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第８回生産調整に関する研究会の議事概要

○ 日時：平成１４年１０月１７日（木） １０：３０～１６：２０

○ 場所：農林水産省共用会議室Ａ～Ｄ（郵政事業庁内）

（企画課長）

定刻となったので、只今から第８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、都合により小熊委員、立花委員、福井委員、横川委員が欠席、早

川委員が遅れる。開会に先立ち、北村農林水産副大臣から挨拶を頂戴する。

（北村副大臣）

大島理森農林水産大臣を補佐しろということで、副大臣を拝命した。８回目を数

える、この生産調整に関する研究会の開催に当たり、本来、大島農林水産大臣が挨

拶するところであるが、ＷＴＯの関係でヨーロッパの主要な方々へ事前にわが国の

考え方というものを説明にいっており、本日の夕方に帰国の予定である。したがっ

て、私の方から一言挨拶を申し上げることをお許し願いたい。座長を始め各委員の

方におかれては、御多用のところ出席いただき、感謝と御礼を申し上げる次第であ

る。本研究会は、今年の１月に発足をしていただき、計39回に渡る議論を重ねて、

６月28日に皆さんの議論から中間取りまとめをしていただいたわけである。これま

での各委員の活発な議論に対して、敬意を表する次第である。改めて申し上げるま

でもないが、ぜい弱な生産構造や生産調整に対する限界感の高まり、あるいは、米

の価格の低下、農家収入の減少等、米をめぐる変化の状況を見ると、わが国の米づ

くり、水田農業はまさに正念場に立ち至っており、今、生産調整を始めとする米政

、 、 、策を思いきって改革しなければ 米づくり 水田農業の将来展望を切り開くことは

できないという意識をもっている。中間取りまとめでは、あるべき米づくりの姿を

お示しいただいており、農林水産省では、この中間取りまとめで皆様から宿題とさ

れた米政策の抜本的見直しを具体的な内容について、鋭意検討を進めてきたところ

。 、 、 、 、である 後ほど 事務方から説明をさせるが 本日の研究会では 委員の皆さんに

その検討結果を御報告申し上げて議論をしていただきたい、このように考えている

次第である。各委員におかれては、米づくり、水田農業の将来展望を切り開いてい

ただけるよう建設的な議論を頂き、11月末には、改革の全体像を取りまとめていた

だければ、大変有り難い。ＷＴＯの問題、そして、農業が共存できるそういった国

際的な世論をつくっていかなければならない。何よりも、生産者が将来に向かって

自分たちの地域を守りながらも、そして、経営的な意欲をもって取り組んでいける

ような、そういった米政策のあり方を皆さんの手でまとめていただけるよう、そし

て、消費者がきちんと見ていることを、念頭に置きながらもご意見を重ねていただ

くよう、お願い申し上げて、一言御挨拶とさせていただく。よろしく御審議のほど

お願いする。

（企画課長）



- 2 -

ここで、委員の交代について報告する。宮田委員におかれては、先般、全中の会

長に就任され、日程上この研究会への出席が困難であることから、本人からの希望

により研究会委員を辞められるということである。代わって新たにホクレン農業協

同組合連合会の奥村幸一副会長に研究会委員に就任していただくことになった。そ

れでは、奥村委員から、御挨拶を頂戴する。

（奥村（幸）委員）

紹介があったとおり、北海道中央会の宮田会長が全中会長に就任されたことを受

けて、ピンチヒッターとして研究会に出席するよう指名を受けたので、皆様方、ど

うぞよろしくお願いする。

（企画課長）

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）

、 、 、この研究会では ６月28日に中間取りまとめを行い 事務局また関係機関に対し

この中間取りまとめに沿った新たな米システムのあり方、いわば、研究会からの宿

題を精力的にこなしていただくよう、お願いいたしたところである。あわせて中間

取りまとめ等に対して、１つは、現場での理解の促進と活発な議論、もう１つは、

国民の皆様に対するパブリックコメントの募集、これらをお願いしたわけである。

、 、本日は 中間取りまとめに沿った新たな米システムの具体的内容の案がまとまった

ということであるので、農林水産省並びに生産者団体からその内容を伺いたいと思

う。具体的な議事の進め方であるが、お手元にある資料の分量が相当なものになっ

ている。したがって、まず、午前中に新たな米システムの全体像、すなわち改革の

全体像について、説明を伺う。その後、午後に個別事項について、説明を伺い、そ

の上で、議論を進めて行きたい。後ほど申し上げるが、農林水産省あるいは生産者

団体からの説明について、質疑を行う機会は、今日を含めて合計３回考えている。

したがって、今日、仮に発言をされない場合でも、その後の機会では、十分、議論

。 、 、 、いただけることかと思う ただ 本日 中座をされる方で発言されたい方があれば

早めに挙手をお願いしたい。今日の説明資料は、非常に多岐に渡っており、分量も

。 、 、 、 、多い したがって 本日の研究会で出せなかった意見 あるいは 質問等があれば

、 。これまでと同様 公表することを前提に別途書面で提出していただきたいと考える

この点については、最後に今後のスケジュールについて、提案する予定であるが、

その際に、改めて詳しくお願いする。それでは、まず、今般の改革の全体像につい

て、説明をお願いしたい。なお、説明の内容であるが、当然のことながら６月28日

の第７回研究会で確認したとおり、第一に中間取りまとめを踏まえたものであるこ

と。第２に中間取りまとめに示された３つの基本的骨格、７つの切り口に基づく検

。 、証をしっかり行っているものであること 第３に全体が１つのパッケージであって

、 。その一部のみを抜き取って議論することは 事柄の性質上難しいと考えられること

こういったことを念頭に説明をお願いする。また、委員におかれても、今申し上げ

た３つの点を念頭にお聞きいただきたい。それでは、食糧庁長官から説明をお願い

する。

（食糧庁長官）
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生産調整に関する研究会 中間取りまとめ における検討項目に対する考え方 概「 」 （

要）があるが、私からは、全体像について説明する。先程、座長から話のあった３

点については、我々は十分留意して、この考え方の取りまとめを行ったところであ

る。それでは、資料のＰ１「改革の方向とステップ」であるが、米づくりの本来あ

るべき姿として研究会中間取りまとめでは、２点にまとめられている。まず『多様

な消費者ニーズを起点とし、需要ごとの価格条件等を満たしながら、安定供給がは

かられる消費者重視・市場重視の姿 、そして 『効率的かつ安定的な経営体が、市』 、

場を通して需要を感じ取り 「売れる米づくり」を行うことが基本』であるというこ、

とである。この中間取りまとめを受けて、需給調整システム、集荷流通、生産構造

の３つの改革を行って、米づくりの本来あるべき姿の実現をはかっていきたいと考

えている。目標とする時期は、平成22年であり、米づくりの本来あるべき姿を実現

していきたい。平成22年というのは、平成12年３月「食料・農業・農村基本計画」

を策定した際に、あわせて設定している「農業構造の展望」においても、平成22年

における目指すべき、望ましい「農業構造の姿」を明示している。米づくりの本来

あるべき姿を実現するための条件整備、また、どれだけの時間をかけて行うか、と

いうことについて、４つのタイプを提起している。まず、第１類型、需給調整シス

テム改革先行型であるが、16年度に生産調整の配分を廃止する。これは、現在の需

給状況からすると、農業者・農業団体の自主的な生産調整は、今後とも必要である

と思っているが、国による生産調整の配分を16年度に廃止するということである。

そして、22年度までに生産構造改革を進め、あるべき姿を実現するということであ

る。主要な助成措置は、担い手農業者対策、産地づくり対策である。この評価とし

ては、まず、主体的な経営判断が最も活かされ得る。２つ目として、需要に見合っ

た売れる米づくりが実現することであるが、一方、需給が大きく緩み米価の急激な

下落が懸念されるところである。

次に、第２類型、併行改革型（経営判断重視タイプ）であるが、これは、需給調

整システムと生産構造改革を併行して進めて行く、という考え方である。農業者の

経営判断を重視しながら、生産構造改革を推進するということで、目標年次を明確

にして、例えば、３年後とかに、国による生産調整の配分を廃止するという考え方

である。需給調整システムとしては、これまでの面積配分ではなく、生産数量を配

分する。あとで詳しく説明するが農業者段階では、生産面積も配分するという考え

方である。この場合の主要な助成措置であるが、生産調整メリット対策として、米

価下落の影響緩和対策を行い、これに基づき個々の農家が生産調整へ参加するかど

。 、 。 、うかを判断する ２つ目には 産地づくり対策である 米価下落の影響緩和対策は

稲経加入によるモラルハザードで見られたことであるが、主体的経営判断や市場を

通じた売れる米づくりの促進を阻害しないものとする必要があると考える。この評

価であるが、主体的な経営判断を活かすことができる。需要に見合った売れる米づ

くりを推進。セーフティネットは、生産調整参加者を対象とした米価下落の影響緩

和対策に力点ということが考えられる。

次に、第３類型、併行改革型（地域主体性重視タイプ）である。これは、農業者

の経営判断よりも、むしろ、地域の自主性を重視しようとする考え方である。目標
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年次を明確にし、生産調整の配分を廃止するところは、第２類型と同じである。農

業者の主体的判断を踏まえて生産数量を配分するのも第２類型と同じである。主要

な助成措置としては、産地づくり対策で配分された米の生産数量を遵守しながら、

地域の特色ある水田農業の展開を促進するための助成、米価下落時に影響緩和対策

を講じるかどうかについては、地域が主体的に判断する、という考え方である。こ

の評価としては、地域における十分な話し合いが重要である、と考えている。

次に、第４類型、生産構造改革先行型である。効果的な需給調整を進めながら、

生産構造改革を促進する。そして、国による生産調整の配分の廃止の是非や時期に

ついては、状況を見ながら判断するという考え方である。農業者の主体的判断を踏

まえて生産数量を配分することは、第２、第３類型と同じである。助成措置として

考えられる事項は、併行改革型と同様であるが、実効ある生産調整を推進しながら

生産構造の改革を実現するための政策的なテコ入れが必要となり、それに要する経

費が増高する可能性がある。この評価として、実効ある生産調整に力点を起きすぎ

た場合、構造改革を加速することが難しいのではないか。次のページの需給調整等

に関する行政、生産者団体の役割分担と第三者機関のあり方であるが、この点につ

いては、生産者団体からも、また、与党の先生方からも、この役割分担をどうする

のかということをよく聞く。食料・農業・農村基本法において役割分担が整理され

、 、 。ているが この法律には ４つの基本理念の実現を目指すということになっている

これについて、国は、第７条で基本理念にのっとり、食料、農業及び農村に関する

施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。また、第２項で情報の提供を

行うとされており、第13条で施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上

の措置を講じなければならない。また、地方公共団体は、第８条で国との適切な役

割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた

施策を策定し、及び実施する責務を有すると明記されている。農業者・農業者団体

は、農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に

取り組むよう努めるものとする、と明記されている。注意していただきたいのは、

第11条、国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当た

っては、農業者及び農業に関する団体並びに食品産業の事業者が行う、自主的な努

。 、力を支援することを旨とすると書かれているところである この規定を踏まえると

需給調整その他の政策における役割分担は、右上の表のようになるのではないかと

考えている。需給調整は、農業者・農業者団体の自主的努力により、国民の需要に

則した生産を行うということである。当然、国から与えられた情報を活用するわけ

である。役割分担を踏まえた需給調整のための第三者機関のあり方であるが、米の

需要量予測、生産目標数量の策定に監視、公正さ、中立性を確保するため、第三者

機関的な組織「全国米需給検討会議」を新たに設置すればどうか、ということであ

る。第三者的といっているのは、生産者団体といった当事者に当たる者が入ってい

ることからである。これは、国段階でも設けるし、都道府県レベルでも設置すると

いうことである。事務局は、国が務める。全国米需給検討会議に、国から情報提供

を頂き、需給見通しの案を提示し、案に対し助言を頂く、そして、国が生産目標数

、 。 、 、量の案を提示し これについて助言を頂くことになる 米需給検討会議は 公平性
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中立性を確保することが重要であることから、情報発進、プロセスの公開が、農業

者の配分について理解をしていただく、また、市町村の職員への負担の軽減にも繋

がるものと理解している。続いて、今後の需給調整のあり方についてである。４つ

のタイプ毎に整理しているが、まず、第１類型について、国による生産目標面積数

量の配分は行わない、そして、農業者・農業者団体の経営判断により需給調整を実

施するということである。メリット措置は、生産調整のメリット措置としての性格

を有する助成は行わない。しかし、担い手対策、産地づくりへの助成は、きちんと

実施する。それから、第２・第３・第４類型の生産目標数量の配分の考え方は、共

通である。生産目標数量は、第三者機関的な組織を設置し、その助言を受けて決定

し、市町村段階までは、生産目標数量を配分し、農業者段階に至ると、作付目標面

積も配分する。これは、確認の問題もあり、数量では、確認できないという指摘も

あり、目標数量とあわせて目標面積も配分するということである。なお、市町村段

階では、市町村米需給連絡協議会とし、全国段階、都道府県段階とは、違う流れに

している。市町村段階になると、推進事務とか参加者への連絡調整の問題も生じる

ことから、連絡協議会と名称を変えている。また、自己の経営努力により需要先を

開拓し、消費と結びついた生産を行う農業者を安定契約生産者として積極的に位置

づけてはどうかと考えている。この安定契約生産者は、あくまで確実な取引契約が

必要であると考える。そして、過剰米が出たときにも対応するということで、通常

以上の拠出を義務づけたいと考えている。具体的な内容については、また、かなり

先になると思うが、専門委員会で検討していただきたい。確認の問題であるが、生

産調整の達成・未達成は個々の農業者の生産数量を把握することが困難であること

から、作付面積を確認する考えである。この点については、市町村・県の方から確

認事務の軽減の要望がある。できるだけ市町村の確認事務を軽減する観点から、生

産出荷実施計画を出していただき、水稲共済申告書のデータ照合を行うことで、確

認を行いたい。これにより、事務の大幅な軽減をはかりたい。第２・第３・第４類

型のメリット措置であるが、まず、第２類型では、生産調整の参加メリットとして

米価下落の影響緩和対策を措置する。そして、地域の特色ある水田農業の展開を助

成促進するための助成を実施する考えである。この場合は、できる限り生産調整と

のリンケージを無くすということを考えている。第３類型の場合、地域に助成を一

括交付し、助成対象や内容を地域が選択する。この場合、生産調整の実効をはかる

ため、生産調整とのリンケージが必要である。また、第４類型は、第２・第３と基

本的に同じであるが、各種助成措置については、生産調整との強いリンケージを維

持しながら実施することが、必要であると考える。続いて、備蓄手法の見直し、豊

作による過剰米の処理について、備蓄手法については、まず、買入手法を、これま

、 、での農業者から定められた価格での直接買い入れでは 市場のシグナルを反映せず

生産者の主体的な経営判断を育むことを阻害する問題があるので、これを、需要に

見合った米づくりを推進している地域の集荷業者等から、入札方式により買い入れ

を行うこととしたい。対象玉についても、同じような考えから、市場動向調査に基

づき、透明な形で決定するようにしたい。続いて、大きな論点である、豊作による

過剰米の処理であるが、需給見通しや配分数量をもとに、作況に応じて定めた豊作
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による過剰米についての自己責任を基本とした、具体的な処理手法の選択肢を２つ

提示している。１つは、販売努力支援方式である。これは、農業者等が販売努力を

、 、 、行うわけであるが 売れそうにない場合 でき秋から翌年の９月ごろまでにかけて

過剰米を担保に、融資期間が１年の短期融資を行う。これは、アメリカのローンレ

ートの方式を採用しているわけであるが、融資を受けても、その間のさらなる販売

、 。 、 、努力をしていただいても 結構である 仮に売れなかった場合は ３千円を頂いて

言葉が悪いが担保は、質流れということになる。それでも、売れ残った場合は、加

工用途等向けに販売する。この場合のコスト計算であるが、過剰米が30万トン発生

した場合、短期融資額を加工用途等への販売により回収可能な額、例えば60kg当た

り３千円、これは、ＭＡ米の調達価格であるが、これで試算すると、当面の原資と

して、150億円が必要である。翌年度以降、加工用途等への販売により、資金が回収

できれば減額が可能となる。次に、選択肢の２として、自主調整方式である。農業

者等の自主的な調整により、豊作による過剰米を処理する方式である。コスト試算

としては、豊作による過剰米について、何らの措置を講じない場合、米価の下落を

招き。経営が悪化する可能性がある。この場合、どの位、下落するか、60kg当たり

2,000円まで低下するのではないかと試算されている。この場合、販売総額が

約2,400億円減少するのではないか。以上、２方式を提案しているが、両方式を比較

すると、資金が回転し得る融資の仕組みを活用するものであること、大幅な米価下

落等を伴わない形で、需要に応じた売れる米づくりの推進や自己責任の意識の醸成

に資すること等の点で優位性のある 「販売努力支援方式」を採用することが適切で、

あると考える。次に、新たな流通システムの考え方である。ポイントとして、形骸

化している自主流通計画及び関連制度の廃止、公正・中立な市場機能の充実、安定

、 。 、的な長期契約の支援等により 多様な取引を許容しつつ安定供給を確保する 業者

価格、表示それぞれの透明性を確保することである。具体的な、価格形成について

は、現在の自主流通米価格形成センターを見直し、価格形成センター（仮称）をつ

くってはどうか、と考えている。自主流通米価格形成センターが行っている定期的

、 。 、 、な入札取引にあわせ 多様な取引に対応できるようにしたい それから 契約栽培

産地指定等の安定供給取引を確保することが重要である。これらの価格形成センタ

ー、安定供給取引へのしかるべき支援を行ってはどうか、ということで、現在、自

主流通法人があるが、この事務を引き継ぎ、また、卸売業者の方にも参加していた

だき、安定供給支援法人をつくってはどうか、と考えている。公正・中立な市場取

引、安定的な長期契約等に対し、債務保証等を行ってはどうか、と思っている。債

務保証については、現在、社団法人食信協が行っているが、これを取り入れて安定

、 。 、供給支援法人で行ってはどうかと 考えている 表示・検査制度の再編成であるが

表示の信頼性確保の観点から、品種に係るＤＮＡ鑑定調査の対象を原料玄米に拡大

する。あるいは、新たな精米規格を制定することを考えている。それから、安全・

安心が確認できる体制整備ということで、トレーサビリティシステムの導入をはか

りたい。また、信頼され、選択される農産物検査のため、検査員の研修の強化をは

かり、また、トレーサビリティシステムや新たな精米規格とのリンクによる検査情

。 、 、報の利用機会の増大をはかっていきたい 最後に 危機管理体制の再整備であるが
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計画流通米のウエイトが落ちてきたことから、大不作等の緊急事態発生時には、対

応できない状況になってきている。このことから、流通業者及び生産者に必要な提

示・命令を発出できるようにする。そのためにも、すべての流通業者を届出や帳簿

備付義務の対象としたい、と考えている。また、行政組織の行動マニュアルづくり

に着手したい。

（生源寺座長）

続いて、総括審議官より水田農業政策のあり方について、説明をお願いする。

（総括審議官）

それでは、水田農業政策のあり方について説明をする。水田農業の現状について

であるが、この課題は今まで十分議論されており以下の４点がある。まず、１点目

のぜい弱な水田農業の生産構造は、主業農家のシェアが非常に低いことがあげられ

。 、 、る ２点目の利用集積は 認定農業者等の担い手に農地の４割が集積されているが

最近の伸びは鈍化している状況である。３点目の麦・大豆生産の急増と需給のミス

マッチは、新しい基本法の下で関係者の皆さんの努力で増産しているが、一方で需

要と供給のミスマッチといった問題がある。４点目の飼料作物は、家畜をめぐる課

題がある一方で水田における飼料用の作付けが増えないということがある。水田農

業のあるべき姿については、基本法ができ、基本計画が平成12年３月に策定され、

これにあわせて農業構造の展望を示した。これが、いわばこれからの水田農業確立

の核である。この展望では、効率的かつ安定的な農業経営は40万戸、その中で家族

経営は33～37万戸のうち、水田作は８万戸としている。法人経営・生産組織は３～

４万経営体のなか、水田作は１万経営体としている。また、効率的かつ安定的な農

業経営には農地集積は現状４割であるが、農地の６割の集積としている。水稲にあ

わせて麦、大豆の田畑輪換を中心とした持続的な輪作体系で、個人経営10～20ha、

法人経営・生産組織35～50haとした目標に向かって進めるとしている。そして、地

域の特色ある農業の展開による水田の有効利用としては、地域にあった形での、実

需と結びついた麦、大豆の生産や、地域主体の多様な取り組みにより水田の最大限

活用をはかるという目標を掲げている。現状から目標に向かって、政策の効果を出

すために３点の大きな対策を打ち出している。１点目は担い手の育成と土地利用の

集積があり、担い手の育成については、個別経営や法人化としているが、特に水田

においては、集落営農の組織化なり法人化を推進するところである。また、利用集

積については、担い手のニーズを優先し加速化させること。ほ場整備等についても

担い手育成重視の事業へ転換をすること。麦・大豆等については、生産を担い手へ

集積をはかること。２点目の担い手の経営の安定確保は、米政策の展開と整合性を

もちながら経営所得安定対策を確立していくこと。所得に関係する生産資材費の低

減の具体的取り組みをすること。基盤整備等では水田の汎用化、コストの低減を可

能とする基盤整備を進める。３点目の需要に対する産地育成は、地域の実情にあわ

せ、地域でいろいろな方向性を見つけながら取り組みをしていく。麦・大豆等のミ

スマッチの問題、環境保全型農業の取り組み、加工用米等需要に対応する低コスト

生産、そのベースとなる技術の問題がある。耕畜連携については、餌米、飼料用作

物を含めたいろいろな作物の取り組みとして耕畜連携を活かした取り組みを推進す
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。 。る 次に将来の水田農業の担い手像とそれを育成するための施策について説明する

平成22年度の構造展望に向けて、主業農家のシェア水田が平成12年度では４割であ

るが、22年度には担い手のシェア水田を６割としたい。そのための手法として、担

い手への農地利用集積としている。それには、担い手の育成対策と土地利用の集積

が大きな課題である。経営対策は、担い手の経営安定対策として、経営改善努力を

行う担い手の経営安定のために必要な措置を具体化する問題や生産資材費の低減、

水田の汎用化、コストの低減を可能とする基盤整備といった課題がある。水田農業

の担い手のイメージとして、平成12年３月の基本計画の策定の際、営農類型毎の経

営展望を示してある。個人経営10～20haでは、田畑輪換を押し進める。それぞれ労

働時間、生産コスト低減方法、単収の増等を含めている。個人経営５haは水稲と野

菜等高収益作物を含めてある。一方、法人経営・生産組織で15～50ha、集落営農で

60haとしてある。これらをにらみながら各地域の実情に合った形で、手法を工夫し

てもらう。さらに、担い手問題にあわせて水田農地の有効利用がされるか、大きな

課題である。22年度の基本計画は平成９年の水稲作付面積をベースに考えてある。

９年度は水稲作付け194万ha、畑作物の作付け41万ha、不作付け19万haである。それ

に対し、食生活のあり方の見直し、生産面の課題を解決することにより、水稲186万

ha、畑作物50万haを目標としている。平成９年度に比べ、水稲作付面積が８万ha程

度の減少に止まり、麦・大豆、飼料作物等については生産が増加し、不作付田はほ

とんど生じない見込みで考えてある。一方、近年の米需要の減少傾向が続いた場合

には、平成22年の米需要量は、766万トンまたは815万トンといった最近の厳しい減

少も想定され、水田における畑作物の作付面積が基本計画で見込んだとおりであっ

ても、水稲作付け155万ha、畑作物作付け53万ha、不作付け28万haになり、基本計画

、 、 。 、と違い 不作付け水田をどのように活用するか といった課題が出てくる これは

しっかりとした対応をとらなければ、耕作放棄などの問題が出てくる。水田農業の

構造改革により、主体的な経営判断の下、効率かつ安定的な経営体を中心とした水

田の有効利用を進める必要がある。

（生源寺座長）

続いて、経営局に説明をお願いしたい。

（経営局審議官）

目標とする水田農業の構造とその実現に向けた経営対策について説明する。この

ことについては、水田農業ということで先程の説明と重複する点があるかと思う。

効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の大宗を占めるといった農業構造の実現を

目指すことが基本となる。平成22年の農業構造展望では、農業経営体としては家族

、 。農業経営は33～37万経営体 法人・生産組織は３～４万経営体を育成していきたい

このような経営体に対して農地の約６割、470万haの６割である282万haをこれらの

経営体に集積していきたい。しかしながら、現状は経営体の中核となるべき認定農

業者は16万人にとどまっていること、あるいは担い手に集積されている農地面積は

215万haであり、今後、経営体の育成及び担い手への農地の利用集積の加速化をして

いかなければならない。棒グラフに示してあるように平成７年～12年にかけて鈍化

傾向にある農地の利用集積を加速化していくことが経営政策の大きな狙いである。
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そのために政策として何をするべきかということで、３つの柱に整理した。１つは

担い手の育成・確保の一環として集落営農の組織化を進めていくことと、法人化を

進めていくことが重要である。特に集落営農については、地域によって営農形態が

多様であり、今後は、経営体としての実態を備えた集落営農、集落型経営体といっ

、 。 、ているが このような経営体を緊急に組織化していく必要がある いずれにしても

担い手対策の前提として育成すべき農業経営体の範囲の明確化、何を育成すべき経

営体として観念していくかという点の整理が必要であり、これを明確化した上で経

営体に対する施策の集中化、重点化を行っていくことが重要である。その集中化、

重点化の一環として、担い手のニーズを優先した農地利用集積を加速化するとした

ことが２つめの施策の柱である。法制面、例えば、農地の利用を集積するための法

的な手当、法人化推進のための法的手当、集落型経営体を担い手と位置づけるため

の法的手当等を検討していくとともに、予算面での措置も講じていく。最後に、担

い手の経営安定の確保が３つ目の柱であるが、このような規模拡大等の経営改善努

力を行う担い手の経営安定のために必要な措置としては、中間取りまとめにおいて

も、当面の経営安定対策と将来の経営所得安定対策に区分して、具体的に取り組む

こととされている。

（生源寺座長）

続いて、生産局より説明をお願いしたい。

（生産局長）

水田の有効利用に向けた課題については、中間取りまとめによって４点に分けら

れる。まず１点目の麦・大豆等のミスマッチ解消による需要の確保は、現在、麦も

大豆も生産が需要と必ずしも結びついていない。その原因として麦については品質

の格段の向上とコストの低減、大豆については品質の向上、ロットの大型化、コス

トの低減等があり、これらをクリアしないことには需要の拡大は期待できない。２

点目に、環境保全型農業の拡大・定着は、いわゆる減農薬、減化学肥料、有機農法

、 、等への取り組みによって１割程度の減収となっており 生産調整面積の配分に対し

考慮する必要がある。現時点で見込める生産調整面積の効果は約7,000haである。３

点目には、加工用等多様な米需要の対応した基盤づくりは、４つほど、指摘を受け

ている。稲発酵粗飼料ホールクロップサイレージについては、非常にかさばるもの

であり、流通が制約されるといった実情がある。飼料用わらが現在24万トン輸入さ

れており、需要24万トンのうち、できる限り国産へ振り向けたい。飼料用米は、消

化速度が速いため牛は下痢をし、採鶏卵は黄身が白くなるなど色素の問題があり、

コストがかかるため、ブロイラーとブタの配合飼料原料に５％混ぜることが可能で

ある。飼料工場からは、粉砕する機械投資が必要等との意見もあり、現時点では25

万トン程度の需要と見込でいる。また、最近流行りの米粉パンの原料への供給も考

えており、また、将来的にはバイオマスエネルギーとして利用できる可能性の研究

開発を進めるべきと考えている。４点目の地域の特性を活かした多様な取り組みの

推進は、地産地消の取り組みである。最近、スローフード（地産地消）の取り組み

は青少年の情操にいいともいわれ、米飯中心の家庭食・郷土食・伝統食等の取り組

みで消費増を考えている。地力増進作物の生産等により水田の多面的機能、水田の
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機能を保全するような対策プログラムを進めていく。最後に、麦・大豆・飼料作物

の課題がある。これらについては、３点に分けられる。１点目は技術対策である。

麦・大豆は土壌の過湿に弱いため排水対策の徹底、播種や収穫の際の基本技術の励

行が必要になる。それでもなお、収穫期の降雨により品質低下等を起こす気象災害

の問題がある。こういう問題のために、共済制度があり、加入割合は、麦で北海道

100％、北陸は93％、九州は80％となっているが、その他の地域は50％程度となって

いる。産地作りとしての取り組みの意欲と思っている。大豆の共済の加入率は、北

海道で７割程度、残りの地域は５割以下という気象災害への対応となっている。気

象災害への対応が今後本格的な産地作りの前提となると考える。資本投資の問題と

して、農業機械については小麦の場合は水稲用と兼用できるが、大豆の場合はコン

バイン、乾燥機等が専用の機械となり、その整備について、試算では約１千万円近

くの投資が必要となる。飼料作物の機械整備については、例えばトウモロコシは約

３千万円、稲発酵粗飼料は途中まで機械の兼用ができ収穫以降の機械の整備として

１千万円以上の投資が必要となる。水稲との収益格差は、11～13年の平均で小麦は

10ａあたり34千円、大豆では10ａあたり35千円となっており、稲経等を加味すれば

小麦は37千円、大豆は39千円の収益格差がある。水田確立助成により小麦41千円、

大豆51千円の助成があることから、収益面だけで判断を行えば、麦・大豆の方がは

るかに上回っている状況であるが、上記のような資本投資、気象災害対応等の問題

がある。麦・大豆の需要と生産のミスマッチの拡大等では小麦と大豆の品質向上、

生産コストの低減等が実現できなければ、現状程度の需要となり、大幅な需要拡大

は困難である。飼料作物については、畜産の立地と水田の賦存状況についてミスマ

ッチがあり、耕畜連携の流通問題がある。現在、輸入粗飼料が155万トンあり、国内

の面積に換算すれば11万haとなり、11万haの田畑のうち水田分について政策努力を

加味しても、３万ha程度が限界ではないか。麦・大豆を含む問題を解決するために

は、担い手への生産の集積を促進するという生産性の向上、団地化及び田畑輪換輪

作体系化という産地作りの問題を解決していかなければいけない。生産性の向上が

持続性へ繋がり、産地の定着性を含む地域営農へ繋がるものとなる。このような、

持続性、定着性に思いきった政策展開が必要になると考える。

（生源寺座長）

感謝する。以上で午前中の説明を終わる。午後の説明は午前中の説明の内容をさ

らに詳細に説明していただくということで時間がかかるため、やや早いが休憩とし

たい。また、午後の説明の後、一括して質疑の時間とする。再開は、12時30分から

とする。

（昼食：休憩）

（企画課長）

お手元の冊子『検討項目に対する考え方』この冊子にしたがって、説明申し上げ

る。表紙を開けて頂くと目次が２ページに渡っている、23の項目について、おおよ

そ１項目４分をメドに説明したいと思うので、よろしくお願いする。まず、私の方

からは、１項目から５項目の総論の部分について説明する。Ｐ１は総論であるが、

主要な内容が『役割分担のあり方』である。午前中の資料の２枚目に載せてあるの
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で、重複を避ける。Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３は重複するので、Ｐ４から説明する。午前中

の説明にあったように、この新しい役割分担を決めるに際し、新しい基本法、これ

は１つの新しい道筋を示していることになっている訳だが、基本理念の実現に向け

て、国は施策を総合的に策定、実施し、情報提供を行う。地方公共団体は地域の特

性に応じた施策を策定し、実施する。この部分については、地域独自の施策を公共

団体自らが行うということで、この部分は古い基本法には載せられていなかった部

分である。新しい基本理念の農政の考え方である。また、農業者・農業者団体が基

本理念の実現に主体的取り組むこと、また国・地方公共団体・行政はそのような自

主的な努力を支援すること、これは９条、11条であるが、この部分についても新し

い農政の理念、旧基本法にはなかった部分である。これをもとに今後の米政策にお

ける役割分担であるが、一部需給調整から国が撤退するのではないかということに

、 、 、ついては この役割分担に基づくと 確かに自主的努力を支援するという考え方で

今後施策を展開していく訳だが、そのような自主的努力を支援するような国の役割

というのは、今後とも残るだろうと、基本法には情報を提供する、あるいは価格形

成が行われるような施策を実施する、という部分もあるわけである。農業者、農業

者団体はそのような自主的努力により、国民の需要に則した政策を行うという役割

分担である。条文のところ、30条の１項を紹介している。価格形成というのは需給

事情及び品質評価を適切に反映するということだが、ここの意味は価格形成に影響

を与える施策から、国はできるだけ離れて施策を講じる必要があるということであ

る。これを旧基本法との対比でいくと、古い基本法においては、国の責務として“

価格の安定”ということが盛り込まれている。価格の安定のための政策、価格政策

から市場重視型農政への転換、ここが明確に出ている部分である。他方で国民に対

する安定供給に対しては、基本法においては危機管理体制、不測の事態への対処、

次のページにいって消費者の安全・安心を確保するための体制整備、このような部

分については国の基本的な責務として今後とも講じていく必要があるだろう。他方

で農業者、農業者団体においては、このような効率的、安定的な経営の確立を通し

た安定供給が役割になるかと思う。Ｐ６、Ｐ７だが、担い手の育成、あるいは産地

体制の整備、これについては行政の責務として、農業経営のための規制の政策を実

現するための様々な条件整備、もう１つは30条の２項だが、著しい価格変動が担い

手の経営に及ぼす影響を緩和する、仕組みを整理する、価格形成に著しく関与しな

いで今度はむしろセーフティーネットを準備する、そういう政策体系に転換しろと

いうことが、謳われているのである。また産地体制については、主体的な農業者、

農業者団体の取り組みを支援する、役割を担うということである。次はＰ８以下の

午前中の最初の説明で４類型の改革ステップを示したわけだが、それに関する部分

である。Ｐ８には 「米作りの本来あるべき姿」の構成要素としては３つの要素があ、

る。１つは需給調整システムに係る要素、２つ目は集荷流通に係る要素、生産構造

に係る要素、この３つの要素を22年度までに順次実現し、22年度までには「あるべ

き姿」を実現したい、ということである。このステップとしては、午前中説明した

ように、需給調整システムの改革を先行させる考え方、生産構造の改革を先行させ

る考え方、両者を併行して進めていく考え方、政策の立て方として、３つのタイプ
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がある。また、両者の併行という中にも農業者の経営判断を重視する方式と地域ご

との主体性を重視する方式がある。今後はこの研究会において、各ステップの長所

・論点・課題について、関係者間の共通認識を形成し、その上に立って合意を形成

する、そういう作業を是非お願いしたいと考えている。また中間取りまとめで別途

宿題になっていたが、地域で選択できるメニューシステムにかかる公正中立な第三

者機関のあり方についての宿題が出ている。この改革ステップでいくと、それぞれ

のメリット措置の中の産地作り対策というか、需要に応じた産地作り、生産を行う

ための産地作りを助成制度を仕組む場合にどのように第三者機関を関与させるか、

ということであるが、これは農水省の他の事業補助でも透明性・公正さを確保する

観点からそれぞれの事業を実施する際に第三者機関を設置するという仕組みが既に

とられている。であるから、この場合も他の事業と同様、その事業の中で第三者機

関を設置するということにしたいと思っている。Ｐ10、Ｐ11は午前中に説明した４

類型について、少し詳しめに整理している。骨格については、午前中に説明したと

おりである。また論点の性格を明確にするためこの整理はあえてステレオタイプ的

。 、 、 、な整理をしているわけである この４類型については 重複するので 省略するが

補足して説明したい点がいくつかある。１つはなぜ第２類型、第３類型の併行改革

型を設けたかということである。中間取りまとめにおいても、主体的な責任のもと

に農家が選択できるような仕組みを講じてはどうかという部分と地域の裁量性高い

システムをつくってはどうか、という２つの指摘が行われていた。また、何回かい

った現地検討会においても、余っている米に助成金を出すよりも、麦・大豆への助

成が必要というご意見があった。他方で、稲経、稲作経営安定対策を重視する考え

方も地域に示されるわけである。したがって、農家が選択できる仕組みと同時に地

域ごとに異なる意見を中和する、放任するような観点から、米価下落のために生産

調整実施者に対して行う補てん措置、その米価下落の影響緩和対策を講ずるかどう

かということも、地域の選択に委ねてはどうかというタイプを１つ、特別につくっ

たわけである。次に『助成措置』については、Ｐ11、Ｐ12に分けて整理してある。

この助成措置、いろいろ書いてあるが、タイプとしては３つの助成措置のことが類

型ごとに書いてある。１つ目は生産調整メリットとしての米価下落対策、米価下落

。 、の影響緩和対策という範疇に属するものが１つの助成措置である これについては

第２類型あるいは第４類型において登場するタイプである。２つ目は産地作り対策

というか、現在、生産調整助成金については全国一律の単価でやっているが、それ

を一括して地域に交付する。地域交付金として仕組む産地作り交付金、産地作り対

策がある。これについは１、２、３、４どの類型にも含まれている。ただ範囲につ

いては、例えば第３類型について、米価下落影響緩和対策を含むより広い概念とし

。 、 、 。 、て整理されている ただ この要素は どの要素にも整理されている したがって

今後の政策の方向としては、国が一律に助成額を決めて、全国一律でやる方式から

地域の主体性を重視し、例えば中山間でそばを振興したい地域があれば麦・大豆よ

り高い奨励金の額を設定してもいい、そういう裁量性の強い方向でやっていきたい

ということがどの類型にもあてはまるということである。３つめのタイプは担い手

農業者に対する経営安定対策である。これについては第１類型には明確に記されて
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いる。第２類型についてはそういう措置の取り扱いを検討する必要がある、必要か

どうかを含めて検討、ということである。この理由は第２類型について生産調整メ

リットとしての米価下落対応が含まれている。機能の重複等の観点もある、それに

ついては検討というまとめ方である。第４類型はむしろそのような対策よりも米価

が下落しないことに力点が置かれているので、そのような要素は第４類型をとる場

合にはなかなかこの３つめのタイプ、担い手農家に対する経営安定対策というのは

馴染みにくいのではないかな、という整理をしている。いろいろＰ11、Ｐ12に書い

てあるが、整理すると、今の３つのタイプ、類型ごとにちらばっている、あとはそ

の内容が広いか狭いか、もう１つは生産調整とのリンケージが強いか弱いか、ある

いは全くないか、そういうような違いがあるということである。もう１つ、Ｐ12の

備考の欄の第２類型と第３類型のところを見て頂くと、備考の①米価下落の影響緩

和策については売れる米づくりの推進を阻害しないものとすることが必要である。

また、第３類型については、個々の主体的な経営判断が活かされる仕組みをどのよ

うに構築するか検討する必要がある。要は、第２類型の場合に午前中、長官から説

明したようにモラルハザードをどう避けるかが課題になる、それから第３類型の場

合は集団主義に陥らないようにするにはどう措置するか、個々の経営判断を活かす

ためにどのような工夫がいるか、それぞれの課題があるという整理である。次に、

Ｐ12、Ｐ13、Ｐ14にかけて３つの基本的な枠組み、７つの切り口といった10個の観

点からの評価を中間取りまとめにしたがって行っている。メッセージの伝わり方に

ついては第１類型は政策意図は明確に伝わるが、他方で十分な情報提供が必要であ

る。第２、第３、第４になるにしたがって意図が浸透しない、したがって、当面の

、 。 、対応が固定化する恐れが段々できてくるという 整理である ２番目の効率性だが

第１類型の方は米価下落ということを通じてコストがかかる可能性がある。他方で

第４類型についてもアクセルとブレーキを同時に踏むような、要は生産調整の実行

確保のためにコストをかけ、かつ構造改革のためにコストをかける、このような問

題がある。また生産調整を引き続きやるので、人的コストという面も勘案する必要

があるということである。それから透明性の問題であるが、どのタイプも透明性を

確保するということを留意する必要性があることに変わりはないと思っている。主

体性については第１類型がもっとも活かされ得ると考えている。需要に見合った売

れる米づくりについては、第１類型が早く実現されるわけだが、第２類型以下につ

いては、同時に集荷、流通の改革をきちんと行うことによって、この観点を実現す

る必要がある、ということになるかと思われる。Ｐ14であるが、関係者の創意工夫

（役割分担）は第１類型だと、非常に明確に役割分担ができる。他方、第４類型に

なると役割分担が不明確なまま肯定される恐れがあるのではないかということであ

る。地域の特色ある農業ということだが、これは現に行政担当者、あるいは農業団

体の担当者のエネルギーをどのようにその方に向けうるかということで、考えると

第１類型の方が集中できるということである。構造改革についても第１から第４ま

で濃淡がある。第１の方がより促進される可能性がある、公平・不公平については

第１類型はそもそも根本から解消されることになるんじゃないか、第４類型は引き

続き残る恐れがある。セーフティネットについては、第１類型についてはセーフテ
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ィネットに力点を置かざるを得ない。他方で第４類型についてはセーフティネット

がいらない環境をつくることに、力点があるということだろうと思う。Ｐ15は具体

的な施策における扱いと書いてあるが、これは主業農家と複業農家の違いと性格の

異なる農業者に対する施策の取り扱をどう考えるかということである。類型ごとに

整理しているが第１類型の場合は、担い手の経営改善のための措置というのは担い

手農業者、それから産地作り対策。地域の特色のある農業展開のための施策につい

ては、それぞれ地域の判断に任されるということである。第２、第３類型、併行改

革型の場合は、米価下落の影響緩和対策、これは生産調整メリットとしての対応な

ので、性格の異なる生産者を区別しないで、生産調整に参加していれば平等に対象

になるという整理である。他方で産地作り対策については、地域の判断である。生

産構造改革の先行型については、併行改革型と同様であるかと思う。Ｐ16以下は実

行プログラムである。これも類型ごとに整理してある。端的にＰ18をご覧いただき

たい。Ｐ18は15年度、16～18年度、19～21年度。15年度を準備期間として３年、３

年の期間、６年間の期間を経て22年度に「？」と書いてあるが、米づくりの本来あ

るべき姿が実現されるかどうか、どの道筋でいけば、この姿が実現されるのか。第

１類型においては16年度に生産調整の国による配分を廃止する。ここが一番の違い

なので、15年度の準備が非常に大変になるというか、急ピッチで農家への浸透、プ

ラン作り、その他の集荷流通の改革等々を、十分にいっていく必要がある。もう１

つは第１類型の場合は、担い手農家を対象とした経営安定のための措置を、16年度

生産調整の配分の廃止と同時に走らせ、状況を見ながら本格的な経営所得安定対策

を16年度以降様子を見ながら導入していく考え方である。第２類型、第３類型は16

年から18年の間を集中的な改革期間として、準備を行った上で、19年度に配分を廃

止する、あわせて19年度から経営安定のための措置を導入する、その間については

先程いったとおり、検討課題として残るわけである。第４類型はこの経営安定のた

めの措置については、状況を見ながら講じるかどうか検討する。生産調整の配分に

ついてもこの間、状況も見ながら判断していく、という違いである。22年度に目標

を置くが、その間７年間の努力をどのようなステップでやっていくか、それぞれの

タイプによって違いがある。そして、11月末までにこのプラグラムもあわせてこの

研究会において議論頂ければと思う。Ｐ20からＰ21にかけては類型ごとに書いてあ

るので、省略する。Ｐ22だが、チエックシステム、中間取りまとめにおいてこの実

施状況、来年度以降の実施状況を毎年確認しながら、検証しながら進めていく必要

があるというご指摘を頂いている。このチエックシステムについても、第三者機関

ということで整理されているが、この機関については、２つの考え方があるとかと

思う。１つは食料・農業・農村政策審議会の主要食糧分科会で行うという考え方、

２つ目はこの研究会を継続する、あるいはこの研究会機能を受け継ぐ新たな私的諮

問機関を立ち上げてチエックをやっていくということだが、それぞれのメリット、

デメリットを検証した上で、進展状況を踏まえながら判断してまいりたいと考えて

いる。メリット、デメリットを申すと、例えば説明にもあるように、主要食糧分科

会については、経営対策も含めた米政策全般について、進行管理を行う場所として

果たしていいのかどうかという観点がある。他方でこの研究会、あるいはその後継



- 15 -

研究会というか、それでやる場合には、引き続き諮問機関になるわけである。その

際、公正・中立をどのように担保していくか、検討する必要がある。いづれにして

も、会議の公開制、情報の開示これは重要なので、この研究会同様、努めていきた

いと考えている。Ｐ23以降は計画課長から説明する。

（計画課長）

私の方からは６番から９番までを説明する。この部分については、午前中説明さ

れなかった点を中心に説明する。まず、第三者機関の具体的な構成・機能・役割の

関係だが、Ｐ24をお開き頂きたい。都道府県段階における対応についてであるが、

都道府県段階でも同様の組織を作って頂きたいということである。この機関におい

ては、地域ごとの需要量の予測手法の開発、予測の前提条件の設定等、それを行っ

て頂き、都道府県が行う需要量の把握、市町村別生産目標数量等についても助言を

するということである。右の方に図が書いてあるが、下の方に都道府県とあって矢

印が伸びているように、全国米需給検討会議に対して、いろんな情報提供・助言を

して頂くというものである。

次に、検討項目７番の供給量調整手法の具体的内容というである。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、さらに検討、事務は極力

簡素にということで宿題を頂いている。検討結果にあるように、第１類型では国に

よる生産目標数量の配分は行わないということである。２から４類型について生産

目標数量の配分を一定期間するということである。うことである。Ｐ27には第２類

型から第４類型を想定した仕組みの詳細が記述してある。最初に生産目標数量の決

定ということで都道府県から農業者まで、それぞれの段階において記述してある。

都道府県別生産目標数量の決定、これについては、全国米需給検討会議で前年産の

都道府県別米供給量、すなわち生産量から在庫増減を引いたものをベースに１の(2)

の①のアからエまでを検討して、生産目標数量について考え方を取りまとめること

としている。それを参考に農林水産大臣と全中会長が都道府県別生産目標数量を決

定し通知をするということである。それを受けて、(4)市町村別生産目標数量を決定

する。これについては、知事及び県中会長が都道府県別生産目標数量の決定を受け

た後、県の検討会議の助言を踏まえて、決定通知を行う。さらに農業者別生産目標

数量の設定については、市町村米需給連絡協議会で農業者別生産目標面積の設定基

準なり、飯米農家等をどう取り扱うか、それから作付目標面積も通知を行うという

ことで、単収の設定基準をどうするかということについて協議をして頂く。その結

果を踏まえて、市町村長及び農協組合長が具体的な数量、それから作付目標面積を

、 。 、 、決定し 通知を行う それからＰ27の③というところで 安定契約生産者について

少し詳しく書いてある。自己の経営努力により需要先を開拓し、消費と確実に結び

ついた生産を行う農業者、このような農業者をポジティブに位置づけていくべきで

はないかということでいくつか書いてある。ページをめくって、Ｐ28の一番上の方

にあるが、いい加減な結び付きではいけないということであるので、消費者等との

確実な取引契約をしているような者を、そういう安定契約生産者としてはどうかと

いうことである。それから、過剰米処理システム、すなわち短期融資制度への参加

を義務づけるとともに、その拠出金を、例えば２倍にするなどの対応をしてはいか
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がかと。それから、なお書きにあるが、生産調整参加者を対象とした米価下落の影

響緩和対策を講じられるのであれば対象外にしたらどうか、ということである。そ

の下のＡ案、Ｂ案、Ｃ案というように書いてあるが、実際に生産目標数量というの

を配分する場合に、この安定契約生産者を考慮してどういう手法が考えられるかと

いうことで３つ掲げてある。Ａ案というのは、最初に自分の生産予定数量を申し出

てもらう。その数量を控除した後に残りの方々に生産目標数量を配分する手法。Ｂ

案は、一旦皆さんに生産目標数量を配分した後に、そういう安定契約生産者の分を

申し出て頂いて、再調整して再配分をするという案。Ｃ案は、一旦皆さんに生産目

標数量を配分する、それから安定契約生産者は消費に確実に結びついた生産を行う

が、再配分は行わない、という案である。その下に 「ただし」ということで数行書、

いてあるが、それぞれいろんな課題がある。Ａ案については、この安定契約生産者

というものの考え方、この制度の趣旨というものが十分理解のないままに言葉が一

人歩きしてしまったような場合には、売り先が確実でないのに申し出をする農業者

が出る、そういった混乱が生じるのではないかと。Ｂ案については、再配分すると

いうことなので、かなりの事務負担が生じ、それを実際に誰がやるのかということ

である。それからＣ案については、再配分をしないということなので、需給が不均

衡なまま放置される可能性がある、そういうことで不公平感が縮小に向かわないの

ではないかという懸念がある。この箇所はさらに検討が必要ではないかと思ってい

る。それからＰ28の下の方に単収の設定ということが書いてある。農業者に作付目

標面積を配分するために、数量を面積に換算するための基準単収は、市町村の米需

給連絡協議会において定めて頂きたいと考えている。③にあるように、その際に有

機栽培、直播等々の減収が見込まれる栽培方法をとる方もいらっしゃるだろう。後

に出てくるが、そういう栽培を伸ばして行こうということであるが、そういう方に

ついては、申し出を行って頂き、確認を受けた上で、地域で定める減収率を考慮し

た、別の単収を用いる方法があるのではないかということである。次に、Ｐ29の地

域間調整であるが、一旦、生産目標数量の配分が行われた後に、農業者間、市町村

・農協間または都道府県中の間で協議が整った場合には、事後調整ができるように

してはどうかということである。それから４として実施状況の確認であるが、実施

状況を確認するために、まず、農業者については生産出荷実施計画というものを作

成して市町村長に提出して頂く必要があるのではないかということである。記載内

容は(1)の②に書いてあるとおりであり、それをもとに(2)の①にあるように農業者

個人ごとの実施状況の確認は水稲作付面積で行う。その際、ほとんどの方は水稲共

済に加入されてると思われるので、水稲共済加入者については、生産出荷実施計画

と水稲共済細目異動申告書のデータを机上で突合することによって、確認が完全に

できるのではないかと考えている。ただ、一部加入されてない方については、現地

、 。調査を実施してポジの面積の確認を 作付確認をして頂く必要があるかと思われる

次に項目８として、備蓄方式見直しの具体的内容については、売れる米づくりを

推進する観点から買入手法等を見直すべきであるということである。Ｐ33の説明の

１にあるように昨年取りまとめられた「備蓄運営研究会報告」で、備蓄の水準の基

、 、準となる時期については６月末とし (2)の①にあるように備蓄方法は回転備蓄方式
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それから10年に一度の不作、通常程度の不作が２年以上連続した事態にも対処しう

る水準として100万トン程度の水準とし、それから現実的な販売の可能性を考慮し、

50万トン程度の売却数量、売り渡しについては、価格水準が変化する市場実態に適

時に対応し難いこと等から、公正で中立的な入札取引を導入すると、こういうこと

が取りまとめられ、それに沿って運用が進められているところである。Ｐ33の下の

方に２とあるが、この研究会については需給調整システムを現行どおりとすること

を前提に論議が行われたということから、今回需要に見合った売れる米づくりを推

進する観点から見直しを行う必要があるのではないかということである。ページめ

くってＰ34に３とあるが、検証した結果として①から⑤まで整理してある。市場の

シグナルとは異なる産地銘柄を買い入れる結果となっている。市場で売れない米の

最終的な売却先として備蓄制度が実態上位置づけられる結果を招いている。③とし

て買い入れ数量が少ないこと、市場実勢と乖離した結果になっていることからメリ

ット措置とは実態として機能していない。それから４番目として、需要に応じた買

、 。 、い入れ 消費者のニーズに則した売却が行い難い状況になっている ５番目として

、 、生産者が備蓄米を需要先として意識して 生産・出荷を行う体制になっていないと

こういう検証を踏まえて、４の①から③にあるような形で政府買い入れの取り扱を

変更する必要があるのではないかということである。①としては買入の手法を入札

方式により買い入れる手法に改める。それから買入対象銘柄とその数量については

市場動向の調査に基づき、需要動向を適切に反映して透明に決定する。それから入

札参加者は需要に応じた売れる米づくりを積極的に推進している地域の集荷業者と

してはどうかということである。その下に（注）というのがある。こういう考え方

で改めることにした場合には、政府買入は生産調整を実施した農業者個人に対する

メリット措置として位置づけられなくなることから、法律上生産調整の配分等に関

する規定は削除されることとなる。それから政府売渡価格に関する条文と同様、政

府買入価格に関する条文も削除と、いうことになってくると思う。

最後に過剰米発生の際の対応策について、Ｐ41から検討項目９が始まっている。

自己責任を基本とした具体的な処理方法を検討すべきということと、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、さらに処理方法の具体的な内

容を検討すべきということである。Ｐ43に一覧表の形で２つの方式の選択肢を示し

。 。 、てある １つは左側にある販売努力支援方式ということ 豊作による過剰米のうち

農業者、農業者団体の生産調整の取り組み、販売努力の結果として余った米を担保

に短期融資を行う。その期間中もさらなる販売努力を行いながら、それでも最終的

に売れ残ったものを加工用や新規用途等に販売をするという方式である。生産調整

との関係では、生産調整の達成要件として義務づけることにはならない。販売努力

の結果を踏まえて、翌年の生産予定数量が減少されることになるだろう、というこ

とである。コスト試算は午前中、説明したとおり。次に、評価ということだが、①

から⑤のとおり、生産調整の取り組みや販売努力を行い、結果として売れ残った米

が明確になるので、需要に応じた売れる米づくりの推進が図られ、自己責任の意識

を醸成していくことになるのではないかと思われる。それから事務量の増大が避け

られるのではないか、資金が回転され効率的な運営が可能になる仕組みでないか、
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加工用途等の需要拡大が可能であるということであるが、⑤にあるように運用によ

っては米価が下落する可能性があるということである。一方、自主調整方式という

。 、 、 、ことが書いてある 制度的枠組みは設けずに 農業者 農業者団体が自主的に調整

例えば余り米相当量を翌年の生産量から調整する方式である。これについては生産

調整との関係のところにあるように、翌年の生産予定数量を自ら減少させる努力を

する必要がある。コスト試算は先程申し上げたとおり。評価について、②にあるよ

うに、豊作による過剰米処理についての公平、不公平問題を根本から解消できるの

ではないかと思う。事務負担の大幅な軽減も可能である。しかしながら、自主調整

が機能しない場合には、大幅な米価下落の可能性があるということである。この２

つの方式について、ページを戻ってＰ42の３にあるような午前中に説明した点で優

位性を有する販売努力支援方式というこを採用することが適切ではないかと、今回

はお示ししたところである。ページをめくって、Ｐ44に参考指標ということで、販

売支援方式として考えられる仕組みの具体的な検討素案というものが示してある。

実施主体は指定法人、短期融資申し込みは当年の10月から翌年の９月、申し込みは

農業者だが、農業者団体等による代理申請も可、ということである。それから融資

対象者は生産調整を実施し、かつ、過剰米処理に係る拠出を行っている農業者であ

るが、安定契約生産者については、例えば２倍払えばこの仕組みの対象となるとい

うことである。譲渡担保設定ということでそのまま現物弁済するのかお金を返済す

るかである。ローンレート的な仕組みである。私の方からの説明は以上で終わらせ

て頂く。

（ 全中）馬場課長）（

。 、引き続き検討項目10について説明していく ＪＡグループに出された検討課題は

系統米事業方向の変革の具体的内容、系統米事業方式の見直し等の具体的内容 「過、

剰米対策の必要性と具体的仕組みの考え方等について（検討メモ 」のさらなる具体）

化とその前提となる系統米事業改革の内容について、今の３点であるが、一括して

説明するのでよろしくお願いしたい。６月18日の生産調整部会に出したメモでは、

①制度として対策を仕組むことが基本であること、②生産者が取り組むために必要

な不公平の是正をはかるものでなければいけないこと、③過剰米の処理のための仕

組みの確立が必要であること、④生産者の意識改革さらにはＪＡグループ集荷方式

等の改革、という４つの点で現行の過剰米対策から新たな仕組みへという提起をし

た。しかしさらに詰めるべき点も多くあり 「中間とりまとめ」ではさらなる具体化、

を検討するべし、という宿題があったが、それだけを取り出して過剰米処理を検討

するのではなく、需給調整システムのあり方をはじめ、米政策全体のパッケージを

想定してかかる必要があり、現在組織討議中ではあるが「米政策の改革とＪＡグル

ープ米事業改革の具体策案」を示した。また系統米事業方式についても、課題を提

起したものを用意した。以上の点のポイントについて紹介しながらこれから説明し

ていく。まず、米づくりのあるべき姿に向けては、計画生産を基本に水田農業の構

造改革を実現していくという点を米政策の改革の基本において、担い手の育成、集

落など面的なまとまりのもとに水田の計画的利用や計画生産を主体的に進めていく

、 。 、構造改革を 改革過程における最大課題として取り組むことが必要である そして
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それら担い手や産地が需要に見合った計画生産を主体的に取り組んでいくあるべき

姿を実現する。そのためには、資料Ｐ49にある①から⑤の５つの点を実現する必要

がある。とりわけ生産調整については、生産面積管理を基本において、どうしても

出てくる過剰米の対策を組み込んだ仕組みを確立することが必要である 「中間取り。

まとめ」の検証・切り口から見たＪＡグループ具体策案については、後ほど説明さ

せていただくが、その中でも主体的な経営判断については、地域における合意形成

のもとで尊重されていく。また、需給と価格に大きな影響を及ぼす県間流通銘柄に

ついて、主体的な需給調整への取り組みを促進する仕組みを、取り入れていくこと

が必要である。そして、水田農業の構造改革の面、また公平・不公平の面について

は未実施者との不公平解消に向け、生産調整実施者に対し、水田農業地域取り組み

助成、担い手への当面の経営安定対策、豊作分の過剰処理への支援対策、県間流通

銘柄による需給調整実施者へのメリット措置を入れることが必要である。また過剰

米処理と拠出については、現行の計画流通米による流通段階での調整から生産段階

での生産調整実施要件とすることで不公平を是正することを盛り込むことが必要で

。「 」 、 、ある 中間取りまとめ の中では 過剰米対策の具体化に当たっての留意点として

自己責任を基本とすることについての関係、現在の委託販売のあり方の見直し、ふ

るい下米の活用など低コストな処理、現在の計画外米出荷者も利用可能な制度の４

つの点が指摘されており、それらを含めて具体策案を作成した。Ｐ52以降のＪＡグ

ループの「米政策改革の具体策案」のポイントの第１は、まず計画生産を基本とす

ること。大幅な需給ギャップがあり、米需要量の推移と推計の図にあるが、需給ギ

ャップの拡大が想定される中で、今の構造改革を進めていくという観点から、大幅

な価格下落を引き起こすような、生産調整を全面的に廃止したり、廃止を目指し、

計画生産を段階的に自由にする方向性については、採用することはできない。計画

生産を基本に仕組みをつくるということが前提である。その中で、水田農業の構造

改革をどのように実現していくか、ということが課題であり、地域の米づくりの将

来像を各ＪＡが描くなかで、積極的な取り組みを展開すること、一定の要件を備え

た集落営農も含めて、地域で将来の水田農業を担う担い手農家や法人を明確化し、

認定する「新たな担い手制度 、それに新たな経営安定対策制度を加えていくことを」

提案している。また我々自らも、農地の面的な利用集積を積極的に進めることが必

要であり、ＪＡが中心になって、集落や地区を対象に農地利用の団地化を進め、担

い手に集積していく取り組みが不可欠である。そうした面的な取り組みを進めるに

は、計画生産に取り組む農家を中心にした計画生産の実施者集団を、集落や地区で

編成し、実施者に対するメリットについては、地域の水田農業を再編する、地域の

特色ある営農を推進する形での助成を求めており、これにより地域の特性ある営農

を展開できる仕組みを構築していく必要がある。しかし、実施者集団に集まったと

しても、飯米農家や小規模農家は、計画生産に取り組み難い側面があり、これら農

家の計画生産部分は、実施者集団で担うことで、地域全体の目標を達成することを

狙いとしている。しかし、取り組みを進めていくその中で、どうしても計画生産に

取り組まない農家は、実施者集団から除外し、結果としてメリットが受けられない

ような仕組みを想定している。この意味では、集落や地区で目標を達成しないと地
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区全体が助成を得られない、地区達成による統制を止める、ということであり、限

定付きながら個々の農家の経営判断を尊重する仕組みを想定している。さらに、ど

うしても避けられない作柄変動からくる過剰米処理については、稲作付農家全員か

ら拠出を求めるとともに、過剰米については、これら拠出と助成をもとにして創設

、 。する基金で 主食用以外の加工用米等へ仕向ける仕組みをつくることが必要である

先程の、計画課長からの説明とは若干違う点があるが、Ｐ57の過剰米対策のイメー

ジにあるように、豊作の際、米の価格が下がること防ぐため全体の仕組みとして生

、 、 。産者が拠出を行い 生産者からの拠出に政府助成を加え 過剰米対策の基金とする

生産者からの拠出を生産調整の達成要件とし、豊作の際には、地域単位に豊作分を

特定し、生産者から区分出荷を実施する。区分出荷も生産調整の達成要件として、

ＪＡに融資という形で基金から支払われ、生産者には主食分とは別に仮渡金として

支払われる。別途仮渡金は生産者の自らの取り組みとして、主食用と比べて大きく

下回る価格で支払われる。生産者にとっては、計画内外の区別無く区分出荷が行わ

れ、計画流通米と計画外流通米の格差も無くなる。区分出荷は、一旦全量集荷した

うえで、主食用の仮渡金と、この別途仮渡金を伝票で明確化する。よって当然、委

託契約の大きな見直しも必要である。また、ふるい下も活用して区分出荷すること

によって豊作特定の際には極力やりやすい仕組みにする。区分出荷されたものは、

ＪＡから加工用備蓄機構へ現物返済という形で渡され、加工用等実需者に販売され

る。この際、今の配合飼料用処理より多様な需要へ供給される。豊作は毎年あるわ

けではないので、年産を越えてプールされる。また、配合飼料用だけでなく多様な

需要へ供給することで、今より安いコストで行うことができる。また食糧庁の提案

「販売努力支援方式」との違いとして、我々は一旦区分出荷されたものを、豊凶の

ばらつきや需給状況によっては、販売調整のための一定の条件のもとに主食用でも

、 。 、 、 、販売可能としており 限定的な位置づけである点である また助成 融資 販売等

精算を行い、最終トータルで、追加精算という形で基金から生産者へ支払われる場

合もあることを想定している。すべての稲作付農家から拠出を求めるための法制度

も含めた仕組みづくりが課題となるが、公平性を確保するためには必要であり、さ

らに具体的な方法についても検討が必要である。次に、米流通の太宗を占める主産

銘柄、いわゆる県間流通銘柄に需給調整の主体的な役割を求めており、このため、

県間流通銘柄米による需給調整基金をつくり、それを支える仕組み、メリットを措

置することを提案する。Ｐ58の下の図にあるが、主産県から大消費地へ米の流れが

基本となっている。これまでの全国一律的な取り組みから、より主産銘柄や主産地

による主体的な取り組みと支援対策を打ち出している。県別のガイドライン配分に

ついては、需要に即した生産を進めるため、前年産の在庫状況を基本に、販売状況

に応じ、設定するとしている。ただ、移行初年度は、現行をベースにするか、実質

の水田面積に応じて一律にして調整など新たな基準を設けるか、については、今後

の検討課題としている。最後にＪＡグループの米事業方式の改革については、ＪＡ

・連合会・全農等の事業機能の分担を地域実態に応じて再整理するとともに、共同

販売並びに共同計算のあり方についても透明性の確保、市場との連動を基本に大き

く見直す方向を打ち出している。Ｐ61にあるように、販売を起点とした事業方式へ
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の転換ということを打ち出している。需要情報に基づく販売計画を設定し、可能な

限りの需要情報の収集、生産者へのタイムリーな情報伝達を行い、販売計画を生産

にフィードバックする。また、組合員とＪＡの結びつきの強化のため、委託共同計

算を基本としつつも、共同計算の透明性の確保と早期精算の実施、さらに多様な委

託条件、多様な集荷方法を導入する。有機栽培等の特色ある米については、一部買

取販売を実施し、さらに流通コストの削減等を行う。またグループで、多様な需要

にこたえる販売の積極化を行い、地域実態に応じた事業展開を行う。さらに、安心

「 」 、 、 、・安全を核とした ＪＡ米 の確立として ＪＡが取り扱う米は 種子更新率100％

栽培歴による栽培・記帳、トレーサビリティが確保された米であるということ、残

留農薬のモニタリング検査の実施、流通段階では、100％の農産物検査受検、ＪＡＳ

表示や適正な精米表示の実施などにより「ＪＡ米」を販売するということで、安全

・安心を核に、消費者ニーズにこたえる米づくりを、地域から積み上げる仕組みを

打ち出していく。

（大澤調査官）

検討項目11から15までを進めていく。

検討項目11について、中間取りまとめにおける指摘事項は、新たな安定供給体制

の考え方について、業者把握、検査・表示、価格形成、それぞれについて、透明性

のある流通が太宗を占めるものである、ということである。規制は必要最小限にと

いう考え方があり、具体的な米流通のあり方については 「管理」という発想ではな、

く、創意工夫ある米ビジネスを発展させるものであることが望ましい。形骸化して

いる自主流通計画については廃止し、創意工夫を可能な限り活かしていく。あらか

じめ計画を定めていくのではなく、多様な経済の流れを、尊重しながら制度をつく

っていくということである。今後の米政策における役割分担の考え方の国民に対す

る安定供給の確保については、基本法の精神を参照に検討を行った。冊子の資料の

４ページ以下をご参照いただきたい。２条２項で安定供給の基本論、２条４項で供

給の確保、以上が総論である。具体的な措置については、国民が必要最低限度必要

とする食料の供給を確保する必要があると認めるときは、食料の増産、流通の制限

その他必要な施策を講ずるものとする、とある。これは不測時の食料安全保障に関

する規定である。17条においては食品産業についての国の施策が書いてある。事業

基盤の強化、農業との連携の推進、流通の合理化が、食品産業についての国の施策

に当たる。11条においては、農業者及び農業に関する団体が自主的な努力を支援す

るとある。食品産業の事業者に対しても、国、地方公共団体が、事業者の自主的な

努力を支援するとされている。以上のことから、我々は自主的な努力を支援すると

いう基本方針のもとで、供給体制を考えていくこととした。一種の関係事業者が取

り結ぶ契約形態、取引形態に着目し、それが透明性のある流通であること、あるい

は安定的な流通であること、そういうものを政策支援の対象とし、安定供給を確保

していく。一種の価格形成センターを、一種の市場として多様な取引に取り組みな

がら公平性・中立性を確保して整備をしていく。系統米市場の改革についても、需

要あっての生産・販売であり、それに調和的であり、安定的供給にも対応するよう

な、例えば契約栽培、外食産業で採用されているが、産地指定等のような安定的な
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供給の取り組みを政策支援の対象としていく。特に事業者の米の売買については、

回転をしながら代金決済をしなければならず、金の流れが滞ることも多く、債務保

証という点が大事であり、そういうものを支援の対象としていく。そういったこと

。 、 、が安定供給の流れになってくる そしてそこに至るまで 市場なり安定供給取引に

どのような方が当事者となるかについては、基本的に制約はなく、もちろん一定の

市場参加資格がなければならないが、基本的に米の計画外、計画流通米といった区

分の違いはない、という考え方で整理している。もう１つの、透明性のある流通に

ついては、現在の仕組みは検討結果の２にあるが、自主流通計画がまずあり、それ

に基づき計画の対象となる米についてのみ業者、検査、表示、価格がそれぞれ（計

画流通米については）規制がかけられる、それ以外は規制はかけない、というもの

である。そうすると、どうしても計画外流通米について実態として、それほど問題

のない流通が行われたとしても、透明性があるとはいえない。今回の新しい安定供

給体制では、各種の措置を一旦機能別に分解し、それぞれの必要に応じ、最低限の

規制をかけることとした。業者把握については、業者把握を危機管理の対象として

。 、 、考える 検査表示については 消費者にとって分かりやすく信頼にするにたる表示

消費者行政の考え方が必要である。それから価格形成については、当事者にとって

利用しやすく、かつ中立性・公平性の確保された市場を整備していく。それぞれの

考え方により、それぞれの目的、必要性に応じて必要な施策をとっていく。以上が

基本的な考え方である。また中間取りまとめで出された３つの基本骨格、７つの切

り口から見た現行制度の問題点と新しい安定供給の仕組みの改善点については、

Ｐ64以下で整理してあるが、その中で基本的なポイントは、２つのルートがあると

いうことが、安定供給ということで一定の施策をとるにしても、計画外米が増えて

いる状況のもとにおいては、その施策は全体として、メッセージが伝わりにくいも

のになっているのではないかということ。あるいは計画流通ということで、生産調

整とリンクしたような施策をとることで、コストをかけて、対策をとっても、量の

多い計画外流通米によって施策の効果が減殺されているのではないか、また透明性

についても計画外米によって問題が生じているのではないか、ということで米を１

つのものとして扱い、それぞれの項目について政策を立てていくことも合理的では

ないか、ということが基本的なポイントである。

検討項目12需要の見通し的なものの具体的内容については、基本的に多様な流通

を促進していく、そして透明性を高めていくという考え方であり、各種の情報が円

滑に流れていくということが、今まで以上に大事になってくる。したがって現在、

基本計画でもいくつかの基礎的な、全体需給のデータは提供しているが、今回の案

では 「米の需給等に関する情勢報告と備蓄運営等のための基本方針」ということで、

備蓄運営のための方針については、基本的に従来通りである需給等に関する情勢報

告については、情報量を充実していく、そして適宜、適切に改訂を行っていくとい

う考え方である。毎年７月に策定公表、という点にについては、備蓄運営方式で６

月末に備蓄適正水準を判断するために、７月に策定公表をする。そしてそれぞれの

方向にあわせて11月、３月には、この方針を修正、公表する考え方である。需給情

報の内容については、政府及び民間業者が保有する在庫量、在庫変動の状況、需要
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量、価格形成の動向、需要予測、産地における需要に応じた米づくりの推進状況、

ということであり、現在の基本計画における需給情報は表にしてあるが、それに加

えていろいろな報告がされるというイメージである。

検討項目13危機管理体制の具体的内容については、項目ごとに透明性を確保する

方法を検討していく中の、危機管理体制の部分である。業者登録制度については、

中間取りまとめでは、危機管理体制の一環として位置づけるとあり、一括して説明

さてせていただく。危機管理体制については、新基本法でも不測時における食料安

全保障の確保として初めて明文化されたところであり、それを受けたマニュアルも

できている。全体の中での食料安全保障に留意しろということではあるが、不測時

の安全保障の必要性は高まっているという認識である。そういうことで、より現在

の施策で不備のある部分は直していくという発想で臨んでいる。その問題点は、次

にあげてあるが、現行の制度は登録業者のみを対象としている、あるいは計画流通

米を中心とした管理体制であり、現状で、不測時には、農業者の選択により、計画

外流通米の方がより多く出てくる可能性が高く、現在の計画流通制度を大きく前提

として危機管理体制を構築するよりも、必要最低限の規制の範囲内で、米全体を対

象とした何らかの体制をつくる必要がある。単に規制的な、指示、命令を課す前提

というだけでなく、備蓄米の円滑な放出等の、政府の規格との関連での、米全体で

の情報は、特に緊急時に必要となってくる。そういった観点から業者登録制度の見

直しについては、現在の計画流通制度では一定の品位基準が設けられており、消費

者に精米を提供する場合には、２等米以上と決まっている。そういう部分について

は、あとにあるような検査、表示制度の中で、新しい制度を設けることで対処する

ことにする。危機管理の点では、すべての業者を対象として、一定の把握ができる

ように届出制を導入する。登録制を広げていくと、登録取り消しがあり得る仕組み

、 、 、であり 営業の自由との関係から問題が生じることから 居所を把握する意味から

業者届け出制を導入する方向で検討する。それに加えて、帳簿備付義務、現在の食

糧法にもあるような検査や立ち入り検査、そういったものをリンクさせて必要な情

報を把握できるような体制を整備する。次のページに、現行の制度と新しい制度、

危機管理における制度を比較しているが、これに関してはあくまで食糧庁のアイデ

ィアを示したものである。規制の部分に関しては、様々なチェックが必要であり、

この研究会でも多く検討してもらいたい。また政府内部でも検討をしていく。

検討項目14表示・検査制度の見直しの具体的内容については、米の表示・検査制

度の見直しの方向（米の表示等についての検討会取りまとめ）として別途資料を用

意してあるが、検討会の開催状況や検討に参加した委員の名簿の最後の部分に付い

ており、消費者の方々、関係業者の方々、学識経験者の皆様により６回に渡り検討

が行われた。中間取りまとめで明記されていない事項にも及ぶ、多岐に渡る検討の

中で、特に研究会の中間取りまとめの中で指摘されている、需要に応じた売れる米

づくりとの関係、消費者の選択や知る権利に関する関係といった観点、あるいは真

に担保できる制度といった観点から、いくつか検討結果を選ばせて戴いた。表示の

信頼性の確保という観点ではＤＮＡ鑑定によるモニタリング調査の対象を広げると

いうことで、原料玄米段階への適用拡大をはかる。流通部会でもいくつか議論にな
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ったが、生産段階での銘柄の表示において、意図せざる混入問題があるのでは、と

いうことについては、一定の許容範囲を設定するような方法も、今後検討する、と

いうことになっているが、これについては、それほど多い混入など無いのではない

かという意見も多く出ている。また、どの程度までが一定の許容範囲なのかという

ことについて、検討会でも様々な意見が出ており、これからが検討課題となってい

る。品位基準の関係では、精米ＪＡＳ規格等の制定ということで、低品質米が米の

流通、価格形成の阻害要因となっており、それが消費、生産段階の、需要に応じた

売れる米づくりを評価するにも、どういう価格評価がされているのか、という点で

混乱が生じるのではないかと議論されていた。その関係で、新たな精米規格の制定

を検討したらどうか、イメージとしては現在の品位基準と同様であり、現在であれ

ば等外が格付けされるような米が、非常に多く混じっていたり、あるいは低品位な

ものについては、一定の規格の対象外にする。一定の規格に該当するものについて

は、例えばＪＡＳマークのようなマークを付ける。そうでないものについては付け

ない。消費者の選択によって一定以上の品位が確保される仕組みをつくったらどう

かという考え方である。トレーサビリティシステムについては、表にあるが、イン

ターネットのデータベースシステムを中心に、生産段階では残留農薬のチェックを

はじめ、いろいろな努力をする。それを出荷段階では２つの形でデータとして与え

る、農産物検査の登録機関は検査証明番号をロットごとに付与し、それをデータベ

ースに登録する。出荷団体は独自の取り組みとして、それ以外の情報、関連した栽

培管理情報、販売先をデータベースを登録する。精米段階では、それをバーコード

で小分けをしても管理できるようにしていく。それが小売段階、消費者段階までい

くと、自宅ではインターネットを通じて、生産者情報や地域情報を入手確認でき、

店頭ではタッチパネルを等で同じような情報を確保することができるようなシステ

ムをとることを考えている。トレーサビリティの導入や、新たな精米規格の導入で

は、検査の資質を向上することを前提に、その検査情報を活用する手段を方法を模

索する。そういった中で、検査された米というものが消費者に選択される環境をつ

くっていく、市場の選択の中で農産物検査の受検が促進されるようにしていく。先

程の系統米市場の説明の中でも、ＪＡ米というものについては、100％検査というこ

とで優位性を出す考え方が示されていたが、自主流通計画の廃止、計画流通制度の

、 、廃止あるいは関連制度廃止によって 計画流通米についての義務検査も廃止になり

そういった環境の中で、検査された米というものは付加価値が高まり、その結果検

査が促進される、それによって品位という面での透明制も高まるという方向で検討

をしている。

検討項目15価格形成システムの見直しの具体的内容については、自主流通米価格

形成センターに入札取引の仕組みに係る検討小委員会というものがあり、そこで出

された「今後の米の価格形成に関する議論の取りまとめ」を資料として付けさせて

いただいた。これについても最後にメンバー等を付けてある。５回の検討を重ねた

結果、資料の将来の方向性のところにあるが、規制のあり方を見直す場合でも、関

係者は、生産者に対する価格情報の的確な伝達を行うとともに、売り手・買い手の

、 、多様なニーズをマッチさせつつ 円滑な流通を実現することが必要であることから
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代表性・信頼性のある価格を形成する取引が行われる場を求めていくことに、変わ

りはないということである。一定の代表性、信頼性のある価格を形成する取引の場

というものをつくっていくという合意がなされた。次にあるように、いろいろなも

のを整備する前提として、センター自身の運営費削減努力が必要である。新しい市

場においては、関係者の合意に基づく自主的なルールづくりの基本方向が示されて

おり、この方向で、今後とも検討小委員会の方で細部を詰めていく。また、このよ

うな基本的枠組みのもとで、今後も関係者の自主的な話し合いの中で、具体的なシ

ステムづくりを行っていく。

（経営局経営政策課長）

＜経営所得安定対策・構造政策＞検討項目16総合的な経営政策システムの姿と実

行プログラムの提示、農地の利用集積の加速化の具体的方策についてであるが、こ

、 。 、の検討結果としては Ｐ83に午前に説明した図が示されている ポイントとしては

平成12年の「農業構造の展望」で示されたとおり、効率的かつ安定的な農業経営が

生産の大宗を担う足腰の強い農業構造の実現と、農地利用についてもその６割をこ

れら経営体に集積することを目指すこととしている。しかしながら、今の状況では

構造展望の実現はおぼつかないため、米政策を抜本的に見直すこの機会に、構造面

での施策を、主に２つの対策を柱として実施していきたい。１つは、経営体として

の実態を備えた集落営農を緊急的に組織化し、集落営農の組織化と法人化の推進、

、 、 、 、もう１つは 法制面 事業面での措置により 農地の利用集積を加速化するという

２つの柱に政策を充実・強化していくということである。午前の説明と重複しない

ように補足的に説明する。まず、１点目は、Ｐ82の２の(2)について、集落営農の組

織化をこれから進めるに当たって、これまで構造政策というものは、個別経営体へ

の農地の利用集積による規模拡大を推進してきたが、これに加えて、集落営農の組

織化と経営体としての育成を重点的に展開し、この２つを車の両輪として水田農業

の構造改革を進める必要がある。その際、個別経営体との土地利用調整に無用の混

乱が生じないよう留意する必要がある。２点目は、Ｐ84の２の(2)の集落営農の位置

づけの明確化である。いわゆる集落営農については、転作田の団地化等の土地利用

調整を行うものや農業機械の共同利用を行うもの、生産から販売まで共同で行って

、 、 、いるものまで その形態・取り組みは多様であるが 今回の集落営農の位置づけは

水田農業の担い手確保の一環であるので、地域的な結合関係の強い一定の範囲の農

、 、地を面としてまとまって利用し かつ経営体としての実態を有するものの組織化と

最終的には法人化を関係団体等と一体になって推進する必要がある。考えられる要

件としては、ア～エのとおりである。このような一定の要件を満たす集落営農につ

いては、当面の担い手の経営安定対策を始めとする各種担い手対策において、認定

農業者だけでなく育成すべき農業経営に位置づけ、施策の対象とする方向で新たな

、 （ ） 、 、米政策を構築し 集落型経営体 仮称 として 他の形態の集落営農とは区別して

担い手育成・支援対策の対象としたい。補足の３点目として、これら集落営農の法

律上の位置づけとしては、次期通常国会に提出予定の農業経営基盤強化促進法の一

部を改正する法律案（仮称）の中で検討することとしているが、３の(1)の②農業経

営の法人化についても、地域に根ざした法人経営の積極的な展開、法人間連携の推
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進等を一層促進する観点から、同法律改正案の中で農業生産法人制度を見直すこと

を検討しており、また、農地の流動化と利用集積の一層の促進をはかる観点から、

所要の制度見直しもあわせて同法律改正案の中で検討しているところである。

次に、検討項目１７の現行稲経の廃止に伴う担い手に対する当面の稲作経営安定

対策及び将来の経営所得安定対策の具体的内容についてであるが、検討結果として

、 、 、 。は 大きく別けて２つ １として将来の対策 ２として当面の対策と整理している

１の将来の対策としては、水田農業の担い手の経営の安定を確保するための対策と

して、経営所得安定対策を保険制度として措置することが考えられる。対象者とし

ては、地域農業の維持・発展を責任をもって担いつつ、規模拡大等の経営改善に取

り組む水田農業の担い手であって、一定の生産者拠出（保険料支払）を行った者で

あること。仕組みについては、水田農業の担い手の単位面積当たりの収入または所

得が一定の基準を下回った場合にその差額を補てんするもの、といった経営全体に

着目した対策を、保険制度としての措置すことが考えられるのではないか。保険制

度としてのメリットとしては、制度の安定性、透明性が考えられる。一方、米づく

りの本来あるべき姿の実現に向けた当面の米対策としては、１つ目は、米の価格下

落に着目した対策を講じる場合、生産者調整への参加を要件とせず、価格変動の影

響を緩和する対策を別途講じることは、①生産調整への不参加をあおることにもな

りかねず、対策相互の整合性が取れないこと、②価格変動の影響を緩和する機能が

重複することから、困難であると考えられる。２つ目として、米の価格下落に着目

した対策を講じない場合、米政策の改革の第１類型のように直ちに生産調整の配分

・達成の確認がないシステムに移行する場合は、水田農業の担い手の経営の安定を

確保する必要があることから、内容的には１の将来の対策と同じ対策を措置するこ

とが考えられる。しかしながら、将来の対策は保険制度的なものとして考えている

のに対し、②の場合、一時的には米の需給価格が不安定になることが否定できない

ことから、長期的安定性が要求される保険制度で仕組むのは困難と考えられる。こ

のようなことから、仕組みとしては、保険的な手法によりながらも、それを予算措

置として試行していくことになるのではないか。補足として１点説明するが、Ｐ92

の１の将来の経営所得安定対策の具体的内容の中の対策導入時期の判断であるが、

米づくりの本来あるべき姿への移行期終了後の米政策の普及定着度合いを見ながら

ということになるが、将来保険制度として導入することとなれば、自主的需給調整

の浸透度合い、米価の傾向的な下落の有無等について、第三者機関的な組織の意見

等を踏まえて判断する必要がある。

（生産局生産資材課長）

、Ｐ93の検討項目18生産資材費削減のための具体的方策と系統の取り組みであるが

中間取りまとめにおける指摘は、生産コストの削減は重要であることから、農薬、

肥料、農業機械等の資材費について削減が必要としている、検討結果としては、資

材費の削減に当たっては、安全性に配慮しつつ、製造・流通の各段階において、物

流の合理化、資材の効率的利用等のコスト削減等々きめ細かく取り組み、意欲的な

農業者に還元する必要がある。また、流通段階においては、農協系統と商系との間

で活発な競争が行われ得る取り組みが必要であるということである。１として、コ
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スト削減の取り組みとして、水稲生産費において、17年度までに肥料費、農薬費、

農業機械費の３資材で6.8％の低減を政策目標としている。さらに、関係各団体及び

都道府県が策定した17年度を目標とする「農業資材費低減のための行動計画」の実

施状況を、①資材の流通・利用の合理化の促進、②各種事業による効率的な経営体

育成、産地体制整備を通じた資材利用の効率化、③低コスト化推進のための技術開

発等の観点から、毎年度、農業生産資材問題検討会において、評価・点検し、改善

等を指導することとしている。２として、商系活動の競争条件の整備としては、シ

ェア的に劣位に置かれている商系の活動の活発化に資する競争条件を整備する。具

体的には、農薬管理指導員の中から「農薬適正使用アドバイザー」を今後養成する

中で、肥料販売業も兼ねることの多い、農薬販売業者を積極的に登用し、生産者と

の結びつきを強化するなど農薬管理に関する資格認定制度を積極的に活用すること

や、肥料販売業の共同配送施設の整備等々の施策を講ずることとしている。３の価

格競争環境の整備については、インターネット上に公開している「農業生産資材情

報センター」において、生産資材販売店舗ごとの販売条件別の価格等を農業者に広

く情報提供するシステムを構築し、価格競争環境の整備をはかることとしている。

４の農協改革の促進として、農協系統では、低コスト資材の普及・拡大による資材

コストの低減等、17年度を目標に生産資材コストを最大で20％削減に取り組んでい

る。この取り組みが着実かつ加速的に実施されるよう、①都道府県に実行プログラ

ムを策定し、農協改革の一環として着実な対応を求めることとし、②農協の経済事

業のあるべき姿や改革の方向について、有識者による検討を行う場として「農協の

あり方についての研究会」を本年９月に設置をし、15年３月末までに検討結果を取

りまとめることとしている。

（官房企画評価課長）

＜土地対策＞検討項目19地域の特性に応じた水田利用のあり方の展望と畑地化等

の方策についてであるが、概要については、午前中に総括審議官、経営局審議官が

説明したので、それ以外についてに説明する。検討結果の１について、22年の水田

利用について機械的に試算を行うと、約28万トンが不作付田となる恐れがあるとし

ているが、どのような試算を行ったのか、Ｐ102、103の表で説明する。基本計画で

は、これが理想形であるが、22年度の姿として水稲作付面積186万ha、畑作物50万ha

であり、不作付面積はないとなっている。これが、最近の米需要の減少を折り込む

と、水稲作付面積155万ha、畑作物53万haであり、不作付面積28万haとなる。畑作物

が53万haと増えているが、これは、水稲作付面積が減った分、裏麦の３万haが畑作

物面積として、カウントすることになってくるためで、基本計画で見込んだ以上の

畑作物を折り込んだものではない。また、水稲作付面積155万haについては、Ｐ103

で説明するが、近年の米の需要減少のトレンドがこのまま続くと仮定したものであ

、 、 、 、り (1)の試算１は 過去10年の需要実績をもとにした場合で766万トン 試算２は

人口の増減率、高齢化率といったものをベースにした場合で836万トンと試算してい

る。ちなみに、基本計画で示したすう勢では、22年度の主食用等の需要量を843万ト

ンと見込んでいることから、概ね試算の２に近い。(2)は水稲反収の試算であるが、

近年の反収の伸び等から22年においては528～533kg／10ａと見込んでいる。基本計
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画では、520kg／10ａとしている。(1)と(2)を反映させると、22年の必要水稲作付面

積は概ね148万ha～162万haとなり、その中央値である155万haとしているところであ

る。いづれにしても、この推計値はいろいろな条件で動き得るものである。また、

Ｐ98の４に記載があるが、今次試算の前提とした米需要の減少傾向は、近年のすう

勢によるものであるため、米以外の品目の生産、米粉パン等新規需要を含め、その

見通しについて、今後詳細な検証と分析が必要であると考えている。また、需要に

合った売れる米づくりのためには、水田面積の中で畑作物をつくることは避けては

通れない。畑作物は連作障害や土壌有機物減少などの問題から、稲と組み合わせた

持続的な輪作体系を確立することが必要である。特に田畑輪換は、土壌の理化学性

や生物相を大きく変化させることにより、連作障害の回避や畑雑草の抑制が効果的

に行われる等の期待ができることから、水田農業の展開を推進するものと考えられ

る。他方、潜在的に過剰な水田を抑制するという観点に立つならば、畑地化という

手法も考えられる。Ｐ99に畑地化等の場合の留意事項として４点掲げられている。

、 、①畑作振興の可能性としては 野菜等では労働力が規模拡大の制約条件となるため

大きな畑地面積を必要としないこと。他方、土地利用型畑作については、地域条件

に即して判断することが必要である。②土地利用合理化への配慮としては、担い手

の規模拡大や集落営農組織の育成等を考慮して、土地利用に係る調整を関係者で行

う必要がある。③多面的機能の発揮としては、扇状地の上流域における大規模な水

田の畑地化により、下流域に対する洪水調整機能などの多面的機能の発揮が損なわ

れないよう留意する必要がある。④①から③により畑地化が可能としても、地域の

水利秩序の維持及び水利システムへの悪影響の回避のための水利用に係る調整等、

集落内及び地域間での合意形成が必要と考える。

（農村振興局農村政策課長）

検討項目20農地制度見直しの内容と実行プログラムの提示について、中間取りま

とめにおける指摘の背景には、農地を農地として利用する仕組みをつくり、農地の

利用集積をはかって利用する仕組みをつくる議論があったことによるものと理解し

ている。検討結果としては、優良農地の保全をはかるには、基本的には地域住民が

主体的に策定する地域全体の土地利用像、土地利用調整をはかっていくことが最も

有効であると考えられる。近年、住民合意の下で、農地等の適切な保全及び利用を

はかる市町村の取り組みが増えており、これらの取り組みを推進する観点から、農

。地関係法の改正を行う法案の次期通常国会への提出に向け検討することとしている

具体的には、①農地所有者が農地の保全・利用に関する協定を締結し、市町村長が

条例で定める仕組みに基づき、これを認可する。

②認可を受けた協定に沿って、都市住民等を含めた農地の適切な保全と利用がはか

られるよう、農振法、農地法等について所要の措置を講ずることとしている。

（生産局農産振興課長）

＜生産対策＞検討項目21需要に価格面で対応するための基盤づくりの具体化につ

いて、中間取りまとめにおける指摘は、あるべき米づくりに向け、需要に価格面で

対応できることを基本とした、業務用、加工用、新規需要用、稲発酵粗飼料用との

米づくりに資する基盤を整備する総合的施策を提示すべきである、とされ、あわせ
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て、自然循環型農法、直播農法等による米づくりの位置づけも明確にすべきである

と指摘している。検討結果としては、Ｐ105の表に供給用途に対応した基盤づくりの

考え方として、用途別に基本的考え方を整理している。Ｐ106共通の１は共通の取り

組みとして、省力化・低コスト化のプランの問題であるが、稲作の省力化・低コス

ト化の取り組み内容としては、３つの即面がある。①生産規模の拡大による構造的

な取り組み、②省力・低コスト技術の普及等農法的取り組み、③多収性品種の利用

等によりコストを下げる増収的取り組みの３つであるが、このうち、構造的取り組

みは、すべての取り組みの基礎となるものである。一方、農法的取り組みは、農法

の変更によっては収量が下がったりする場合があるので、考慮して取り組む必要が

ある。また、増収的取り組みは一般的には、加工用等の用途について取り組むこと

が基本となる。構造的取り組みの推進については、経営展望によれば、費用合計と

して、72～92千円／10ａと、現行コストに比べて、３～４割程度の低減となってい

る。農法的取り組みの推進については、直播栽培は、慣行栽培に比べて、10ａ当た

りの労働時間、費用合計で各々29％、12％の低減となっている。一方で、収量が平

均７％減となっていることから、60kg当たりの費用合計は、５％程度の低減に止ま

っている。しかしながら、直播栽培技術については、労働力を稲作から他作物部門

に配分したり、移植栽培との組み合わせにより作業適期を拡大することが可能にな

、 。 、ることから 構造的取り組みを支援する技術として捉えることも可能である また

、 。直播栽培技術の普及・定着については 22年度の普及目標面積を５万haとしている

あわせて、供給量調整手法を生産目標数量を配分する方式に見直すことを踏まえ、

減収率を的確に評価することにより、直播栽培への取り組み意欲の向上をはかるこ

ととしている。さらに低コスト化を追求するするのであれば、直播栽培技術は、稲

発酵粗飼料等を主な対象として、現行の直播栽培よりも５％程度の低コスト化の確

立を早急にはかることが必要である。増収的取り組みの推進としては、多収性品種

については、現在、660kg／10ａ～730kg／10ａ程度の収量可能な品種は既に開発さ

れているが、主食用に適しておらず、また、加工用米の実需者からは、もう少し低

価格での国産米供給が行われれば、需要拡大が可能等の意見も出されている。米需

要の拡大をはかるため、多収性品種を活用し、直播栽培等の農法的取り組みも組み

。合わせた加工用米の低コスト生産技術体系の確立をはかっていきたいと考えている

、 。２の需要の拡大に資する技術の開発については Ｐ108の②のアとイで整理している

１つは加工用・需要拡大用として、多様な加工利用、大ロット利用に対応した低ア

ミロース米の開発等、２つ目に稲発酵粗飼料用として、栽培適地の拡大等を重点課

題として推進することとしている。３の環境保全型農業の推進については、午前の

概要説明でも申し上げたが、環境保全型農業取り組み面積の稲作付延べ面積に対す

る割合を、現在の18.4％から22年には1/3程度まで引き上げ、化学肥料・科学農薬と

もに、半分以上縮減している取り組みの稲作付延べ面積に対する割合を現在の6.4％

から１割程度に目標を設定している。この手段については、Ｐ109に説明があるとお

り、①持続農業法に基づく持続性の高い農業生産方式の導入促進、②技術的サポー

、 、トの充実 ③供給量調整手法との有機的な連携の構築の３点について対策を実施し

。 、 「 」支援策のあり方等に検討することとしている また 一部消費者から 減農薬栽培
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の定義が分かりにくい、あるいは 「有機農産物」より「無農薬農産物」の方が上位、

と感じる、といった声に対し、消費者が欲しい農産物を的確に選択し得るよう平成

14年度中にガイドラインの見直しを行うこととしている。４の農地整備の問題であ

るが、既存農地ストックの有効活用をはかるとともに、農地利用集積を進めるハー

。 、ド・ソフト事業が一体となった事業の推進をはかることとしている 目標値として

平成16年度までに、概ね５割以上の水田を汎用化していきたいと考えている。具体

的には、平成15年度予算要求において、現行のほ場整備事業と土地改良総合整備事

、 「 」 。業を廃止した上で 新たに 経営体育成基盤整備事業 を創設することとしている

引き続き、検討項目22麦・大豆等に関する助成のあり方、価格形成のあり方の見

直し内容の具体化についてであるが、検討結果としては、大きく２つに整理してい

る。その１つは、当面の施策として、需要と生産のミスマッチの解消についてであ

るが、これまでの生産調整助成金は、麦・大豆生産を誘導するために生産段階に要

件を課して助成を行ってきたが、生産調整のメリット措置としてではなく、今後は

品質等実需者のニーズに応じた、実績評価方式で支援することとしたい。作物別で

は、麦については、値幅制限（±５％）の見直しの検討のほか、麦作経営安定資金

の銘柄区分等に係る基準についてもシェア区分の適正化をはかりつつ、市場評価を

。 、 、基本とすることを16年度から実施することとしている また 麦・大豆共通として

市場評価を適切に生産者に伝える情報伝達の仕組みを充実することとしている。大

豆については、契約栽培の進め方について見直しを行うことにより、安定的な取引

の拡大を15年度まで実施することとしている。２つ目のその後の施策についてであ

、 、 、るが 麦については 実需者ニーズに的確に対応した安定供給体制の確立等のため

生産ガイドラインの策定とガイドラインに基づく需要にあった生産を推進し、大豆

については、品目別助成の対象を原則として予約購入、契約栽培等の生産者と実需

者とが確実に結びついた生産に集中化等をはかることとし、麦・大豆いづれも、品

目別助成については、その対象を担い手に集中化することを検討している。

（生産局飼料課長）

検討項目23耕蓄連携推進のための具体的方策についてであるが、昨年ＢＳＥの問

題等もあり、畜産物の安全性への関心が非常に高い。安全・安心な畜産物の供給体

制の構築し、自給飼料に立脚した畜産経営への転換に資するよう、水田において、

稲作経営と連携した飼料作物の作付けを推進する観点から、３つの対策を講じるこ

ととしている。１として、担い手となる畜産経営等への転作田の集積を支援する措

置を講じることとし、具体的には、作業集積や団地化による低コスト化等を促進す

るため、コントラクター（飼料生産受託組織）の育成や機械化を推進していくこと

が必要であると考えている。２として、稲発酵粗飼料の推進のあり方についてであ

るが、水田における飼料作物作付面積は、Ｐ118の表のとおり、７年は73haだったも

のが14年には3,300haまで拡大している。しかしながら、生産コストを勘案すれば、

他の飼料作物より必ずしも優位なものとはなっていない。一方で稲発酵粗飼料は、

麦・大豆や一般の飼料作物の生産に適さない水田において、引き続き、生産可能な

作物の１つとして位置づけられるとともに、稲作経営の労働力や保有する機械を活

用できるなど耕蓄連携を通じた飼料生産が可能であるという利点がある。したがっ
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て、地域の特色ある水田農業の展開をはかる中で、地域における稲発酵粗飼料の位

置づけを明確化した上で、生産コストや需給動向も踏まえた計画的な推進が必要で

。 、 、 、あると考えている ３として 効果的な飼料増産戦略の構築が重要となるが 現在

、 、畑における飼料作物が減少傾向で推移する一方で 水田では約１割生産されており

今後も水田を活用した生産の拡大をはかることは有効な方法であると考えている。

増産実行プログラムは、Ｐ120の表のとおりである。また、畜産サイド（実需者）か

ら見た水田の飼料作物拡大可能面積であるが、現在の飼料作物の生産実態は、94万h

a中、転作田に作付けされている割合は14％（11.4万ha）に過ぎず、大部分は畑での

作付けとなっている。また、家畜の飼育状況と水田の賦存状況は双曲線的反比例の

関係にあり、つまり、水田のあるところには家畜はなく、家畜のあるところに水田

はないといった地域的なミスマッチが存在している。一方、過去最大の飼料作物転

作の実績は、14万９千haとなっており、現在より３万５千ha多い。この間、担い手

である畜産農家数は約６割減少し、しかも、転作田の依存度の高い地域において戸

数の減少率が高い傾向を示している。さらに円高の進行等により輸入乾牧草の価格

は約５割低下している。このような実態を踏まえ、現状の輸入乾牧草185万トンの全

量を国産に置き換えることを前提に、転作田を最大限活用するとして試算すれば、

転作田での作付拡大は、3.3万ha程度見込まれるところである。

（生源寺座長）

午前、午後の説明に対し、意見・質問等があれば出してほしい。

（廣瀬委員）

先程の副大臣の挨拶でもいわれたとおり、11月末で結論を出すことになっている

が、限られた日程の中で多岐に渡って議論を行っていくこととなる。中間取りまと

めと違い、結論を得るということは重みがある。実際に、現場の農業者がこの内容

を理解し、実行できるようにきちんと整理する必要がある。日本農業のあるべき姿

、 、をきちんと理解し 生産者が生産調整を勇気をもって取り組める方針が必要であり

できるだけ多くの研究会委員の意見が反映するようにしてほしい。

（生源寺座長）

廣瀬委員の意見は、限られた時間の中で中身の濃い議論をしていきたい、という

ことである。委員の皆様方には本日の宿題返しについて、様々な意見があると思う

が、これを書面で提出していただき、私の方で整理し、11月１、７日に提示してい

きたい。委員の皆様にはどうか協力願いたい。

（若林委員）

この研究会の報道機関への情報の流し方についてであるが、中間取りまとめが終

了し、課題も整理されている中で、その中身が報道機関に流れているという問題で

ある。中間取りまとめに加え今回出された課題の審議こそがこれからの生産調整に

重要な役割がある中で、先に報道機関に流れると誤った世論形成がされる恐れがあ

り、我々の意見が阻害されてしまう。研究会の意見は、まず研究会に先に提示して

議論してほしい。

（生源寺座長）

今朝の新聞報道のことかと思われるが、タイミングの問題等いろいろあるが、我
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々の議論の後に正確に報道されるよう、我々も心がけたい。

（山田委員）

、 、 、資料のＰ８についてであるが 本来あるべき姿を実現するため 中間取りまとは

あるべき姿を実現するステップと、そこに至る当面の需給調整の取り組みの条件整

備を議論すると、まとめてきた。研究会の中間取りまとめに至る議論は、国による

生産調整の配分を廃止する、という観点での検討はなかったはずである。確かに、

配分の手法に関して議論があった時は、何度も意見を申し上げた項目であり、中間

取りまとめには入れないで、参考資料として扱うこととしたはずだ。検討課題とさ

れていないものが出されてくるようなことでは、冷静な論議を果たせなくなり、稲

作生産者や関係者の不安を助長するだけではないか。研究会の議論を無視し、国に

よる生産調整の配分が廃止だというなら、研究会は必要ないのではないか。座長の

考えを聞きたい。

（生源寺座長）

Ｐ８の４類型の役所の説明は、中間取りまとめの論点をより明確にするためにあ

えて提示していると理解している。長官、企画課長の説明にもあったが、一部中間

取りまとめとは、はずれた内容のものが含まれている。第１類型は中間取りまとめ

と方向が違っているのではないか。第４類型はややあいまいであるが、とりように

よっては中間取りまとめと違う方向とも考えられる。これらもあえて出すことによ

って、論点を明確にすることができると理解している。

（三浦委員）

山田委員から国による生産調整の配分を廃止することは、不安を増幅させるだけ

ではないか、という意見があったが、この議論については、髙木部会長メモにもあ

、 、 。ったが 過去に生産調整目標面積の配分を無くすべきである という議論はあった

思い込みを排除した議論に心がけるべきである。

（生源寺座長）

補足的にいえば、国による生産調整目標面積の配分を未来永劫続ける、というこ

とでもなければ、直ちにやめる、ということでもない。こういう議論であったと思

う。

（高橋（耕）委員）

４つの類型がある中で、第１類型で提示された生産調整目標面積の配分の廃止は

ショックである。事務負担を合理化すること、第三者機関に任せること、負担金を

多く徴収することは、合理性はあるがあまりにも飛躍した考え方である。現場は、

助成金について会検の指摘を非常に気にする。過去の助成金を返納させられたこと

もある。急激な大転換は現場を混乱させる。福井県では、集落営農が盛んで、兼業

農家の比率が高いことから、今まで、まじめに生産調整を実施してきた人がおかし

な方向にいくのが心配である。未実施者に対し、何らかの間接的なペナルティーが

ないと不公平が残るだけである。しかしながら、全体的に見ればよく整理されてい

ると思う。

（生源寺座長）

、 、類型をはっきりさせたのは 最初から最後までセットで選ぶということではなく
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パーツの整合性が重要だとの観点から、４つの流れとして組んでみたわけである。

素材として研究会で使っていくということである。

（加倉井委員）

生産調整を廃止するということは、企画部会で発言した記憶がある。しかし、そ

うすべきといったのではない。それは、生産調整は誰のためにやるかという論議が

あったから、廃止するというのも１つの考えとしてある、といったまでである。

次に報道機関の取り扱であるが、マスコミにとって情報は命である。いかにして

他社より早く情報を得るか、それが仕事である。マスコミに漏れることは、ある程

度仕方のないことではないか。物事の調整が仕事である国会議員の先生方はよくし

ゃべる。しかし、間違った情報は困る。間違った情報は修正すべきだし、また、そ

う指摘すべきである。

（花元委員）

まず１点目、当初から生産調整は必要だと認識しており、廃止ということを出す

べきではないと思っている。２点目は、現在、生産農家に生産調整の重要なメッセ

ージが伝わっていないのが問題であるということである。食糧法の中に生産調整が

明記されているにもかかわらず、一部が実施されていない。重要なことは、食糧法

をきちんと守られていない者に対し、当初からきちんと検証してこなかった。再度

食糧法の検証をしていく必要がある。また、毎年29万トンのＭＡ米が消費されてい

る中で、ＷＴＯ交渉の中でも米の需給に影響があるとすべきである。生産調整にＭ

Ａ米が影響しないということは、国益にとって損である。

３点目に、循環型農業についてであるが、日本学術会議の答申を踏まえてアンケ

ートをとった結果、稲発酵粗飼料の問題についてであるが、餌の面積は３万haが限

度である。国産の稲わらで使っていくことが重要。450万トンのうち25万トンぐらい

は可能である。今は３万トンが限度であるが、11万トン程度まで進めていきたいの

が、ＪＡグループとしての意見である。

（門傳委員）

全体的に、本日の資料は分かりにくい。Ｐ18、19の改革のステップしか分からな

い。私が分からないのであれば、現場の生産者はもっと分からないのではないか。

この資料の本当の狙いは十分に伝わるのか疑問を感じてしまう。受ける方からする

と国の配分、廃止を前提に４類型のうちどれか１つを選んで下さい、といっている

。 、 、 、ようにしか思えない 役所が書いているとすれば 役所 国の予算が減少する中で

米の予算の占める割合が多く、予算を減らそうとする別の意図があるように思えて

しまう。分かりやすいものに、していただければ有り難い。

（上場委員）

花元委員から、生産調整の必要性については合意があっており、やめるべきでは

ないとのお話があった。生産調整は１つのカルテルであり、やめたら米は余り、現

場は混乱するので、私も必要だと思う。議論としては、国がやるか否かだと思う。

牛乳やみかん等米以外のものは、農業団体で生産調整を行い、米だけが国営でやっ

てきた。米については、国が中心でないとできないのか、国の関与がもう少し緩い

形でできるのかが、我々に与えられた課題ではないか。冷静に議論すべきである。
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（奥村（一）委員）

、 。我々法人協会としては 生産調整を続けるべきという点については合意している

ただ、誰のための何のためなのかといったメッセージが伝わっていないという意見

があるが、我々の立場からすると今後、生産調整をどうやっていくべきかというこ

とで、類型があがってきた。第１類型は実情にあわない、さりとて第４類型ではな

い。経営者の自主的な判断ができる仕組みが必要である。第２類型に加えて第３類

型の手法を加えるのが新しい手法ではないか。

ただ、感想として、あるべき米づくりの姿を平成22年としているがそこまで待て

るのか。もっと急ぐべきではないか。その間に我々地域の担い手を育成し、体力を

つけなければならない。体力が無くなった時に政策ができてもすぐに担い手にはな

らない。自主的な生産調整が平成17年度ぐらいには明示されると思ったが早くても

19年であり、繰り延べされた感じである。

安定契約生産者に対する配分については、中間取りまとめに即した提案である。

法人協会で今月25日に組織討議を行って意見を出したい。

（竹内委員）

山田委員の発言は興味深い問題であるが、案を提示すことがおかしいとは思えな

い。30年も実施してきた一種のカルテルであり、基本的に生産者の利益を守るため

である。ところで最近の傾向としてＢＳＥや雪印の問題にもあるように生産者と農

水省だけでなく、最終的には消費者も含めた全体の中で討議していかないと解決し

ない問題が多い。次に世界的な現象として、従来の直接的なステイクホルダーだけ

でなく、ＮＧＯ・ＮＰＯやボランティアが重要な役割を担っているケースも多い。

そういう中で本日の説明を伺うと、第１から第４類型についてであるが、生産調整

は30年もやってきて、いつまで続けるのか、という問題が依然として残っている一

方、需給が拡散傾向にある。そうした中で生産調整をやめた場合、ソフトランディ

ング、ハードランディングの両ケースについて、現実妥当性のチェックが十分に行

われていない。生産調整の問題は、この30年間の前半を国主導で、後半は国と生産

者団体が共同でやってきた。それを本来の生産者が主体で行い、国の配分をやめる

といっている。生産調整そのものをやめる、といっているのではないと思う、その

点を明確にする必要がある。また、具体的な施策を立案する場合、施策は地元のま

、 、 、じめなリーダーから こうしてもらいたいという声があり それをベースとすれば

地に足がついた担い手の施策となると考える。

（廣瀬委員）

個々の意見はともかく、花元委員からあったように生産調整を実施するのは、米

が過剰になり、ＭＡ米が国内需給に及ぼす影響があるからであると認識すべきであ

る。ＷＴＯ交渉において、来年３月には関税引き下げ等ケアンズグループから問題

が出てきている。農業は工業と違い、環境に調和した生産物であるから、生産調整

についても環境に配慮したものとすべきである。

また、消費拡大も重要な問題であるが、過剰米は別途処理することとし、古米を

回転させるのではなく、単年度需給を基本とすべきである。このような新米を中心

に供給を行えば、米の消費拡大にも繋がるるのではないか。
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次に、公平・不公平の問題であるが、生産調整のメリット、デメリットをきちん

と出さなければ、現場において理解を得られないという問題がある。そうしないと

現場ではかえって複雑になってしまうのではないか。

（藤尾委員）

価格形成については、すばらしい案が出てきた。突然出てきた感はあるが、急ぐ

問題なのでできるだけこの研究会で議論してほしい。また、Ｐ78の安定供給支援法

人関係についての食信協の件については、根回し、話し合いをよろしくお願いした

い。

（和田委員）

今までの議論を聞くと、第１類型の出し方、言葉の使い方はもう少し工夫が必要

だったのではないか。しかし、この議論は加倉井委員もいっていたが、全然話が出

ていなかったわけではない。現地検討会で誰のための生産調整かについて質問した

ところ、政府による生産調整というニュアンスの発言が多いことに驚いた。みかん

や牛乳の生産者も生産調整をしている実態もある中で、何十年間多額の税金をつぎ

込み、効果があがっていない一方で、不公平についての意見が一番多かった。そう

いう言葉を無くすことはどのような方法があるのか、いろいろなことを出すことが

必要である。公開の場であり、誤解を招くということはこれからの議論でただして

いけばいいのではないか。第１類型を提案したことについては問題はないと思う。

２点目は、報道のあり方であるが、私は今朝の新聞は見ていないが、過去にも似

たような経験をしたことがあり、その後の取材を断ったこともある。この研究会は

公開でやっている訳だから、おかしなことがあれば、これから訂正していかなけれ

ばならない。

３点目に、消費者委員の立場から、環境保全型農業と有機農業について、今回の

検討項目に盛り込まれていたことは、大いに評価したい。短い期間ではあるが、表

示の問題について今後議論していただければと思う。

（永石委員）

。 、 、39回もの研究会の議論を踏まえたものであるべきである それからすると 今回

農水省はよくまとめたという感想である。法改正を含めた具体的内容の詰め、これ

からが正念場となる。１点お願いであるが、次回の研究会で認定農業者の考え方が

具体的に分かれば教えてほしい。この制度の充実が21世紀の担い手を育てる核であ

る。詳しい資料があれば頂きたい。

（三浦委員）

先程、門傳委員からあった今後の進め方については、Ｐ18、19で示されていると

おり評価できると思う。第１～第４類型の説明の中で、それぞれの現行対策との関

係がどうなるか説明がなかった。例えば、16年度までの経営確立助成金、とも補償

や稲経基金が産地銘柄によっては不足を生じているが、これらをどうするかという

問題がある。11月１日以降の研究会で説明されれば幸いである。

（門傳委員）

メリット対策、過剰米対策、経営所得安定対策について、次回できるだけ詳しく

示してほしい。
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（生源寺座長）

この点は座長からもお願いしたい。メリット措置については、具体的内容が示さ

れていないと判断せざるを得ない。

（奥村（幸）委員）

今回初めての参加である。これまでは、多岐に渡る研究会の発言内容をホームペ

ージで見ていた。その中で、誰のための生産調整かについてであるが、30年前に始

まったときは、国のためにやっていたが、今は生産者のためであることを現場はみ

んな承知している。ところが一方で、生産調整には抜け道があって法の網をくぐっ

ていることに対し、議論してこなかったことが不公平を助長し、生産調整を崩した

大きな原因である。これからの仕組みは守るべきものはきちんと守る。性善説に立

つのは間違いである。生産調整は、きちんとやるんだという姿勢が必要である。第

１類型の実現となれば専業農家は崩壊してしまう。生産調整がきっちり守れる仕組

みが必要であり、公平確保が絶対の条件である。

（山田委員）

残り１か月しかないわけだから、逆行する議論はやるべきではない。先程、４類

型のうちの第１類型については、全く方向が違っているという、座長の見解があっ

たが、そのとおりであると理解する。もう１点、Ｐ91の検討項目の経営所得安定対

策の箇所で（ ）書きの「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」の記載が一番重要であると理解するが、Ｐ91、92の中に整理されていないので

はないか。

（生源寺座長）

これは、Ｐ91の前の検討結果２の①でところで読むのではないか。

（早川委員）

Ｐ84の２「育成すべき農業経営の範囲の明確化」のなかで、今回新しい概念とし

て、集落型経営体についての御提案があった。集落営農については、私もかねてか

らその必要性を主張してきたが、北陸・中部地域より西の米の産地で水田農業経営

の生きる道であると思っている。しかし、30数年間、この集落営農の実現を目指し

てきたにもかかわらず、実現できなかったことから、経営基盤強化促進法の一部を

見直すということだけではなく、すべての要件を見直さなければ、これを実現する

のは難しいのではないか。もう一度原点に返り見直しを行い、是非、実現できるよ

うお願いする。

（古橋委員）

米政策の抜本的な見直しの中では、生産調整の問題が重要なのは分かるが、売れ

。 、る米づくりを中心に考えることも重要である 表示検討委員会の中の消費者委員は

米・流通に関して不信をもっているため、米の消費拡大よりも消費者に対しての信

頼回復が重要である。価格形成については、前向きの案であると評価する。

（生源寺座長）

あと２回ほど議論を深めたい。座長のお願いとして、本日のペーパーを熟読して

ほしい 「例えば」の表現が入ることで、ニュアンスの含まれているところもあり、。

全体を読まないと分からないところもある。また、いいシステムをつくることと、
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これを分かりやすくすることは、一応別の問題である。従来の審議会などでは、役

所の原案に対して委員が手を加えていたが、今回はあと１か月半で終了するわけで

あるが、事務局から素材を出していただいて、研究会でまとめるというスタンスで

行きたい。

次に４つの類型についてであるが、第１類型については、常識的に見て、中間取

りまとめの方向とは明らかに違う。４つの類型を示したことは、議論の素材として

出しているものとして、それなりの意味をもつが、これが、その意味を超えて一人

歩きすることは、研究会の議論を好ましくない形で拡散させることにもなりかねな

いので、きちんと確認をしていきたい。時間をオーバーしたが、これで本日の研究

会の議論を終了する。

なお、本日の説明に対する御質問等については、本日発言された内容と重複して

も構わないので、10月24日までに書面にて事務局に提出していただきたい。これは

公開を前提とする。

最後に、パブリックコメントの結果であるが、中間取りまとめ等に関し、事務局

等に対し、現場での理解の促進と活発な論議、国民の皆様に対するパブリックコメ

ントの募集をお願いしたところであり、去る10月10日にその結果が公表された。そ

の結果概要について、事務局から説明をお願いする。

（計画課長）

７月16日～９月17日まで募集し、270件の意見が寄せられたところである。

（生源寺座長）

最後に、今後の研究会の日程について御説明したい。本日説明あった内容につい

てさらにご意見・御質問等があれば、10月24日までに事務局に提出していただきた

い。11月１日と７日に全体研究会を開催し、ご意見・御質問に対する事務局等の考

え方を伺い、論議を行っていきたい。その後は、11月13日に改革の方向性について

全体研究会で議論を行い、さらに企画部会を数回開催し、取りまとめに向けた議論

を行い、11月26日及び29日に全体研究会を開催し、改革の全体像を取りまとめたい

と考えている。委員の皆様には大変お忙しいと思うが、積極的に論議に参加してい

ただければと思う。

最後に事務局から何かあればお願いする。

（計画課長）

参考として米の生産調整メールマガジンの写しを配布している。中間取りまとめ

以降、90号まで発行している。現地説明会の内容等盛りだくさんであり、是非ご覧

いただきたい。

（以上）


