を覚えた。これまでの研究会では、研究会としてきちんと報告を出

す、必要なものは宿題として事務局に出す、という形で進めてきている。この
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スタンスを再度確認して参りたいと思う。正確さを欠いた報道によって議論が

振り回されることのないように、研究会は研究会として、議論をして参りたい

と思っている。今後は今の廣瀬委員の御指摘にもあったが、この場での議論が

正確に伝わる必要がある。そのためにも今日は分かり易く取りまとめられるこ

とを期待している。取りまとめが出来た後は、事務局あるいは委員の皆様方に

も御尽力いただくようにお願いしたいと思う。全体の運営に関わる御指摘であ

ったので、所見を述べさせて頂いた。それでは、総論の部分であるが、どなた

からでも結構である。門傳委員。

（門傳委員）今のことに関連して２点ほどある。１点目は、今日のこのあり方

だが、中間取りまとめとしてこれに基づいて具体策をこれからまとめると思う

が、あくまでも現時点でベストのものをということだと思う。これからやる作

業において、この中間取りまとめに対しての良い、悪いは別として絞られすぎ

てもいけないと思うし、かといって、あまりこの取りまとめを無視しすぎても

いけないと思う。今後この位置づけを全体会議としてどういうふうにするのか

という事が一つ。２点目は、研究会の冒頭に、ＭＡ米についてかなり時間をか

けて議論したわけである。３部会の中でＭＡ米についてぶれがあるわけだが、

そこのところを企画部会としてペーパーで出す必要があると思う。その点につ

いてお聞きしたい。

（生源寺座長）今日議論して頂いた中で、中間的な取りまとめが行われた段階

で具体的な課題に関しては事務局あるいは関係者の御協力を得ながら詰めてい

く形になろうかと思う。したがって、今日の取りまとめは基本的な原則をはっ

きりした形で打ち出すということで、その上で具体策をどう仕組んでいくかに

ついては事務局の方にお願いしたいと思う。この研究会の今後であるが、その

詰めの進行の具合にもよるが、詰めがほぼ出来た段階で、皆様の御意見を頂く

という形で運ぶことを考えている。これは最後にお諮りすることになるが、今

のところ私としてはそんな詰め方をしたいと思っている。それから、ＭＡ米だ

が、研究会としての影響評価の取りまとめは４月の初めに企画部会、そして全

体研究会として行っている。したがって、その評価をもって一応研究会として

。 、 、の取りまとめと考えている ただ その際にこの結果を分かりやすくまとめて

特に、生産の現場や国民の皆様に提示するという宿題が事務局に出されている

わけだが、事務局の方でも既に用意をして頂いている。取りまとめを研究会あ

るいは部会として行った時期から、多少時間が経っているが、この研究会はＭ

、 、Ａ米の問題や不公平感の問題など色々な入口の問題をクリアしながら しかし

全体としての米政策の問題を議論しながら進めてきたわけであるので、全体と

して一体のものである。したがって、今日の取りまとめが行われた段階でＭＡ

米の分かりやすい形の解説も委員の皆様方の御意見も頂きながら併せて公表し

て参りたいと考えている。

（早川委員）総論の中の４ページの関係である （システムの基本的考え方）。

③のコに「生産調整の定着状況を把握することにより、実質水田面積の確定を

行うべきである 」という表現が使われている。これは、以前企画部会でも申。

し上げたが、需要の見通しが狂っているという御意見が多かったからである。

ここでいう実質水田という面積には、麦・大豆の作付けが行われている水田は
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当然含まれていると解釈するのが自然と思う。一方、この資料の14ページの検

証の②の試算には、麦・大豆等経営的に定着した面積が38万haと書かれている

が、ともに生産調整の定着状況としてくくられているということになると内容

が矛盾としていると写るのではないか。麦・大豆がこれだけ作付けられている

、 、のは事実であるが 色々な政策の結果として作付けが行われているのであって

定着していないと見なすのが正しいのではないか。そういう見方をしないと、

この38万haの差が、将来見通しをたてる上で非常に大きな影響を与えるのでは

ないかと思うので、再度、この点だけは念押ししておきたい。

（生源寺座長）それでは、その他に何かあるか。

（山田委員）３ページ（システムの基本的考え方）①「米づくりの本来あるべ

き姿」のウに「また、そのような姿の下では、効率的かつ安定的な経営体が自

己責任に基づき、市場を通して需要を感じとり 「売れる米づくり」を行って、

いく観点から、需給調整に関する行政と生産者団体の役割分担のあり方も、根

本から見直していくことが必要である」とある。その中の「効率的かつ安定的

な経営体が自己責任に基づき」という本来のあるべき姿と５ページの対応方向

の③の当面の需給調整をどう進めるかという議論の項目であるが、そこに『自

己責任の下で対処する 』さらにアのところの４行目から５行目で『例えば自。

』 、『 』 。己責任の下でセーフテイーネットに ということで 自己責任 が出てくる

かつ７ページにいって備蓄の調整保管の部分において『自己責任』の言葉が出

てくるが、私は本来あるべき姿ましてや効率的かつ安定的な経営体は新しい基

本法の基本計画においても、40万戸だという言い方で描かれているそういう場

面の『自己責任』と、当面する需給均衡化対策に取り組み、かつまた短期的な

需給変動は到底避けられない中で 過剰米対策をどうするのかという中での 自、 『

己責任』は、同じ『自己責任』ではないのではないかと思う。その点をお聞き

してやっぱり意味が違うのだということになれば、後段の５ページ、７ページ

の『自己責任』は削除すべきだと思う。

（生源寺座長）今の御指摘は質問という形で行われたということで取り扱って

いきたいと思う。したがってまず、私からお答えして必要があれば、髙木座長

代理からも補足して頂きたい。御指摘の点については 『自己責任』という言、

葉は限定なく使っていい場合と、領域がはっきりしたものについて使った方が

いい場合と二つあると思う。これは皆様方のこれまでの発言を聞いていて、過

、 。剰米処理については 例えば国も一定の関与が必要という発言もあったと思う

そういったことを考えると、過剰米の点については、無限定な『自己責任』と

、 。 『 』 、なると やや誤解を招く面があるかと思う むしろ 自己責任 ということは

私は言葉としては生きていると思うが、それは限定的に使われていて、必ずし

もそれだけではないという形で整理できると思っている 『自己責任』という。

言葉が多く出てくるが、意味合いが違うところがあるのではないかと思う。

（ ） 、 、門傳委員 今のと関連するが 残念ながら日本の稲作農家の状況というのは

脆弱ではないかと思う。だから、皆様こうやって議論を重ねて改革をしようと

してるのだと思うのだが、その中で 『自己責任』というのは、これは経済原、

、 、 、則では当たり前なわけで否定はしないが 現在の状況を考えてみた場合 当然

意欲があって強い形態を作るというようなことでも皆さん一致していると思
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。 、 『 』 、う しかし 文書として言葉として 自己責任 が印象として出て来すぎると

当然、しかるべき『自己責任』が取れるまでという、まさに時間的なこともあ

ると思うのだが、現在の状況を残念ながら200万から300万という第二種兼業農

家を中心とした、農家が『自己責任』という言葉を聞いたとたんにどういう印

象を受けるかというとまさにここの議論が正確に伝わらない可能性があるの

で、言葉としては分かりやすいが受け止める側のニュアンスとしては、もう少

し配慮した表現があってもよいのではないか。最終的な目標は『自己責任』で

あったとしても、来年度からすぐ自己責任だというふうに捉えられると正確に

伝わらない場合もあるので、その辺を、まさにメッセージ性というふうに再三

にわたって議論されているので、そこの表現をもう少し分かりやすく誤解を与

えないような形にして頂ければと思う。

（三浦委員）関連であるが、最後の生産調整部会ではこの『自己責任』という

表現ではなしに、後段の需給調整に関する関与のあり方を根本から見直すとい

うことでそこから議論に入ったと思う。今日は『自己責任』から議論に入って

いるが、その時は関与のあり方を見直す「枕言葉」に「売れる米づくり」を行

っていくことが基本であり、大事である。そのことからすれば、当然、関与の

あり方も見直すべきということで、あの時話しがまとまっていったと理解して

いるが、今日は逆に言えば、３行目にくっついている「売れる米づくり」を行

っていくことが基本であるゆえに、頭に『自己責任』があるので、言葉を一つ

ずつ捉えると今の議論が前回の議論と同じように時間がかかると思う。全体の

文脈を通して、この「売れる米づくり」をどう確認するのかという事が議論さ

れるべきであって、もし 『自己責任』が「売れる米づくり」の頭にあって不、

都合極まりないということであれば、修文の方法として 「売れる米づくりを、

行っていくことを基本として以下の通り」というくくりもあるのではないか。

前回と今回の議論を合わせるような形であるが、大事なことを議論せずに一つ

、 。一つの言葉に入ると また相当時間がかかって元に返ってしまうのではないか

そんな認識を持っている。

（山田委員）三浦委員から的確な指示を頂いたと思う。私は今３ページの『自

己責任』と５ページと７ページの『自己責任』の言葉の使い方について、御質

問したつもりであり、こうした本来のあるべき姿の『自己責任』があるという

事はそれなりによく分かるので、こだわりはしない。同じ言葉ではないと生源

寺座長から御指摘があったが、５ページと７ページにおいても、ともに『自己

責任』の言葉使いに関して前回も部会でしつこい程申し上げているところであ

。 、『 』 、る 過剰米処理のあり方として 自己責任 だけでは到底難しいわけだから

仕組みが必要だと申し上げているところで、私は５ページと７ページで改めて

その言葉使いで議論させてもらいたいと思っている。

（生源寺座長）先程私がお答えしたのも、山田委員の御発言を含めて、部会で

の御発言がいくつかあったということを踏まえて、文脈の中で『自己責任』の

意味合いが少し違っている、という意味で述べた。ただ『自己責任』という言

葉自体を毛嫌いする必要はないと思う。それがどういう文脈で使われているか

ということをハッキリさせることと、それから必要とあればこれは農業者だけ

の責任ということに止まらないという面があるとすれば、このことが分かるよ
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うな形にすればよいのではないか 何か他の形に変えて伝えるというより 自。 、『

己責任』をメッセージとして伝えたいというならむしろ率直に伝えてよいので

はないかと思う。私の前段の話を踏まえてという前提であるが。

（竹内委員 『自己責任』の言葉をはっきりさせないと。現在の状況から将来）

の状況に向けて売れる米づくりの諸環境、つまり消費者重視の市場に則したよ

うな流れでいくことが望ましく、その考え方を提示しているわけだから。した

がって 『自己責任』は従来より政府の規制は流通では弱いわけであり、それ、

から政府の色々な助成も、それぞれの政策の相関関係の分析もした上で、内容

、 。は違うが 全体としてはどういう方向であるべきかを議論しているわけである

民法上の裁判所で言う、責任の所在について議論しているわけではなく、考え

方を言っているわけであるから、したがって 『自己責任』については、過剰、

米がどんな状態になっているのかということで、そこで責任があるかどうかと

いうような議論では全然ないわけである。今後、具体的にどういう政策をとる

かは、政策当局が考えることであり、これは方向付けについて言っているとい

うことで理解したらよいのではないかと思っている。

（立花委員）私も読ませて頂いて、それほど違和感はなかった。色々な立場の

方もいらっしゃるが、前回和田委員も言っておられたが、要は、食糧の安全保

障の上からも、農業の構造改革の大きな流れの中で、農業のイノベーションに

チャレンジして、本当の意味での担い手にどうやって引き継いでいくのか、と

いう課題であり、そのためなら税金を費やしてもやぶさかではないのではない

かということである。私も同じ考え方で、こういう考え方でないと筋は通らな

いのではないか。モラルハザードで、何でも困ったら税金だということはもは

や適用しない時代にきているということで 『自己責任』というキーワードで、

残すべきだと思うし、また具体的なシチュエーションの解釈については、竹内

委員がおっしゃった面もあるかと思う。私は、ここのところは、基本としてこ

のまま残して対応していくことが課題ではないかと思う。これがないと、止め

どもないモラルハザードにつながりかねないと私は思う。

（佐藤委員）私は文法上のことはよく分からないが、５ページの対応方向のア

の生産量が一定量を超えた場合のくだりであるが、現場で食糧法に変わった時

に「作る自由、売る自由」と同じことが現場で起きる。この部分は、現場とし

ては非常に重要な部分で、理解し難い、心配している部分であるのでよく議論

して頂きたい。

（生源寺座長）また後でこの部分に戻ると思うので、その時また、御発言いた

だけたらと思う。

山田委員 ４ページ システムの基本的考え方 ③のエの部分であるが 政（ ） （ ） 、「

策目的と手段の対応関係を分かりやすいものとする見地から関連する地域の特

色ある農業の展開、水田農業の構造改革を含む総合的な経営政策等と当面の需

給調整の支援措置とは基本的に分けて講ずるべきである 」とある。前段は分。

かりやすくなったが 「当面の需給調整の支援措置とは基本的に分けて講ずる、

べきである 」の部分は当面の需給ギャップをどうしていくかという対処が求。

められる段階において、これは分けられないのではないかということを申し上

げていた。なお、このことは総論に書いてあるわけで、ひいては後程の個別の
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政策との関連で出て参るので、そういう意味でここの整理には意見がある。

(生源寺座長) 今の御指摘はさらにあとのパートの内容と重なる部分が出てく

るので、そこまで留保して頂くということで、整理させて頂く。坂本委員。

（坂本委員）３ページ（システムの基本的考え方）①のウの部分で、先程佐藤

委員からも御指摘があったように、前の食糧法でも「売る自由、作る自由」が

先行して一人歩きした。この後に需給調整に関する行政と生産者団体の役割分

担のあり方が加わっているわけであるが、前回も非常に我々末端で苦労したわ

けだが 「売る自由、作る自由」が先行してしまうと、どういう施策が出てく、

るか分からないが、今回も『自己責任』で売れる米を作れさえすれば、我々自

分の責任の下で売れるのだ、という解釈が一人歩きしないのかという感じをも

っている。我々は生産調整の部分でも、末端で苦労しているわけであり、今度

もおそらく、新聞報道で自己責任選択制が出されると、末端でまた苦労するこ

とになるというふうに思っているので、その辺をきちっと位置づけて頂かない

と前回の二の舞になりはしないかという感じを持っている。

（上場委員）坂本委員、門傳委員と同感である。農村現場からすると 「自己、

責任」と聞くと、どちらかといえば、自分たちは自己責任を果たしているとい

うか、草は刈っているし、田植えもしているし、ちゃんと赤字でも営農してい

、 、 「 」 、る それなのに なぜあなた方に 自己責任 と言われなければならないのか

いったい私達が悪いことしたのかと、それより農水省の方が「自己責任」を果

たせとか、県庁は何なのか、役場の町長は何なのか、とついつい言いたくなる

ような非常に刺激的な言葉である。ここは、学会でもないし、研究会となって

いるが、やはり現場のそれぞれの農家の中がどういう心情かということについ

ても、私は最大限の配慮がいるかと思う。農村現場からすると、いらぬ誤解を

与える恐れがあるので、ここまでたくさん「自己責任」があるということに対

して、少しこだわるかもしれない。

（ ） 、 、 「 」門傳委員 だから私からすれば 少なくともまず ここの部分の 自己責任

。 、「 」 。 、に関しては第一希望は削除である でなければ 基本的には である でも

基本的に「自己責任」では分かっているのか、分かってないのか、分からなく

なってしまうので、仮に「自己責任」を書くとしても、然るべき説明をしっか

りやるか、できなかったらやはり削除というような形である。私も口が悪いの

で、何だケンカ売ってるのか、というような形で取られると困るが、この研究

会のメッセージはメッセージとして、然るべき文章として伝えるということは

最大限必要であるので、やはりその部分は配慮すべきだと思う。今、山田委員

が指摘されたように、分ける、分けないというところはやはりあるが、修文と

しては「しかし米政策に関連するこれらの施策と大幅な需給ギャップのもとで

当面取り組まなければならない需給調整とは当面関連して施策を講じる必要が

ある 」とかそういった形で追加して頂ければ我々のメッセージがきちんと伝。

、 。わるのではないかと思うので そういった修文の提案をさせて頂きたいと思う

（生源寺座長）前段の『自己責任』の言葉の扱いの問題と後段はちょっと違う

論点で、後段については山田委員の意見と重なっていると思うので、後ほど改

めて議論させて頂く。

（横川委員 「自己責任」という言葉の是非の部分で話が滞っているようであ）
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るが、私は、商売にしも経営にしても「自己責任」というのは当然だと思うの

で 「自己責任」とあえて明記する必要があることや「自己責任」という言葉、

に大きな抵抗を感じることのどちらにも疑問を感じる。ただし、言葉の使い方

で内容の受け取り方に大差が出たり誤解が生じたりするのであれば、言い方を

変えれば済むのではないか。私が申し上げたいことは、これまでの委員会の議

論として得られた「売れるお米がうまく生産出来ていないこと、そして流通シ

ステムが複雑過ぎること」という現状認識を踏まえた上で皆さんが納得する表

現の変更であれば構わないと思う。

（ ） 。 。 、 、生源寺座長 総論に関わるところはいかがか よろしいか それでは 次に

需給調整の部分で、５ページから７ページまでの部分である。需給調整の部分

について御欠席の委員から御意見が出ているのでまず御紹介をお願いする。

（ ） 。 （ ） 、計画課長 太田委員から ５ページ システムの基本的考え方 の①と②で

②に「公表を前提とした予測方法の基準づくりと併せ、……第三者機関が行う

べきである 、①に「１年先の需要を的確に予測することは……困難である」」

とあり、どうして予測方法の基準づくりができるのか分からない。論理矛盾で

。 、「 」 。はないか 困難性は理解できるので １年先の の文字を削除してはどうか

６ページ（システムの基本的考え方）の⑤で、このタイトルを「……施策の取

扱」としてはどうか。議論が水田農業全般に及んでいることから、施策の区別

との表現をされていると思うが 「区別」の表現が誤解を生んでいるで、誤解、

を生じさせない必要がある。また、水田農業に係る施策の取扱を明確にするた

め、当面、以下の表現を「……基本的に、性格の異なる農業者を区別せずに施

策の対象とする。なお、地域の特色ある農業……経営政策等については、集落

営農を含め性格の異なる……」とし 「集落営農」を位置づけてはどうか。、

木村委員から。公平性確保に関し、全体として農業者が選択し責任を持つこ

とで解決させる方向であるが、本研究会は「公平性確保のための制度的枠組み

など実効ある多様な措置」の検討が目的であると認識している。米政策の検討

が、原則自由、新たな制度等も無いまま、計画流通や稲経といった現行米制度

の基幹部分を廃止することのみ強調される取りまとめには納得がいかない。国

は、生産調整の推進・需給調整に積極的な責任を果たす使命があり、精度の高

い国の需給計画に基づく米の計画生産を基本とし、自給率の目標達成を誘導す

る大豆・麦・飼料作物等の水田本作化と整合した取りまとめ意見とすべきであ

る。さらに、数量を基準とした調整等すでに現場でノーのシグナルを発信して

いる手法に固執することなく、生産現場の多数が理解と納得できるような仕組

みとすべきである。

廣瀬委員から。国の責任の明確化について 「第三者機関による調整システ、

ム」や「需給調整と切り離した備蓄運営」など政府の関与をこれ以上後退させ

ることには反対である。豊作や需要の減少など短期的な需給変動が避けられな

い中で、全体の需給計画や目標設定、備蓄と関連させた需給調整機能などは、

もっと政府が責任を果たすべきである。生産者の自己責任について、総論およ

び各論にある「自己責任 「自由な作付け」など誤解がある表現については、」

上記との関連もあるが、これらの言葉が一人歩きすることによって生産現場に

混乱をもたらすのではないかと懸念する。大きな需給ギャップが存在し、限界
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感や不公平感が存在する中で、あくまでも「需要に応じた計画的な生産を基本

としたうえでの自己責任」ということをもっと明確化すべきではないか。生産

調整の手法について、供給量を調整する手法として「数量による調整を基本と

する」とあるが、その数量を確保するにも、生産現場では面積を基本に生産計

画をたてるのが現状である。したがって、生産面積を基本にして豊作などの過

剰分を数量で処理することが現実的ではないか 生産調整の配分について 現。 、「

行の配分のベースをリセットする」とあるが、その際には、現行の生産と販売

、 。実態などを十分に考慮し 生産現場に混乱をきたさないようにする必要がある

宮田委員から。５ページの対応方向②に「供給量を調整する手法として、数

量による調整を基本とする 」とあるが、需給調整であることから数量管理と。

いうことは理解するものの、計画生産の実施を確認するためには、個人ごとに

生産調整数量を把握することは絶対に不可能であることから、生産面積と生産

数量のセットでガイドラインを配分すべきである。また、田涌き現象など申告

している以外の生産面積を確認するため、人工衛星を活用した撮影チェック機

能を完全なものとし、新たな米政策を開始するにあたり、生産面積と転作面積

を正確に把握して、生産管理台帳を整備すべきである 「需給調整 「調整保。 」

管 「過剰米対策」との関連について、５ページの対応方向③に 「過剰や価」 、

格下落等のリスクに対しても、自己責任の下で対処することが望ましい 、。」

７ページ（システムの基本的考え方）の調整保管「自己責任による余り米の処

理」の中で 「需給調整の結果の余り米は、自己責任で処理することを基本原、

則とすべきでる 」とあるが、計画生産実施者と計画流通米出荷者は過剰米処。

理対策に参加したとしても、計画生産未実施者と計画外流通米出荷者が自己責

任で調整保管や過剰米対策に対処するはずがなく、計画生産未実施者と計画外

流通米出荷者も参加することを担保するシステムでなければ、また不公平感が

生ずることとなる。系統米事業方式の見直しについて、６ページの対応方向⑦

に 「情報を伝わりにくくしている系統米事業方式の見直し」とあるが 「情、 、

」 、 、報を伝わりにくくしている という表現をすると 意図的なものを感じるので

表現を改めるべきである。需要に応じた米の生産という観点から、市場のシグ

ナルを早急に伝える必要があるので、改善すべき点は改善すべきであるが、相

当量のロットの米を安定的に長期間にわたり販売するためには、委託販売、共

同販売・共同計算方式は必要であることから、生産者とＪＡが相互理解のため

協議しながら取り進めるべきであり、一方的に「情報を伝わりにくくしている

系統米事業方式を見直すべきである 」と書くべきではない 「情報を伝わり。 。

にくくしている系統米事業方式の見直し」ではなく 「系統米事業方式におけ、

る情報が伝わりにくい部分を見直す」のであると考える。備蓄について、７ペ

ージ対応方向の備蓄②に 「備蓄については、需給調整とは切り離した形で運、

営し 」とあるが、備蓄は10 0万ｔ程度を基本に、生産調整未実施者の過剰米、

や需要の減少等による持越在庫対策との関連から、需給に応じて一定程度の需

給調整機能が必要である。また、備蓄米の処理については、一定の期間、備蓄

して、主食用米に影響を与えないように、加工用米等で処理すべきである。御

意見は以上である。

（生源寺座長）それでは需給調整に関して。三浦委員。
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（三浦委員）最初に２点ほど意見と要望を申し上げる。意見としては、需給見

通し・生産調整の中で、企画部会の整理の関連である。生産調整面積あるいは

需給調整規模について、現状101万haとなっているところであるが、消費・在

庫等を見ると当面増やさざるを得ないような状況になっている。このことにつ

いて、検討されるべきであり、生産調整部会、企画部会において検討されたら

教えて頂きたいと発言したことがある。企画部会の資料１－１の５ページを見

ると 「需給動向をみると、生産調整面積が10 0万h aが限界であるなどと言っ、

ているわけにはいかないのではないか。重要なのは、どこを改善すべきかを議

論していくことである 」となっている。そこで、10 1万haではいけない状況。

が到来しているというようなことを検証欄に入れるべきではないかと思ってい

る。私は以前、食料・農業・農村基本計画に掲げられた生産努力目標を見なが

ら、最近の需給見通しと、101万haの生産調整規模の必要性などについて吟味

、 、 、が必要との意見を言っており 過去の数値が機能・役割 検証に入っているが

やはり、どういうふうに見通したのかということを入れるべきではないか。そ

のことについて、議論したわけであるからきっちり表現すべきではないかと思

う。もう一点は、６ページであるが、対応方向④の「30年も前の水稲作付面積

を引きずっている現行の配分のベースをリセットする 」ということは、たし。

か不公平・不公平感の中から出てきたことだと思うが、今、売れる米づくりを

掲げて 「客観的な需要予測の下で第三者機関による調整システム」などにか、

かっていくと６ページの④が何を言いたいのか分からないということになりか

ねないので、この扱いについて少し議論した方がよいと思う。私としては、リ

セットするということは、強いて言えば、ここに掲げる必要がなくなったので

はないかと考えている。以上２点申し上げる。

（生源寺座長）２点目の部分については、リセットするというのは、極めて一

般的な書き方である。それくらいであれば、いらないのではないかという指摘

だ。あるいは、需要に見合った米づくりという将来の姿に向けて、このリセッ

トそのものも、できるだけそちらに向かった姿を見せるべきという考え方もあ

るかと思うが。三浦委員どうぞ。

（三浦委員）それでは重ねて申し上げる。このリセットについては、作付面積

の配分をリセットということに受けとめられがちなので申し上げたわけであ

る。すでに、研究会や部会の中でも言われている、生産調整制度全体を見直し

てあるべき方向に向かうのだというようなものがリセットという言葉にこめら

れているということであればよろしいが、そうであれば、もう少し分かるよう

な修文が必要なのではないかと考える。

（生源寺座長）今の件についてでも、その他でも結構である。岡阿弥委員。

（岡阿弥委員）この辺になると流通と関連してくる。二つ申し上げたい。一つ

は、調整システムというところが、５ページ（システムの基本的考え方）の②

にある。需要の予測や調整システムをどう考えるか。私は流通部会の時も申し

上げたが、ここでははっきりした国の関与というものがいる。冒頭の姿のとこ

ろでは、効率的で安定的な形態ということがいわれていて、そういう中におけ

る第三者機関の存在と、当面200万農家が生産しているという状況の中できち

。 、んとした計画化が必要というのとでは相当違っていると思っている ここでは
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第三者機関が行うべきであるけれども第三者機関は責任を持たないので、具体

的には生産者の負うリスクであるという構造になっているとみえる。そこのと

ころは、第三者機関が行い、例えば国は、基本計画をそれに基づき策定すると

いうことを、国の責任として書いてはどうかと思う。要するに、需要の予測が

、 、 、あって それに基づいてマクロの生産を行うということであり ミクロ生産は

それぞれの生産者が、自分が供給している相手先の顔を見ながらそれなりの質

のものを作っていく。マクロとミクロというものは調和させないとまずいと私

は思っている。ミクロの方は自由、マクロの方は第三者機関となると、どこで

調整するのかという問題がここにあると思う。マクロの需要については、国が

指針なり、何なりかを示して行わないと本当の調整はできないのではないか。

二つ目の問題として、７ページの調整保管の「自己責任による余り米の処理」

のところである。私どもは生産段階の余り米と流通段階の余り米があると流通

部会でも申し上げている。需要予測に基づく生産段階の調整というのは、生産

段階で流通段階に投げ込む米というものを数量でもってきちんと整理すべきだ

ということを申し上げている。ところが、流通段階においては、今年もそうだ

が、出来秋から徐々に需要が落ちてきており、新年になっても落ちてきている

ことから、新たに余り米が発生するという問題がある。この問題は、新たな需

要量に対応して、次の生産調整面積なりに反映するという手順で進むのだと思

う。すると、その間、余り米を一定の保管措置なりをしなければ、次の生産調

整にいくまでに価格がずるずると下がってしまう、あるいは、古米と新米とい

っしょになった時期に暴落するというようなことが想定される。したがって、

需給と生産を安定させるという意味では、ここの余り米の処理に対しては、一

定の制度的なシステムが必要であると思っている。そういったことをこの中に

入れて頂きたいと考えている。

（生源寺座長）第１点目の中で、基本計画という御発言があったが、現行の食

糧法の基本計画のようなことをイメージしているのか。

（岡阿弥委員）需給に対する計画で、需要の数字とどういうものから供給して

いくか。その中に国が持っているお米もどのくらい売るかということも計画の

中に入ってくる。そういう計画の策定のことである。

（生源寺座長）その他はいかがか。門傳委員。

（門傳委員）５ページ（システムの基本的考え方）の③「供給量調整手法の検

討」のところで 「数量による調整を基本とする」とあるが、よく新聞の見出、

しなどで誤解される部分である。作付けはあくまで面積で行っているものであ

るから、必ずしも数量による調整を否定するものではないが、現実からすると

、 。面積を基本とした数量といっても やはり面積に置き換えざるを得ないと思う

これだけ読むと、数量を基本といっても、いわゆるポジ管理ですねというふう

な形で誤解を受けかねない場所だと思う。なおかつ、全体でソフトランディン

、 、グを目指す方向で大方の委員は一致しているだろうと思っているので ここは

面積を基本とした数量だとか、そういう形で当面はいかないといけないのでは

ないか。いきなり数量だといわれても、確認はどうするのだとか、反別ごとに

収量が違うのだとか、そういう話になるので、数量といいながらも基本は面積

であると言い換えて頂くと分かりやすい。多分、現場においても推進がしやす
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いのではないかと思うので、付け加えをお願いしたい。

（生源寺座長）ここは、考え方としてはそんなに齟齬はないと思うが、数量を

調整することが基本だと原案に書いてあるわけである。ただ、それを実際に実

、 、 。施する場合には 面積に換算するということも 当然やり方としては出てくる

このことが誤解を招かない形になればよいと思うが、ただ面積が基本というこ

とになると、これはこれで別の誤解を招く感じがするので難しい面がある。そ

れから、数量か面積かという話と同時にポジという考え方にはまた別な側面が

あって、これまでは作らない面積をどうするかということで、色々な施策で苦

労してきたわけだが、ここもおそらくかなりの皆さんが合意されていると思う

、 、 。が 面積か数量かの議論はあるものの これからは作る方の量を配分していく

この点についてはいかがか。これまでは作らない面積を縛る、あるいは広げる

という形で進めてきたが、これはもう限界である。技術的にも限界であるし、

本作化についても非常に足かせになっている面があり、これはこの研究会とし

ても直すべきだという合意になっていると理解している。

（門傳委員）私としても、作らない面積ではなく、作る面積という意味で言っ

ている。

（生源寺座長）高橋委員。

（高橋（耕）委員）数量ということと面積ということが議論されているが、や

はり、量で抑えないとはっきりしないということが基本にあるので、量が先行

して、裏書きとして、実際に行うには面積でやらざるを得ないというのが実態

ではないか。それから、私も市町村で事務をしている職員とも話をし、農家の

人とも話をしたが、だいたい北陸地方では50代から60代が稲作をしている人が

。 、 、多い 40代になると 戦後生まれで親父の手伝いをするかっこうで営農したり

集落営農のオペレーターとしてやるとかいうことである。なかなか米の政策は

、 。 、ややこしいので 米政策となるとはっきりした返事がもらえない 60代の人は

やはり戦後の30年くらいの増産時代の意識が抜けない。我々は一生懸命まじめ

にやってきた、そして、生産調整も100％こなした、麦の本作、大豆の本作も

やってきた、それにもかかわらず、なおかつ自己責任で、価格が下がるのは当

たり前、自分でかぶるのは資本主義経済の原則であるというのは、当然だと言

われればそれまでであるが、何かしら意識の中では釈然としないものがある。

農協へ出せば米は終わりというわけではないが、実際に代金が入ってくるわけ

であり、そのくらいのところで、大都会の周辺は別としても、主産地としては

大変な問題であるといった意見が多い。自己責任は分かるし、これはギャラン

ティをやらない人たちのためにも書くべきではあるが、表現の仕方は考えても

らわないと困る。それから、30年も引きずってきた減反の割り当て面積が、一

気に置き換わることは大変な混乱を招くということになる。私の福井県は、何

と27％と滋賀県よりも低い。全国平均の３割台に上がるとなるとてんやわんや

になる。これは30年間の経過があり、良い悪いはもちろんあるが、土地改良し

て排水も良くなって多角経営はできるようになってはいるが、雪が降って排水

が悪いという条件の中ではある程度考えてもらわなければならない。というこ

とで、ある程度上がることはやむを得ないし、麦や大豆を本作として、このま

まのよく似た状態の制度の中で続けられるならばもう少しやってもいいという
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意見がなくはない。しかし、いっぺんに変えることは大混乱をまねくし、根本

的に営農の仕方が変わらなければならなくなる。遠藤副大臣がおっしゃったこ

とは大いに分かるわけであり、改革はしなければならないが、あまり大きな変

化になるとたまったものではない。例えば、４つの方策、対策があり、このＡ

ＢＣＤをうまく組み合わせるのならばよいが、これがＧになってはたまらない

といった反論を聞き及んでいる。市町村の事務については、どうしても面積で

割り当てて確認するのはある程度やむを得ないと思う。そういう意味で現実の

問題と理想との間にかなりの格差がある。農協の方の意見を聞くと、我々は一

生懸命やってきたのに、こんなに変わって米が一万円になるのでは、とてもた

まらないと共通して言われる。私どもも色々な案があって、改革はしなければ

ならないけれども、現実の農家の意識というものと米に対する愛着、そういう

ものを主体にいく余地がないと米がおかしくなってしまうという思いも非常に

強くしたので申し上げた。保守的な意見だけで改革が進まないと言われるかも

しれないが、現実の問題となると簡単ではない。自己責任の議論が出っぱなし

であるが、その辺の表現は考えて頂かなければならない。地方の新聞には生産

調整のお金は出さないという記事があって、よく見たら稲経のことだけいって

いたり、あるいは生産調整は数量だけでやるとかという記事があり、何だこれ

は、ということがあった。報道陣の方もおられるが、先走ってポンと出してし

まって、おかしいじゃないかとか、こんなこと説明した覚えはないとか、導入

した覚えはないとかということになるので、その辺の出し方については、慎重

を期して頂きたい。

（生源寺座長）早川委員。

（早川委員）今までの意見の集大成になるが、私も、面積か数量かという話は

何度もここで出してきた。地方自治体あるいは農協の事務量の膨大さというも

のに対しては、何とか簡素化をというのが皆さんの意見であり、ほぼ共通の認

識ではなかったかと思っている。そうすると、数量か面積かという話は、生源

寺座長が言われるように色々な意味合いがあるので、先程のネガかポジかとい

った単純な言葉尻の話ではないが、もう少し補足した形で出していかないと誤

解を招くような気がする。その辺は、先程から私どもが言っているように、数

量のように見えないもので確認しろといわれてもできないので、数量管理とい

えども、面積を加味した中での数量管理という形にしていかないと実効性の確

保ができないのではないか。このような気がするので、くどいようだが再度申

し上げる。

（生源寺座長）それでは、中野委員。

（中野委員）需給調整の関係で、私は流通部会の中で、国の機関、農水省の中

で、需要の予測をして頂きたいと申し上げてきた。それは可能な限り精度が高

い方がいいとも申し上げた。それは100％という意味ではなく、前年の実績と

か動向を踏まえた上で、需要を予測して頂かないと需給調整はできない。とい

うことで、５ページ（システムの基本的考え方）の①にあるように、これは是

非農水省の方で需給予測をお願いしたい。それから５ページの対応方向③、あ

るいは③のアに書かれているように、生産者に自己責任ということが書いてあ

るが、例えば、全国の需要量を発表したからといって農家が自己責任で判断で
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きるわけではない。自己責任と書いてあるが何を基準に判断するのか。そうい

うものが全くないから、私は書き方をいくら変えても現場では、ほとんど不可

能だと思っている。だから、こういう書き方でなくて、やはり今までやってき

たような需要量を出したら、それをきちんと配分して、そしてある程度の目標

をそれぞれの地域に示さないと、現場では非常に混乱すると思う。だから、そ

ういう意味では、例えば、生産量が一定を越えたら価格が安くなる、それを自

己責任で解決しなさいとか、そういうことが現場では分かるはずがない。数量

で配分しても面積で配分しても結果として豊作や不作はあるわけだから。そう

いう意味で私が申し上げているのは、需要量を出した以上は、国が需要に対し

てどれだけ生産できたかということに責任を持たないと。需要量は示したが実

。 、際に採れた数量は知らないよということは通らない 自分たちが示した以上は

、 、 、それによってどれだけ生産されたのか それが例えば 需要量を下回ったとか

あるいは需要量よりも多く採れたとか、10ａに500ｇとか１kgとかそういう数

字で何十万ｔとかいう数字になってくるので、そういう意味では農家がどれだ

け努力したかによって、豊凶の差によって収量に差がでる。そういう時に、そ

れは自己責任だという政策はあり得ないと思う。需給の調整あるいは需要量を

示して、そしてそれによって、ポジでもネガでも結構であるからきちんと作付

面積を配分した上で、結果に責任をとるというのが政策のあり方だと思ってい

る。

（生源寺座長）それでは横川委員。

（横川委員）米の生産調整は、30年間で様々な不都合が蓄積されたので、その

結果として、現在対応策が必要とされているのだと思う。私は、面積や数量と

いう実務的な技術論よりも、問題の本質として米の消費量が低下してきている

原因を把握した上で需給問題を議論しないと進まないと思う。

要は、売れるお米は減反しない売れないお米は減反するという基本的な考え

方に沿って自給の問題に触れなければならない。つまり、多様化した消費のニ

ーズに対応できるお米は、売れるので必然的に増産となるし、結果として自給

率の向上にもつながると思う。

（ ） 、 、生源寺座長 自給率については 仮に１年や２年下がるトレンドがあっても

制度がはっきり変わることによって、３年後、４年後に上向きになるというこ

とであればそれが一番よいと思う。山田委員。

（山田委員）それでは、５ページと６ページについて何点か申し上げたい。最

初の１点目は、先程来議論が出ている、５ページ（システムの基本的考え方）

の②「第三者機関による調整システム」であって、議論に出ているとおりだと

私は思っている。第三者機関の具体的な構成・機能・役割については、今後の

検討課題ということできちんと整理されており、そのようなことだと思うが、

②の中に行政機関の協力が必要だと書いてある。行政機関の協力が必要だとい

うことになると第三者機関は行政機関とは別に作られるというものになるのか

と思う。そうすると、先程来出ているように、政府の役割は何なのか、また、

ここで需給計画なり、需給見通しなりは誰がどのように策定するのか、という

議論がでてくるので、そういう面では先程来の議論に賛成である。２点目は、

５ページ（システムの基本的考え方）③の面積か数量かという調整手法の問題
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である。早川委員から御意見が出ているようにどちらが基本でどちらが従とい

うことは、私は言わないが、両方あいまってより効果的な手法を出して頂きた

いと思う。とりわけ過剰米が出てきた時、数量の場合に、過剰米処理をどんな

ふうに把握するかという観点でみると、両方の側面が必要だと考えている。３

点目は、５ページ（システムの基本的考え方）④の「地域で選択可能なシステ

ムの構築」である。２行目に「例えば地域の特色ある農業者の展開等の施策と

は分けることとし 」とあるが、ここは私が一貫して言っているが、分けられ、

ないと考える。当面の需給調整をどう取り組むかということに関連して分けら

れない部分が出てくるわけであり、ここで分けるという形を原則にしてしまう

と、メリット措置の具体的内容は今後検討することになっており、その検討内

容いかんによっては、その後どうしても分けられない部分が出てくると考えら

れるので困ることになる。その点は申し上げておきたいと思う。４点目は、佐

藤委員や中野委員からも出ている５ページの対応方向③並びに③のアの部分で

ある 「自己責任の下で」というのは削除して頂きたいと思う。アの部分にも。

自己責任があるが、ここでは自己責任という言葉を使わなくても十分意味を果

たせると思っている。アの部分の括弧書きにある「例えば」以下の部分である

が、ここは部会でも多くの意見が出され、相当しっかり分かるように整理され

ていることでは評価する。しかし、括弧書きの一番下から３行目に「全体とし

て需要量に見合った生産を確保する仕組みが望ましい」とあり、単に選択であ

ったり、自由な生産であったりするわけではなく、全体として需要量に見合っ

た生産を確保する仕組みを作るのだと書いてある。これは、ものすごく大事で

ある。とすると、あえてこの上に、選択とか、自己責任とか、自由な作付けと

かいう言葉を使わないでもここは整理できると思っている。では、どのような

言葉を使うか。例えば、私は「自己責任の下で 「自由な作付け」といわない」

で 「主体的に取り組む」という言い方で整理できると思う。５点目は、６ペ、

ージ（システムの基本的考え方）の⑤「主業農家と副業的農家の違い等、性格

の異なる農業者に対する施策の区別」のところで、ここは実は相当手直しして

頂いて、かなり分かりやすくなったということで基本的には賛成である。しか

し、このようなことを言うと中身ではなく見出しにこだわるのかと言われそう

だが、見出しの部分について 「主業農家と副業的農家の違い等 」というの、 、

は外して頂けないか。よろしくお願いしたい。

（生源寺座長）確認したい。３点目の御発言の中で、メリット措置の内容によ

ってはどうしても分けられない部分が出てくるという御指摘があったが、そこ

がうまくクリアできるならば、分けた方がよいということか。

（山田委員）いや、分けるという言葉を使わない方向で考えるということであ

る。

（生源寺座長）少し踏み込んで申し上げたい。今、作る方をコントロールする

という一応の合意を前提に話をしている。そうすると、これまでの作らない面

積をこなすことに対する助成というものと相当考え方が変わってくる。それか

ら、部会の中でも色々議論されているように、表現はやや不適切かもしれない

が、麦なり大豆なりの政策がお米の方の政策動向に振り回され、結局腰の入っ

たものになっていなかった。そこを打開したいという議論は本研究会でもずい
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ぶんあったと思う。だから、技術的に分けられない部分が見えてくるかもしれ

ないが、これはできるだけ克服するというのが、これまでの議論の流れではな

かったか。

（山田委員）メリット措置の具体的内容の検討いかんによって、ここの部分の

整理が出てくるところがあると思う 「分けることとし 」などとはっきり言。 、

わないような整理の仕方はないのか。

（生源寺座長）上場委員。

（上場委員）今の山田委員の発言に対してだが、私は分けるべきだと思う。例

えば、中山間地域に対する対策が、試行的ではあるが、ディカップリングされ

た施策として始まっているわけである。あくまで行政の対象とか政策の区分に

よって分けるべきである。例えば、転作補助金でも、大きな集団だったら10ａ

８万も出るが、小さな集団だったら全然出ないという話だからおかしくなる。

転作したのであったら誰でも出るとかするとシンプルになる。そこは、きちん

と分けるべきだというのが私の考えだが、山田委員が分けない方がよいとおっ

しゃる理由をききたい。

（生源寺座長）三浦委員、関連ならばどうぞ。

（三浦委員）先程５ページの対応方向③のアと（システムの基本的考え方）④

の関連で、山田委員から発言があったわけだが、その際、③のアについて「主

体的に取り組む」という表現に改めてはどうかという発言があった。私はその

主体的取り組みの判断の先に何があるのかということを考えたら、今の表現で

。 、 、よいのではないかと思う すなわち かねてから議論の中心になっているのは

生産調整政策を通じて生産意欲だとか創意工夫が欠如してしまったのではない

か、それをもって頂いて展望が開ける生産者形態を作って頂くべきだ、という

ことであり、主体的な取り組みの判断ができるようにするためということであ

れば、この表現でよいと思う。それから、④で上場委員からも意見が出たが、

メリット措置と施策を分けるべきだというのは、私もそうだと思う。やはり、

これは分けるべきである。需給調整政策と他の対策を混乱させると、またいく

つも要綱、要領が重なって分かりにくくなっていく。もう１点。６ページ（シ

ステムの基本的考え方）⑤の主業農家と副業的農家の違い等はこう書くべきで

あると思う。あれだけ議論があったことについて触れないで通るということは

いけない。副業的農家であっても需給調整に参加する人たちに対するメリット

措置はフラット、イコールというふうな解釈にたてば、やはり、こう書いた方

が分かりがいいし、当然だと思う。

（生源寺座長）関連ならば、永石委員どうぞ。

（永石委員）まず、５ページ対応方向③のアの自己責任について論議されてい

ることについてである。30年間の米づくりの中で、戦後は食料不足で増産を行

ってきた、今回は余ってきて生産調整を行ってきた。機能はもともと農家は分

からないというのは今までやってきた中で前提で議論されているのではない

か。食の安全にしろ安心にしろ基本にあるのはちゃんと責任を持つのだという

ことであり、そういうことをちゃんと書かなければならないのではないか。そ

ういう面では、生産調整は誰のため何のためにやるかということについて、当

初から議論されているわけであるから、ここは生産者自身が責任を持ちなさい
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よというものが絶対必要だと私自身は感じている。したがって、自己責任とい

うのを出した上で行かないと、誰のため何のためというのが薄れてくる。そう

いう意味で、自己責任というのを絶対に削除しないでほしいと思う。続いて、

（ ） 、システムの基本的考え方 ④のメリット措置と施策の関係についてであるが

三浦委員が言われたように明確に区別していかないと、かえって複雑怪奇にな

ってしまうと思う。

（生源寺座長）それでは、山田委員。

（山田委員）最初に上場委員からの質問にお答えしたい。分けられないからと

いうことである。それでは、資料の14ページを御覧いただきたい （システム。

） 「 」 、の基本的考え方 ①に 地域の特性に応じた水田利用のあり方の検討 の中に

「水田の有する多面的機能の重要性など、地域の特性に応じ、将来の水田利用

のあり方を検討した上で、畑地化等により、米の需給ギャップの縮小を推進す

る」とある。正に私は畑地化はあり得ると思う。ましてや、15ページに耕畜連

携の推進ということで的確に整理されている。場合によっては、こういう形で

水田農業構造改革を進めていかなければならないという場面が生じるわけであ

り、地域の特性に応じた構造改革を推進して米の需給ギャップの縮小を推進す

るということと、５ページの「当面の需給調整に対するメリット措置」と違う

のかどうか。もちろん、メリット措置の中身は何なのかということの点検がな

ければならないし、同時に地域の特色ある農業とは何なのかということについ

ても詰めが必要になる。今は、イメージがそれぞれあると思うから、このよう

な整理になっていると思うが、具体的な施策の中では、きちんと分けることが

できない場面が出てくると思う。麦、大豆の生産振興からしてそうである。個

別農家で作っても売るあてはなく、あくまで集落や地区で団地的にしっかり作

りあげるということでないと、本当に麦や大豆を作りあげるということにはな

らないわけである。そうすると、そうした団地的な特色ある取り組みと需給調

整は関係してくると思うので、あえて申し上げている。具体的な手法、内容の

検討の中で、ここの部分について議論があるよということならば、私は分かっ

たというが、そうではなくて、分けると書いてあるから分けるのだ、と言われ

てもかないませんよという意味で申し上げている。次に、同じ５ページの対応

方向③のアの部分で、自己責任と書いた方が正に新しい展開になると言われる

わけだが、私はこう書くと一番問題になると思っているのは７ページとの関係

である。７ページ（システムの基本的考え方）に「自己責任による余り米の処

理」とある。結局、どう考えてみても、この選択制、自由な作付け、そして自

己責任といってできた仕組みでも、避けられない短期的需給変動が起きる。こ

の短期的需給変動による余り米をどう処理するのか、誰がどう考えるのか、ど

ういう仕組みで対応するのかということがなければならないので、ここの部分

をもう少ししっかりしておきたいと思った。だから、全体として需要量に見合

った生産を確保する仕組みとおっしゃるわけだから、これができれば７ページ

にある自己責任による余り米の処理ができるかもしれない。このように関連が

あるので、自己責任にこだわったり、自由な作付けにこだわったりしている。

（生源寺座長）それでは、上場委員。

（上場委員）山田委員に御質問したことに半分答えて頂いて、あと半分は違っ
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たお話であった。施策を分けるか分けないかで、分けない理由をお尋ねしたわ

けだが、山田委員の言われることがさっぱり飲み込めない。今私は県内の農家

の人とか、あるいはＪＡの理事会とか、実行組合長さんのところを回って、経

過報告をしたり御説明をしたりしている。ここは、農家や農協関係者の関心が

非常に深いところである。どういう政策体系になるのかということは。したが

って、ここはよく分かるようにしてほしい。今、三浦委員や永石委員がおっし

ゃったことと同じことを農家自身も言っている。これは山田委員個人としての

お考えなのか、農協系統でだいたいそういうお話になっているのかも含めてお

聞きしたい。

（生源寺座長）山田委員の御発言で、14ページの水田利用のあり方の検討を引

用して、理由の説明にされているが、これはいわば一般論として農業政策は一

体的に進めるくらいのレベルの話である。この研究会全体が、お米以外の品目

の振興のことと生産調整のことをセットで議論しているわけで、その意味では

全く別物として議論することができないというのは当然である。ただ、問題に

なっているところはメリット措置とそれから特色ある農業の施策であり、かな

り限定的な部分であって、ここは私が先程も発言したけれども、これまでの色

々な弊害、それから生産する量のコントロールに転換することから考えると、

「 」 。基本は 分ける という議論でこれまではきているというふうに理解している

山田委員。

（山田委員）私の資格に関する質問が上場委員から出たので、お答えする。私

は全中の専務であるが、ここで話をすることについて、いちいち了解をもらっ

ているわけではないので私個人として発言している。当たり前のことである。

そのようなことはここで議論すべきことではないので、生源寺座長から一言お

願いする。私自身うまく説明できなかったことがあるかもしれないが、そこは

お許し願いたい。それから、生源寺座長のおっしゃることはよく分かるが、メ

、 、リット措置の具体的内容が分からないわけであり どのことがメリット措置で

どのことが特色ある農業の施策なのかについてそれぞれイメージが違う。その

中での整理になるわけだから。そういう面で 「分けることとし 」と書いて、 、

、 。あるから全て分けるよという話ではないのでしょう というくらいの話である

（生源寺座長）座長から一言というお話があったが、私が伝えるまでもなく、

伝わっていると思うので結構かと思う。この中間取りまとめは、もちろん詰め

るところは詰めるが、基本的な考え方を示すということでいきたいと思ってい

るので、この点は御了解いただきたいと思う。それでは、竹内委員。

（竹内委員）今、大論争を聞いている方は、何を議論しているのか分からない

と思う。実はこの議論はおそらく私が最初に提起した議論だと思うので、その

意味で私の結論を申し上げたい。山田委員の議論と上場委員の議論は、全然矛

盾していないし、喧嘩しているようで、全然喧嘩していないと理解している。

、 。 、私がそう申し上げたのは 具体的な問題意識が事実であるからである 例えば

麦、大豆もそうであるが、仮に、今の方策で麦、大豆を増やしたい、そして増

えたとして問題解決するか、解決しないわけである。ますます矛盾が大きくな

る。例えば、麦については、今、内麦外麦プールでやっている。これは議論が

あるが、内麦がプール以外の方法でやることはまだ見えていない。プールの方
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法でやって、麦がどんどん増えてくると、うまくいかなくなってしまう。麦、

大豆両方に共通しているのは、転作奨励金の単価がほとんど同じである。実際

に麦、大豆が市場つまり購入者、これは一般消費者ではなくて製粉メーカー、

納豆メーカーであるが、このメーカーは品質に対しては厳密な要求をする。そ

れはよい品質のものは高く売れるからである。つまり、ユーザーのニーズが反

映しているのは、市場でもって反映されている。市場で値段が付いている。そ

の上に、転作の場合には、その２倍３倍もの奨励金が付いている。これはほと

んど一本価格である。どうしてこういうことが起きたかというと、やはりもと

もとの考え方が、転作奨励金なのか、麦、大豆の振興奨励金なのか、これが頭

の中できれいに分かれてなかった。もし、麦、大豆の振興奨励金ならば、当然

市場の評価の高いものには、高い補助金を出すことを考えるはずである。とこ

ろが、やはり転作はものすごく大変であるから、転作奨励金という発想が非常

に強かった、つまり、いっしょになって考えたわけである。これは、直さなけ

ればならないということは皆さんそう思っているわけである。こういうことに

、 。関して 切り離しができないということを山田委員は言っているわけではない

実際に現場でもって作るには、農地は同じであるから、団地化してやるのが効

率的だとか、営農指導はこうやる方が効率的だとか、現場の対応を考えると切

り離せないと言っているわけである。実は別のことを議論している。だから私

は、文章は強いて直す必要はないと考える。強いて直すとすれば、考え方の整

理がいる。理解としては、冒頭に申し上げたように、一本の政策では考え方と

しては無理である。数学の方程式と同じである。したがって、考え方は二つい

る。それを一本化する時は何らかの工夫がいる。冒頭に申し上げたのはそうい

う意味である。それから、頭の考え方として、政策には目的があるので、何の

目的でこんな政策があるのかを考え、その政策目的が違うなら一応分けて考え

る。しかし実行に当たっては、政策の中身や各論を作る時には、現場と一体で

あるから、組み合わせて、つなげて、工夫することは当然ある。だから、山田

委員は後者のことを言われているわけであり、全体の切り離しのことを言われ

ているのではないと思う。このように、よくかみ砕くと議論は矛盾しない。大

事なことは、今具体的に矛盾が目に見えているということで、それを解決しな

いとつまってしまうので、それはしっかりやって頂く必要がある。そういうこ

とを念頭においた表現をして頂ければ、そこから先の表現ぶりは部会長におま

かせしたいと思う。

（生源寺座長）お待たせした。高橋委員。

（高橋（耕）委員）６ページ（システムの考え方）の⑤には 「主業農家と副、

業的農家の違い等、性格の異なる」と書いてあるが、私のところは、集約農業

を展開してブロック生産が多いわけだが、そうなると主業農家も副業的農家も

物によって進むので、実際転作なんかやっている場合は区別はできない。もち

ろん、この内容としては転作に協力する農家と協力しない農家、これは前にも

坂本委員が言われたが、法的措置までには行かなくても色々な面で非協力的な

農家については区別するべきであるということは曲げることはできないと思

う。主業的と副業的というが非常に区別は難しい。たくさん作っているから主

業的でもなく、５ha作っていても息子は学校の先生をしているというところも
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ある。だから、北陸みたいに兼業農家の比率の高い所は、これはできないとい

う感じがする 「等」と書いてあるが、これは逃げ口上みたいなところがある。

と思う。だから生産調整に協力しない農家については判然と区別しないと、こ

、 。れは悪い者勝ちとは言わないが はっきり性格づけをすべきではないかと思う

この辺の区別がごちゃごちゃになっている気はするので、経営については少々

区別して扱って頂きたいと思う。

（生源寺座長）今の部分については、区別するものしないものという整理をし

つつ、境目をどうするかということについては、これまでも主業農家、副業的

農家と言われてきたが、非常に大雑把な話であって、政策を組む時は、当然、

。 、他の要素も考えることになることも含めて書いているつもりである それから

これはこれから先、具体的な宿題という中で事務局に御検討いただくというこ

とになると思うが、集落営農という形で、これも色々なタイプがあるが、事実

上グループで一体でやっているようなケースで、どのメンバーがどの部分に貢

献しているか分からないような営農が実際に各地にあるのだろうと思う。そう

いう場合、例えば、事務局への宿題の答えを私が申し上げるということではな

いが、グループの皆さんのはっきりした合意の下に、そこはグループを一つの

単位として考えることもありうるだろう。その辺になると、原則をはっきりさ

せた上で、どういう現場に合った取り組みができるか、という応用問題的な形

になるのかと思う。少し具体的に踏み込みすぎたかもしれない。それでは、坂

本委員。

（坂本委員）自己責任という言葉が議論されているが、次の新しい政策が出た

時に自己責任という言葉と売れる米づくりという言葉が一人歩きすると、前の

食糧法の時の「作る自由、売る自由」と同じように我々末端で行政もかかわっ

てくるということになれば、非常に厳しい対応をせまられることになる。私は

自己責任の下に売れる米を作っている、となると、仮に数量調整、面積調整を

割り当てても、行政を担う者としてはつらいものが出てくるということを心配

している。第三者機関については、前にも髙木部会長に伺ったが、我々末端行

政は非常に強いプレッシャーの下で生産調整に関わってきた。あくまで100％

達成ということで努力に努力を重ねてやってきた。第三者機関に 「地域間、、

農業者間の調整基準の策定と具体的な調整実施の機能をもたせるべきである」

となっているが、最後に「行政機関の協力が必要である」となっている。それ

では、第三者機関にどれだけ責任を持って頂くのか、あくまで我々はサポート

的な協力でいいのか、というのが出てくると思う。今までは、行政の色々な取

り組みにしても、助成にしても、国の助成だけで足りなく町の金を使いながら

やっているわけである。これでは、我々行政は脇にどいていいのかという感じ

にとられかねない部分であるので、市町村の立場を明確にして頂かないと。も

う第三者機関がやるのだから我々は少し協力するだけでいいよ、ということに

なりかねないという心配も見られるので、この辺もう少ししっかりした形がよ

いのでは思う。それからもう一つ。６ページの主業農家と副業的農家について

は、前から生産調整部会の方で議論となっている。私の所も3,7 0 0 h aほどの水

田をかかえている町村であるから、大変つらいものがある。その中で、担い手

農家の育成を中心にやってきているが、残念ながら今の政策では、一番先にく
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。 。たびれてしまうのは担い手農家である このままで日本の米づくりはよいのか

先程高橋委員が年齢構成を言われたが、おそらく50代、60代、70代の人が背負

っている。このまま、10年ないし20年先にいった時、果たして日本の米は今の

ままの生産力を達成できるのか心配である。だから、区別するのは系統の方は

大変やりづらいし、我々としてもやりづらいが、きちんと中心農家を育成する

施策にしないと日本の米づくりに不安があることは間違いない。やはり、こう

いう区別する形での新しい施策が必要と思っている。

（生源寺座長）その他需給調整のパーツで。門傳委員。

（門傳委員）私も５ページ（システムの基本的考え方）②の第三者機関に対し

て大変不安であり、全然見えない。行政機関の協力というのは、国なのか、県

なのか、市町村なのか、すべてなのか分からない。仮に第三者機関を作ろうと

しても、今この状態で手を挙げて、私がやるというところはまずない。できる

だけみんな引きたい引きたいという中で、第三者機関を作るといっても誰がや

るのか。誰もいない。また、その中で、国も食糧法でいうところの基本計画と

いうものがあるわけであり、ここの行政機関というのは国ではないのかと勘ぐ

りたくなる。国におんぶにだっこをするということではないが、当然、国があ

る程度しっかり関与していかなければいけない。我々生産者もしかるべき努力

と責任も負うという意欲は当然ある。どうも 「自己責任」という言葉が踊っ、

ていたり 「行政機関の協力」といった形で引いた文章が出てきたり、それで、

大丈夫なのかという感じがする。やはり、基本的に我々ががんばるのは当たり

前だが、国もこれだけきちんとした部分で関与してやるのでどうか皆さんがん

ばりましょうといった、少し抽象的な言い方だが、そういったスタンスでない

と何もできないと思う。全部自由だとか都合のよい部分ばかり出てきて、かた

や国はもっと腰が引ける形である。もうちょっとそれぞれの関係機関が、役割

の見直しとかいうのがあるが、ここはそういうことだけではなくて、より明確

に、より具体的なものをできるだけこの場で取りまとめて頂きたい。

（生源寺座長）その他にこのパーツで。なければ次に移りたいと思うが。

（上場委員）今の門傳委員の意見に対するお答えとか。その他、坂本委員のお

話にある市町村も県も実は同じなのか。

（生源寺座長）この点は、先程からかなり議論が出ていると理解している。最

終的な取りまとめをどうするかということをいずれお諮りするが、３部会長の

。 、御協力を得て取りまとめ案を作成しようと考えているところである その時に

具体的な修文の必要があるかどうかをお諮りしたいと考えている。第三者機関

については、総論のところでもすでにいくつか議論されている。それでは、立

花委員。

（立花委員）５ページの対応方向③であるが、ここのところは従来と違って、

新しい方向を出しているので、基本的に賛成である。特に③のアの部分で、正

に皆さん農業サイドからの不平不満をどうしていくのか、それに対しては、百

人いれば百の不平不満があるという話だが、基本的にはおそらく括弧書きのこ

ういったことで、自由に作る場合には政府の助成はない、生産調整に参加する

場合には一定のセーフティーネットがある、そういう意味の選択ということで

ある。これからの担い手がどうやって生き延びていくのかという時に、自ら選
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択して 「私は自由に作る、そのかわり政府の助成はない 「私は生産調整に、 」、

参加する、そのかわり一定のセーフティーネットがある 、これがいわゆる一」

つの担い手の選別となる。その大きな契機になると思うので、③については基

本的にはこういう方向でまとめて頂ければありがたいと思う。

（生源寺座長）山田委員。

（山田委員）７ページに関連して意見を申し上げる。１点目は７ページの対応

方向、備蓄の②に「備蓄については、需給調整とは切り離した形で運営し 」、

、 、 。となっているが これは切り離せないと思うので ここの整理が必要だと思う

というのは、具体策を今後議論していく時に出てくる内容かと思うし、それか

ら総論のところにまとめてあるが、要は主食用の米だけではなくて、需要に合

わせて加工用等様々な需要に答えていく米づくりを行うと書いてある。そうい

うことについての対応、さらには現行の備蓄のありようと関連して、備蓄の運

営については、もちろん主食用を中心とした対応となっているが、圧倒的に現

実的な運営は、最終的には加工用を含めた対応をせざるを得ない運営となって

いる、それが実際であろうと思う。とすると、ここは後ほど申し上げる２点目

の過剰米の処理の仕組みを今後具体化していくいうこととも関連して、新しく

加工用等備蓄制度を考えていかなければならない局面もでてくると思っている

ので、そうした具体策と関連させて、整理していくべきではないかと思う。今

のところ具体的な案がないということなので、あえてわざわざ「切り離した形

で運営し 」と書く必要はないので削除をお願いしたい。２点目は同じく７ペ、

ージ（システムの基本的考え方）にある「自己責任による余り米の処理」であ

る。私は最初から自己責任について言っているが、要は最後にここにくるため

に自己責任のことを言い続けてきた。それくらい、短期的な避けられない需給

変動にどう対処するかということは、多分、新しい生産調整手法の一番の柱に

ならざるを得ないことである。その時、団体の役割は何か、生産者の役割は何

か、国の役割は何か、ということが検討されてしかるべきである。国は、自己

責任ということで一切手を引くという議論をしだしたら、米の安定供給はどう

するのか、安定流通はどうするのか、いざという時の対策はどうするのか、と

いう基本に全部に関わってくるので、何度も何度もこの研究会で申し上げてき

た経緯がある 「自己責任による余り米の処理」の部分は 「基本的考え方に。 、

立って」以降、相当程度、当初の部会長案を修正して頂いて、分かりやすくな

っていることは高く評価するところであるが、それにしても自己責任による余

りという言い方は適切ではないと思っている。この見出しの整理を含めて問題

提起をしたい。

（生源寺座長）それでは、佐藤委員。

（佐藤委員）先程の立花委員の御発言についてだが、私の意見は反対である。

とにかく、５ページの対応方向③のアの部分だが、この部分をどのように現場

、 。で判断するかとなったら これはもうめちゃくちゃになってしまうと心配する

それから、立花委員も農村のことを勉強なさっての発言だと思うが、かなり時

代が変わってはいるが、農村の仕組みなり、集落の仕組みを考えると、立花委

員のような考え方は非現実的ではないかと思う。将来はどうなるかということ

までは、私は分からない。理想としては、色々なことが頭の中にあるが、現在
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の農村の状況からいって、大混乱になる。ここのところはどうしても削除して

頂きたい。

（生源寺座長）門傳委員。

（門傳委員）今の５ページの対応方向③のアのところで、これは将来的にはそ

ういう方向という意味で書いてあるのならば分かるが、これが一気にこういう

形になるのであれば混乱するわけである。そういう意味で最後に望ましいと書

いてあるのかもしれない。やはりここは新聞の見出しになりやすい部分だと思

うので、ここはもう少し説明をして頂ければよいのではないか。皆さんの意志

とすれば、然るべき農業形態の中に、然るべき米づくりを担って頂きたいとい

うのは同じだと思うので、ここは表現の仕方だけではないのか。

（生源寺座長）ここは表現の仕方の問題はない。将来こういう形で行うことが

望ましいという意味合いではないはずである。来年、直ちにという話にもなら

ないが、具体的な形が練られ、また新しい方式について周知徹底が図られたそ

の段階で、こういう形でいってはどうかという提案になっている。今、佐藤委

員、立花委員の御発言があったけれども、こういう形のアイデア、考え方が出

、 、 。 、てきた背景には 一言で言うと 現場での閉塞感があるからである それから

「主体的な取り組み」という山田委員からの御発言があったわけだが、それが

今の生産調整のシステムでは実現できていない、つまり、主体的な判断が損な

われているという声がある。もう一つは、市町村行政の方が、もちろんＪＡの

方もそうだが、どちらかと言えば行政の現場の方が配分をお願いし、いやなこ

とを押しつけるという形になっていて、現地検討会でもこういうことなら返上

したいという御発言もあったほどである。そういったことに関して、何とか打

開する必要があるということである。それで、かつて食糧法ができた時の「作

る自由、売る自由」というフレーズがその他の情報が正確に流れることなく伝

播したということで、色々な混乱を招いて、それが実は今も尾を引いていると

私は思っている。そういうことはきちんとする。しかも、当然ながら、ここに

メリット措置を明確にするということもこのような考え方とセットで書かれて

いるわけであり、だからこそ最後に全体として需要量に見合った生産を確保す

る仕組みということになっているわけである。この点については、今申し上げ

たように、この研究会での議論、現場での色々な問題点、それから実際にこう

いうことができるのかどうか、またそのためにはアナウンスも含めて、どうい

うことをすべきか、といったことが一体となって出てきている文言というふう

に御理解頂きたい。したがって、将来こうなるというよりも、むしろできるだ

け早くやるという意味合いでメモとしては整理されている。御議論があればど

うぞ。

（門傳委員）もちろんそれは、ある程度前提条件がクリアされた場合というこ

とか。

（生源寺座長）今申し上げたようにメリット措置とか、周知徹底の問題である

とか、そういったことは当然考えなければならない。それでは、飛田委員。

（飛田委員）それでは、５ページについてお話ししたい。私も行政で生産調整

の仕事を長くやってきた。それで、一番の問題は、やはり30年生産調整をやっ

てきても農業者はいつまでたっても行政からやらされているという認識が抜け
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ないということだと思う。そういうことを考えると、佐藤委員の方から現場が

、 、大変混乱するのではないかという話があったが やはりこれからは自己責任で

。 、自己判断で対応していくことが重要なのではないか ここに書いてあるように

生産調整に対するメリット措置が具体的に示されるわけだから、それをみて、

どのように判断をしていくのか、どういう対応をすればいいのか、今の農業者

はそこまで判断してやっていくような取り組みが必要であろうと思う。ただ、

、 、何年度から実施するのか あるいは具体的なメリット措置がいつ示されるのか

この問題はあると思う。それで、現在マスコミ等で生産調整に関する研究会の

内容について、情報が提供されているが、どうもその情報は、数量による調整

手法について、面積なり数量なりをどのような形で配分をしていくのか、ある

いはどのような形で実績を確認していくのかというような具体的な手法がまだ

示されていないにもかかわらず、単に数量で管理するという部分が一人歩きを

しているのではないかという気がするし、選択制による生産調整についても、

具体的なメリット措置等を判断して生産調整をしていくということが十分知ら

されずに、ただ、農家の自由で選択によって生産調整がされるとなっている。

あるいは一部の報道によると、生産調整はもうやらなくてもよいというような

報道までされているようであるので、その辺は十分に現場で誤解を招かないよ

うメッセージの発信、ＰＲをして頂ければと思う。

（生源寺座長）その他この需給調整のパーツについて。竹内委員。

（竹内委員）選択制のところは私も心配し続けているが、この文章で一番大事

な需給調整をしっかりやるのだということが書いてあるので、私としてはこれ

で表現としてはよいのかなと思うが、全般の選択制については早急にできるか

はかなり疑問に思う。議論になっている「売る自由、作る自由 、間違ってい」

るのはむしろ作る自由である。これは農家が混乱するのは当たり前である。カ

ルテルをやっている時には、みんなが供給制限をするから全体がうまくいくの

であって、ぬけがけがいっぱい出てきたら仕組みは崩れる。崩れた先、全体の

米需給、米生産、農家の経営はどうなるか。おそらくみんな分からない、色々

な混乱が見えてくるだろう。つまり、生産調整はみんなでやって、市町村も団

体も大変な努力をしてやっている時に、作る自由ということになったら、農家

はどうなっているんだという混乱が起きた。これは、全体のプラン、これだけ

大きな問題の基本となるメッセージが間違って何百万人農家に伝わったらよく

ないという一つの例である。だから、こういう問題が大事なのである。そうい

うことで、今度の選択制という言葉に対しても、作る自由ほどではないが半分

くらい心配している。つまり、単純に稲経に参加するのも、参加しないのも選

択制だと言ったら、今と同じである。それで、需給が全体に均衡するのかとい

、 。 、えば 少しずつ開いていく方向だというのが客観的状況である だからここは

メリット措置との組み合わせだということになるが、それが具体的に出てきた

ら仕組みが最後の２行に書いてあるような、需給調整がまずまず大丈夫という

ような農家の行動になるだろうと予測されるような仕組みである。それ以外に

おそらくいくつか前提条件がある。いずれ農水省で検討するであろうが、どう

いう前提条件があるか四角で囲って宿題にしておいてもらいたいくらいであ

る。そういうものの検証がある程度できて、初めて選択制が実施ができる。と
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いうふうに理解して最後の２行があるので、この表現でいいと思っている。半

分心配が残っていることは事実である。もう一つ、備蓄運営研究会は、これは

過去のものでみんなまとまっている。山田委員が言われた趣旨が分からなかっ

たが、備蓄運営研究会の回答の中に、備蓄と需給調整は一応別に考えようとい

うレポートになっている。それから、自己責任については、先程申し上げた以

上に申し上げることはないが、自己責任を取るように言われる方がいるが、ど

この商品であっても、生産したものがいくらで売れた、余った、それについて

負担が出てきたというのが国家の責任だというのはないわけである。この世界

はもうそういう議論にはならない。考え方はそんなに違わないので、表現の仕

方、表現ぶりをどうするかは生源寺座長にお任せされたらどうか。

（生源寺座長）竹内委員の御発言の中で、山田委員の御発言に関連して、備蓄

について言及されたわけである。これについては、７ページの対応方向の中に

も書いてあるが 「備蓄運営研究会報告が出されており、基本的にそれに沿っ、

た運営が必要である」という前提で出されている部分があるので、これは事務

局の方から、この趣旨なり、どういう意味合いかということについて御説明い

ただきたい。

（計画課長）備蓄運営研究会は昨年の12月に１年間の議論を経てまとめられた

ものである。備蓄と需給調整の関係について、政府による備蓄について過剰在

庫の発生につながらないよう適切な運用を図る必要がある。法律との関係にお

いては、備蓄と調整保管を区分して定義していることから、備蓄というのは、

需給調整の持たないもので、そもそも仕組まれなければならないという法律上

の定義をした上で、運用については、次のように整理している。回転備蓄の下

に潜在的ギャップのある中で、実際に備蓄運営をする場合には、需給変動によ

っては売渡数量の増減が自ずから生ずることは避けて通れない。これは、需給

によって在庫が増えたり減ったりするのは、売渡数量が減ったり増えたりする

ことによって、つまり、買入数量ではなく、売渡数量の増減によって在庫が増

減することは避けて通れない。ただ、その結果として、現実の備蓄数量の変動

をある程度想定しておく必要がある。このことにより、国の備蓄は結果的に急

激な需給変動に対するクッションとしての効果を持つということになるが、備

蓄の性格上、この効果はあくまでも臨時的で、副次的なものとして考えていく

ことが適切である。したがって、結果として生じた在庫数量の増減は次の段階

においてなるべく早く適正備蓄水準に回復させることにより、効果的かつ安定

的な備蓄運営を行っていくことが必要である。このような整理を行っていると

ころである。

（生源寺座長）それでは、山田委員。

（山田委員）竹内委員から、私の言ったことの意味がよく分からなかったと御

発言があり、計画課長から説明があったところだが、確かに備蓄運営研究会で

こういう整理をされたということは承知している。備蓄運営研究会の当時の整

理としては、こういう趣旨だったということは分かるが、今新しい米の生産調

整、それどころか米全体のありようについての議論を始めているわけであり、

ましてや政府の役割等についても圧倒的に変えていこうというねらいもあって

の見直しになっているわけである。過剰米の処理についても従来の仕組みとは
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まるで違う仕組みを考えていかざるを得ないかもしれない。そういう中である

ので、備蓄運営研究会の報告はあるとはいえ、改めてこういう形にこだわらな

、 、 、いで 過剰米処理等とも関連させながら さらに加工用需要への対応について

どの場所でどんな仕組みでやっていくのかということも関連させて、備蓄のあ

り方を考えた方がよいのではないかと思う。７ページ（システムの基本的考え

方）の「備蓄手法の見直し」というところで 「備蓄運営に当たっては、……、

買入れ手法、……備蓄の仕方を含め、見直すべきである」という提言があるわ

けであり、そういう立場からしても、わざわざ対応方向②でこのように書く必

要はないという意味合いで申し上げている。

（生源寺座長）それでは、上場委員。

（上場委員）５ページの対応方向③のアの点である。佐藤委員からは削って頂

きたい、竹内委員、立花委員からはこれでよいのではという御発言だったと思

う。これは非常に大事な点である。削った方がよいという御提言があるなら、

議論を深めないといけない。佐藤委員にも思いが残ることになるので、私のコ

メントを申し上げたいと思う。竹内委員がおっしゃるように、生産調整のカル

テルに入るのか、入らないのかを選択するのか、カルテルに入った中で、自分

のやり方を選択するのかは非常に大事な論点である。③のアには「生産量が一

定量を超えた場合には、価格が下がる可能性があることを受け入れることを前

提に農業者が選択する仕組み」とあるが、農業者が何を選択する仕組みとは書

。 、 。 、いていない 例として 括弧の中に書いてあるわけである 例示してあるのは

カルテルに入るのか、入らないのかを選択する話であるが、現場におられる佐

藤委員としては、こういうことが不十分であると非常に混乱するという御発言

かと思う。ここは私もイメージがわかないし、皆さんもイメージがわかないと

思う。どのくらいの人が、うちの地域の中でこういう選択をするのか。私は、

ここの部分は少し書きすぎのような気がする。ここで例示してあるようなこと

、 。を検討するにしても こういうことが望ましいとまでいえるのかは疑問である

（生源寺座長）この選択という点は、文脈から言えば、当然、ある割り当てが

その地域の農業者にいって、生産調整をやるかやらないかについて選択すると

いうように読むのが素直だと思う。ただし、先程色々申し上げたように、シス

テムの理解が浸透するということ、メリット措置、デメリットが明確であるこ

と、こういったことを前提としてということである。

（上場委員）もう一つある。需給調整の効力が、マクロで見た時に、効果的に

発揮できるシステムかどうかということがある。そこは検証した上でものを言

わないと、前提とか検証を必要とする事案について、非常に短いセンテンスで

それを望ましいと書くのは、いささか、かんなを逆目にかけるというか、刃が

入り込んだら抜けなくなる可能性があるのではないかという感じがする。

（生源寺座長）御指摘の点については、理解しているつもりであるが、こうい

ういくつかの基本的に満たすべき要点なりを提示した上で、これを十分満たす

ような制度の設計をして頂きたいという形になると思う。基本線をお認め頂け

るとすればであるが。ここの点はなかなか難しく、竹内委員も半分心配である

とおっしゃった。これは過去一度「作る自由、売る自由」といういうミスリー

ディングな言葉でもって混乱が起きたことからもきている。それでは、佐藤委
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員。

（佐藤委員）先程申し上げたことと、もう一つ、このペーパーでどうしても納

得がいかないことがあるので申し上げる。それは、稲経の廃止ということがは

っきり書いてあることである。これも稲経に代わるもののイメージが全然でな

い段階で稲経の廃止となっている。とにかく、協力者に対する何らかの色々な

措置というものが見えないうちに廃止ということだから、新聞記者の方々がそ

ういう見出しで書かれる。今も現場の状況というものを御理解の上に進めて頂

かないと、とんでもないことになる。これらの全体のペーパーの中に、中間の

報告とは言いながら、そういうイメージがたくさん出ている。現場にすんなり

いくとまでは考えていないが、とにかく生産調整は、一番最初にみんなで確認

したように、生産調整をしないと混乱することから、生産調整をどううまくや

って頂くかということがこの研究会のねらいである。現在、とんでもない混乱

が生じることがはっきり分かっていながら、そういうことを書くのはどうも理

解できない。

（生源寺座長）今の稲経の廃止の点については、報道を今日も私も拝見したと

申し上げた。このメモそのものを丁寧に読めば、佐藤委員も御理解しているよ

うに、一方的に全部廃止ということではなく、新しいシステムを作る、または

整理する、それとの絡みで作るという格好になっているわけである。そこの廃

止の方だけが一人歩きをしているということであれば、そこはきちんとチェッ

クをしていきたい。

（佐藤委員）この研究会のペーパーの出し方というものでもう一つ。ＭＡ米の

整理の関係で、これもやはり、あそこのところだけがイメージとして全国に広

がってしまった。とにかく、この手法が、また繰り返すのではないかと私は心

配している。

（生源寺座長）坂本委員。

（坂本委員）生産調整を選択した者に、ある程度大きなメリット措置が出され

るのであれば、おそらく需給調整は心配ない。そうでなく、選択をして、自己

責任で、売れる米づくりをしていくことになると、需給調整、生産調整はどう

するのかということが必ず出てくる。これは「作る自由、売る自由」の時の二

の舞である。自己責任は当然だと思うし、これから自己責任時代で、農家もあ

。 、る程度やらなければしょうがないのは当たり前である 私が心配しているのは

需給調整をするという政策を遂行していく上で、この辺が引っかかってくるこ

とである。竹内委員が言われたが 「作る自由、売る自由」の時のように選択、

制が表に出る、売れる米は自己責任で作ってよいということになれば、生産調

整自体が非常に難しくなることは間違いない。私自身末端でやってきた経験か

らすると、その辺を危惧している。

（生源寺座長）それでは、門傳委員。

（門傳委員）１点目。新聞に選択制という見出しが踊ると 「私の所は来年か、

らもう生産調整はやらなくていいんだね」という話になる。生産者は、新聞の

記事の見出しを見るとそういうふうに反応してしまう。今年は作付けが終わっ

ているから対処できないが、来年からはどっちでもいいのだろう、と言われる

こともあれば、そういう話をしてきたのではないのかと言われることもある。
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人によっては、選択制ということだったら自分でもっと米を売るよと言う人も

いる。これが現実であって、身の回りで何軒かそういう話を言われている。前

提条件が揃って何年後かにそうなるものが、残念ながら、報道の方が見出しに

そういう面をとってしまうということがあるので、あらぬ誤解を与えてしまっ

ている。その辺十分注意する必要がある。２点目。６ページ対応方向⑦のアの

ところに「情報を伝わりにくくしている系統米事業方式の見直し」とあり、今

日御欠席の委員からも意見が出ていたが、ここはやはり恣意的と思える表現で

。 、ある 必ずしも情報が伝わりやすいシステムとは言い難い面がある程度あるが

せめてここは「情報が伝わりにくくなっている」といった表現に改めて頂けな

いか。こういった表現に改めるのもあらぬ誤解を生まないための一つの方策で

はないかと思う。こういった表現でどうか。

（生源寺座長）意図的に情報を伝わりにくくしているわけではないということ

かと思う。先程の宮田委員の意見にもあったかと思う。その他にいかがか。そ

れではここで短時間ではあるが、一度休憩をとらせて頂きたいと思う。５時５

分にパートの３から再開したい。あらかじめ委員の皆様方には御連絡してある

が、今日は多少長時間にわたることになるかもしれないので御了承いただきた

い。それでは暫時休憩とする。

＜休 憩＞

（ ） 。 、生源寺座長 会議を再開する これまで総論・需給調整で御議論いただいて

引き続き流通・価格形成に移りたいと思うが、その前に、御欠席の委員の方の

意見を発表して頂きたい。

（ ） 、 、計画課長 まず木村委員は 系統米事業の見直しに関して記述されているが

この件に関しては政策の決定等を受け自らの課題として取り組む課題であり、

原則自由とする対応方向の記述であるとすれば記載する必要は無いと考える。

むしろ無用な転売の結果、消費者への供給価格が不当に高くならないような措

置を基本的考え方に記載すべきである、とのことである。

宮田委員は、８ページ「機能・役割・実施状況」の欄で、計画流通米のシェ

アが50％を切る状況で、計画外流通米が生産者の創意工夫の発揮にも資するよ

うな表現になっているが、生産量と対比するから計画流通米のシェアが50％を

切るのであって、計画外流通米を農家飯米・縁故米・特別栽培米のような創意

工夫ある販売と従来のゲリラ的なヤミ米に分けて議論するべきである。生産量

から農家飯米・縁故米を除いた商品化量との対比では、計画流通米のシェアは

70％以上あるのではないか。計画流通米と公平・不公平感が議論され、問題視

されている計画外流通米は従来のゲリラ的なヤミ米のことをＪＡグループとし

ては言っているのである。８ページ対応方向①アに 『流通は 「原則自由、、 、

例外規制」の下で安定供給を図る』とあるが、食糧法施行時のように『作る自

由・売る自由』のような誤解を受ける標語的な表現はすべきでないと考える。

自由に流通していた米が、戦時中の食糧管理法のように強制的に出荷させるよ

うな法律でなければ、異常時に規制しても出荷できず、投機の対象にしかなら

ないと考えるが、どのようなシステムを考えているのか示して頂きたい。８ペ

ージの検証⑤に 『悪質な業者による不正表示が消費者の表示に対する信頼回、

復の面で問題、需要に応じた生産を進める上でも大きな問題』とあり、対応方
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向④に 『業者登録制度については抜本的に見直し、規制内容の緩和を行うべ、

きである 』とあるが、矛盾しているものと考える。需要に応じた生産の推進。

や需給調整の推進は、行政とともにＪＡグループのような生産・集荷団体が行

っているが、規制緩和を行い申請・登録していた業者が生産者に対して、消費

者ニーズを伝え、需要に応じた生産の推進や需給調整の推進を実施することが

できるのか疑問であるとのことである。以上である。

（生源寺座長）三浦委員。

（三浦委員）少しタイミングを逃してしまい恐縮であるが、７ページの中でも

う少し言わせて頂きたい。先程は自己責任のことで議論があったが、山田委員

が備蓄のことでふれられた。つまり、需給調整と切り離した形での運営につい

て異議あり、というような内容であったが、備蓄運営研究会の報告がでた後の

話を蒸し返すには、それなりの理論武装が必要だと思う。自己責任による余り

米の処理と一緒の話にして、加工用の特別備蓄米制度等を作り、米を１年間市

場に出すが売れないものを、格安の値段でエサ米にするのがもったいないとい

うことであれば、米粉に向ける方向が考えられないものかと思う。備蓄のこと

について、あるいは余り米のことについて、なかなか解決策がないと思う。こ

のことについては、農業団体の理解とか努力が相当必要との認識であるが、い

ずれにしても、消費を刺激するという形では米をごはんのままではなかなか消

費が刺激されないわけである。それらの観点も含めて、米粉パンとか色々ある

わけだが、そのことを対策、あるいは検討方向のひとつとして書かれるべきだ

と思っている。山田委員は区別して考えることに異議ありと言われたが、その

先のことはおっしゃっておらず、私の申し上げたことについて、どのようなお

考えをお持ちなのか山田委員にお聞きしたい。

（生源寺座長）前のパーツに戻るわけであるが、先程山田委員は加工用備蓄制

度という言葉をお使いになったわけだが、今の三浦委員の御発言についてどの

ようにお考えか。

（山田委員）私は思いばかり先行してしまい、皆さんにうまく説明出来ていな

いので反省している。いずれにしても、三浦委員のおっしゃった、多方向で余

り米の処理と備蓄について具体策を考えていくことも必要だと思っているの

で、三浦委員の意見に賛成である。

（生源寺座長）それでは、流通・価格形成の方に移っていきたいと思う。藤尾

委員。

（藤尾委員）対応のところにも、今までの話の中にも、価格とか合理化という

話が全然でてきていない。この流通に関するパートにも出てきておらず、15ペ

ージに麦と大豆の方にその話が出てきているわけである。ところで、品質の向

上はもちろん、低コスト化、ロット化問題やバラの問題について、ぜひ米のと

ころに入れてほしい。そうすることによって、価格的に安くなり、販売が促進

すると思うので提案しておきたいと思う。

（生源寺座長）米の流通の全般に係る合理化ということについて、ここに書き

込むべきであるということでよろしいか。その他には。岡阿弥委員。

（岡阿弥委員）８ページの機能・役割と実施状況の「流通量の大宗を占めると

考えられていたが、計画流通米のシェアは低下し、50％を切る状況」は、生産
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量に対して50％切るということであり、全体流通量に対するシェアは66.7％あ

り、その認識を誤ってしまうと色々と問題が出ると思うので、生産量に対する

シェアか、流通量に対するシェアかを示すべきだと思う。それから、私の流通

部会では農家の直販のことも申し上げている。農家の直販は、主に、生産地・

地方都市において流通していて、しかも計画外は12月までに７割を売ってしま

。 、うということである 大都市では計画流通米主体ということになっているので

そういう実態をここに分かり易く書いたらどうかと思っている 「原則自由、。

」 、 。 、例外規制 については これでやっていけるのかどうかの心配がある むしろ

全体として、次はどのような制度を作っていくのかが課題と思うので、対応方

向の中で「原則自由、例外規制」は外すべきだと思う。生産調整にも影響する

ような書き方になっていて、全体コントロールの中で流通が行われるというこ

とを私は考えているので、この言葉は外すべきだと流通部会でも述べている。

それから、自主流通制度の見直しというところで 「自主流通計画は、本来の、

安定供給の点での必要性が薄れており、基本的に廃止すべきである 」は、時。

期別・地域別流通で必要性が薄れているということの認識だと思う。したがっ

て、自主流通計画の時期別・地域別は廃止すべきだ、というように書くべきと

思う。しかしながら、全体の精度の高い需給見通しであるとか、そういうとこ

ろはむしろ、今よりも精度を高くして計画化をするべきであって、今までは精

度が低いために需要と生産のミスマッチが起こったわけである。精度の高い見

通しをもっと国の力を借りてでも計画すべきで、その必要性をここではもっと

強調してもよいのではないかと思っている。この点について、国の役割として

いかないと仕組みがうまくいかない、と思っているから申し上げる。

（生源寺座長）精度の高い需要予測ということに関しては、近年のイレギュラ

ーな面も考慮すると非常に難しい。だから、前年の実績を確実に把握して、そ

れをベースに需要を設定をする。予測ではなくて設定という表現で整理されて

いると思う。

（岡阿弥委員）逆に、生産調整は数量でやるわけだから、それはある程度こう

だろうというエリアの需要の見通しの世界で、難しくてもやるわけである。今

度のことも難しいのは難しいが、生産の主体的判断をとってみても、みんな難

しいわけであり、個別の判断も難しいが、総需要の判断はもっと難しいわけで

。 、 、ある ミクロもマクロも難しいという話になってくるので そうすると今度は

そのギャップにより結果的に生じた米の調整システムがいる。そうして翌年の

生産につなげていく。そういうやり方を繰り返して、徐々にみんな教育効果で

覚えてくる、需要の精度も高くなっていく、という中で、ここにあるような主

。 、 、体的判断になってくるのだと私は思う 後で稲経で申し上げるが 今の段階で

そういうシステムをきちんと位置付けていかないと、せっかくやろうとしてい

ることが何もできなくなってしまう。だから、一生懸命精度の高いものを作ろ

うと努力することが大事で、それを簡単に放棄すべきでないと私は思う。今の

仕組みで出来なかったら、生産者は何を見てやるのか。これでは、できない。

みんな勝手に主体的にしなさいということでは、もともと意図しているものと

全く違うものができあがるではないか。そこのところはもう一度、生産調整部

会でも御検討お願いする。
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（生源寺座長）今の生産調整部会に戻してという御提案は、難しいと思う。こ

の場で、委員の皆様に御意見を頂ければと思う。それでは、横川委員。

（横川委員）今回の中間取りまとめ案の中で気になるのは 「消費者の視点」、

で米を見ている部分が少ないのではないかということである。作ったから売る

のではなく、食べるから作るのだということがわかりにくい。したがって、品

質の問題も価格の問題もおろそかになってしまうのだと思う。消費者が普段ど

ういう生活をしてどういうものを食べているかということのマーケティングが

不足している。もっと消費者に軸足を置いた考え方で進めないと、また生産が

主体になってしまい、この会の意味がなくなってしまう。

（生源寺座長）それでは、三浦委員。

（三浦委員）先の岡阿弥委員は、この８ページの「原則自由、例外規制」はこ

ういう表現では駄目だというような発言だったと思うが、その発言をもう少し

踏み込んで説明いただきたいと思う。私は先程部会長に異常時を除けばという

説明を受けたのだが、現行食糧法の有事を想定すれば、流通の実態の把握が必

。 、要だということで計画外米の届出制を明記してある それが遵守されないから

先程御指摘のような50％だとか、35％だとかが計画外流通米の状態になってお

り、その７～８割が未検査米であると私も前から主張しているところである。

そこで「原則自由、例外規制」にすると、国民的視点にたてば、異常時でもこ

れでは担保されないということなので、そういう視点からしてもこの「原則自

由、例外規制」という言い方はよくないということなのか。それともここで言

う「例外規制」は、異常時はこれでいけるということなのか。８ページ（シス

テムの基本的な考え方）の③に 「危機管理体制の具体的な内容」とでている、

が、検討課題として先送りされているようである。しかし、今までの流通部会

なり、委員の立場として、もう少しこの「原則自由、例外規制」を外すことに

ついて、国民の視点にたてば非常時、いわば有事の時に対してどういう対応に

なるのか、御説明なり、御見解を頂きたいと思う。

（生源寺座長）それでは岡阿弥委員、よろしくお願いする。

（岡阿弥委員）私自身の考えは、業者登録の問題というのは、米を扱う以上み

んな登録すべきだ、という考え方が基本にあるわけである。それからもう一つ

は、全体の検査米の91％が計画流通米であり、残りの９％が計画外流通米とい

うことである。消費者の立場から言えば、きちんと検査を受けた計画流通米が

消費者に流通するというのが当たり前と思っている。したがって、そこを規制

するわけである。今よりも規制を強化するという考えでならなければいけない

と私は思っていて、それは例外かというと例外ではなく、ＪＡＳ法からみれば

当たり前だということになる。以上のことで、何が原則で自由で、何が例外か

とさっぱり分からないような表現をするべきでないというように私は思ってい

。 、 、 、る それから このことは 例えば緊急時はどうなるのかということになれば

実際はどういう業者が、どういうところで物を売っていて、販売量がどのくら

、 、いで 在庫はどのくらい持っているということがある程度把握されていないと

実際の緊急時に流通をどのように持っていくかが分からない話である。このよ

うなことで、今のやり方でできるのかどうかという課題は、別途検討しないと

いけないと私は考えている。
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（生源寺座長）今のやりとりであるが、岡阿弥委員が最初に発言して頂いた内

容は、こういう一種のスローガンになると、流通以外の分野にも影響が意図と

。 。は違って及んでいくということ そのあとの御議論はむしろ流通の内容である

確かに「原則自由、例外規制」ということが、ただスローガンとして掲げられ

ていると、何だという話になって、あまり生産的ではないと思う。ただ、シス

テムの基本的な考え方の部分で、誰が取り扱うのか、業者の把握、危機管理体

制の問題、関係業者を平常時から把握する仕組みの検討とあり、ある意味では

規制の具体的内容が列挙されている。細部の例が書かれていると理解してよい

と思う。

（岡阿弥委員）左側が問題、右側はよい。

（生源寺座長）もちろん右側がなければ、左側は問題だと思う。表現について

は検討させて頂きたい。それでは、竹内委員。

（竹内委員）全般的なこういう問題について、国民、消費者は安全の問題、表

示の問題等必要な情報を求めている。未検査米なんかは、けしからんと思って

いるかもしれない。検査の内容は等級とか、格付的な事をやっている。格付の

ない流通なんかいらないと思っている業者は少ないと思う。だから、今よりも

規制を全体として危機管理体制も含め、強化すべきだと思う。問題はむしろ、

流通の段階でより効率化することが大事だと思う。そうなれば、消費者と生産

者の距離が短くなり、そういうことで効率化・合理化が求められている。そう

いう趣旨で「原則自由、例外規制」でよいのではないかと思う。それから需要

予測については、慢性的な問題である。過去を分析すると、生産者と当局が中

心になって需要予測をした結果、実証されていることは需要がオーバーぎみに

なっていることがはっきりしている。

（生源寺座長）それでは、和田委員。

（和田委員）消費者の視点が不足しているのではないかというような話があっ

て、表示あるいは検査という議論にでてきているが、８ページの検証の一番下

⑤のところに「悪質な業者による不正表示等」で「規制のない計画外流通米で

は一部の悪質な業者による不正表示等も散見され」とある。これは計画外の一

部とのとらえ方だけでいいのかどうか、そのへんの事実関係が分かれば教えて

頂きたいと思う。それと当然の事だが、検査というのが安全性に関係のない形

、 、 。状検査等 そういうところは実際 消費者のところには表示としてでてこない

むしろ消費者が求めているのは、安全性の検査が確かかどうかということで、

今までも発言はしてきている。そして、不正表示が米に限らないが、顕著な例

がいくつも出てきており、表示に対する信頼感が完全に覆されている。表示と

いうのは、消費者が物を買う時のひとつの選択基準になるのと、表示のいい加

減なものがまかり通ってくると、企業や業界が品質を良くしたり、価格を安く

、 、して競争しようということはやらなくなり 不正表示とか行き過ぎた広告とか

あるいは景品を付けるとか、そういうことで消費者にとって望ましい競争が無

くなってしまうわけである。だから、やはり表示というものは相当大きな問題

としてきちんと捉えて頂きたいと思う。まさに私たちは、10年くらい前だった

か、規制緩和・市場開放というところで、政府は新しい規制はなるべく作らな

い方向で引いていき、消費者は自己責任で選びなさいと言われ続けてきたわけ
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である。10年くらい前に自己責任と言われた時は、本当に戸惑った。いったい

何事だろうと。そして気がついたことだが、政府がもし自己責任を問うのであ

れば製造物責任法とそれから消費者が必要とする情報は、十分に明白に提供し

てほしい。そうではなく、ただ自己責任で選びなさい伝えなさいというのは、

あまりにも片手落ちなのではないかということで、そういう運動を不十分であ

るが重ねた。それからＰＬ法も施行されて、それから表示については新たに見

直しが始まっているが、まさに自己責任というところに放り込まれた感じだっ

たことを今思い出しながら話を聞いていた。以上である。

（生源寺座長）表示の問題については、モラルという問題もあるが、能率競争

というか、品質なりあるいは生産性なりを高めるというまっとうな競争を促進

する意味があるという御指摘かと思う。最初の方で悪質業者ということに関し

て 「計画外流通米では」となっているわけであるが、御質問の趣旨は、それ、

以外でもこういう問題があるのかどうかということだったと思うが、これは事

務局の方からお願いする。

（計画課長）ＪＡＳ法に基づく資料であるが、延べ11万3,5 8 1店舗調査して、

不適正表示があると認められる店舗は約１万6,8 1 8店舗である。そのうち、指

示書を75業者に発出しているが、ここでは計画内・外の区別は、小売段階のケ

ースであるので分かっていない。かなり早い段階で、計画外米業者の悪質な例

、 。がかなり散見されるということで 例示をお出ししたものに基づくものである

（生源寺座長）それでは、横川委員お願いする。

（横川委員）やはり 「計画外流通米では」は、はずして頂いた方がよいと思、

う。私どもでは年間25,000ｔくらい買い付けをしているが、計画流通米か計画

外流通米かは結果的にあまり関係ない。仕入れルートは多様で複雑でわかりに

くい。

例えば、ＭＡ米はどこへいったのか、輸入後の流通状況についても調査する

必要があると思う。国産米とブレンドされて一般に流通しているという話を聞

くが、その場合でも現実的には見分けがつかないそうである。

したがって、不正表示の可能性については、計画流通米だろうが計画外流通

米だろうが同じであるということで削除して頂きたいと思う。

（生源寺座長）今の点について、追加的に何かあるか。なければ、先に進みた

いと思う。それでは、三浦委員。

（三浦委員）今の点はとても重要なポイントだと思っている。例えば袋の偽装

だとか、検査印の偽装だとか、そういうことがあったわけであるから、現実と

してあるということはこの研究会でも議論をしてきたところであるので、全く

悪質なケースが無いということで消すのではなく、悪質な事案がある、という

ことで書いておく必要があると思う。お願いする。

（生源寺座長）横川委員からは 「計画外流通米では」を除いてはという御提、

案であった。それでは、立花委員。

（立花委員）岡阿弥委員、少し教えて頂きたい。普通の考え方だと、需要をで

きるだけ増やそう、これからマーケティングをしていこうという考え方にたっ

た場合、基本的に流通に携わる方々の自由度というか、フリーハンドで動ける

余地を高くして、お客様に対してそれぞれの事業者がどのように行動したら一
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番よいか、品質等色々加味しながらマーケティングをしていくのが基本だと思

う。そういう意味からすると、私はむしろ「原則自由、例外規制」というのは

全くそのとおりだと思う。岡阿弥委員は一方では「原則自由、例外規制」は問

題だと言いながら、もう一方で、需要拡大を何とかしたいというのは矛盾して

いると思う。需要を拡大して、お客さんに買って頂こうというのであれば、流

通に携わる色々な方々が知恵を絞りながら、売り方、値段を工夫するといった

活力を付与することの方が、一般の商売の原則だと思う。もちろん全体の人口

の減少の中で難しい面はある。岡阿弥委員は非常時を考えておられるのかもし

れないが、なぜ「原則自由、例外規制」の削除にそこまでこだわるのか、私に

は理解出来ない。

（生源寺座長）岡阿弥委員、よろしくお願いする。

（岡阿弥委員）私の考えでは、今でも基本的に自由と思っている。計画流通制

度の中でさらにルートを緩和してくと、かなり自由になると思うが、従来から

の商売の付き合い等、そのような付き合いを大事にしながら緩和されていくだ

ろうと思っている。したがって、時期別・地域別の計画がなくなり、計画流通

米と政府米に対して、どのくらい売っていくか、量的に自由になっていく。計

画外流通米は、12月ですでに７割となっており、もう自由なのである。それと

今問題になっているのが流通ルートの問題である。今でもここはだんだん広が

ってきている。これを計画内・外や計画流通規制をなくすと私は言っているわ

けではない。そこは自然と広がっていくだろう。問題になるのは、そのように

広がることによって、検査による一定の規制を自由になればなるほどやってい

かないとまずいだろうということである。一方で、自由はもう広がっている。

その自由の広がりが最近、ＪＡＳ法の中で計画外流通米も少しずつ検査を受け

るようになってきているが、そういう流れは促進しないといけない。広がる中

で、一方は促進しないといけない。そういうところは、もう少しきちんと義務

づけをするなりチェックを計画流通米についてもしなければいけない。そこは

強化すべきだと申し上げている。

（生源寺座長）立花委員。

（立花委員）私は、安全性の話については、食べ物の問題であり命に関わるこ

となので、規制緩和をやれとか、それはだめだとか、そんなめちゃくちゃなこ

とを言う人はいない。経済的なアンフェアな規制と安全にかかる規制とは別の

価値判断があるわけで、安全や命に関わる点については、よく説明すれば納得

が得られる次元の話である。そういう意味では、今の検査が、等級・形状だけ

でなくて、農薬の問題を含めて本当に安全なのか、本当に大丈夫なのかがまさ

に問われていると思う。その点については、世間一般としては、表示の問題、

検査の問題を含め、そういう分野の規制について、規制の強化に反対であると

いうことにはならないと思っている。

（生源寺座長）横川委員。

（ ） 「 」横川委員 岡阿弥委員が言われた 流通制度は既に実質自由化になっている

ということについて少し反論させて頂く。私は食品問屋、小売、そして現在は

外食と40年間携わって来ているが、一番自由化されていないのは米である。肉

にしても野菜にしても加工食品にしても輸入品にしても、原則自由になってい
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る。ただ、お米は、昔に比べれば自由になったのであって、他の食品と比べる

と自由化されていないと思う。つまり、国の関与が大きすぎるのだと思う。

まず、国が企画して、民間が実行する、そして、国か第三者機関が検証する

といったような仕組みにしていかないと原則自由ということにはならない。数

十年に一度の危機を前提とした備蓄の考え方についても新しい時代の対応は出

来ないと思う。

（生源寺座長）それでは、竹内委員。

（ ） 、 、竹内委員 間違っていたら教えて頂きたいのだが 消費者がお米を買う時に

袋に検査済の表示があるか。ないはずである。検査済の商品と検査済ではない

商品が並んでいる時に、消費者が若干高くても検査済の商品を買うというので

あれば、この仕組みは消費者と折り合っていく。だから、格付けと申し上げて

いる。格付けのないものはビジネスの世界ではいくらでも取引されている。だ

から、検査を義務付けるというのは非常に疑問である。検査をしたものが高く

売れるのであれば、検査済みの印を押してＰＲすればよいわけであるが、格付

けの検査をどうして義務付けなければならないのか。義務付けないと国民の食

生活に影響があるのかどうか。私は検査はあった方がよいとは思うが、国が義

務付けるというのは、消費者から見れば、袋にも印を押していないようなもの

に、それだけの必要性があるのかどうか非常に疑問である。

（生源寺座長）この点について、岡阿弥委員。

岡阿弥委員 この事項は流通部会でかなり議論があって 例えば９ページ シ（ ） 、 （

ステムの基本的考え方）エの「農産物検査については、表示に対する消費者の

信頼を回復できるよう見直す必要がある」とか、アの「ＪＡＳ法に基づく表示

基準については、消費者を中心に関係者の参加の下で検討し、見直す必要があ

る」となっている。だから、表示なり検査なりが今のままでよいという認識で

言っているわけではない。ただ、こういうふうに見直せば見直すほど、生産段

階のところから、つまり生産から生産者が売る段階からきちんとすべきではな

いのかという認識になると私は思っている。

（ ） 、 、生源寺座長 この点は そんなに大きな隔たりがあるような気はしないので

他の論点があればお願いしたい。岡阿弥委員。

（岡阿弥委員）一言だけ申し上げたい。系統米事業の見直しというところで、

９ページの（システムの基本的考え方）の⑤で系統自らが進めるべきであると

いうようなことが書いてある。流通部会の方では、なお以下であるが 「生産、

調整の見直しと併せて、今後委託販売、共同計算のあり方自体についても検討

を行う必要がある 」と簡単にまとめられているが、流通部会の方は 「水田。 、

農業構造改革の進展、流通実態の変化に対応し」という言葉が入って、委託販

売等ということになっている。これは、系統の内部のことであり、私どももか

、 。 、なり気をつかっているので こういう語句はここにも入れてほしい それから

見直しの具体的な内容ということは、これは自らやることであるので、ここで

具体的にどうこうという検討の場になるのかどうか。私は系統自らが作業すれ

ばよいのではないのかと思う。

（ ） 、 、生源寺座長 今の点については 水田農業構造改革に対応してということで

当然そういう面があるかと思う。一言付け加えさせて頂くとすれば、構造の改
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革が行われて、それに対応して見直すという側面と、この見直し自体が水田農

業構造改革を促すという側面と両方あると思う。山田委員。

（山田委員）10ページの対応方向②の先物取引についてである。私はその取引

の是非をここで議論しようというわけではないが、導入についてはできるだけ

行わないと企画部会でも議論してきたと思う。両論併記している部分はここだ

けだと思うが、そういうことでここは両論併記するくらいであれば、②は載せ

ないとか、それとも先物取引については議論があったので載せないといけない

ということであるならば、前段の４行は消す。これから新しい生産調整を議論

している中で、全く相矛盾している先物取引についてどうするかというような

話はないのであって、これもいたずらな議論がでるだけの話であり、整理した

方がよいと思う。

（生源寺座長）ここは議論の状況を素直にお書き頂いた部分であり、色々意見

はあるかと思う。竹内委員。

（竹内委員）私は、ここは両論併記で書かざるを得ない、かつ、書いてあった

方がよいと思っている。なぜなら、この先物の話は農業以外の分野、例えば金

、 、 、 、融の分野 資本市場の分野でも大いに議論が行われて 長い間日本では 先物

デリバティブ、その他現物以外の取引はよくない、あやしい、とんでもないと

。 、 、いうことで制度的に入れるべきではないとされた その結果 金融の分野では

金融技術の発達が遅れたというのは今や常識となっている。金融と農業は違う

が、流通では、必ず先を見越してリスクヘッジということを流通業者は行って

おり、農産物業者は制度的にヘッジの場が失われている。先物というと、いか

にも流通で悪いことをする人が、賭みたいなことをして農家をいじめていると

いうようなイメージがある。そういう要素があれば是正すればよい。しかし、

先物によるヘッジの必要性というのは、流通では必ずある。戦前の堂島では、

先物ヘッジしていたはずである。だから、感情論、イメージで悪いというので

はなく、その必要性を流通の問題として、将来議論していく必要があるのでは

ないかという問題提起であり、また、これならば農業者も不安にならないと思

う。流通に詳しい方、いかがだろうか。

（生源寺座長）この点については。古橋委員。

（古橋委員）先物取引のことが議題になっているわけであるが、実は流通部会

の冒頭で、私の記憶では部会長から両論併記もありうるというような発言があ

ったように記憶している。それから、生産調整の研究会の中で、先物取引自体

を入れるのがおかしいという発言があったが、これは流通部会で行った議論で

あって、生産調整部会で行った議論ではないので、何もこれを外すということ

にならないのではないかと思う。この時の議論は、流通の段階で卸は、リスク

ヘッジをする道はないので、それの一つの考え方としてこの先物取引を検討す

べきではないかということであった。また、これも流通部会の冒頭にあったわ

けだが、将来を見通して議論して頂きたいと言われたわけであり、そういう意

味では、私は逆に両論併記は不満であるが、これは飲まざる得ないと思ってい

る。

（生源寺座長）横川委員。

（横川委員）先物取引については、是非そのままおいて頂きたいと思う。これ
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は今の流通だとあまりいらないが、自由化されてくると先物の価格安定保持機

能がなくなるので先物取引が生きてくるのである。物を売買するという視点か

、 。 、ら見ると これがないと安定的なビジネスが出来ないわけである したがって

今後、本当に原則自由でいくならば、この制度は検討しないと多分市場が困る

と思う。

（生源寺座長）山田委員。

（山田委員）先物取引の是非について議論するのであれば、１日、２日かけて

でもやりたいと思う。ただはっきり申し上げて、流通関係者は気楽でいいなと

申し上げざるを得ない。なぜか、当たり前である。自由にするのには、流通だ

け自由にしても何もならない。今の米の抱えている現状は、まさに生産・流通

・販売があって、生産のところに何ともしがたいところがあって、前文に書い

てあるように閉塞感を抱えているわけである。もちろん流通を自由にすること

によって、生産に大きな転換を与えようという発想が、ないわけではないと思

う。しかし、今、そのことをやれるのか。200万の農家がいて、これだけの水

田農業の実態を踏まえて、需給にギャップがあって、そのことについて手だて

を講じようとしているわけである。だから、私は計画生産がきちんと実行出来

るのであれば、あとは自由にして、先物取引をやってもよいと思う。問題は、

、 、需要に見合う計画生産をどのようにし かつ構造改革に結びついていく手だて

担い手が残る手だて、言い出せばきりがないが、そういう中で米の仕組みを考

えようと言っているわけである。ところが、流通の段階だけでものを考えて、

自由でよい、先物はよい、というような話をしていたのでは、根底から崩れか

ねないと思うので申し上げている。また、両論併記が当然であるということに

なれば、上から下まで両論併記がいっぱい出てくる可能性があるわけである。

ここは、我々も節度を持って一生懸命に議論をして、かつ、両論併記でなく一

つの方向をめざそうとしているわけであるから、よくよく考えて頂きたい。

（生源寺座長）今の点について、理由は違うにせよ、現時点で先物取引を導入

することに関しては、無理ということではほぼ合意が得られていると同時に、

将来の検討課題としては排除すべきではないということについてもほぼ合意が

得られているのではないかと思う。その意味では両論併記というよりも、現在

の問題と将来の問題と分けて考えるということではないだろうか。横川委員。

（横川委員）現在、日本では米の生産高がおよそ900万トン、売り上げがおよ

そ２兆２千億円なのに対して、生産段階での財政支出は５千億円近い大変な数

字である。農業をやっている方から見ると大きい痛みを感じることかもしれな

いが、このような現状をよく認識して改善しないといけない時代になっている

のだと思う。

（生源寺座長）その他、流通・価格形成のパーツでいかがか。門傅委員。

（門傅委員）今の議論は、結局、現在の条件は揃っていないが、将来的にはと

いう意味で捉えてよいのか。

（生源寺座長）しかも 「将来検討する」という形である。将来導入すること、

をここで決めるという話ではない。

（門傳委員）それでは、修文の仕方ではないか。現在の状況で条件が揃ってい

。 、ないことには異論はないと思う この文をそのまま読むと誤解しかねないので
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前提条件が現在は揃っていないというようなことを明記するような形で誤解を

避けて頂きたい。もう一点は、９ページの対応方向②のところに「需給動向を

的確に伝え、流通コストを低減させる観点から系統米事業を見直す必要があ

る 」とあるが、系統だけでなく、関連流通業者の流通コストを低減させるこ。

とを併せていれるべきではないかと思う。実際の系統だけでなく、さらに流通

、 、 、であったり 加工であったり 小売を経て消費という形に行くわけであるから

もちろん系統もそうであるが、さらに関連業者も付け加えて頂きたい。

（生源寺座長）この点について、流通部会であまりそういう面での議論はなか

ったので、こういう整理になっているかと思う。先程、藤尾委員が今門傅委員

が言われたこととほぼ同じ内容のことを言われていたかと思う。流通全体の合

理化の必要性ということも考慮してその点を考えてまいりたい。その他にいか

がか。

それでは、４番目の経営施策について御議論いただきたいと思う。最初に、

御欠席の委員の方の御意見があれば、御紹介をお願いする。

（計画課長）太田委員からであるが、11ページの②需給調整への参加メリット

の明確化と現行稲経の廃止で 「稲経の廃止」と「当面の経営安定対策」と何、

か関係があるかのような印象であり、これは切り離した方が分かり易くなるの

ではないか。このため 「当面‥‥関係から現行の稲経は廃止する。なお、価、

」 。 、格変動の影響を緩和する‥‥ としてはどうか 経営安定対策の対象者として

需給調整の参加を要件とすべきかどうかについては、現時点での表現はこれで

良いかもしれないが、私の意見は需給調整の参加を要件とすべき。少なくとも

米の需給状況について、改善の目途がたつまでは要件とすべきと考える。その

理由は、次の通りである。①米需給調整の実効性を高めるため。②一方で需給

、 、調整を進めながら 一方で需給調整不参加者に対して行政的に支援することは

施策総体として筋が通ったものにならず現場段階では混乱を来すため、とのこ

とである。

廣瀬委員からは、稲作経営安定対策について、まず「現行の稲作経営安定対

策を廃止」するのではなく、需給調整への参加者メリットや新たな経営所得安

定対策の具体化を検討する中で、稲作経営安定対策のあり方を検討すべきであ

る。経営所得安定対策における集落営農の取扱について、副業的農家が果たす

需給調整への取り組みは無視出来ない実態から、これらの農家を中心にした、

主要な農作業を集約するなり協業経営を目指すなりして、効率的かつ安定的な

農業経営を目指す集落営農組織も含めた「新たな担い手制度」を確立し 「育、

成すべき農業経営」として位置付けることが必要である、とのこと。

宮田委員であるが、４ページ③エに 『総合的な経営政策等の施策と当面の、

需給調整の支援措置とは基本的に分けて講ずるべきである 、11ページ②に。』

『需給調整への参加メリットのあり方いかんにもよるが、担い手に対する当面

の経営安定対策の対象者に、需給調整への参加を要件とすべきかどうかについ

て検討すべきである 』とあるが、平成13年８月に農林水産省が取りまとめた。

「農業構造改革推進のための経営政策」の中で 『経営所得安定対策と需給調、

整は、本来別々の目的を有するものであり、相互に関連づけることは適当でな

いとの考え方であるが、本対策は価格の変動による経営リスクを軽減するため
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のセーフティネットとして機能することが期待されるものであり、当面、需給

調整を要する品目を含む経営類型においては、価格安定のために取り組まれて

いる需給調整が適切に実施されていることが前提となるのではないかと考えら

れる 』と記載されていること、今まで農林水産省から出されている新たな経。

営所得安定対策に関する資料等を見ても、対象者は生産調整実施者と明確に書

、 。 、 、かれていることから 矛盾するのではないか また 経営安定対策の対象者に

需給調整への参加を要件としなければ、計画生産が達成されずに価格が下落し

た場合においても、計画生産未実施者が経営所得安定対策で所得を守られるこ

とになり、モラルハザードと不公平感が生ずることになる。低コスト生産のた

めの資材費の削減について、11ページのシステムの基本的考え方の③に 『農、

薬、肥料、農業機械等の資材費についても削減していくことが必要であり、そ

のための方策を提示すべきである 』とあり、生産資材費削減のための具体的。

方策と系統の取り組みについて質問しているが、資材費が高いのは系統の取扱

手数料のことを言うよりも、メーカーの価格の低減に対する取り組みについて

提言すべきである。また、低コスト米生産のためには、生産技術だけでは限界

があることから、加工用途米、飼料用米等の多収穫な品種改良が必要である、

とのことである。以上である。

（生源寺座長）それでは、この最後の経営施策について御発言いただきたいと

思う。三浦委員。

（三浦委員）11ページについて、本日配られている資料を拝見しながら、発言

したいと思う （システムの基本的考え方）②の「需給調整への参加メリット。

の明確化と現行稲経の廃止」について、私もたびたび分かりにくいと言ってき

た立場からすれば、詳しく修文があってよろしいかと思う。そこで、配布資料

１－２の７ページ、これは水田農業に関する関連諸政策の検討状況、髙木部会

長メモにおける対応方向別に農水省内での検討状況、そういう資料が配布され

たわけであるが、この７ページ、一番右の欄の④「稲作経営安定対策との関係

整理」で「現行の稲作経営安定対策と同じ考え方で継続実施する場合には、こ

。」 。れとは別の新たな対策の必要性が乏しいのではないかと考えられる とある

私は以前に、食と農の再生プランの７ページで、セーフティネットのあり方の

中で、経営所得安定対策は、この米政策の見直しと一体的な議論をし、結論を

提示するとなっていることに言及したことがあるが、とすると、この参加者メ

リットの明確化は一方では７ページの⑤に農水省内での検討状況ではここまで

議論が進んでいて、そして需給調整の参加者メリットの受け止め方としては、

これでよいのかということになるが、この件について少し省側から意見を聞き

たいと思う。

（生源寺座長）本日の提出資料を練っていくプロセスでは、当然、冒頭に髙木

部会長からお話があったように省内での検討を取り込むような形になっている

ので、整合性を保つような配慮はしているつもりである。今の点について、経

営局長の方から何かあるか。

（経営局長）この水田農業に関する関係諸政策の検討状況、７ページのところ

であるが、現時点での我々の考え方を申し上げると、生産調整を推進する施策

はそれはそれに特化をしていくべきだ、というのがまず一点である。それでこ
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の経営安定対策というのはあくまで対象が担い手であって、限定的に行う施策

であるから、生産調整に参加される皆さんがメリットを受けるような措置とは

性格が全く違うということで、基本的なポジションとして、それは明確に分け

るべきだということである。だから、担い手に対する経営安定対策は、担い手

育成の観点に特化をしなければいけないということで、このように整理をして

ある。

（生源寺座長）三浦委員。

（三浦委員 「これとは別の新たな対策の必要性が乏しいのではないかと考え）

られる 」という部分について、少しくどいようだが、もう少しお聞かせ頂き。

たいと思う。

（経営局長）今の稲経は、経営を安定させる機能をかなりもっているというこ

とであるので、それが継続されると価格下落の影響を緩和する機能が重複する

ので、両立はなかなか難しいのではないかということ。

（生源寺座長）現在の稲経は生産調整のメリット措置と経営安定対策の両面が

ある。生産調整のメリット措置は農家を区別することなく対策を講じるという

ことになるが、その対策の中に経営安定対策的な機能も含まれている。さらに

それに別途の対策を加えるということは必要性に乏しいのではないかという御

説明であったと思う。関連ならば、飛田委員。

（ ） 、 。飛田委員 この稲経の廃止というのは 現場では非常に関心を持たれている

基本的な考え方は、今の説明があった内容であり、ここに記載をしている内容

であるから、これについては理解ができるわけだが、所得安定対策が具体的に

どのような内容になるのか、いつの時点でどのようにやるのか、今の稲経の制

度がどのようになるのか、それを早く具体的にこういう手順でこうなるという

。 、ものがないと現場は非常に混乱してしまうと思う 基本的な考え方については

私もこの通りだろうと思う。

（生源寺座長）それでは、経営局長に御発言いただく。

（経営局長）そのペーパーの中にも書いてあるが、米政策の見直しと一体的に

議論してこれと合わせて方向を取りまとめるということなので、まさにこの秋

に、この米の基本的枠組みを作る時に、担い手に対する所得安定対策も同時に

枠組みを示していくということである。

（生源寺座長）それでは、三浦委員どうぞ。

（三浦委員）資料３－１の11ページであるが、これも生産調整部会で議論にな

っている部分がかなり文章化されているので、これはこれでよいというような

ことを申し上げたが、需給調整に参加するか、しないかをもって担い手に対す

る経営安定対策を閉ざすべきでないというようなことを議論してきた経過から

踏まえると、現行稲経を継続実施する場合には 「別の新たな対策の必要性が、

乏しいのではないかと考えられる 」としてしまうと 「需給調整への参加を。 、

要件とすべきかどうか」に改まっているものの、入り口としての需給調整の参

加が非常に制限されるのではないかと思われる。需給調整メリットと経営安定

対策に入るのか入らないのかは、別の選択肢にすべきではないのかという考え

方からすると、現段階では判断がつけかねるかもしれないが、需給調整は自己

責任で判断を下すということと、繰り返して言えば、経営所得安定対策という
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のは別の対策という認識をすると、この両者の書き方でいいのかという疑問が

あるので繰り返し発言する。

（生源寺座長）この点については、中間取りまとめの段階では、原則をはっき

りさせて、それを分かり易い形で整理していきたいと思う。それを受けて事務

局、関係者の間で検討を進めていくような形になると思う。今の件だが、ソフ

トランディングが行われた後、本当の意味での、本来の姿の経営所得安定対策

が十全に機能するということになる。そこにいくプロセスを当面考えているわ

けである。そこで、現行の稲経のメリット措置と経営安定対策という両面を備

え持つような措置を、生産調整の参加者に講ずるということで、ある特定の層

の方に、さらに上乗せという形で安定対策を設けることになるのかどうか。こ

のことについては、まだ整理が充分ではないのではないかというのがこのペー

パーの整理である。ただ、ここから先は宿題の話であるが、メリット措置とい

う面では、農業者の性格を区別して施策を設計するということではないけれど

も、一般的なメリット措置としては、比較的小規模な農家の方に参加して頂く

ような形にして、あるタイプの経営には関しては、いわば過渡的な形での経営

所得安定対策というものを考えることもできるのではないか。その場合には、

少し方式は違うが、いずれもメリット措置という点では、共通している。ただ

し、一方の経営所得安定対策的なものについて、メリット措置にプラスして安

定対策的な要素が加味されるという状況であるならば、当然、この経過的な措

置については、生産調整とリンクということを考えなければ大きな問題が生じ

。 、 、るであろう 一つの例をあげたわけだが おそらくこの基本的な原則に即して

、 。 、時間的な視野も含めながら 制度を設計していくことになると思う その際に

踏まえるべき原則と保つべき柔軟性、その両面を配慮して、こういう表現にな

っていると私は理解している。岡阿弥委員。

（岡阿弥委員）新聞で、今年の稲経の契約がだいたい終わりそうな頃に、廃止

という報道が出て、毎年生産者個人との契約を行っているので、議論するのは

よいが、現場としてはかなり無神経な書き方をしていると思う。そこは、ある

程度現場も大事にしないといけないと思う。これが一点ある。それからもう一

点。価格の変動の影響を緩和する経営安定対策は担い手に集中するという書き

方になっていて、それで稲経を廃止するというように最初の前段は読めること

ができる。メリット措置については明確に書いてあって、価格変動の影響を緩

和する機能については、担い手に対する当面の経営安定対策が担うと、価格変

動を緩和するところは担い手に集中するとなっている。こういう書き方をする

と、みんなでそろって需給調整しようという考えにはならない。価格変動を自

分たちで緩和をしたいからやるのである。そういうところが分からない。メリ

ット措置は何かというとそれも書いていない。生産者個人が利害関係者である

から、そういうことをつめていかなければいけないし、出し方についても気に

して頂きたい。それから、価格の変動による緩和措置を外すのか、要するに、

生産調整実施者に対して価格変動の緩和措置を外すという読み方ができる。そ

のあたり、書き方の整理をお願いしたいと思う。

（生源寺座長）ここは、先程説明したが、稲経には２つの面があって、その書

き方によって、やや混乱しているところがあるとすれば、そのあたりは文章を
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少し工夫する必要があると思う。もう一つ私自身全体を通じて感じているのだ

が、こういう形で整理してもなかなか素直に受け取ってもらえないということ

が、残念ながらあるということを踏まえて、きちんと伝わるような表現で整理

していきたい。この段階では研究会の中での検討だが、これを浸透させていく

段階では特に注意する必要があると感じている。山田委員。

（山田委員）１つ目は、岡阿弥委員からあった観点と同じあるが 「原則稲経、

の廃止」と右の「現行稲経の廃止」は全く理解出来ない。なので、手直し修文

をお願いしたいと思う。今、生源寺座長がおっしゃった整理を100％受けとめ

、 、て考えてみたが この文言については相当御努力いただいたことは評価するが

それにしても、例えば担い手に対する当面の経営安定対策、一方では稲作経営

安定対策の廃止、価格変動の影響の緩和対策は何かやる、そして今後の検討課

題としては当面の経営安定対策、将来の経営所得安定対策の具体的内容に分か

れているわけであり、どうしても、この関係が頭に入らない。当面と将来と分

、 、 、けている観点からすると 大胆に言えば 稲経はメリット対策を措置するから

そちらでやる。しかし、価格変動の部分についても影響が出てくるから、これ

は当面の経営安定対策で担い、そして将来の担い手に対する経営所得安定対策

。 、はしっかりしておく こういうように整理されて然るべきだと思っているので

その点が非常に分かりにくいので修文をしっかりやってもらいたい。そうでな

いと納得いかない。２つ目は、需給調整の参加を要件とすべきかどうかについ

て、これは経営局長にお願いしたいのだが、経営政策に関する研究会が、昨年

開催されて、中間報告の取りまとめが行われている。その際、経営所得安定対

策については、言葉としては二階建てとか、適切な言葉ではないかもしれない

が、いずれにしてもベースとなった稲作経営安定対策があって、そして需給調

整と連動する形で担い手の経営所得安定対策があるという整理をしてきてい

る。いずれにしても、需給均衡・需給調整が最大の課題になっているものにつ

いて、これと関係なしに政策は建てられないという議論の中で、そういう方向

を出していたはずであるので、もう一度確認をお願いしたいと思う。

（生源寺座長）それでは、経営局長お願いする。

（経営局長）今の山田委員の御指摘であるが、昨年の８月に農業構造改革推進

のための経営政策というものを取りまとめているが、その中で今おっしゃった

ような二階建てとかいうことは書いてないと思うのだが、どういうところを指

してそうおっしゃるのか、逆にお尋ねしたい。それと需給調整との関係で、当

方の「検討状況」ペーパーでは保険的な仕組みは、需給がある程度落ち着いた

状況にあることが前提という書き方になっているが、これはこの中間取りまと

め案の書き方でいくと、将来の経営所得安定対策に該当することになる。将来

の経営所得安定対策、つまり永続的に続くようなものは、そういう需給が落ち

着いたようなものを前提にしなければいけないだろうということは、そこで一

致している。ただ米の制度を大幅に変えていく途中で、理想形の経営所得安定

、 、対策がとれないのではないかということもあるので つなぎの移行対策として

将来の経営所得安定対策につながるような対策も経過的に考える必要があるの

ではないかと我々としても考えている。

（生源寺座長）今の御説明で、私の一つのオプションというか、代替案と重な
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っているわけだが、つまり、１階建ての部分の設計の仕方によっては、２階が

いらないということもあるかもしれないし、１階も分けて母屋からつぎは別の

建物になってくることもあると思う。そういうことも含めて、原則を踏まえた

上で検討していくという読み方をして頂ければと思う。なお、廃止の方だけが

クローズアップされて、議論されるのは真に残念な状況である。これは色々な

要素が絡んでいると思うが、今提起しているメモ自体はそういうものを意図し

ているものではないということを改めて確認しておきたいと思う。その他にい

かがか。門傅委員。

（門傅委員）やはり稲経廃止のことになってしまうのだが、新聞のことと言う

と新聞を悪者みたいに言ってしまうが、敵対心は持っているが、別に私は新聞

が嫌いなわけでない。どうしても稲経廃止のインパクトが大きいので、これは

将来的に考えてどうかということだと思う。なおかつ、経営安定政策の具体的

な姿がまだ見えていない、なおかつ、当面の需給調整参加者メリット対策も姿

が見えないという中で、こういう現行稲経廃止の項目があるとどうしても先々

のことを考えざるを得ないというのがある。これを読むと色々な思い込みをし

てしまうことが多分にあると思うので、やっぱりそこを修文をせざるを得ない

と思う。これだと、来年から無くなるととられても仕方がない面があるので、

当面はこうであり、将来的には無くなる、といった文であれば、受け取る側も

そうなのかと思う。やはり、ここが新聞で出てしまうと、ここでも現行稲経の

廃止となってしまうと気持ちが先走ってしまうということがある、そういった

配慮をして頂いた修文を是非お願いしたいと思う。

（生源寺座長）先程の山田委員のように必ず修文してほしい言われると、他の

委員の方の意見との関係もあるので困る。そうなると皆さんの議論を踏まえた

形で処理できないと考えている。その他には。門傅委員。

（門傅委員）先程岡阿弥委員がおっしゃっていたが、現在の稲経でも赤算にな

っている部分があるわけである。これも将来廃止となった場合には、当然大き

な問題になってくるわけであるから、これをなるべく早めに伝えておかないと

いけない。黒字になって戻ってくればいいが、農家の人に赤算だから払ってく

れということになれば、知らないとか聞いていない、ということになりかねな

い。将来的なこともそうだが、現在の稲経の状況を伝え方だが、これは非常に

伝えにくい。現行稲経の廃止が出ている上、これは避けて通れない道ではない

かと思う。

（生源寺座長）今の御指摘は、稲経の大きな問題であるが、経過のところをど

うスムーズにやるかという話になると思う。したがって、この研究会でそこま

で踏み込むことは今の段階ではなかなか難しいと思う。制度の基本的な設計が

出来てくれば、当然その部分は考慮して、事務局の方で検討して頂くことにな

ると思う。佐藤委員。

（佐藤委員）修文のことについて意見があったようだが、まだこのことについ

て発言するのは早いかもしれないが申し上げたいと思う。とにかく、先程の先

物取引の関係の御議論は、私は生産調整部会の方に所属しているので、初めて

御発言を生で聞いた。活字だけは色々見ていたが、非常にびっくりした。この

生産調整に関する研究会は、公開で行っているわけであるから、修文の関係に
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ついては、ひとつ企画部会で今までのスタイルで御議論を重ねて頂いて、修文

の過程が公開で分かるような形で行って頂きたい。

（生源寺座長）今の点については、むしろこちらからお諮りしたい。今パート

の４まで議論して頂いているわけであり、修文意見もかなり頂いているところ

である。意見が出尽くした後ということになるが、しばらく休憩を取って、そ

の間に、部会長の協力を頂いて修文の作業をする。その結果を休憩後、この会

議の場に御提案する。こういう形が一番透明性が高いというふうに考える。そ

ういうことを御提案したい。企画部会に持ち帰るというよりも議論が煮詰まっ

ているわけであるので、多少時間をとることになると思うが、この研究会で取

りまとめまでいきたいと考えている。座長一任という形は取らずに、修文の結

果を御確認いただくような形を考えている （異議なし）しばらくお待ち頂く。

ことになるのでお願いしたい。

それでは、パートの４の部分で。山田委員。

（山田委員）これまで発言した内容よりもかなり軽いものであるが、12ページ

（システムの基本的考え方）②に「農地の面積集積の加速」とあるが、大賛成

であるが、もう少しきちんと、例えば現行経営基盤強化法の認定農業者制度を

含む制度や施策の見直し等という形で、もう少し踏み込んで方向を出して頂き

たい。というのは、水田農業の構造改革に絡む非常に大事なことであるので、

その点もう少し内容を充実してお願いしたい。それから、15ページ（システム

の基本的考え方）③の「耕畜連携の推進」の部分で、この点も今はＢＳＥ問題

を始めとする偽装表示や安全・安心が、大きな問題となっている。ここは安全

な安心な畜産生産に向けて、輸入飼料に依存した畜産形態を脱却する、そうし

た新たな畜産基本政策を検討しようではないかと、こういう観点で具体的に盛

り込むなど充実して頂きたいと思う。

（生源寺座長）今の点については、お気持ちは分かるし、言われたこともそう

だろうと思うが、冒頭申し上げたように、この取りまとめは部会での議論を積

み上げる形で、行っていきたいと考えている。今の畜産の問題については、今

までそれほど深く立ち入った議論をしていない。その意味では、今の山田委員

の御指摘を受け入れるかどうかは、検討させて頂きたい。今の件について、生

産局から何かコメントがあると思うので、お願いしたい。

（生産局審議官）今、山田委員の御指摘の安全・安心の畜産物ということで、

それは非常に緊急な課題であるので、すでにもう検討がかなり進んでいて、７

月初めには安全・安心に向けた畜産物の生産に向けての飼料政策の基本方針が

７月早々に出るので、これらの心配は無いような形になっている。

（生源寺座長）役所の方でもこういう決意でやるということであるので、よろ

しく御理解いただければと思う。山田委員。

（山田委員）これはどう判断してよいか迷っているところであるが、１ページ

の米政策の再構築について整理してあって、２行目の「特に供給量の抑制を直

接的な目的とする施策は、不公平・不公平感の問題を超え、正に閉塞というよ

うな状況にまで立ち至っている 」とあるが、整理はこういう形で結構である。

が 「不公平・不公平感の問題を超え」というところはどういう意味であろう、

。 、 、か 私は 不公平・不公平感の問題は実はあると書いてあってこれも問題だが
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これを超えてでも閉塞状態にあるのではないかとおっしゃっているように見て

いいのか。公平・不公平の問題をちゃんと認識いただいているという意味合い

で、文言の中ではっきり言うようにして頂きたいと思う。

（生源寺座長）おっしゃったように御理解いただいて間違いないと思う 「問。

題を超え」であるから、それ以上の表現で言わざるを得ないところまできてい

る。上場委員。

（上場委員）第４のパートで、構造政策等について、企画部会で議論の積み重

。 、 、ねがあったと思う 前回 農水省からも農地法とか色々な検討状況があったが

その割にはこれに対する書きぶりが少ない。中間報告であるし、また議論を通

じて農水省の方も各部局が整理に入ると思うので、今から修文してほしいとは

、 、 。言わないが 秋の段階においては きちんと積み上げた議論を載せて頂きたい

（生源寺座長）その他に。それでは、坂本委員。

（坂本委員）11ページの右の②「担い手に対する当面の稲作経営安定対策の対

象者に、 需給調整への参加を要件とすべきかどうかについて検討すべきであ

る 」とあるが、米政策の基本的なものは需給調整にあると思う。そういうこ。

とになれば、担い手の皆さんは当然、需給調整にすべて参加しないといけない

のではないかと思っている。要件とすべきかどうかについて私は分らないが、

生産調整の基本は需給調整でありすべてが参加して当たり前だと思うが、この

書き方が少し分からないので教え頂きたい。

（生源寺座長）先程私がいくつかのタイプというような形で御説明したわけで

あるが、一般的なメリット措置と、仮に経営局長がおっしゃられたような経過

的な安定対策をとるということであれば、後者についても今までの議論からす

れば、当然生産調整の参加とリンクしてくることになると思う。それも一つの

選択肢ということで、色々なことを考えられるということを想定して、生産調

整に参加している人のメリットは、政策として筋を通してきちんとすべきであ

るという原則は原則であるから、今のような形であれば当然リンクするという

ように考えている。検討の結果で今までは考えつかなかったようなアイデアが

出てきたり、さらに、そのまた将来ということも見据えてこういう表現になっ

ていると思う。ここもかなり御指摘があったので、もう少し工夫をさせて頂き

たいと思っている。その他いかがか。

、 、それでは大変長時間に渡って恐縮であるが 先程佐藤委員の御発言に対して

私の方からお諮りしたような形でいきたい。若干の休憩を取って修文の作業に

移り、その後、再開をして、最終の中間の取りまとめを行いたいと思う。かな

り効率的に進めるつもりであるが、とりあえず、30分時間を頂きたい。状況を

みながらさらにどれくらいかかるかということについては、アナウンスを適宜

しながらやっていくような形にしたい。とりあえず30分は再開をしないという

ことである。それでは、しばらくの間休憩とする。

＜休憩＞

（生源寺座長）それでは、再開する。修正に30分ほどと言ったところ大幅に超

えてしまい誠に申しわけない。どうも私は予測には向いていないようである。

(笑)

各部会長と私で修文（資料３－１の修正）したので、修正案を皆様方に諮り
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たい。今、お配りしたのが修正案だが、一カ所このコピーから落ちているとこ

ろの追加をお願いしたい。

、 、 、５ページの対応方向の③アであるが その前に新しいアを付け加えて 以下

アがイ、イがウというかたちで順にずれていく。新しいアには、皆様方から様

々な御意見を反映する形で「仕組みを導入するに当たっては、農業者の十分な

理解を前提とすべきである 」を付け加えて頂きたい。それでは、最初に戻っ。

て修文を行った部分について順に紹介する。

最初の１ページ、第２パラグラフの１行目、消費者重視の観点がやや弱いの

ではないかとの指摘から 「消費者重視の観点から」を挿入。、

２ページ、今後のとり進め方のところだが 「この状況を見極めた上で本研、

究会を再開することとする 」を 「この状況を見極めた上で本研究会を再開。 、

し、最終的な取りまとめを行うこととする 」。

３ページ、一番右の欄の①のウ「効率的かつ安定的な経営体が自己責任に基

づき 」の「自己責任に基づき」を削除。、

４ページの右の欄の③のエ「水田農業の構造改革を含む総合的な経営政策等

の施策と当面の需給調整の支援措置とは基本的に分けて講ずるべきである 」。

を「設計すべきである 」に変更。それから、コの「生産調整の定着状況を把。

握することにより、実質水田面積の確定を行うべきである 」を「水田の改廃。

・畑地化等の状況を把握することにより、実質水田面積の確定を行うべきであ

る 」に変更。。

５ページの検証の①にア、イとあるが、アの次に新しいイとして「このまま

では生産調整規模の拡大を見込まざるをえない状況」を挿入し、これによりイ

をウに変更。対応方向の③「自己責任の下で対処するような仕組みが望まし

い 」を「主体的な経営判断に基づいて対処するような仕組みが望ましい 」。 。

に変更。次のところについては、先程加筆して頂いたところだが、新しいアに

は「仕組みを導入するに当たっては、農業者の十分な理解を前提とすべきであ

る 」を挿入し、これを受け新しいイを「前提に農業者が選択する仕組み（例。

えば、自己責任の下で、セーフティーネットに参加することを前提に需給調整

を行うかどうかを農業者自らが選択しつつ、全体として需要量に見合った生産

を確保する仕組み）が望ましい」を「前提に農業者が経営判断する仕組み（例

えば、主体的な経営判断に基づいて、デメリットを受け入れることを前提に需

給調整に参加しないか、セーフティーネットに参加して需給調整を行うかどう

かを農業者自らが経営判断しつつ、全体として需要量に見合った生産を確保す

る仕組み）が望ましい」に変更。一番右の②「当面の需給調整の前提となる全

体需要量や各地域ごとの需要量の設定は、公表を前提とした予測方法の基準づ

くりと併せ、透明性ある公正・中立な第三者機関が行うべきである。また、第

三者機関の役割として、地域間、農業者間の調整基準の策定と具体的な調整の

実施の機能をもたせるべきである。なお、具体的な調整に当たっては、行政機

関の協力が必要である 」を「当面の需給調整の前提となる全体需要量や各地。

域ごとの需要量の設定や予測方法の基準づくりは、透明性ある公正・中立な第

三者機関が行うべきであるとの指摘を踏まえ、行政と第三者機関の機能・役割

について検討すべきである。併せて、地域間、農業者間の調整基準の策定と具
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体的な調整の実施の機能についても、行政と第三者機関の機能・役割について

検討すべきである 」に変更。③「数量による調整を基本とするが、その具体。

的手法については 」を「数量による調整を基本とするが、実効性のある具体、

的手法については 」に変更。それから、④については、先程の②に対応する、

かたちで 「透明性のある、公正・中立な第三者機関が判定・公表（基準、情、

報開示）すべきである 」を「透明性のある、公正・中立な第三者機関の役割。

分担を踏まえて実施すべきである 」に変更。なお、変更理由については、そ。

れぞれ説明するまでもないと思われるが、本日の夕方までの検討内容を踏まえ

修文している。

６ページであるが、対応方向の⑦のア「情報を伝わりにくくしている系統米

事業方式の見直し」を「情報が伝わりにくくなっている系統米事業方式の見直

し」に変更。右側の⑤「主業農家と副業的農家の違い等、性格の異なる農業者

に対する施策の区別」を「主業農家と副業的農家の違い等、性格の異なる農業

者に対する施策の扱い」に変更。なお、対応方向の④について、現行の配分の

ベースをリセットすることについて若干議論したが、これについては、色々な

地域によって、配分に関する見方があるということを踏まえて、全体として需

要に見合った米作りということが基調になっていることから、ここには敢えて

書き加える必要はないものと判断し修文は行わなかった。

７ページの対応方向の右側の調整保管 自己責任による余り米の処理 を 余「 」 「

り米の処理」に変更。また、第１パラグラフ「需給調整の結果の余り米は、自

己責任で処理することを基本とすべきである 」を「需給調整の結果の余り米。

は、自己責任を基本とし、具体的な処理方法を検討すべきである 」に変更。。

なお。これについては、これまでの生産調整部会において検討を踏まえて、具

体的な手法を検討すべきであるとのことから 「以上のような基本的な考え方、

に立って、豊作等による過剰米が発生した場合の対応について、いくつかの選

択肢を想定し、それぞれのコスト比較を行った上で、更に具体的内容を検討す

べきである 」を「以上のような基本的な考え方に立って、豊作等による過剰。

米が発生した場合の対応について、いくつかの選択肢を想定し、それぞれのコ

スト比較を行った上で、更に処理方法の具体的内容を検討すべきである 」に。

変更、また下の「・自己責任で処理すべきこととの関係を明確に整理すべき」

を「・自己責任を基本とすることとの関係を明確に整理すべき」に変更。この

部分については、備蓄について、需給調整と切り離したかたちをめぐって議論

があったが、これについては、すでに備蓄運営研究会報告があるので、この部

分については、修文しないとういうことで対応したい。ただし、加工用米の備

蓄制度については、右側の四角の中で、宿題になるわけだが、この中で具体的

な検討を行っていくということで整理をしたい。

８ページの左側について、実施状況について、データの提示について意見が

あったので、具体的な数字については、正確を期するため後日ということにし

たいが 「流通量の大宗を占めると考えられていたが、計画流通米のシェアは、

低下し、50％を切る状況」を「流通量の大宗を占めると考えられていたが、計

画流通米のシェアは低下し、流通量の○○％，生産量の50％を切る状況」に変

。 、 、（ ） 。 、更 また 計画流通米出荷量の下に 流通量に占めるシェア を挿入 また
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検証のところだが、⑤の「規制のない計画外流通米では 」を削除し、対応方、

「 、「 、 」 、」向の①のア 流通は 原則自由 例外規制 の下で安定供給を図ることとし

を「流通は、必要最小限の規制の下で安定供給を図ることとし 」に変更。、

９ページの対応方向の②「需要動向を的確に伝え、流通コストを低減させる

観点から米系統事業を見直す必要がある 」を「需要動向を的確に伝え、流通。

コストを低減させる観点から米系統事業等を見直す必要がある 」に変更。右。

側の⑤の「なお、生産調整の見直しと併せて、今後、委託販売、共同計算のあ

り方自体についても検討を行う必要がある 」を「なお、生産調整の見直しと。

併せて、今後、水田農業の構造改革の進展や流通実態の変化に対応し、委託販

売、共同計算のあり方自体についても検討を行う必要がある 」に変更。それ。

から、この下に新しい⑥を加えて 「⑥流通の合理化 流通コストを低減する、

観点から、関係流通業者それぞれが流通合理化のための努力を行う必要があ

る 」を加える。宿題として 「※系統米事業方式の見直しの具体的内容」を。 、

「※系統米事業方式の見直し等の具体的内容」に変更。⑥の米の表示・検査制

度の抜本的な見直しを⑦に変更。

10ページの検討方向の②「先物取引については、流通段階の規制緩和に伴い

関係業者の価格変動リスクを軽減させる手段として、その導入の可能性を検討

すべきという意見と、生産調整や国境措置を行っている現状では導入すべきで

はないという意見とがあり、結論を得ていない 」を「先物取引については、。

生産調整や国境措置を行っている現状では導入すべきではないが、将来におい

て、関係業者の価格変動リスクを軽減させる手段として、その導入の可能性を

排除すべきではない 」に変更。。

11ページの対応方向の③「稲作経営安定対策との関係を整理する（原則廃

止 」の（原則廃止）を削除。右側の②「需給調整への参加メリットの明確化）

と現行稲経の廃止」を「需給調整への参加メリットの明確化を前提に現行稲経

の廃止」とし 「当面の需給調整への参加メリット措置については、これを改、

めて明確に再整理することとの関係から、現行の稲経は廃止し、その価格変動

の影響を緩和する経営安定機能については、担い手に対する当面の経営安定対

策が担う方向で検討すべきである 」を「当面の需給調整への参加メリット措。

、 、 。置については これを改めて明確にすることを前提に 現行の稲経は廃止する

現行稲経の有している経営安定機能が必要と判断される場合には、担い手に対

する当面の経営安定対策が担う方向で検討すべきである 」に変更し、以下の。

７行については削除する。また、宿題の部分について「※現行稲経の廃止に伴

う担い手に対する当面の経営安定対策及び将来の経営所得安定対策の具体的内

容」を「※現行稲経の廃止に伴う担い手に対する当面の経営安定対策（需給調

整への参加を要件とすべきかどうかについても検討）及び将来の経営所得安定

対策の具体的内容」に変更。

12ページについては、右側の「農地の面的集積の加速」の部分について意見

があったが、議論の趣旨を踏まえて、関係局において鋭意検討して頂けるとい

うことや、部会でそれほど詰めた論議がされていないことから、中間取りまと

めについては、修文しないことで対応したい。

13ページについては、特段変更はない。
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14ページの検証の②生産調整の定着状況（試算）であるが、定着面積64万ha

と団地、ブロックローテーション等経営的に定着38万haは削除。なお、右側の

②の農地制度の見直しの具体化について、ここも先程の議論と関係するが、趣

旨は理解できるものの詰めた議論が行われていないことから修文は行わないこ

ととしたい。

最後の15ページについては、右側の③耕畜連携の推進について、もう少し書

き込むべきではないかとの意見があったが、研究会では、それほど突っ込んだ

議論もしていなかったことから、中間取りまとめの段階においては、これぐら

いの表現にしたい。

以上の説明で、もう一カ所落ちていたので、追加して頂きたい。

５ページの対応方向の右側の④「当面の需給調整に対するメリット措置と、

例えば地域の特色ある農業の展開等の施策とは分けることとし 」を「当面の、

需給調整に対するメリット措置と、例えば地域の特色ある農業の展開等の施策

とは分けて設計することとし 」に変更。これは別のところでも、このような、

表現に改めている。

以上、皆様方の議論を踏まえて修文した。これを研究会としての中間取りま

とめとして集約したいが、いかがか。

それでは、門傳委員。

（門傳委員）５ページの対応方向の③の新たに追加されたア「仕組みを導入す

るに当たっては、農業者の十分な理解を前提とすべきである 」について、昨。

年の党での決定ペーパーには 「現場の理解と納得」という言葉があったと思、

うので 「農業者の十分な理解と納得を前提とすべきである 」というように、 。

納得という言葉をいれて頂きたい。

（古橋委員）８ページの対応方向の①１物２ルートということも問題だが、こ

こに15ページの対応方向の②と同様の文書を挿入することを藤尾委員が提案さ

れているので念のためお伝えしておく。

（生源寺座長）今の藤尾委員の提案というのは、15ページの対応方向の②か。

（古橋委員）はい。この部分については流通制度にも関係があるので提案して

いるが。

（ ） 、 、生源寺座長 藤尾委員の発言について これは麦・大豆についてのことだが

米についてもこういう感覚で考えるべきであるという意見については、もとも

との案ではなかったわけであるが、９ページの右側に挿入した「⑥流通の合理

化、流通コストを低減する観点から、関係流通業者それぞれが流通合理化のた

めの努力を行う必要がある 」というところで読ませては頂けないか。これに。

は、かなり広い要素が含まれているのでこういうかたちでいかがか。

（岡阿弥委員）⑥に盛り込むことは賛成だが、特にバラ化の推進も重要だと私

も思っており、そういう言葉をこの⑥のところに入れたらどうか。

（生源寺座長）確かに藤尾委員からそういった発言があり、私としては、系統

以外も含めてという発言でもあったので、少し広く読める表現にした。

（岡阿弥委員）ここはこれで良いが、この中に、例えばこういうことだという
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ことを具体的に入れたらどうか。

（生源寺座長）これは基本的な考え方であるので、これから実際にどういうこ

とができるかということについては、宿題の中で検討していくこととしてはど

。 、 。うか 特に15ページに対応する話については 幅広くカバーされていると思う

（岡阿弥委員）ただ藤尾委員がおっしゃられることは、いろんな設備投資がい

る話であるので、そんな事が含まれているのかなと思う。

（生源寺座長）御意見・御指摘として承る。

（立花委員）色々御苦労頂いたわけだが、私として２点ばかり納得がいかない

ところがあるので発言したい。

１点目は、５ページの門傳委員の「農業者の十分な理解と納得を前提とすべ

きである 」との発言については、私も実際に現場段階においては当然だと思。

うが、なぜこれをわざわざ入れる必要があるのか。ならば私はむしろ納税者の

納得はどう得られるのか。農業の場合には、流通段階では出さないお金でも、

生産段階のものについては、何でも要求していくというモラルハザードが大き

な問題点だと思っている。農業者の十分な理解と納得を前提とすることは、全

くその通りかもしれないが、そうだとすれば、納税者の納得はどうするのかと

いう点についてお尋ねしたい。

２点目は、８ページの対応方向の①のア「原則自由、例外規制」は、これは

最小限の規制をするということで、私としては、一歩も二歩も後退していると

思うが 「原則自由、例外規制」はこれまでの歴代の内閣において閣議決定さ、

れ、大方針として掲げられているのに、なぜここで外すのか正直言って納得い

かない。

（生源寺座長）なかなか難しい点であるが、１点目については、今日相当な議

。 、論があったわけである 農業者へ十分な情報を提供することが前提にある事は

既に書かれているわけで、その時々の需給の状況の変化や、系統組織の大きさ

から、制度の仕組みが年々キチンと伝わっていないことがあったためである。

さらに今日の議論は 「作る自由・売る自由」という言葉が食糧法に変わって、

から喧伝されたわけだが、制度の理解の仕方に歪みがあると制度本来の狙った

方向と違う方向に流れてしまう。そのような下で選択制という、ある意味では

インパクトのある言葉が用いられて、議論の内容が紹介されている。農業者の

理解を得る事が制度そのもののねらいを実現する為にも、特にこの部分につい

ては重要であるという判断でもって、あえてこの部分は付け加えた。むしろ、

アなりイなりウという、この部分が大切であるとするならば、なおさら制度の

。 、目的に即した施策の実行のためには理解が必要だということである もちろん

納税者・消費者の理解を得るという事は、この研究会全体の大前提である。こ

こで表記したことは、この制度が理解のされ方によっては、歪んでしまうとい

うことに特に配慮して書いたということである。

２点目の「原則自由、例外規制」を最小限の規制としたことについては、言

葉の受け取り方が異なるかもしれないが、私どもは必ずしもこれで、後退して

いるというつもりはない。今日も議論があったが、システムの基本的な考え方

、 、 。 、の中には こことここは 押さえるべきであると書かれている そうであれば

そのことを素直に表現する「必要最小限の規制」という表現で十分伝わるので
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はないかということで修文させて頂いた。この点御理解頂ければ有り難い。

（永石委員）用事があるので、最終で帰らせて頂く。大変申しわけない。最後

に一言言わせて頂くと、５ページの中で話があったが 「自己責任の下で」を、

残して貰いたいのが本音だが、生源寺座長が言われたように、もし、いわゆる

選択制とか自己責任という表現で誤った報道がされるのであれば変更は止む得

ないと思う。門傳委員からの「農業者の十分な理解と納得」については、生産

調整そのものも納得されていないので、そこまで表現するのは難しいと思う。

ただし、情報を農業者へ十分に伝えながら理解して頂く表現なら止む得ないか

なと、判断しているので宜しくお願いしたい。

（生源寺座長）門傳委員の指摘だが、今の立花・永石両委員からの発言も踏ま

え「農業者の十分な理解を前提とすべきである 」ということにさせて頂けな。

いか。

（門傳委員）私が、言っているのは、必ずしも全ての農業者が理解と納得をす

ることが前提ということではなく、あくまでも伝える場合には、できるだけ、

噛み砕いて、丁寧に分かりやすく、いわゆる誤解を招かないということの意味

であるので、必ずしも、例えば理解したかどうかをいちいちチェックしていく

という厳密な部分ではないので、そういう気持ちでということのニュアンスだ

、 、 。が 取りようが皆さん違うと思うが 私の気持ちとしてはそういうことである

（生源寺座長 「十分な理解」の「十分な」というところで読み取って頂きた）

いわけだが、つまり、今、永石委員が言われたように、生産調整そのものが納

得できないという立場もあるとすれば、理解はできるけれども納得できないと

いうことがありうる。それでもしかし、制度がこうであればどちらか有利な方

を選ぶという、いわば次善の選択という場合もあると思うので、理解して頂き

たい。

（古橋委員）10ページの先物取引のところだが、２行目の「現状では導入すべ

きではないが」という表現は、とても残念である。ただ、次の行に「価格変動

リスクを軽減せる手段として」と入っているが、そればかりではなくて「流通

の安定を図る観点から」という文言の挿入もお願いしたい。

（生源寺座長）ここも流通部会で必ずしも先物の機能についての議論が行われ

た経緯がない事もあり、少なくとも先物取引のメリットがあることを示すにと

どめている。古橋委員が言われるような機能がないというわけではないので御

理解頂きたい。また 「現状では導入すべきではない」という表現は、いわば、

こういう状態のもとではという意味で使っており、先物取引を否定しているも

のではない。これは、休憩前の議論の中でも、概ね理解を頂いているものと考

えており、御理解頂きたい。

（ ） 、山田委員 農業者は口を開けば金をくれと言っているという発言があったが

そのようなつもりはない。そのことについては、２ページの総合的検証の視点

（切り口）のところの１の①のイ「費用対効果が明確になる、効率と判断され

得るシステム」というところに入れてあり、このことは頭に入れて、総合的検

証の視点（切り口）について承知している。金をどこにどんなふうに使ってい

るんだということをそれぞれが言い出したら、例えば、会社の従業員の社会保

険等の膨大な支出は、どこへ行ったんだ、どのように使ったんだということに
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なったりするので、この話についてはこのへんで終わりにしたい。いずれにし

ても、この５～６年間の米価の引下げは、確実に１兆円程度の総生産額を落と

しており、このメリットは間違いなく国民に渡っているわけで、価格の引下げ

を是として言っているわけではないが、そういうものとして認識して発言して

いる。

４ページと５ページの政策を分けるということについてであるが ③のエ 水、 「

田農業の構造改革を含む総合的な経営施策等の施策と当面の需給調整の支援措

置とは基本的に分けて講ずるべきである 」を「設計すべきである 」に変更。 。

したことにより、私の意見をどの様に斟酌して頂けたのか。

11ページの②で、思い切って整理されたのは、大変分かりやすくなった。た

だ「現行稲経の廃止」が残ったのは、どう判断したら良いのか逡巡している。

いずれにしても、メリットの明確化を前提に現行稲経の廃止であるので本当に

そうなのかとまだ迷っている。

ところで、文言のことで「……現行の稲経は廃止するが、経営安定機能が必

要と判断される場合については担い手に対する当面の経営安定対策が担う方向

で検討すべきである」となっているが、当面の部分はいいが、担い手に対する

当面の経営安定対策」の担い手の部分がものすごくやっかいになってくる。そ

こで 「担い手」については、11ページの対応方向の①のア及びイに整理され、

、 「 」 。 、 、ているが これを 担い手 と考えていいのかと思う そこで 私の提案だが

６ページの対応方向の右の⑤の「主業農家と副業的農家の違い等……」で、主

業農家と副業的農家という言葉を使わないで、何か手だてはないかということ

で私も意見を申し上げていたところだが、そこで、これも「担い手」に関連し

てくる話になるが 「※ 具体的な施策における扱いの提示」ともう１つ※を、

追加して「※ 集落営農も含めた新たな担い手制度の在り方」を今後の検討課

題にしていくことができないか。私はこの検討課題を加えることで主業農家と

副業的農家の言葉自体の問題や米の経営安定対策を担う担い手に対する議論は

収れんすると思う。長い話になったがいかがか。

（生源寺座長）長い御指摘であったが、まず農家の性格の違いについては、む

しろ休憩に入る前の議論で相当整理されたわけで、主業農家と副業的農家の違

いという表現はある意味では、シンボリックな形で使用されていた。そこをた

だ単に性格の異なる農業者ということにすれば、ますます何を書いてあるか分

からない。性格の違いといったことを例示するために主業農家と副業的農家の

区別を示しているわけで、具体的な施策の設計に際しては、もう少し緻密な整

理をしていく必要がある。整理の一部としてあるいは集落営農があるわけで、

さらに集落営農についても色々なタイプがあり、この段階でこの部分だけを入

れて整理することは難しいだろう。そこも含めて柔軟性もあると申し上げたい

が、中身の具体的な検討はこれからの事務局への宿題であろうと思う。それを

受けて秋に最終的な取りまとめすることで整理させて頂いているわけである。

それから、４ページの対応方向の右のエ４行目「基本的に分けて設計すべき

である 」と「基本的に分けて講ずるべきである 」の違いは非常に微妙であ。 。

るが、この２つの施策についてはリンクしていたことによる弊害は極めて大き

いという認識があるわけで、これを基本的に分けて、それぞれの目的に即して
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考えていく、ただ現場でうまく組み合わせて使うということも当然あるわけで

あり、それは最終の生産調整部会では佐藤委員からもそういった発言があった

わけで、そこはそういった意見をくみ取る形で整理させて頂いた。まだ答えて

いない質問がいくつかある様な気がしないわけではないが。

（山田委員）関連で、６ページの対応方向に「※ 集落営農も含めた新たな担

い手制度の在り方」を追加できないか。

（生源寺座長）そうすべきではない。それも含めてであって、集落営農を特記

して対処するまでには議論が成熟していないのではないか。

（山田委員）そうすると、11ページの対応方向の右の②の6行目「担い手に対

する当面の経営安定対策が担う方向で検討すべきである 」の担い手はどの担。

い手を想定していると我々は説明したらいいのか。

（生源寺座長）それは、先程分けて講じるべきだというときの主業農家と副業

的農家等の農家の性格の違い等、性格の異なる農業者に応じて具体的な施策を

どういうふうに仕組んでいくのかということになる。

（山田委員）それは、６ページの対応方向の右の⑤の関連か。

（生源寺座長）そうである。

（山田委員）そうすると、※印に「具体的な施策における扱いの提示」とある

、 。が ここに担い手の性格の異なる農業者に対する担い手の理解も含まれるのか

（生源寺座長）当然施策の内容と対象が対応する形で含まれる。

（山田委員）そうすると、ここは具体的な施策における扱いの提示になってい

ることから、ここは、担い手と担い手の在り方と具体的な施策における扱いの

提示とか、何か担い手の部分がないと到底読めないが。

（ ） 、「 、生源寺座長 その直前の所を読んで頂ければ ……経営政策等については

性格の異なる農業者の役割・位置づけを明確にした上で、その取扱いを区別す

。」 、 。べきである とあり 対象となる農業者がここでいうところの担い手となる

それについて、各々別々の施策として具体的な手法とその対象をセットで検討

することが、当然含まれていると御理解いただけないか。

（山田委員）もしも今、座長がおっしゃったように、セットで含まれていると

言うことであれば、セットで含まれている様に見える様にして頂きたい。

（生源寺座長）今、私が発言をして解釈を提示した上に、当然、議事録という

形にも残るので、こういう理解としてこの場で確認したらよろしいのではない

か。

今、セットであると申し上げたが、記録は記録として残るし、私も乱暴なこ

とを言っているつもりはない。その箇所の文章なり見出しなりから判断して理

解して頂きたい。対象を想定して施策を考えるのは当然と思う。念のためそう

いう御質問が出たので申し上げた。確認して頂ければ御理解いただけるんでは

ないか。

（山田委員）11ページの稲経の廃止は、ものすごく大きい。率直に言って。カ

ッコ書きの原則廃止を消して頂き、かつ右側の「前提に現行稲経の廃止」と整

理して頂いて分かりやすくなったが、ところが下へきて「担い手に対する当面

の経営安定対策が担う方向で検討すべきである 」としてここで担い手が出て。

きて、前から出てはいたが、前にはどのように扱うのか見えなかったが、今回
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明確に「必要と判断される場合には、担い手に対する当面の経営安定対策が担

う方向で検討すべきである 」と担い手が大変焦点になって来るわけであるか。

ら、担い手とは何かと、長々と申し上げたわけであるが、６ページの主業、副

業的農家等の扱いとも関係するので、座長がそこまで言ってくれるなら「※具

体的な施策における扱いの提示」の所に担い手の在り方も含めて入れて検討課

題にして頂ければ有り難いと、ギリギリ申し上げているわけである。

（生源寺座長）もう一度申し上げるが、11ページの整理の部分については、休

憩前の議論があって、現行稲経にはメリット措置と経営安定の機能の両面があ

るだろう。新しい仕組みを前提に現行の稲経は廃止としていく。問題は、その

後現行稲経廃止後のメリット措置があったとして、メリットオンリーで経営安

定の機能が十分発揮されていないことがあれば、例えば二階建ての施策が考え

られるかもしれない。この中間取りまとめは、３～４回申しているが、原則的

な検討方向を示していて、この後事務局の方で詰めて頂くわけで、その意味で

は宿題は１～２行の短い形になっているが、それだけを読んでもらっても理解

できないと思う。そこまでに至った背景の文章がその前にあるわけである。そ

れを受けての宿題であり、ときには対象がハッキリ確認できない形で入ってい

ることは否めない。

（横川委員）本日の取りまとめ案には消費者側の理論があまり反映されていな

いことはよくわかると思う。各委員のそれぞれのお立場はわかるがそれぞれの

委員が歩み寄らないと何も進展しない。私も主張していたものが反映されずに

終わった部分もあり挫折感を感じるが、この辺りのことは委員の皆様には御理

解いただけるものと思う。

（上場委員）山田委員と座長の議論を聞いていて思うが、今日の資料は、今議

論している資料だけではない。最初に部会長から説明があったが、全部の資料

がパッケージで、たまたまこの資料が一番まとまりが良いからである。山田委

員がおっしゃっている事は、過去の部会でも議論があり、資料提示もあったこ

とから座長が言うようなスタンスでいいと思う。ただ、そこに少し書き加える

事についてもやぶさかでないとも思う。けっして、このペーパーに書いた書か

ないだけで構成されているわけではないので、山田委員に御理解頂かないとい

かんと思う。事務局の方で修文の提案があれば、出して頂ければと思う。

（生源寺座長）繰り返すが、宿題の所はほとんど１～２行という形になってい

るが、ただ内容的には前の部分を全部受けることになる。したがって、相当な

緻密な検討が必要である。その内容を書き上げるときりがない。横川委員、立

花委員、古橋委員などからも御不満が表明されているわけであり、そういう意

味では皆が満点を付けて家路に向かうということは不可能である。相当今日の

皆様の意見を踏まえて修文をしたつもりである。

（山田委員）私は、６ページの「※印の具体的な施策における扱いの提示」と

なっており、ここに「担い手の在り方」が入らないのかと言ってる。座長は前

段でも発言しているし、議事録にも載ると言われたが、そういうことであれば

ここに入れて頂きたいと思う。横川委員も、皆我慢しているぞと言われ、痛い

ほど良く分かり、遅くまで待って頂き申しわけないが、現行稲経の廃止と主業

農家と副業的農家は、昨年来からの経緯もあり、我々は大変な課題を背負う。
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であるから、何度も申すが、そういう観点で、担い手の扱いについて極端な検

討を行おうというものではなく、従来に沿ったものになると思うが、担い手を

どう考えるのか対応方向も明確に出ていないので、そこは出して頂けたらと思

う。

（生源寺座長）念には念を入れてということで、今のやりとりは議事録にも残

るし、宿題の理解にはその部分も含めることになる。御指摘の根っこの部分に

ついては、当然検討されるべき課題だと思う。

、 「 」 、それから 主業農家と副業的農家についてもあえて 等 を付してあるのは

昨年の議論も踏まえてのことであり、これからも検討の余地があるのを前提で

書いている。納得頂きたいと思う。

（山田委員）今、座長より丁寧な整理を頂いたわけで、修文については、全体

的にかなり思い切った対策・判断を頂いたと思う。しかし、稲経の廃止と担い

手のあり方の２点については、なかなか納得ができないということを申し上げ

たわけだが、座長が議事録を含めてキチッと整理していると言うことであるの

で、もうこれ以上、しようがないものと思う。

ところで、整理に当たって確認して頂きたいことがある。研究会で「言わな

かったから」とか「こういう文言が出ていないから」ダメなんだとか、後から

具体的に項目を検討する時に 「書いてないから」ダメなんだという事がない、

ようにして頂きたい。今後、具体策の検討の中で、対策の方向についての内容

についても場合によっては、色々と変えざるを得ない部分が出てくると思う。

基本は具体策なのだから。そんな中で政策を分ける分けないといった議論は、

当然そこで出てくるわけである そういう面では 基本は基本で大事だが 弾。 、 、「

力的な対応」は具体策の検討の中で当然出てくるという事を確認頂きたい。

（生源寺座長）中間取りまとめは、基本的な原則を書くということである。し

たがって、その原則の下で色々な知恵を出して頂くという意味では言われると

おりである。２枚目のところで、念には念を入れて 「状況を見極めた上で本、

研究会を再開し、最終的な取りまとめを行う」と書いてあることにも留意頂き

たい。

（三浦委員）１１ページの②のまとめ方については、休憩に入る前にも申し上

げているが、生産意欲とか創意工夫ができる生産者形態を作っていくんだとい

う大きなテーマが研究会に一つあるわけで、そうなるとこれからは宿題とか、

テーマと言っている四角で囲んだ部分に制限を与えるとか、与えるということ

をさけて、ただ今、修文されたような方向が逆に今後検討するのに、いいんじ

ゃないかと感じてもいるし、受け止めている。山田委員も「担い手なり形態を

作る方向で各般の施策を作る時に、今のような表現が良い」と考えるべきでは

ないか。これが私の意見である。

（ ） 、 、生源寺座長 また ここは議論していると最終電車ということにもなるので

申し上げたいわけだが 「需給調整への参加メリットの明確化を前提に現行稲、

経の廃止」という表現でなおその意味が伝わらないとすると、日本語の伝達の

問題というか、ここまで書いて御理解頂けないとなると、こちらとしては天を

仰いでしまう。再々、申し上げているように、新しい仕組みを作っていく、そ

のことが明確になることが前提となる廃止。そういうふうに私どもとしては書
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いたつもりであるので御理解を頂きたい。

（髙木座長代理）先程、座長も申し上げたが、２ページの一番下に具体的手法

についての問題が書いてあるわけだが、今後の取り進め方の関係で、検討作業

を急ぎ、この状況を見極めた上で、最終的な取りまとめを行うということで、

座長が何度も言われている。いわゆる宿題と最終的な取りまとめは、一体で研

究会において判断して頂くわけで、私が言うのも何だが、そろそろ修文問題は

終わりにしてはどうかと提案をしたい。

（委員一同）拍手。

（生源寺座長）よろしいか。異議のある方は （委員一同「異議なし」の声 ）。 。

それでは、この修文については、了解して頂けたということとする。

（門傳委員）お願いだが、前の段階で話したが、生産調整部会・流通部会・全

体研究会それぞれ取りまとめる前に新聞に出て、それが有らぬ誤解を受ける。

３回ともそうだ。３つの会議の開かれる前日であったり、当日であったり、そ

ういった段階で、例えば今日の地方紙だと減反助成金の廃止の提言等の記事が

でるので、稲経の廃止の論議等でどうしてもひっかかってしまう。こだわらざ

るを得ない。情報や取材うんぬんを申す気ではないが、ここにいらっしゃる委

員を始め関係者の皆さんは、それぞれ社会的に影響のある方々なので、自由と

いうのは社会的節度の上にあるもので、当然そういった物の影響等を考慮され

て日夜仕事をしておられると思うが、こういったデリケートで波及効果が大き

い物に対しては、それぞれ委員の言動はなおさらの事だが、私のような者が言

うのは場違いかもしれないが、皆さんが議事を進める事が大前提であるので、

極力誤解を受けない様な形での取材なり報道を更に進めて頂けなければ、今後

の秋の議論になった時にはもっとシビアに反応が出てくることが十分予想され

、 、 、るので そのあたり ここにいらっしゃる皆さんに私の勝手なお願いなのだが

更にその点にも留意して頂ければと思う。

（上場委員）門傳委員が言われるのは、当然な事であるが、ただ私どもの県で

も情報開示を初めてから余り日が経っていないが、この会は全部開示されてお

り、あれが誤報だったかどうかについては確実に伝わる。それはこの会が国民

全体に開かれていて、もちろん全国ＪＡ、農家の人にも開かれているわけであ

る。私ども県行政を担う者・調整をしている省庁或いはＪＡ・全中を含めて全

部に開かれており、そのことは民主主義の基本。私たちの節度も大切だが、マ

スコミの皆さんも大変だと思う。実際には。その事を含めて、正々堂々と議論

を進めてはいかがか。

（生源寺座長）この点については、最近の問題もあり、皆様問題意識を共有さ

れていることと思う。

その他、御意見は。御意見が無ければ、今、確認頂いた修正を踏まえて、中

間取りまめとしたいと思う。

なお、本日の取りまとめは、表形式にて行ったが、今後、対外的に公表して

いくに際し、表形式ではなく文章形式とし、また、関連資料を添付した形にし

たいと考えている。今、文章形式と申し上げたがイメージを持って頂くための

資料をお配りする。内容はもちろん今日のものがそのまま載るわけだが、体裁

については、文書形式にしたい 「検証に用いた主要な資料」についてはかな。
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りのボリュームになっており、更に内容を精査した上で、必要に応じて修正な

どを行った上で公表したい。以上の様な形で公表することや、公表の時期等に

ついては、座長である私に一任して頂けないか。

（委員一同）異議なし。

（生源寺座長）それでは、今後の研究会の取り進め方についてお諮りしたい。

ただいま本研究会としての一定の整理をさせて頂いた。今後これを農業者をは

じめ納税者・消費者といった国民の皆様方の理解と納得を頂きながら具体化を

図っていくことになる。したがって、研究会として事務局に対し、現場での理

解の促進とこの問題についての活発な論議、また、国民の皆様に対するパブリ

ックコメントの募集の２つの事をお願いしたい。さらに、ミニマム・アクセス

米の影響評価について分かりやすく整理した資料も用意して頂いているので、

これを各委員にお送りし、意見を頂いた上で、パブリックコメントに載せて参

りたい。以上が研究会としての整理及びミニマム・アクセス米の影響評価につ

いての取扱いの提案である。事務局・関係機関におかれては、今後、研究会の

、 「 」中間取りまとめに沿った米政策システムの具体化 いわば研究会からの 宿題

を精力的にこなして頂くこととなる。したがって、研究会としては今後、この

「宿題」に対する回答を踏まえ、議論を行うこととしたい。具体的には秋のし

、 。 、かるべき時期に再開し 最終的な取りまとめを行いたい 再開時期については

座長の私に御一任頂けないか。

（委員一同）異議なし。

（髙木座長代理）宿題の件でお願いがある。選択肢はあってもよいが、関係者

間でよくすり合わせたものを研究会に持ち込んで頂きたい。秋はそんなに時間

はないので生煮えを持ち込まれても困るということ。

（生源寺座長）再開の時期がまいったらお知らせし、再開したい。それでは、

ここで食糧庁長官より一言御挨拶がある。

（食糧庁長官）本日は、長時間にわたる御熱心な論議の末、研究会としての中

間取りまとめを行って頂きありがとうございました。

研究会におかれては、本年１月の設置以来、この半年間に、延べ39回に及ぶ

精力的な論議を行って頂き、特に現地検討会やヒアリングの実施によりオープ

ンをモットーに現場の生の声の聴取及び反映に努めて頂いた。

５月半ば以降は、現地検討会も含めると概ね週３回ものハイペースで御検討

頂いており、この間の委員の皆様の御努力には重ねて感謝申し上げる。

、 、 、本日 取りまとめて頂いた中間取りまとめは 水田農業の構造改革を加速し

需要に応じた生産という米作りの本来あるべき姿を実現する上での極めて重要

な道しるべであると認識している。

農林水産省としては、中間取りまとめの提言を真摯に受け止め、広く関係者

に対して、その内容の周知徹底に努めるとともに、提言の内容に沿った具体的

手法の検討を急ぐ考えであり、本年秋の研究会再開に向けて、事務局としてパ

ブリックコメントの実施、宿題に対する回答を踏まえ、考え方をキチンと整理

した上で、皆様方にお示しをしたいと考えている。

これまでの委員の皆様方の御努力に重ねてお礼を申し上げるとともに、本年

秋以降、最終取りまとめに向けて、引き続き活発な御論議をお願いして挨拶と
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させて頂く。

ありがとうございました。

（生源寺座長）以上で本日の全体研究会を閉会する。

（以上）


