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第９回生産調整に関する研究会の議事概要

○ 日時：平成14年11月１日（金） 10：30～16：00

○ 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、ただいまから第９回生産調整に関する研究会を開催させてい

ただく。なお、本日は、都合により佐藤委員、宮田委員、早川委員、福井委員、古

橋委員、細川委員、若林委員が欠席である。開会に先立ち、大島農林水産大臣から

挨拶を申し上げる。

（大島大臣）

先生方におかれては、この生産調整に関する研究会にお忙しい中、大変なご努力

をいただいて今日まで議論を積み重ねていただき、心から敬意を表したい。

私自身青森県の出身であり、県議、国会議員という経過の中で、農政という問題

は、私の頭の中にあった大きな問題であって、そういう状況の中で、衆議院議員に

なりたての頃、農政にかなり取り組んでおり、夏の米価に日本の農政のエネルギー

を集中することに、たえず疑問を感じていた。このままでは、米の取り巻く政策は

きっとどこかで破綻していくのではと生意気にもそう痛切に思い、自分なりにその

。 、 、当時若い人たちと農政提言をしたことがある 14年前のことではあるが その中に

消費者を勘案した流通体制と米を作る喜びを実感できる米政策システムを考えてい

かないといけないという一項目があった。つまり食管法の見直しと生産調整をどう

考えるかということであった。あれから14年、米を取り巻く流通その他の改革はか

なりなされてきたと思う。しかし、現実に101万haの生産調整を背中に背負いなが

ら希望を持てる米作りを行うことは、もはや限界に来ている。閉塞感があるという

言葉を使っているが、この101万haの生産調整にかけるエネルギーが、かつての米

価を決めたときのエネルギー以上に末端の市町村の皆さん、あるいは農業者の皆さ

ん、農業団体の皆さんはもとより県においても大変なご苦労となった。そういう意

味においても、もはや農政を取り巻く環境の変化とともに米を取り巻く環境の変化

、 。は 本当にぎりぎりのところに来ているという認識を私も持っているところである

そういう意味で、先生方におかれては、21世紀の米作りという視点に更に強く立

っていただきながら、しかしながら、依然として水田、米というものは日本の農業

の基幹であるというところもおさえていただきたい。これから佳境に入ってくるの

で、私自身も意を決して諸改革に取り組んでいく所存であり、様々なご議論をいた

だきながら、この研究会の皆様の成果をしっかりと頂戴しながら国民に理解できる

米政策の改革について努力してまいりたいと思っているので、よろしくお願いした

い。

（企画課長）

それでは議事に入る。ここからは生源寺座長に議事進行をお願いする。

（生源寺座長）

それでは早速本日の議事に入る。前回は、農林水産省及び生産者団体から「中間
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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について説明を受け、そ

の後、若干の質疑を行ったところである。また、委員には説明の内容について更に

意見や質問があると考え書面にて提出いただくようお願いしたところ、大変多くの

委員から多岐にわたる意見、質問をいただいた。本日は、まず、各委員からいただ

いた意見、質問等に対する事務局、生産者団体の考え方を伺い、その上で議論を行

って行きたいと考えている。

しつこいようであるが、議論に当たっては、前回も申し上げたが、長い期間をか

けて「中間取りまとめ」を行ったわけで、その基本的な骨格とされている３つの原

則、メッセージが明確に伝わるわかりやすいシステムであるかどうか、また、費用

対効果が明確で効率的と判断されるシステムであるかどうか、更に、政策の決定の

システムや運用状況、情報の受発信に関する透明性が確保されているシステムかど

うか、こういう観点からぜひ建設的意見を述べていただくようお願いする。

なお、本日のスケジュールであるが、まず、事務局等から説明を伺いその後議論

を行うが、終了は順調に行けば16時を予定しているのでよろしく協力をお願いした

い。

座長代理から、発言がある。

（高木座長代理）

今、座長からも話があったが、論議を進めるに当たって一言申し上げたい。すで

にご案内のことではあるが、11月末をもって取りまとめるため、１回１回の議論を

。 、実りあるものとするということは各人共通の思いだと思う 前回も座長のほうから

この論議を進めるに当たっての３原則の話があった。言葉を変えて言えば、６月28

日の「中間取りまとめ」に色々な検証を行いたどり着いたわけで、その成果という

ものをきちんと踏まえてということでもある。もう一つは 「中間取りまとめ」は、

色々な検証をした上で整理をしたわけであり、当然、これまでの米政策の農業者、

農業者団体の取組、また、その方向を踏まえてもいる。一例を挙げれば、生産者団

体、行政、そして与党も一緒に議論をし、納得した上で決定された５年前の「新た

な米政策大綱 、そしてそれを受けた「水田を中心とした土地利用型農業活性化大」

綱 、これには３つのキーワードがあったと思う。一つは、生産者、生産者団体主」

体の生産調整に段々と移行するという方向性、それから数量による調整、これは作

況に応じた機動的な対応をするということである。また、３つ目は、稲作経営安定

対策から担い手層に対する経営所得安定対策に移行という３つがキーワードであっ

たと思う。そして特に、１点目の生産者、生産者団体主体の生産調整の方向性につ

いては、たしかその後緊急調整があったが、そのときに、大変生産者団体が苦労を

されて主体的な対応をした実績もある。そしてまた、そういったことをきちんと踏

まえてこれからの論議をしていきたいということである。

それから、座長の方からも前回発言があったと思うが 「中間取りまとめ」に対、

する宿題返しというのは、あくまでも、研究会が論議をするに当たっての素材であ

る、これまで同様、研究会が主導してこの論議を取りまとめ 「中間とりまとめ」、

を最終的な取りまとめにもっていくということである。逆に言えば、一言半句にこ

だわって論議をするということではなく、大きな視点に立って、そしてまた、研究
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会が始まるときに色々と議論があり、思い込みを排除するということもあったと思

う。例えば、私は行政の場での経験が長いが、私が行政という立場で自分だけが需

給調整のことがわかっている、農業のことがわかっているという立場で議論をすれ

。 、 、ば決してかみ合わないわけである したがって 申し上げるまでのことではないが

委員全員が知恵を出し合って、そして、きちんとした役目を果たすということだと

思う。また、くどいようだが、この「中間取りまとめ」にいたるまでには、客観的

、 。 、 、データを分析・検証しながら そして論議を進めてきた これは とりもなおさず

総合的な分析・検証ということを通じて、国民、消費者の声というものをきちんと

捉えるという立場だったと思う。

大変出すぎた言い分、言い方で恐縮だが、11月末を目途に取りまとめるというこ

となので、先程の座長の発言に関連して、私からもお願いをさせていただいた。

（生源寺座長）

それでは、事務局より資料の説明をお願いする。

（企画課長）

本日もまた、分厚い資料を用意している。配布資料一覧をご覧いただきたい。１

番から７番までの資料を用意しているが、説明は１、２、３の三つが中心になると

。 、 、 、 、 、 、思う １ ２ ３の資料は 委員の質問 指摘 全体の指摘を含めたものであるが

多数の委員から議論を進める上でぜひ必要だということで提出した資料である。そ

ういうことで、ほかの資料要求とは抜き出した形で整理させていただいている。

資料１をご覧いただきたい 「各検討項目に対する考え方の全体像（再構築の基。

本方向 」ということであるが、この資料は 「全体のイメージがつかめない、宿題） 、

返しの全体像を示すべきである、全体のシステムとしてわかりにくい」という提議

が多数の委員からあった。そのような指摘に基づき 「中間取りまとめ」の文章を、

基本に、宿題返しを当てはめて全体像として整理したものである。内容は、前回と

ダブるので、骨子のところを中心に説明する。

１番目のパーツは 米づくりの本来あるべき姿と実現のステップ １番目 米、「 」、 、「

づくりの本来あるべき姿」については 「 １ 、これは「中間取りまとめ」の文章、（ ）」

、 。 、そのものであり 少し順番を入れ替えてある それを事務局なりに要因を整理した

ファクターを整理したものが 「 ２ 「中間取りまとめ」の姿を前提に、３つの、（ ）」、

要素として整理した。１つが「需給調整システムに係る要素 、それから「集荷流」

」、「 」。 、 、通にかかる要素 生産構造にかかる要素 ここで委員から 配分の廃止ありき

または、配分の廃止があるべき姿の鍵を握るという提案になっているのではないか

という指摘があったが、私どもとしては 「中間取りまとめ」の姿を前提に３つの、

要素を整理し、したがって、その要素の中の重要な部分の１つとして配分の廃止を

提議している。まずありきということではなく３つのすべてがあいまって「あるべ

き姿」というのが実現できるということで説明させていただいた。次に 「目標年、

次と実現のステップ」であるが、平成22年度を目標年次として設定し、前回説明し

たとおり４つの類型があり得るということを簡単に記述している。３番目で「実現

のための行政と農業者・農業者団体の役割分担 、これは基本法の思想にのっとっ」

。 、「 」て記述している ３ページ目 改革のための条件整備のあり方と実行プログラム
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で 「中間取りまとめ」の10項目ごとに前回の説明内容を簡潔に短くして記載した、

もので、前回かなり細かい資料となっていたものを整理したものである。５ページ

であるが 「実行過程のチェックシステム」は、前回説明したとおりである。５ペ、

ージから第２部に入り 「今後の米の需給調整のあり方」であるが、このパーツに、

ついては、１の「本来あるべき姿における需給調整のあり方」は新しく記述をして

いる。これは、新しい生産調整システム、将来のシステムを示すべきだという指摘

に応えた部分である。この基本的考え方については 「中間取りまとめ」の考え方、

をベースにしている。今後とも、２行目にあるが 「何らかの需給調整が必要であ、

る、この場合、消費者重視・市場重視の考え方の下に、市場を通して需要を感じ取

り、売れる米づくりを行う中で需給調整が実施されていく姿とする必要がある」と

いう「中間取りまとめ」の文章を整理している。とすると、本来あるべき姿におけ

る需給調整のあり方としては まず 客観的な需要予測と調整システム これは 中、 、 、 「

間取りまとめ」の言葉であるが、他の部分も「中間取りまとめ」の内容とまったく

同一である。前提となる需要は、前年の需要の実績を基本に、可能な限り客観的な

指標に基づく予測値、これは全国と地域別というものをベースにする。政府・都道

府県は、公正・中立な第三者機関（前回、全国米需給検討会議・都道府県米需給検

討会議として説明しているが）の助言を得て、需給に関する情報を提供する。将来

ともこのような会議が存在し、そこで透明で中立的な検討が行われ、これを基に、

農業者・農業者団体が毎年どの程度の生産を行うかについて判断し、必要な場合に

は、農業者団体が農業者にその数値を配分するということ。６ページ 「行政の支、

援のあり方」であるが、行政は、以上の情報提供を行うほか、需給調整が円滑に行

われるよう必要な指導・助言を行う。国の助成措置については、需給調整参加者を

対象とするような直接的な助成措置から、価格変動等に備えた担い手農業者への経

営安定対策、これは後ほど説明するが、加工用米や麦・大豆等米以外の作物による

産地づくりの推進のための助成措置等へ転換する。豊作による過剰米については、

販売努力を支援する対策をこの時点でも講じる。政府備蓄については、市場動向に

基づく入札方式、これが、将来の目指すべき姿ではないかというところを書き加え

ている 「当面の需給調整システム」は、前回の説明と同様であるが （ ）内をご。 、

覧いただきたい。改革ステップの第１類型は、本来あるべき姿を16年度から実施し

ようとするもの。第２類型から第４類型というのは、一定期間について前回説明し

たようなシステムにより、行政が補助輪で、次第に補助輪を離して本来あるべき姿

に持っていくもの。レンジが第２・３類型と第４類型とで異なる、または、判断要

素が違ってくるということである。７ページの「当面の助成措置」であるが、これ

は後ほど資料２で説明する。８ぺージ目は 「集荷・流通制度の改革」である。こ、

、 。れはパーツの第３段目であるが この部分は前回の説明と同様で簡潔に書いている

なお、10ページ目 「系統米事業方式の変革の具体的内容」であるが、全中が取り、

まとめた内容を、再度簡潔に記載したものである。11ページは、４番目のパーツ、

「経営政策の展開」である。これは22年度の姿の実現として、水田営農における担

い手の育成と農地の利用集積の加速化、12ページには、経営安定対策のあり方とし

てまとめている。13ページは、５番目のパーツで 「今後の水田利用のあり方と実、



- 5 -

現方策」として 「１ 今後の水田利用のあり方と実現方策 「２ 農地制度の見、 」、

直し」としてまとめている。14ページの中ほどから、６番目のパーツの「」農業生

産対策の展開 、これも、ニーズを的確に把握しながら、主体的な判断の下に実施」

するという基本的な考え方の下に、基盤づくりを行う。15ページにいって、麦・大

豆政策、耕畜連携という全体のまとめに移行整備している。内容は前回と同様であ

るが若干付け加わったところを中心に説明させていただいた。

資料２であるが、これは、類型ごとに対策のイメージがよくわからない、特にメ

リット措置の、助成措置のイメージががよくわからないという指摘があったことに

。 、対して現時点で出せる限りのものを整理して出している この表を見ていただくと

、 、 、前回も ３つのタイプの助成金があり すべてそれぞれ各類型にあるものないもの

。 、 、生産調整とのリンケイージの強いもの弱いものということで説明している １ ２

３とあり 「生産調整協力交付金」が一番、前回は「生産調整メリット対策」と呼、

んでいたが、論議していただくためにニックネームというか、当面の名前として仮

称したもの。２番目は 「産地づくり推進交付金 、前回 「産地づくり対策」とし、 」 、

て整理したもの。３番目は 「担い手の経営安定対策」表にあるように、１番目の、

生産調整協力交付金は、第２類型にある、第３類型は産地づくりの中で発出するか

どうかは地域の判断となる、第４類型は基本的に併行改革型と同様、第１類型は配

分のない世界なので発出はなくなるということである。２番目の産地づくり推進交

付金は、どのタイプにもあるが、その中身が少しずつ変わるということであり、そ

の内容は後ほど説明する。担い手の経営安定対策であるが、第１類型はリンケージ

のない形となるが、第２、第３、第４となると段々遠くなっていく。これも後ほど

説明する。以上のような意図を２枚目にまとめてあるが重複となるので３枚目へい

く。これから具体的な３つの助成措置のイメージ、現段階で出せる考え・想定して

いるものを議論のために提出した。まず、生産調整協力交付金であるが、趣旨はメ

リット対策である 「中間取りまとめ」では、この生産調整に係る直接的なメリッ。

ト対策と経営安定の措置、地域振興の措置は明確に分けて考えるべきであり、一つ

の助成金で多目的を負うというのは、目的がぼけて費用対効果がわからなくなるの

ではという指摘があったと思う。これは、生産調整のメリット対策にできるだけ特

化した形で、できないかという取りまとめを踏まえた形で検討してみた姿である。

仕組みとしては、メリット措置であることから、水稲作付面積が作付目標面積を超

えていない農業者を対象とすると、これまでの生産調整達成者というのをポジ的な

。 、 、 、言い方に変えたということである ただし 安定契約生産者について対象外 また

米需要開拓短期融資制度、これは豊作による余り米を短期融資の形で処理しようと

するための生産者負担分の基金への拠出である。このようなメリットを受ける前提

としてこういう拠出を前提としてはどうかということである。対象米穀は数量確定

ということで検査米としている。また、この対象とされる米穀が、流通の段階で色

々と横流れするといったことがあっては助成を行っている納税者にわかりにくいの

ではないかということもあるので、安定供給支援法人が行う支援の対象となる米穀

とする。実務的には、これで一つの米で重複して交付するということは避けられる

のではないかと考えている。なお、安定的な運営を通じて効果的な発現を図るとい
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うことで、交付対象の限度を設けることとしている。簡単に言えば、募集したらち

ょっと予算が足りなくなったということとなると、せっかくメリットだと考えてい

たものが受けられなくなるじゃないかということで、一定の限度をあらかじめ決め

ながらいかなければならないと考えている。次に交付金単価であるが、現在の稲経

は参加したときはいくらもらえるかわからない、ただ、下落した場合には保障され

るというものであるが、メリット対策に特化するとの指摘なので、参加するときに

あらかじめいくら出るのかということがわかっていたほうかいいだろう、ただ、そ

れだけでは価格が下がったときにこれだけなのかということもあるので、その両方

を勘案してここにあるように固定部分、変動部分両方を加味したものができないか

ということで検討しているところである。ただし、変動部分はあるが価格が上がっ

たのにお金が出るというのは納税者の皆様に申し訳が立たないのではと思い、これ

は支払いはできないのではないかと考えている。単価は、固定部分は全国一律単価

の方がいいと考えている。変動部分は直近３年の自主流通米価格の平均と当年産価

格の差額の○○割、これは都道府県ごとに算出ということで事務の簡素化というこ

ともある。今は銘柄別に清算しており、一人の農家が早生、中生、晩生と複数銘柄

をつくった場合、一人ごとに複数銘柄の計算をするが、そうではなく県一本でやる

ことによって事務の簡素化ができないかということである。単価については、全体

パッケージの中で考えることが必要で、わかりやすく言うと、これにたくさん予算

をつぎ込むと他の対策の予算がなくなる、全体のバランスの中で行う必要があると

いうことである。もう一つ、高すぎる場合米づくりの推進が阻害されると書いてあ

るが、はっきりいえばモラルハザードを防止するためには一定の制約があるのでは

ないかということである。以上の点を踏まえて、あえて単価を示すならば、１つの

例として固定部分200円、変動部分４割というのが姿ではないか。もう一つは、数

量単位でやるのか、面積単位でやるのか、これは、経営設計のときに面積のほうが

いいのか、１俵いくらにしたほうがいいのかということであり、今後の検討課題で

ある。拠出については、生産者と政府が同比率で拠出としてはどうかというのが今

の考えである。次の産地づくり推進交付金は、農産振興課長から説明する。

（農産振興課長）

別添２の「産地づくり推進交付金のイメージ」であるが、別添２を説明する前に

資料２－２「生産調整に対する助成の改革方向」によりまず背景説明をさせていた

だきたい。現状と課題と改革の方向ということで整理している。現状は、水田農業

経営確立対策が実施されているが、目的は、２つ、１つはいわゆる生産調整、米の

計画的生産の推進、もう一つが麦・大豆・飼料作物の本作化、それを併せて安定し

た水田農業経営の確立を図っていこうというのが目的である。制度の仕組みは、基

本的事項として、まず全国一律の要件・単価、最高麦・大豆だと73千円の高額助成

が出るという全国一律の要件・単価を設定しているというのが大きな特徴である。

それから、生産調整目標の達成が要件、あるいは、主に地権者への交付、耕作者へ

も交付できる仕組みを作ったが主に地権者への交付である。経営確立助成について

は、要件として、団地化・担い手集積要件、それから栽培技術要件を課し、更に水

田高度利用とか大規模団地等には加算するものである。とも補償については、生産
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者の拠出と国の助成で造成した資金から補償を行うものである。これのＷＴＯ協定

上の位置付けであるが、環境支払いとして緑の施策となっている。ただし、この要

件は、追加費用又は収入の喪失以内の支払いが条件となっている。その点を留意し

ておく必要がある。このような対策を実施している上での課題であるが、ひとつは

画一的な水田利用を助長している、高額単価の麦・大豆の生産が全国的に急増して

いるということ。この研究会でもさかんに議論をしていただいたが、全国一律の助

成体系が地域の特色ある農業の展開に逆行しているのではないかという指摘があ

。 、 、 、る また これと関連するが 麦・大豆の需要と生産のミスマッチが拡大している

どうしても需要よりも生産調整規模あるいは高額助成というものに連動した生産に

なる傾向があるということ。その結果、生産の急増に対して、品質・生産性の向上

に遅れがでる、あるいは、売れないということになっている。３つ目の課題として

は、飼料作物の本格生産という課題があるが、生産拡大が停滞している、耕種農家

と畜産農家の連携が不足しているということで、作付面積の推移を参考までに書い

ているが、伸びていないということである。４つ目の課題であるが、米との収益格

差を大きく上回る助成水準ということで、麦だと米との収益格差は現在34千円であ

り、稲経を含めても38千円、大豆だと35千円、38千円。これに対して助成が最高73

千円、平均で５万～６万円という水準となっている。水田農業の構造改革に遅れが

でているというのも課題である。先程も説明したが、主に地権者に交付されるとい

、 、 。うことで 小規模な水田所有者の耕作を温存 担い手支援が不十分という点がある

また、農業者の主体的な経営判断による営農の推進に逆行しているという課題であ

る。それからもう一つは財政負担の問題もある。これも議論させていただいたが、

、 、生産調整面積の増大によって この経営確立対策関係の助成が大きく増えているが

これに対して従前から行っている生産対策の予算が大きく落ちてきている。ちなみ

にこれは、必ずしも生産調整のこの助成金だけで減ったわけではなく、例えば、14

年の場合には野菜対策ということもあって、セーフガード対策で別に予算がとられ

たという側面もあるが、それでも、生産調整の拡大によって、生産対策の予算が減

少してきているのは事実である。このような課題を踏まえて改革の方向であるが、

何と言っても産地づくりに向けた地域の主体的取組を推進していくということであ

る。地域が主体性を発揮し、計画的、戦略的に特色ある水田農業を展開することに

国が支援していくということに変えていく必要があるのではないか。具体的には、

どのような行為にどのくらいの助成をするかという水準については、地域で主体的

に決めてもらうのがいいのではないかと考えている。２つ目の麦・大豆の品質向上

であるが、実需者のニーズに応じた品質やロットの麦・大豆の生産を着実に推進す

る仕組みが必要ではないか。それから、生産調整規模に連動させない生産を定着さ

せる必要がある。それから、耕蓄連携の推進も課題であり、やはり畜産農家が中心

になって担っていくことになろうが、畜産農家あるいはコントラクターが飼料作物

生産を拡大・定着させる仕組みも必要であろう。それから、構造政策との連動とい

うことで、生産の太宗を担う担い手にその地域の生産が担われるという構造に転換

を促進していくという仕組みにする必要がある。あるいはまた、妥当な助成水準と

、 。いうことで ＷＴＯ協定との整合ということも念頭においておかなければならない
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このような背景を踏まえて、資料２－１の別添２に戻っていただきたい。産地づ

くり推進交付金というものを提案させていただいている 「１ 趣旨」としては、。

地域の特色ある水田農業の展開を図るため、地域の実情に応じて、地域自らが作成

。「 」する計画に基づいて実施する取組を支援するというのが趣旨である ２ 仕組み

としては、実施主体は市町村、農協等で協議会等を作ってもらいそこに基金を造成

して管理していただく。交付金を支払う手順としては、まず、この実施主体で地域

の特色ある水田農業の展開のための取組計画、この中には構造改革をどうやってや

っていくか、あるいは、持続的な水田営農を実現するかといったことが内容となる

が、そういった取組計画を作成していただく、それでその計画を踏まえて地域の農

家の方々が営農計画を市町村へ提出していただく、国は、市町村に交付金を一括交

付し、市町村等は取組者に対し、基金から支援を実施する。先程言ったように地域

自らが作成する計画に基づいて地域の判断で助成をするということになるが、少し

はガイドラインというものを示すことになろうかなと、原則としては実施主体に委

ねるが、ガイドラインの例としては、米以外の需要に応じた生産というものもある

し、多様な米づくりというものも課題にあるのでそういった米生産の展開、あるい

は、水田農業の構造改革といったものをガイドラインとして示すのではないかと考

えている 「３ 助成の水準」であるが、国から市町村に対しては、やはり、生産。

調整規模に連動されずに需要に応じたものが生産されるという視点から助成金の水

準を決めて、市町村等に一括交付する。そして市町村等が取組者へ助成を行う場合

には、その水準は地域自らが設定するという仕組みである 「４ 需給調整とのリ。

ンケージ」であるが、これを需給調整メリットと捉えるか捉えないかの問題はある

ものの、いずれにしても、この対策も米を含めた各作物の需要に即した生産を推進

することが目的であるので、その対策の性格上、需給調整との一定のリンケージは

必要であろうと考えている。また、市町村等が個人に交付する場合、この農業者に

は交付しこの農業者には交付しないといった取扱い、需給調整とのリンケージの強

さは、類型によって変わるということも考えられる。やや具体的に申し上げると、

第１類型では、行政による需給調整の配分は行わないので、生産者の主体的判断に

基づいた需給調整を支援するということで、これはまさに地域の判断ということに

なろう。それから、第４類型であるが、これは生産調整の実行確保最優先という姿

であるので、どちらかというと従前どおり市町村等単位での水稲作付面積の達成を

助成金の交付要件として、また、個人に交付する場合は生産調整参加者に限定する

ということになるのではないか。第２、第３類型は、その真ん中ということで、地

域として生産調整が未達成となった場合にはそのなった部分だけ一括交付される額

が減額されるということがまず考えられる。また、個人の方にいく場合の需給調整

とのリンケージは、その地域の主体的判断、それから需給調整をどう図っていくか

、 、ということのバランスに配慮するということになろうが いずれにしても第１類型

。 、「 」 、第４類型の真ん中ということになる それから ５ 考慮すべき事項 としては

麦・大豆の品質向上、耕蓄連携の推進という政策課題にどのように答えていくか、

この中にどのような仕組みを入れていくかということが検討課題かと考えている。

（経営政策課長）
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続いて、別添３の担い手の経営安定対策についてである。

まず 「１ 趣旨」であるが 「 １ 」で経営安定対策というのはどういう対策な、 、（ ）

のかを改めて整理させていただいた。担い手の経営全体に着目して、農産物価格の

著しい変動が経営に及ぼす影響を緩和するための措置ということで、ポイントとし

、 、 、ては 品目別の対策ではなく経営全体に着目した対策であること ２点目としては

すべての農業者を対象としたものでなく、育成すべき担い手を中心とした対策であ

ること、３点目は、担い手の支援対策として、農地流動化施策とかあるわけである

が、この対策は、価格の変動緩和対策であるということである。そういうことを前

提とした場合、例えば、第２類型、第３類型、第４類型のような形で、内容は違う

が何らかの形で国が米価下落の影響緩和対策を講じていく場合に、生産調整の参加

を要件とせずに担い手に限定した経営所得安定対策を別途重ねて講じるということ

はなかなか余地がないのではないかというのが「 １ 」である 「 ２ 」では、経（ ） 。（ ）

営所得安定対策が講じられる場合はどういうことかということを整理したものであ

るが、生産者による主体的な需給調整により、米の過剰生産が回避され、米価の傾

向的な下落がない状況が実現された段階で、国が生産調整への参加メリット措置と

して下落緩和措置を講じないような場合ということであるが、その場合に機能とし

て価格下落の著しい変動を防止する機能というのはもちろんであるが、水田農業の

構造改善の実態を踏まえると規模拡大やコスト低減等の構造改革のインセンティブ

を付与するような仕組みを考えていかなければということである。

「２ 仕組み」の、まず、対象者であるが、地域農業の維持・発展に責任を持っ

て規模拡大等の経営改善に取り組む担い手ということで、認定農業者だけではなく

て、今回担い手育成の観点から打ち出している集落型経営体というのも対象として

講じていく。もちろん、一定規模以上の水田経営を行うようなものも要件として必

要ではないかと考えている。仕組みの例であるが、基本的な仕組みとしては、収入

または所得が一定の水準を下回った場合の補填対策ということになる。ここでは、

収入または所得のとらえ方であるが、単位面積当たりでとらえて一定水準を下回っ

た場合にその差額を補填単価としてそれに加入面積を乗じて補填するということが

ひとつ考えられるのではないか。その際の基準水準をどのように考えるかというこ

とであるが、例えば、大規模層の農業経営において実現されているような、目標と

すべき合理的なコスト水準を勘案して設定するということにより、目標とする経営

規模を実現すれば他産業並みの生涯所得が実現できるんだというような形で規模拡

大のインセンティブが付与されるような仕組みが考えられるのではないか。注に書

いているが、以上の仕組みは、長期的な安定性、透明性の高さといった観点から保

険の仕組みを採用するということが考えられる。次のページの下に注があるが、米

政策の改革パターンの関係からいくと、第１類型の場合は直ちにこういった措置に

移行するわけであるが、第２、第３類型のようなものを経て最終的に下落対策を講

じないシステムに移行する場合に、一時的に米の需給・価格の混乱が想定されて直

ちに保険の仕組みに移行できない場合には、つなぎの対策を措置するということが

考えられるのではないか。

以上説明したことをわかりやすく図示したものが次のページである。現状、稲経
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という米価の下落緩和対策が講じられているが、Ａのところで２、３、４類型で下

落対策を講じる場合でこれを講じていくことは困難である。Ｂにあるように、第１

類型のように米価下落対策を講じないような世界にいった場合には当面の経営安定

対策が講じられる。２、３、４類型のＡの場合でもそういう過程を経て米価下落対

策を講じないシステムに移行する場合には、その段階でＢと同じような対策を講じ

る場合がある、最終的には右下にあるように経営全体に着目した経営所得安定対策

に移行するということである。

（企画課長）

以上がメリット措置に対する現在のイメージということである。

次は資料３である。これをなぜ今回示したかというと、以前皆さんから国の配分

廃止に向かう手法が示されていない、道筋が明確でない、したがって非常に唐突な

提案に見えるという指摘があった。このような指摘に答えるために提示したもので

ある。これは、併行改革型の第２類型、第３類型を想定している。併行改革型であ

るので、需給調整システム、集荷流通その他の条件整備を併行して同時に行いなが

ら「あるべき姿」に向かおうとする姿である。従来の説明と少しポイントをずらし

て配分との関係、生産調整の配分がなぜなくていい世界にいけるのかというところ

に重点を置きながら整理してある。まず、需給調整システムの面であるが、誰のた

めの何のための生産調整であるか、何度も中で議論いただいたが、そういう意識を

皆さんが持っていただくことが最初の仕事になる。もうひとつは、生産調整目標面

積の配分から生産目標数量への配分の転換、これも重要な基礎的な仕事となる。現

在は、ネガの生産調整面積の配分している。したがって、行政があなたはここでこ

れだけ作る権利があるんだということを毎年確認している。しかも101万ha、後で

説明するが、もうすでに田ではないところがたくさんある。そこを行政上 「ここ、

は本来なら米をつくっていいんですよ」という確認をしなければならない。そこを

需要に応じた数量配分することによってそういう意識を変えていく、ここもうひと

つの手がかりにしなければならない。３つ目は、客観的な需要量予測をベースに設

定する。現在、この会でもなぜこういう配分となっているのか誰も説明できないと

いうことがあった。そうすると生産調整を推進していくにためには、誰かの権威付

けが必要である。今後は、第三者的機関を活用して客観性の高い数量で設定する。

したがって、誰が決めても同じ数量となる、ということは「お上のお墨付きがなく

てもできる世界をつくる」これも重要な仕事のひとつである。もうひとつは、生産

調整メリットの見直し、先程産地づくり交付金というのがあったが、ネガで面積を

配分して、そこにお金をつける 「あなたは本来これで作ってもいいんだけど作ら、

ないようにするから協力するために補償金を上げます」という要請を毎年行政が確

認をして配っている。これを変えることによって、こういう基礎的な仕事を16年度

から早く始めたい、こういう改革はすぐにやらなければならないという道筋の基礎

的部分が、この需給調整システムの改革の第１歩になる。第２歩が今度は補助輪を

はずすという仕事になるが、ただ、それではまだまだ仕事が完成しない。２番目の

仕事は集荷・流通システム、２つ目の要素である。ひとつは系統米事業の見直し、

これには２つの要素がある。１つ目は的確な情報の伝達、生産された米が、エサに
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いっているのか、加工用にいっているのか、誰がどこに売っているのか、どう食べ

られているのか、いくらで売れているのか、こういう情報をきちんと農家に伝える

ということをしていただきたい。２つ目は需要に応じた販売・集荷、需給のミスマ

ッチの解消、わかりやすく言えば売れる見込みのないものはもう集めないというよ

うに変わってもらいたい。２つ目の要素としては、安定供給の確保のための体制の

構築であるが、わかりやすく言えば、生産と消費を近づける、生産者がより消費者

を身近に感じられ、需要を肌で感じられるような流通づくりを行う、生産と消費を

もっと身近なものにする制度改革である。３つ目は価格形成、価格形成が需給を反

映したものでなければ生産者が需給を実感できない。需給実勢が生産者に的確に伝

達されるものとしなければならない。この流通・集荷の改革は、できるものから即

座に実施しなければならない、それも16年度にやるべき仕事となると思う。次の紙

を見ていただきたい。生産を担うべき農家の方の体質の問題と、もうひとつは全体

の水田経営の中で国内生産のプレッシャー、増生産圧力をどう軽減するかという二

つの要素があるが、最初の担い手の生産者の問題として望ましい農業構造を実現す

る、そういう需要にいかに反応するような生産体制の推進というのもひとつの重要

な要素となる。それから、産地づくり対策を措置ということで麦・大豆の品質向上

を図る、これは、他作物を本作化する、しっかりつくるということで、米に依存し

なくてもいい産地体制をつくる、これは米へのプレッシャーを経済的にそらすとい

うか軽減するための対策である。次に、環境保全型農業、これは単収が落ちるので

より水田をゆったりと使うということで米の過剰生産圧力を軽減する。次に、加工

用等多様な米需要に対応した基盤づくりであるが、米粉の原材料を安く提供すると

、 、いった そういうことにより主食用以外のもので水田を使っていこうということで

主食用の過剰をそらすという効果がある。次に、耕蓄連携ということで、水田の活

用について米以外でも有効に活用するということ。その次は、畑地化の推進とある

が、これは最終的に物理的に米をつくれないような状態にするということで、米の

過剰生産力を根本から削減するというものである。次は、田畑輪換、地域の輪作の

中に取り込んで一定量は常に米以外の作物が作られている状態を地域の中で合意形

成されているというのもひとつの方法である。２、３類型の場合は、併行改革とい

うことで総合的な道筋をとるといくことである。総合的な道筋を取る以上年次を明

確にして、各項目を整合性を持ってやらないとだめだ、このような選択肢に含まれ

る内在的な要因があるので、目標年次が明確にならない限り併行した改革ができな

いという必要性があるために 「中間取りまとめ」にあるように目標年次を明確に、

してこれらの仕事をいっせいに整合性を持って行うという性格である。それから、

構造が実現すれば、２枚目の１番目の「望ましい農業構造が実現すれば移行できる

んだ、水田の規模が一定となり、畑地化とか転用とかで過剰圧力がなくなれば移行

できるんだ 、あるいは 「麦・大豆が本作化され経営的に定着すれば移行できるん」 、

だ 、といった単一のメルクマールでやろうとしているわけではなく、総合的に目」

標年次を決めていうということ。それは「単一のメルクマールではいつまで経って

も展望が開けないじゃないか」という指摘に応えたもので、併行改革型というのは

そういうことを踏まえてやろうというそういう特色を持つものと理解願いたい。そ
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、 。れをもう少し地面に置き換えて説明したのが その次の水田の利活用の状況である

現在、水田面積、畦畔を除く全国ベースで247万haあるが、その他に畑とか非農地

への転換による生産調整が21万haある。これを含めて今潜在生産力ということで、

、 、 。転作の世界では言っているわけであるが 実際には もう田んぼでないものもある

そこで、その全体をどう利用してるかというと、水稲の生産に青刈りを含めて167

万ha、これが主に主食用に供給されているわけである。この167万haがこれからど

んどん需要の減少に伴って減ってくる、150、145といったように減ってくるだろう

と我々は予測しているが、それに変わるものとして、まず、米による生産調整「加

工用米」先程言ったように主食用以外のもので作って活用していく。それから一番

右には、畑・非農地への転換、畑地化等というのはこの分類になる。中ほどに、麦

・大豆の団地、ブロックローテーションや野菜、花き40万ha、これはある程度経営

的に定着している。麦・大豆の本作化で生産を行っているこういう部分である。そ

れ以外に、バラ転が５万ha、集積が図られていないものが９万ha、不作付対応（調

整水田、水張り水田、自己保全管理）で22万ha、合わせて36万haある。結局、この

36万haをできるだけ縮小する戦略としては、この麦・大豆の白いところを増やす、

加工用米を増やす、地域の特性に応じて畑地化等を推進するといった取組をしなが

ら、その黒いところを減らしていくことによって、転作のこなしやすいシステムを

作ると同時に、米システムそのものを見直して売れる米づくりを行う、全体の整合

性をもって目標を決めてみんなで力を合わせてあるべき姿に向かおうという姿であ

るとご理解願いたい。以上が資料３である。

先程の資料２で最後に説明し忘れたことがある。豊作による過剰米処理について

事務局案と全中案の比較をすべきと何名かの委員の方から指摘がされていた。そこ

で作ったものが資料２－１の一番最後に付けてあるものである 「概要」のところ。

では、事務局案では販売努力の結果として余った米を担保にし、それを加工用や新

規用途等に販売する、全中案は豊作による過剰米を区分出荷する、それを生産調整

達成要件とする、それに融資を活用して主食用とは別途仮渡し。これで加工用備蓄

。 、 。を行うということ 販売努力の結果なのか でき秋に区分出荷するかの違いがある

「実施主体」は、事務局案は農業者を実施主体とするが農協等の集荷業者も融資の

申請を行えることとしている。全中案は、農業者であるが事務簡素化の観点から地

域の市町村、農協等を単位として豊作分を設定し、農業者に割り振るということを

検討しているということである 「生産調整」との関係では、事務局案は生産調整。

の達成要件としてはいない、それから販売努力の結果によっては翌年の生産予定数

量が減少されるということになる。全中案では生産調整の達成要件とし、翌年の生

産予定数量には影響しないというシステムである 「コスト」については、事務局。

案は原資造成経費を試算しているが、ただし、この単価については加工用途への販

売により資金が回収できるものとしなければならない。当面の原資調達ついては、

自己責任を基本とする手法について検討が必要である。ということで、様々なメリ

ット措置を受ける際には、この資金への拠出を義務付けている。全中案は、毎年、

農業者からの拠出と国からの助成により造成するということであり、仮渡金につい

ては加工用等販売価格水準を想定し、融資額以上で販売された場合は生産者への追
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。 、加清算があるということである 具体的なイメージをフローチャートにしているが

簡単に言えば基本的な仕組みは非常に似通っているものの、今説明したような違い

があるということである。

それから、資料４であるが、各委員から提出された意見を取りまとめている。今

後の議論の参考としていただきたい。資料４－２については、項目別に皆さんの意

見を並べ直している。厚くなっているがあえて提出ただいた意見をそのまま載せて

いる。省略等は一切していない。資料５は、委員要求資料として要求のあったもの

である。また、資料６は、委員からの質問に対して現在のベースで事務局なりにす

べての問いの答えを整理しているもので、今後の議論の参考にしていただきたい。

ただ、１点この中に入っていないが口頭で説明しなければならない点がある。そ

れは前回も出たし、委員からも質問という形で提出されているが、ＷＴＯ農業交渉

とミニマム・アクセス米の影響評価の関係である。意見の中で、農業交渉を行って

いる中でミニマム・アクセス米の影響なしということが交渉を害することにならな

。 、 。いかという指摘があった このことについては 事実認識の問題として説明したい

まず、一昨年末の決定であるが、ＷＴＯ交渉の日本提案、現在でも交渉のスタンス

になっている。このミニマム・アクセスについて 「輸出入国間の権利義務のアン、

バランス、過重アクセスの永続的な継続、消費量の変化の非考慮、といった制度的

な問題点を指摘し、これを是正することで公正な貿易秩序を確立してＷＴＯの信頼

を高めることにつなげる」そういった主張を行っているわけである。また、この中

には、わが国農業がミニマム・アクセス米によって影響を受けているため、その改

善を求める、見直しを求めるといった表現は一切行っていない。これは当時議論し

たが、個別品目の影響あるなしで、見直しを求める主張というのは各国共通のルー

ルを議論する多国間貿易交渉においては、主張の根拠にはなりえないという現実が

ある。逆に、これをベースに主張を行った場合に、例えば、輸出国の主張を日本は

論理的に認めたことになる。わかりやすく言えば、日本がミニマム・アクセスの影

響を受けているから困るので見直してくれという要素が入った場合に 「日本は一、

般論としてはこの制度は正しいと認めながら、苦しい事情があって対応できないの

」 。ですね といって相手の正当性を認めることにつながりかねないという問題がある

したがって、これは、センシティブだからこれは難しいんだというと、相手に負け

たと同様になることになる。そういうことを配慮して日本に影響があるから改善を

求めるといった言い方は一切していない。この研究会で取りまとめられた影響評価

の要点は、ミニマム・アクセスの水田農業、米流通への影響を回避するための政府

。 、 、の影響回復行動は今のところ有効に機能している ただし 影響回復行動によって

実は納税者負担といった形で国民全体に影響が出ているといった要点だったと思

う。結果的にはＷＴＯ農業交渉日本提案において定めた交渉スタンスにも沿ってい

るし、また、交渉に当たっての国民合意、納税者全体に影響が出ているということ

、 。 、 、で 国民合意の形成にも資するという内容になっていると思う なお 農業交渉は

ご承知のとおり現在モダリティの作成を来年３月に向けて急ピッチの交渉が行われ

ており、このような時期にミニマム・アクセス米によって影響を受けているために

見直しを求めるといったようなことが国内で活発に意見交換されたとすれば、今ま
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での交渉スタンスを外れることになるのではないか、場合によっては、わが国の主

張を弱めることにもなるのではないかというようなことが懸念されるということで

ある。以上の説明は、食糧庁の課長というよりも日本提案作成時の担当課長として

の事実関係の説明としてとっていただければと思う。説明は以上である。

（生源寺座長）

それでは、残りの時間を質問と議論に当てたいと思う。ただ、色々広範に意見ご

質問をいただき、それに事務局から答えをいただいているので、私としては、午後

は少し論点の柱立てをして分野ごとに議論をしたらと思う。午前中残りの時間では

総論的あるいは説明についての確認をしては、と考えている。議論を効率的に進め

る上でこう提案する。

（門傳委員）

中間とりまとめには、宿題があって、その宿題返しに対して議論があろうと思っ

ていたが、前回もそうだがいきなり４つのステップ論が出てきた。確かに議論の中

では、国の関与の廃止論はあったものの具体的な年次や配分廃止までは、入ってい

なかった認識である。まず、宿題返しに対してしっかり議論をして我々が作るまた

は、事務局に出す案ならわかるが、最初から４案あるのは考えられない。今、針原

企画課長からの話では、中間とりまとめにあったものだと説明があっても、その部

分は理解できないので、大前提として座長の見解を改めて確認したい。

（生源寺座長）

関連ということで、次に山田委員。

（山田委員）

前回の研究会において、生源寺座長は、第１類型は中間とりまとめの方向とは違

うと整理があった訳だが、本日の資料も国による配分廃止を前提に整理されている

ところが多くある。例えば 「資料３」は、前回は例えば３年と書いてあったとこ、

ろが明確に国による配分を16年～18年といった後直ぐに廃止だという観点でのスケ

ジュール整理になっているわけである。

座長代理は、座長の後に発言して一言半句にこだわるなと言ったが、私もこだわ

る訳ではない。しかし、国が生産調整から手を引くという印象を間違いなく与えた

提案がなされている訳で、これが研究会の方向であるかのような、議論形成になっ

ているわけであるし、食糧庁は与党等の会議においても、この累型で議論をリード

していることは間違いない訳です。そんなことでは、大局に立った議論はできない

ので、こうした提案を下ろすなり、どういう扱いにするのか、前回の座長整理に従

った研究会のリードを行っていただきたい。

この点は、食糧庁に見解を求めるのでなく、座長並びに座長代理に今後の論議の

進め方を明確に出していただきたい。

（門傳委員）

関連で、１～２週間前に基本小委員会で、長官が先生方からの質問に対して、座

長及び座長代理を介して基本小委員会の意向を伝えているというような発言があっ

たと聞いたが、少なくとも研究会で基本小委員会の内容の報告があったということ

はない訳である。我々は、研究会の独立性を確保する必要があると思う。
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基本小委員会の意向が影響されたら困るが、そういったニュアンスの発言があっ

たようにあの場にいて思ったものだから、もう１回研究会の位置付け、長官の諮問

機関ということを改めて明確にしないと議論している意味がなく、今朝の議論でも

我々のより与党の議論の方が世論ありきで進んでしまっている。よって、我々の議

。 。論がどこまで意味があるのか 座長並びに座長代理の見解を聴かせていただきたい

（生源寺座長）

それでは、３点について私の見解を最後の問いから述べることとする。

まず、基本小委員会との関係だが、私共、座長及び座長代理として、接触して説

明したことはない。門傳委員の指摘のように、これからこの研究会の検討状況なり

を説明する機会が求められるかもしれないが、当然のことながら、この研究会は独

立あるいは専門的な立場から考えていただいていることが前提である。

それから、第１類型については、前回私が既に整理しているので繰り返しになる

が、常識的に見て中間とりまとめあるいはそこに至る議論の方向と一致していると

は言い難いだろう。ただ、第２第３あるいは第４類型も含めてだが、一応４つの類

型を作ってみた点は、それぞれの意味を浮き彫りにするという意味で並んでいると

位置付けて、議論をしていくべきである。この第１類型を外すことについて、私の

印象ではそれぞれの委員からご意見ご質問等を拝見したところ、前回の私の整理に

異論がある人はいなかったと思う。したがって、第１類型はあくまでも第２第３あ

るいは第４類型の持つ意味をはっきりさせるという意味で、いわば対照区という形

で、素材として出していただいたという整理を改めて確認いたしたい。

それから、３番目というか、発言の順は１番目の年次の計画なりスケジュールの

設定の問題だが、これについても多くの委員の方々からも、とりあえずの素材とし

て第２第３あるいは第４類型は、これまでの議論あるいは、中間とりまとめの方向

とそんなにかけ離れた物ではないという評価がされているように思う。その意味で

は素材として、十分尊重して考えていきたい。ただ、これも前回の私のコメントの

繰り返しになるが、とはいえ、この中の２を選ぶのか３を選ぶかの選択を我々研究

会に求められているわけではない。中身をしっかり充実させていくということであ

る。

年次のことは、資料が大変たくさんあるので、中には「例えば」が落ちていると

ころがあり、若干の不整合があるかもしれない。やや象徴的に言うと、この「例え

ば」を取るとすると、どの年次が可能であるか。可能だとすると今、事務局が出し

ている施策の素材で十分なのか。あるいは、余分なのはないだろうか。こういうチ

ェックを行いながら、改革を行っている以上は、目標があるにこしたことではない

ので、そういった議論を行っていただけたらと思っている。

それでは、座長代理お願いする。

（高木座長代理）

もう今の座長のお話で尽きているわけだが、あえて申し上げれば、私が冒頭に発

言したが、この研究会は何度も皆様方で確認しているように研究会が研究会として

論議をしてまとめているのであって、中間取りまとめもそのようになっていたと思

う。更に、若干付け加えれば、論理的にどうだったかは、別にしてこの中間取りま
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とめで、米づくりの本来あるべき姿との関連で、この需給調整についてどういう表

現をしているかというと 「当面の需給調整」とか「需給調整を行う場合又は、需、

給調整が行われる場合」という表現をしている。これは、当然何を意味しているか

と皆様方お分かりになっていることと私は思う。

それから、この中間取りまとめにおいても、はっきりと目標年次を明確にしてと

求めている。そういう意味では、今、年次論があったけれども、一定の宿題返しと

して、そういった中間取りまとめの目標年次を明確にしてという点を受け止めて宿

題返しをしてきたという理解も私はできると思う。いずれにしてもこの宿題返しそ

、 、 、のものは この中間取りまとめにあるように 中間取りまとめに沿った具体的手法

選択肢も含めその検討作業を急いでくれとお願いした、それについての回答が返っ

てきたという位置付けである。そしてそれを論議の素材として開始した。いずれに

しても、内容をどうするかが一番重要なことである。その、内容の一部に「目標年

次」が入っているという理解をすれば、ここに「例えば」が入っている、外されて

いるの議論をしていても、あまり建設的な議論ではないと思う。なので是非、内容

の議論を深めて、その内容の一つとして「目標年次」を設定しているということで

議論を進めていただきたいと思う。

（岡阿弥委員）

「目標年次」が一つの焦点だと思うけれども、私は生産調整部会でなく、流通部

、 、会の委員なので 生産調整部会でどういう経過で議論されてきたのか分からないが

私の理解では「目標年次」というのは、国の配分を廃止するだけのことかというと

そうではないのだと考える。もう少し諸施策を整えていく事を皆でやろうではない

か、という目標年次のはずだ。例えば先程、針原企画課長から説明があったが、や

るべきことはたくさんあって、例えば農地の６割を集約することを平成22年までに

目標年次で行うとか、それぞれある。したがってそれらの条件が整った上で、自主

的に実施されるという目標年次をどうするかというのが、テーマである。したがっ

て、配分をいつ廃止するのかと先行するのは、何か違和感を感じる。諸施策の議論

がされた後に、目標年次を検討する場合、それが国による配分を止めるのか、止め

ないのかを含めて色々な目標年次を設定してはどうかと私は思う。ところが、既に

マスコミでは報道されている。今、生産者は一生懸命、生産調整をやっている。そ

の現場で、生産調整は廃止されると報道される、そこに問題がある。前も稲経の廃

止のときも申し上げた。稲経の推進を現場ではやっている、ところが報道では、稲

経は廃止されると言われる。このことが、どれだけ混乱をもたらし、落胆させてい

るか。もう少し神経を使って現場に対して優しさがあっていいと私は思う。そうい

う点で今回、国による配分・目標年次だけでなくて、もっと別の議論を整えた上で

検討すればいいことであるので、生産調整の配分をいつ止めるという目標年次は、

白紙にしてもらいたい。

（生源寺座長）

今の発言については、施策の中身の充実と、ある施策の転換の可能な時期の問題

とは当然セットの話であって、事務局の説明もその点にかなり配慮したものではな

かったと思っている。問題はその中身の議論をしていくということである。それか
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、 、 、ら 目標年次の具体的な設定の問題については むしろ座長が見解として示すより

皆様で議論していただくことである。また、議論が煮詰まっていった場合に、どの

時点で施策の転換が可能かといったことを検討するのもこの研究会の仕事であると

認識している。

それでは、廣瀬委員、それから飛田委員。

（廣瀬委員）

簡単に申し上げる。

今の４つの類型の条件に、国が生産調整から手を引くことと、廃止のことが盛り

込まれている。これは公開の場なので止むを得ない部分もあるが、前回に提案され

てから直ぐに現場に広がった。あのとき私は発言しなかったが、帰って地域の行政

・生産者・ＪＡいろんな立場の方から意見を頂戴した。今、丁度15年産生産調整分

の麦まきの真っ最中であり、そこに生産者から、一体我々の先はどうなるんだと、

一生懸命に売れる麦・大豆作りに励んでいるのに、国が生産調整配分を廃止を前提

に考えているとは、どういうことなんだ、とＪＡとしてはどういう理解をしている

んだと、きつい現場の意見を聴いた。当然我々は、構造改革のあるべき姿を進めて

おり、その中でどのように生産調整を実施するかは、別問題だと思うので、座長と

してきちんと整理して頂きたい。

（生源寺座長）

それでは、飛田委員。

（飛田委員）

検討の当初に、改革のステップ論議それも生産調整配分の廃止が議論になってい

るが、本来の米づくりのあるべき姿を議論するのがこの研究会だと思う。しかしな

がら、農水省から原案として示されたステップの部分だけ、それも配分の議論だけ

に集中しているのは、ちょっとおかしいのかなと気がする。私も第１案が現実不可

能なものだとは思うが、これは前回、座長から話があったように一つの検討の素材

として理解している。この前、委員の中から「廃止も含めて議論をすべし」という

意見も出たと聞いているので、それも含めてこの場で検討すればよいのであって、

冒頭から配分の方法について議論をしていくのは、どうかなという気がする。

それと、特に新聞報道で、国の生産調整配分の廃止ありきということが、大々的

に報道されているという話があったけれども、実は恐縮であるが「農業新聞」で前

回の研究会の次の日の新聞に、それと昨日も出ていたが「本来あるべき米づくりを

どうするか」と農業者に疑問を投げかけて、検討さすような記事は全く無いわけで

ある。今、検討会でやっていることで農業団体にとって、都合が悪い様なことを中

心に、大々的に書いてある印象を私は受けている。もう少し、米づくりをどうした

ら良いか、農業者に考えさせるようなことをしていかないと、議論が空回りしてし

まうのではないかと思う。

それから、この改革のステップにしても、いくつかの案が示されているが、どの

方法を取るにしても、このタイムスケジュールというか年次計画あるいは各種の支

援対策の中身については、この場で充分に議論しないと、先程資料の説明を受けた

けれども、これで現場でスムーズに移行できるのか、十分にここで検討すべきだと
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思う。それをやらずに、冒頭で配分方法云々で議論しているのは、あまり意味の無

いことだと思う。

（生源寺座長）

では、藤尾委員。

（藤尾委員）

先程からの説明を聞いていると、流通業界あるいは第三者が聞くと、何とも親切

に食糧庁は説明されているのかと、ここまでせねばならないのかと、農業団体でな

い方は思ったのではないか。そこで、ここまできた問題だから、一つ一つをどうす

るかということにしないと、話が元に戻ってしまう。戻ってしまうと今までと一緒

になってしまうような気がしてならない。

それからもう一つは フォローすることが全てできても 流通業者としては 米、 、 、「

は上がりませんよ」と言わねばならない。しかし、上がらない理由の説明をみて欲

しい。ルールを決めたら守らねばならない、又は、もしルールを無視したらどうな

、 、 。るかをはっきり説明して頂かないと これは 単なるザル法になってしまうと思う

（生源寺座長）

それでは、山田委員、次に花元委員。

（山田委員）

今、飛田委員、藤尾委員より意見が上がったが、何と聞き苦しい意見を出してい

。 、 、るのかと思うだろう それは誠に恐縮であるが 一日中やろうと思っていないので

ご理解願いたい。それは、このことが我々にとって、大事なことだから言っている

わけである。先程座長代理から発言があったように 「新たな米政策大綱」におい、

て、生産者・生産者団体の主体的な生産調整の取り組みの成果を踏まえて、という

文言を我々も受け入れていた。そのために、この間の生産調整面積が78万haから96

万haに拡大、96万haから101万haに拡大、更に101万haからプラス需給調整水田５万

haの拡大。それぞれについて、全中並びに都道府県中央会とＪＡグループは一体に

なって、もの凄い議論を加えながら配分の考え方をどうするかという取組を行って

きた経緯がある。他の皆さんから見ると、団体は何もやらないで、責任をみんな政

府に押しつけていると思っているかもしれない。それは違う、やるべきことはやっ

ていて、腹を固めて望んでいる。大臣の下の作業は形式的な形だけのものになって

いる。今、改めてステップ論の中で、国が配分を廃止というのは、先程、岡阿弥委

、 、 、員から意見があったが 間違いなくもっと別の狙いや対応があるわけで その点は

マスコミや多くの生産者も気づいているから、国は手を引くって事だな、生産調整

全体から手を引くって事だなと受け止めているわけである。だから第２類型・第３

類型においても目標年次をあの形で設定して行うということは、どういう仕組みに

成るのか、どこまで団体は背負えるのか、生産者にはどこまで負担がくるのかとい

う思いがある。だから何度も言っているわけで、具体策に入って議論したいのは山

々だが、ステップ論の前段に、書いてあることについては納得できない。研究会と

してこの部分の扱いについて整理をして、そして具体策・大局の理論に入らせて頂

きたい。座長・座長代理にどうしてもそのことを望みたい。

（生源寺座長）
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先程、私と高木座長代理から話した内容でつきており、あらためて特段お答えす

ることはないと思う。

次に、花元委員。

（花元委員）

30年間、生産調整をやって、この見直しを今それぞれの学識経験者の皆さんで、

検討しているが、実際、現場で実行させるということが、大事である。今、一番苦

労しているのが、ＪＡと市町村の担当の皆さんで、何遍も話しているが、とても口

では語りきれる事ではない。面積の配分から国が手を引くということは、全く現場

を知らない人が考えることだ。私は、食糧法の検証を何遍も言ってきたが、実際に

きちんとルールを守らないからこういう問題が起きたんじゃないか。

「作る自由、売る自由」が先行して、乗せられてきたのが問題なんだ。私も現場

で17年やってきたから、配分の苦しみは何としても、抜けて新たな政策を作ってい

く場だから、国による配分を止めるということは、現場で大混乱を引き起こすこと

。 。になる いわゆる主業・副業構造案が提出されたときのことを又繰り返す事になる

まず、これは白紙にキチッとして、中身を議論すべきだ。マスコミに乗せられて走

るということは、お互いに反省していただきたい。

（生源寺座長）

白紙にということは、あり得ない。中間取りまとめという財産を我々は持ってい

るわけで、それに則って更に詰めていく。その意味で、第１類型は常識的に違う。

研究会として、そう判断するということである。これは、象徴的な一つの判断であ

る。今後、それぞれの具体的な施策について、本当に現場で実行可能かどうか、こ

れは農業団体から提案されているものも含めて詰めていく。その中で、中間取りま

とめにもあるように、スケジュールを明確にしていく。中身の議論もその時期もい

ずれきちんと決めることを念頭に起きながら、議論をして頂くことになる。

（中野委員）

意見書が出せなかったので全体的な考え方について発言したい。全中で水田対策

を14、5年やってきた。昭和55、6年頃から転作面積が農林水産省から配分され、全

国的には殆ど毎年転作を100％達成してきた。その中で1、2回は未達成だったこと

があるかもしれないが、私は25、6年は殆ど農林水産省が示してきた転作面積を達

。 、 、 、成してきたと思っている しかし 現在の状況になっていることについて 生産者

生産者団体が生産調整をしていなかったのではないかとした考えで議論をされるこ

とが非常に困る。生産者団体とその他の者の間において、共通認識は相当ズレてい

。 、 、る 今まで 現場で努力をしながら示された転作面積を100％達成して来ているが

その上で、どうしてこのような状況になったのか。今まで転作面積を示してやって

きた農林水産省が、今になって転作面積を配分しないとするならば、今までやって

。 、きたことが間違っていたのかということになる このことをきちんと検証した上で

今までのやり方が悪かったのであれば、どうすればいいのかということをやってい

かないといけない。問題は、今、研究会で出ているような問題が現場ではすごく違

った形で受け止められていると思う。農業者団体ばかり発言しているように感じら

れるが、これは基本認識が違うことによるものである。今まで、努力をし生産調整
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や安定供給に取り組んできた。今まで25年も示された生産調整の面積を100％近く

達成しながら、何故このような事態になったのか。座長代理の高木氏が農林水産省

にいたときに転作面積を示してきたが、今のような状況になっている。今までの転

作を100％やってきたという実績をよく見た上で判断して欲しい。しかし、このよ

うな状況になっていることに農林水産省の者は、生産現場がやらなかったとか、農

業者団体がどうとかいった問題で整理するのではなく、一緒にやってきたのに今日

の状況になっていることについて何が問題であるのかはきちんとして欲しい。もう

１点は、本日の新聞報道にもあるが、米の消費量が減っており、今年も計画よりも

20万トン以上余っている状況である。しかしながら、現実的にＭＡ米という米が輸

入されており、また米粉調製品が10万トンも輸入されている状況で消費はどこが減

ったのか。私は、消費は減っていないと思う。しかしながら、食糧庁は影響がない

と平気で資料を出してくる。食糧庁は現実的には焼酎等にＭＡ米をいくら売ってい

るのか。今まで食糧庁のやってきたことで何処がまちがっていたのかを明確にした

上で案について議論していきたい。

（生源寺座長）

今、色々と意見をいただいたが、個々の委員の個人としての意見はあり、考えは

大切である。ただ、同時に今回の研究会では、地域で何回も現場の声を聞く機会を

得た。その中には、今すぐ止めた方がいいという農業者やそうでないとした意見も

あったが、現状においては、生産調整には問題があると了解された上で、中間取り

まとめがある。その中間取りまとめに至る議論をよく思い起こして、中身の議論に

。 。 。ついて建設的にお願いしたい 事務局何かあるか 一番最初に挙手された四位委員

（四位委員）

初めて４案を拝見した。私は流通部会の委員であり、生産調整部会の論議に直接

参加していない。生産調整部会については議事録を見る程度であった。しかし、今

までの議論を聞いているとよって立つべき議論の土台にずれがある。意見書の中で

出してあるが、需給問題及び生産調整問題に関する国の関与についての論議は既に

終わったのか危惧を持っている。流通部会から研究会に直接来て、中間取りまとめ

を踏まえた４類型の案を見たが、論議の飛躍があるのではないか。例えば、自主流

通制度や計画流通米の位置付け問題についても、まず改革ありきであり、過去の評

価・検証が自主流通制度や計画流通制度の負の側面の評価しかされていない。需給

管理の責任の問題や生産調整の配分を国が止めるとした重要な要素について 「委、

員会の決定事項でない」事が何らかの形で担保されないと各論の議論に入っていく

のに非常に心許ない。生産調整の問題、計画流通の問題、自主流通制度の問題にお

いて検証、評価について都合のいいものだけが取りざたされているのではないか。

自主流通米制度や計画流通制度にもいいところはあったはずであり、それが大波の

中で犠牲になっている。重要な問題に際しては、再度同じ議論をしてもよいと考え

る。私は、流通部会しか知らないのでこの辺りの確認に戸惑っている。

（生源寺座長）

もう一度申し上げるが、中間取りまとめというものがあり、時期的なことも含め

中身の議論をどう詰めていくかということについて議論をして頂きたい。今の発言
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で、中間取りまとめまでの議論について知らなかったと言うことを申されているの

であれば遺憾であると言わざるを得ない。今回の研究会においては、メンバーに対

してはもちろんのこと、すべての議事や資料等をオープンにしてきており、また書

面により意見等の提出を求めてきた。委員の立場が色々あるにしろ、研究会のメン

バーとしては一体に進んできた経緯がある。高橋（泰）委員。

（高橋（泰）委員）

これまで生産調整関係の補助金は、農業者団体等に30年間で約６兆８千億円使っ

たという話を聞いている。しかし、一向に生産調整は成功していない。この仕組み

では誰がしても同じことで、難しいものである。現場を経験している者にとって一

番困ったと思うことは生産調整において公平・不公平の是正の問題や余剰米が出た

ときの拠出金負担の問題について国の補助金も出てはいるが生産者が負わされてい

る。しかし、自由米業者については、このような問題が一切ない。農業者団体は国

の政策に従うのは当然であると思っているが、現実的には自由米業者に持っていか

れる。当局はその現実をよく把握していただき、１月に研究会が発足したときは、

我々がお願いしていることがやっと実現するのかと大きな期待を思った。しかし、

研究会にきてみると１～４類型の枠の中で進んでいくのかとした感じがある。国や

市町村の協力を得て我々集荷団体は、米行政に協力をしてきた。その中で、米行政

から国が手を引くとしたら、いくらこの場で議論をして決めても現場はガタガタに

なると思う。例えば、全中の山田委員の過剰米の処理について、拠出金を稲作農民

から出して貰うとした考え方はいいと思うが、現実的にどうやって実施していくか

、 。 、が問題であることから 各委員の知恵を拝借して検討して頂きたい 国が手を放し

後は生産調整を始め諸問題について生産者団体で解決するとしたことは絶対止めて

欲しい。

（生源寺座長）

今の一連の発言を踏まえて申し上げる。確かにキャッチフレーズ的に色々な言葉

が流布されて、それで混乱が生じるということがあると思うが、その点については

十分気をつけていく必要があるし、研究会としても気をつける。前回、第１類型は

「中間取りまとめ」の範囲でないと申し上げたところであり、農家の方がよく読ん

でおられる新聞には「第１類型は論外である」という表現で私のコメントが報じら

、 。れているわけで 表現の細部は別としてもそういう情報も伝わっているはずである

申し上げたいのは、キャッチフレーズに振り回されるのは困るが、特にこの研究

会自体がキャッチフレーズをめぐる不毛なやり取りを交わす場になっては、これま

での蓄積なり、相当なエネルギーを皆さんに投じていただいたその成果が極端に言

えば相当損なわれてしまう。そこのところは皆さん是非考えていただきたい。中身

の議論がファーストであり、後からそれをわかりやすく伝えるためにキャッチフレ

ーズを考えるということはあっていいと思う。そうではなくて、この場がキャッチ

フレーズなり決まり文句の応酬の場となるということは大変困ったことである。

それでは、山田委員。続いて、門傳委員。

（山田委員）

大変恐縮である。ほかの委員の皆さんに申し訳ない。
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食糧庁が考え方として出してしまうと、それがどんな形であれ、例えば今回のよ

うに世論となってしまうところがある。だから、これは研究会のあり方にも関わる

重大事だと私は考えている。キャッチフレーズはマスコミが作ったのかもしれない

が、それを起因しているのが、国による配分廃止というよくわからないとんでもな

いことと、目標年次の設定に問題があると思っている。議論はしたいが、具体策の

議論に入って、もしもどんなに研究会でしつこいように主張しても、食糧庁の出し

た資料をベースにして通ってしまい、主張が通らないというものが創り上げられる

ような話ではやっていけない。今後、高橋委員も言ったが、重大な課題がたくさん

あるのであるから、その課題を議論していくときに（食糧庁で）作られた案が通っ

、 。てしまうということでは納得がいかないので 冒頭からこだわっているわけである

私としては、この点について座長が整理されたうえで、後の大局、あるいは具体的

議論に入っていただきたい。

（生源寺座長）

それでは、門傳委員。それから、竹内委員。簡潔にお願いできればありがたい。

（門傳委員）

山田委員が言ったように、座長判断で、年次は例えば一旦棚上げにするとかしな

ければ、出てしまったものはもう無きものにするということはできないにしても、

現実、こだわらざるを得ない議論となってしまう。だから、ここに実施スケジュー

ルとして「第三者機関を15年度から実施」なんて書いてあるとこちらはひっくり返

ってしまう。扱いがあまりに軽率ではなかったかと思う。我々生産するものにとっ

て、生産調整面積とかは極めて大きいファクターの一つである。もちろんどの品種

を作る、どれだけの面積を作る、量ということもあるが、農協の仮渡しがいくらに

なるとか極めて大きい情報である生産調整の面積等の実施について、これは極めて

現場感覚が欠けていたと指摘せざるを得ない。もう世の中に広まっているので、そ

れを今さら消すということにはいかないまでも、この場の議論が資料にあまり左右

されない形をとるためにも、一旦、年次を白紙に戻すべきであり、それができない

にしても、例えば 「施策が決定されてから何年後を目途にする」とかせめてそう、

いうような形でないと、年次があまりにも優先するような形で流れてしまっている

ので、その観点で、ぜひ座長の判断をお願いしたい。

（生源寺座長）

事務局が出したものについては、その性格上私が研究会として白紙に戻すことは

当然できない。前回から申し上げているようにこれは素材であり、素材として直接

取り上げるのは不適切であるというものは取り上げない。門傳委員が発言されたよ

うに、年次の設定の仕方についても研究会として御議論いただきたい。山田委員の

発言の中にも「これで納得せよといわれるのか」といったような意味合いの言葉が

あったが、そもそも「素材として出してもらったがいい素材でなければ変える、も

っといい素材があればそれを追加する」といった話であって、再三申し上げるわけ

であるが、まだ伝わっていないのであれば改めて確認しておきたい。

（門傳委員）

だとすると、例えば、年次であるとか類型のことは、あくまでも事務局が出した
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というとらえ方であって、あまりこれにこだわった議論をすることはなくて、結果

的にどうなるかはこれから先のことであるから、この類型がいいとか悪いとか、年

次がどうこうということにこだわらないで、研究会を進めるということでいいか。

（生源寺座長）

まず 「中間取りまとめ」の６月28日のときにも確認したが、この基本を踏まえ、

た形で宿題を返してもらって議論を進めるということである。それから、先程申し

上げたことの繰り返しになるが、委員から上がっている意見の中には、かなりの方

は「第２類型，第３類型をベースにしていいのではないか」と、少数ながら「第４

類型がよい」という方がいたが、そういうことを踏まえて、まさに研究会の中で議

論をしていただくことである。座長として「もうこの点について議論しない」とい

。 、 、うことは僭越だろうと思う ぜひ 岡阿弥委員をスタートに色々と発言があったが

施策の中身とその実現可能な期間がどのくらいであるかをセットで議論願いたい。

それでは、竹内委員。

（竹内委員）

何回も同じことを言って恐縮である。

調整部会で大変な議論を重ねた結果 「中間取りまとめ」となった。あそこまで、

努力を重ねまとめたのだから、それをまずベースとして、もちろんその内容につい

、 、て個人的に賛成でないという方もいると思うし 私自身注文つけたい部分もあるが

（ ） 。取りまとめられたのだから それをベースに議論をしていくということであろう

繰り返しになるが 「 生産調整を）30年行ってきて、農家から見れば100％達成し、（

てきたのになぜこうなってしまったのか」というのが最初の問題意識であったと思

う。今のままのやり方では、将来この問題は行き詰ってしまう、行き詰った先どう

いうことになるかわからないというような常態で放置する、今と同じやり方をする

というのは、実は、ほかの分野でもたくさんあり、それがあるときドカンときたと

いう事例が国内外でもたくさん起きている。このように大事な問題であるので、長

い間行った仕組みの延長線上だけではなくて 「全体の仕組みが今のままでいいの、

か、今のままではまずいよ」といった危機意識からスタートしていると思う。した

がって、調整部会の「中間取りまとめ」にあるように、もっと消費者に近いような

仕組みに変えていかないといけないとか、基本的にはカルテルなので、30年カルテ

ルを継続して、かつ、先々もっといい仕組みに変えていくには、基本的には生産者

のメリットのために行っているのだから、国主導ではなく生産者主導の方向に持っ

てべきといった考え方のある程度の整理ができているところに１、２、３、４類型

が出てきてこういう議論となっている。この問題は、大きな、しかも生産者だけで

、 、 。 、なく消費者 流通 国民全体の問題である ここは研究会で交渉の場ではないので

最終的には一つのいい答えを創っていかなければならないし、その途中で色々と議

論があるのは結構だと思う。したがって、研究会はこれまで重ねているので、撤回

、「 、してくれとかという話ではなくて 未来に持っていくいい仕組みを創るうえでは

こういう理由で適切でない」という意見は大いに出していただきたい。座長、座長

代理の話を撤回する、しないという話ではなく、ぜひ、今までのやり方をそのまま

続けていったのではうまくないといった基本的危機感からスタートしているという
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ことをもう一度共通の問題意識として、それから「中間取りまとめ」をベースとし

て、それから中身の問題を議論し、先々どうやってつないでいくかということの議

論を願いたい。こういう議論がすべて、確かに日本の何百万人の方に説明しながら

進めていくというのは大事だが、と同時に、消費者・国民が「なるほどそういう議

論をしているのか、非常に大事な議論をしていて論点も明確だ」と、国全体として

この問題をどう考えるのか、ＷＴＯの問題や、市場経済に移行しつつある中で、そ

の世界から見ると色々議論もあろうが、そういう一般国民、納税者にも「なるほど

太宗６割７割正しい方向に進んでいってくれているんだ」というような理解が得ら

れるような、議論かつ最終取りまとめにしていただきたい。

（生源寺座長）

かなり時間がたっている。奥村委員それから太田委員このお二方の発言の後、昼

食の休憩をとって午後再開としたい。

（奥村（幸）委員）

、 、 、先程らい 生産者の委員から発言されている内容 私もまったく同感であるので

あえて発言を控えていたし、先般の会議を踏まえて意見書を提出しており、思いの

たけはその意見書の中にも述べているとおりである。先程花元委員からも話があっ

たように、この30年来の生産調整は、結果的には農協系統あるいは行政の力も借り

ながら100％達成しつつ今日に至っている。また、なぜこんなことになっているか

ということは、前回の会議にも申し上げたとおり、一部の方の制度を飛びぬけたあ

るいは制度を曲解した対応ということもあって、生産調整の根本的な基礎が狂って

きており、そのことを見逃してきた長年の経過があってこんなことになってしまっ

たということである。その意味では、前を向いた論議をすることは、生産調整の将

来のために必要だという認識では皆さんの発言と同感である。ただし、皆さんから

発言があったが、生産現場では、目標年次が出たことで非常に混乱していることは

事実である。そんなことから、色々と発言があり、座長のとりなしもあったが、な

んとしても数字ありきでは、一つ一つの具体的な内容に踏み込むことについては、

今回の資料１にあるように 「米づくりの本来あるべき姿と実現のステップ」を見、

ていっても、一つ一つの事例の中に年次が出てくるということでは、どうしてもそ

の年次にこだわった議論になってしまうと思わざるを得ない。ここは、数字は見て

見ないふりをしてくれというくらいに絞ってもらわないことには、私どもも、この

研究会の本来の目的は、整然とした生産調整が実施できて、そして国民に安定的な

食糧供給できる将来像が求められることだと、基本線はそこにあるのだとというと

ころに原点を戻して議論を続けてもらうことが必要と思っている。

（太田委員）

できるだけ早く個別の論議に入っていただきたい。その前提として 「米づくり、

のあるべき姿」の理解について、団体の皆さんと行政側とは相当ずれがあるのでは

ないかと思うので、もう一度改めて資料１に基づく「あるべき姿」について論議を

深めていただきたい。次に質問であるが、農産振興課長の話の中で・・・・

（生源寺座長）

太田委員、申し訳ないが、入口のところに議論が集中しているので、中身の議論
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は午後にお願いしたい。それでは、山田委員。

（山田委員）

国による配分廃止の目標年次の取扱いについて、研究会の権威のためにも、昼食

後の再開で座長に改めて整理していただきたい。先程から座長の見解は聞いている

が、昼食後にもう一度お聞きして具体的な議論に入らせていただきたい。

（生源寺座長）

昼食をとったからといって、中身が変わるわけではないが、改めて整理すること

についてはやぶさかではない。なお、座長の見解を求めておられるようであるが、

気持ちはわかるが、まだ中身の議論には入っていないわけであり、したがって中身

に入る入口の整理という点では私の見解を申し上げるが、そこから先の問題は、当

然皆さんに検討していただくこととなる。それから、年次の問題であるが、あれは

平成○○年とブランクのかたちで書いてあると理解できる。そこの部分をどう確定

できるかどうかということを議論していただくということである 「例えば」の後。

に具体的な数字が入っていることが、ある意味で刺激的に受け止められたというこ

とはあるかもしれない。ただし、再三申し上げているような形であるので、この整

理を受けて議論していただきたい。

それでは、ここで暫時休憩し、再開は１時半としたい。

【 休 憩 】

（生源寺座長）

時間がまいったので、午後の部を開始したい。昼前には、入口のところでかなり

議論があったが、午後は中身の議論に入っていきたい。

ただその前に、午前中、山田委員からたつての要望があった点について、私なり

の見解を申し上げ、その上で中身の議論に入りたい。

座長としての見解であるが、米づくりの本来あるべき姿の実現のプロセスについ

ては、そのために必要な施策のあり方や農業者等の取り組みのあり方の問題と、実

現に要する期間の設定の問題を、一体のものとして論議を進めてまいりたい。

なお、既に、中間取りまとめから相当日数が経っているので、これに関係する部

分を読み上げたい。ご承知のところであると思うが （ 米政策の総合的検証と対応、「

方向（米政策の再構築に向けた中間取りまとめ 」についての）米政策全体の総論）

の対応方向として５点ほど整理されているうちの１つである。前後の繋がりがある

ので、直接関係する項目の前のところから読み上げる。

「米システムの基本骨格と切り口として示した７項目が実現される政策の構築に

、 。」向け 米づくりの本来あるべき姿とそれに到る道筋を明確に打ち出すこととする

これが第１点であり、それを受けて 「その場合、米づくりの本来あるべき姿とは、

どのような姿か、そこへのソフトランディングを副作用の少ないものとするための

条件整備をどの程度の期間をかけて行う必要があるのかについてのプログラムを示

すこととする 」こういう中間取りまとめになっている。。

基本的には、当然、中間取りまとめを受けてということであるので、昼前に申し
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上げたことと同じことになるが 冒頭に述べたような見解をお示しした 是非 必、 。 、（

要な施策のあり方や農業者等の取り組みのあり方の問題と、実現に要する期間の設

定の問題を）一体のものとして、どれだけのことができるかということを詰めてい

ただきたい。

それでは、中身の議論に入りたい。分野が非常に広範に存在しているが、一応、

、 。論議の柱として次の４つほどを提案申し上げ それに沿って色々議論いただきたい

第１は、助成措置の内容である。本日午前中の説明についても、この部分が多か

ったわけである。なお、この助成措置の内容については、当然、生産調整の実施主

体、確認の単位、達成要件といった問題を含む。

第２は、これも、助成措置と緊密に関係しているが、担い手に対する経営所得安

定対策の問題である。これは、当面、実施すべきかどうかを検討することも含む。

第３は、余り米の処理の方策についてである。

第４は、流通制度改革のあり方についてである。

なお、念のため、その他は５番目の柱ということにしておきたい。こういった形

で取り敢えず議論を進めてまいりたいと思うが、いかがか （ 異議なし」の声）。「

（門傳委員）

最初の座長の見解について、ペーパーでいただければありがたい。

（生源寺座長）

後ほど、事務局の方からお配りいただければと思う。

（髙木座長代理）

今、座長の方から見解が述べられ、また、検討の主要な項目が了解されたところ

である。それで、議論を進めるに当たって、目標年次をめぐって午前中色々議論が

あったが、今、座長から統一見解が示されたわけで、その見解を踏まえて議論をし

ていただきたい。

また、委員の皆さんのご提案をみると、第２、第３類型を念頭に置いている方々

が相当数いるように思うので、只今の検討に当たっての主要な項目を論議するに当

たって、その辺を念頭に置いて論議を進めたらどうか。そして、更にまた、必要に

応じて、それ以外のことについても論議を深めるという進め方にしたらいかがであ

るか。以上、提案である。

（生源寺座長）

今の座長代理の提案、前回それから今回も確認したわけであるが、特に第１類型

、 、 。については 直接 これを研究会としての出口とすることはおそらくないであろう

中間取りまとめの方向に沿ってという意味においては、おそらくないであろうとい

うことである。関連して議論することについては、勿論、差し支えないが、主とし

て、第２、第３類型を念頭に置きながら議論していただきたい。

（三浦委員）

今、座長から示された５つの検討項目に異をはさむつもりは毛頭ない。ただ、も

う一度、午前中の確認であるが、改革のスケジュールの具体的な年次を設置するこ

、 、 、「 、とについて どのように考えるのかということもあり 私の意見書の中で 第２

３類型では、16～18の３か年間は国の配分による生産調整を実施し、19年に配分を
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廃止するとしているが、３年間で需給均衡することになるのか。するとすれば、そ

の際の水稲作付面積、米価の推移等の予測値について示されたい 」と質問したと。

ころである。その答えとしては 「第２、３類型においては、第三者機関的な組織、

による助言を踏まえた需要量予測に基づき、国が生産目標数量の配分を行い、明確

化された助成措置の下で需要に見合った売れる米づくり等が行われることから、需

給は均衡すると考えられる 」ということになっている。ここは、冒頭の資料説明。

の際、資料３によって食糧庁企画課長から 『あるべき米づくりの姿への道すじ』、

は第２、３類型の場合には、総合的かつ必要性のあるものは必然的にセットして進

めなければならない、一つ一つを捉えて議論すべきものではないという話があり、

資料３からすると、今読み上げた私の質問に対する回答は合っていると思う。

一方、この研究会のかなり早い時期に、米の生産調整なかりせば８千円/60kg、

その後、一定の需給コントロールが効いて12千円/60kg代まで回復するというシミ

ュレーションがあったが、水稲作付面積についていえば３年間で水田がこれ程余っ

てくるとか、価格についてもどうなるとか、なかなかそれらが分からない。何か議

論するベースがあって３年間でよいのか、19年から配分をなくして22年までに淘汰

させるためにはどのようなものが必要かということが議論されて、助成内容、経営

。 、 、安定対策の議論に入っていくべきではないか この際 現対策の手直しに留まらず

市場原理の一部導入を図りながら生産者の主体的な経営判断を構築すべきというこ

とから、第２、第３類型に重きを置いた議論をすべきとの立場で私は発言している

が、この点についての答えぶりにやや不安が残る。

（生源寺座長）

まず、私から申し上げ、必要があれば事務局から、今日の説明に対するご質問と

いうこともあるので、お答えいただければと思う。

前回も申し上げたと記憶しているが、生産調整については 「ある」か「ない」、

かという非常に単純な二分法があるかと思う。ただ、実際に施策を組み立てていく

場合、この二分法では不十分なわけで、まず、国による配分が行われる生産調整が

あるということになる。その中には、これまでの従来型のやり方があるわけで、こ

れが第１である。

第２に、国は配分するが、やり方を大きく変えることによって副作用の少ないも

のにするというかたちが、もう一つの型としてある。これは、当面需給調整を続け

るという表現の含みとしてある型だと思っている。

問題はその次で、第３として、国による生産調整の配分がない状態というのは、

一切、生産者の団体なりも含めて供給調整の行動をとらないことを意味するのかと

いうと、必ずしもそうではないだろう。国は生産調整の配分は行わないが、生産者

団体が生産者団体として供給調整を行うことは、当然、考えられるであろう。これ

が第３の型である。

更に、その次に第４として、一切、生産者団体も供給調整のための手段をとらな

、 、 。いような 市場で完全に需給が均衡するというか 共同行動が一切ないという状態

おそらく、以上の４つほどのステージというか、考え方が基本的にあるのだろうと

思う。
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それで、事務局が提出した第２、第３類型は、施策のスタートは、何年という話

は私の口からはなるべくしないようにしたいと思うが、新たな政策に移行したとこ

ろで副作用の少ない、しかし、国の配分のある生産調整に移る。そして、平成○○

年の段階で、国による生産調整の配分はないが、生産者団体による配分がそれなり

の様々な条件整備を踏まえた形でスタートする。更にその後について、どうなるか

ということに関しては、特段そこまでは描けていないということではないか。した

がって、少なくとも、①これまでの状態 ②副作用の少ない、しかし、国が配分す

る状態、③農業団体が主体的に取組む段階の３つぐらいの整理をしておくことがこ

れからの議論の前提として大事かと思う。

（企画課長）

。 、事務局の回答に関連するご質問があったのでお答えする 直接的にお答えすると

３年間で需給均衡することになるのかということに関しては 「することにはなら、

」 。 、 、ない というのが正確な答えである したがって 資料１の５ページにあるように

『本来あるべき姿における需給調整のあり方』においても、今後とも「何らかの需

給調整が必要である」ということを明記している。その上で、本来あるべき姿にお

いては、今、座長が整理されたように、主体的な取組をベースに需給調整が行われ

る。ただ、当面、なかなかそのようにはできないこと、行政の関与が必要というこ

とで 『当面の需給調整システム』が資料１の５ページにあり、何故かこの資料で、

は「一定期間」としか書いてなく、何年とも書いていない資料になっているが、今

の座長の整理のとおりとして事務局も受け止めている。

（生源寺座長）

このような整理で次の議論に入ってよろしいか。それでは、助成措置の内容、あ

るいは、生産調整の実施主体、確認の単位、達成要件といったことについてご議論

いただきたい。

（太田委員）

午前中の説明に関して、確認なり再度説明を求めておきたい。

１点目は、生産局農産振興課長から説明のあった 『産地づくりの推進交付金』、

についてである。生産調整規模に影響されずに交付する形となっているが、交付の

額は、過去の生産調整規模に基づいて交付されるものなのか、それとも新たに示さ

れる事業メニューの範囲において、地域自らが作成する計画に基づいて交付するよ

うな形になるのか、今の段階での考え方で結構であるのでお聞かせいただきたい。

２点目は、生産調整とは少し離れるが、所得安定対策についてである。午前の説

明を聞くと、集落型経営体の要件は非常に厳しいものと思っている。特に中山間地

域においては、このような要件（規模、農業従事者）では、経営所得安定対策の対

象となる集落型経営体の育成はできない。また、経営所得安定対策の内容について

も、はっきり言って不満である。もし仮に内容を改善されたとしても、このような

集落型経営体の要件が厳しい中では、せっかく行われている中山間地域等直接支払

制度そのものが機能しなくなり、効果が減殺されるのではないかと懸念する。この

点について説明をお願いしたい。

（生源寺座長）
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前段については農産振興課長、後段については経営政策課長にお願いする。

（農産振興課長）

１点目についてお答えする。先程の資料の「手順」にあるように、地域の協議会

が計画を作成し、その計画に基づいて営農計画を農業者が市町村へ提出する。そし

て市町村が助成金を一括交付するという仕組を考えている。あらかじめ、その地域

の協議会が作成する計画の中には助成水準も含まれるということであるので、少な

くとも、地域の協議会が計画を作成する段階では、大体この程度のお金が来るのだ

なということが分かっていないと、この助成水準が設定できない。色々な考え方が

あると思うし、今の段階では、例えばということでお聞き願いたいが、交付をする

直前なり以前の生産調整というか、水田の利用の態様に応じた積算をして各地域に

一括で交付をさせていただく。そして、その交付を受けた地域は、従前のように麦

・大豆に高くする所もあるだろうし、そばに傾斜をかける所もあるだろうし、個人

個人ではなくて全体の取組にお金を使用するというやり方もあると思う。いずれに

しても、こちらの方からガイドラインとしてお示しする範囲の中で、選択していた

だくというように考えている。

（永石委員）

水田の土地利用のあり方なりをガイドラインで基準を示すということで、交付の

単価も具体的になるということだが、地域によって単価の高い低いができると、現

在の生産調整のあり方において地域差がでるのではないか。地域によって、交付単

価に濃淡があるのかどうか。また、あるとすれば、３年間で地域が改善され、より

良い好ましい状況が生まれたとき交付単価は変わるのかどうか。

（農産振興課長）

最初のお尋ねは、国から交付するときの単価ですよね。今、考えているのは、先

程「例えば」と申し上げた案では、国から出すときには地域ごとに単価を変えると

いう考え方には立っていない。むしろ、地域で状況に応じて変えて使っていただく

というように考えている。

２点目の、水田営農がより改善された場合に交付金はどうなるのかということに

ついては、申し訳ないが、今のところはそこまで考えていない。

（生源寺座長）

ガイドラインについての変更も必要な年次的な変化と、ガイドラインの中での市

町村の裁量でできることと、２つの問題があるとこのように理解してよろしいか。

（農産振興課長）

そのように考えている。

（生源寺座長）

まだ太田委員のご質問の前半しか答えが済んでいないので、後半部分をお願いす

る。

（経営政策課長）

経営所得安定対策の関係のご質問をいただいた 『担い手の経営安定対策』につ。

いては、午前中に申し上げたように、１点目は、品目別の対策ではなくて経営全体

に着目した対策である。２点目は、全ての農業者を対象としたものではなくて育成
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すべき担い手に絞ったもの。３点目は、対策の内容として価格の著しい変動を緩和

するための対策、というのがポイントであると考えている。この３つの観点につい

ては、中山間地においても平地においても基本的に変わることなく、こういう考え

方で対策を考えている。ご指摘にあったような、中山間地において生産コストがか

かり増しをするだとか生産条件の不利性に由来する対策については、これとは別の

対策で考えていくということを考えている。

（生源寺座長）

太田委員は、経営所得安定対策そのものについて不満があるということも言われ

たと思うが。

（太田委員）

現場では、今回の主体的な経営判断に基づく生産調整という中で、生産調整に参

加する者について、とりわけ「育成すべき担い手」に対しては、何らかの政策的な

支えがあると期待している。示された経営所得安定対策の内容を見ると、これで担

い手に農地が集積できるのか、経営不安が懸念される中でその支えになるのか、集

落型経営体の育成を進めることができるのか、といった観点から見て内容的に不満

がある。

もう１点、中山間地域対策は、別途対策を立てるということであるが、せっかく

の中山間地域等直接支払が行われている中で、取組の後退や機能が損なわれること

がないよう、しっかりとした対策を講じていただきたい。

（廣瀬委員）

資料１の11頁に『水田営農における担い手の育成と農地の利用集積の加速化』の

ところで 「 農業構造の展望」を実現する観点から、平成22年における水田営農を、「

」 、 、 （ ）、担う として 家族経営８万戸程度 うち北海道１万戸程度 経営規模21ha程度

都府県６万戸程度（経営規模12ha程度）という数字が示されている。これは 「都、

府県６万戸程度（経営規模12ha程度 」は、最低の基準を考えているのか。都道府）

県によって、色々な耕作規模の相違があるから、その辺は弾力的に対応していただ

きたい。それから、22年までにこういう推進をするに当たり、具体的な対策をどの

ようにもっていかれるのか。例えば、経営所得安定対策を早期に出して、効率的な

経営体の育成の取組をするつもりでいるのかということが第１点。

２点目は、集落営農にも色々条件がある。これについての面積、あるいは （資、

料１の12ページに）書いてあるような「生産から販売、収益配分まで一元的に」行

うという基準に達しなければ、集落営農とみなさないということか。

それからもう１点は 『環境保全型農業の拡大・定着』について、改革の方向と、

して「エコファーマー等の取組に対する支援 「供給量調整」とあるが、これの推」、

進、確認はどのように考えているのか。以上、３点についてお尋ねする。

（生源寺座長）

最初の２点は経営局の関連であり、３点目については企画課長からお答えいただ

きたい。

（経営政策課長）

まず、最初の点であるが、資料１の11ページのⅣの２の『水田営農における担い
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手の育成と農地の利用集積の加速化』のところに 「効率的かつ安定的な農業経営、

（水田作）の姿」をお示ししている。これは、平成12年に『食料・農業・農村基本

計画』を策定した際に、同時に、農業構造の展望、経営展望というものを併せて提

、 。 、示しているが そこで示している姿をここに改めて書いたということである なお

その際、ご指摘があったような家族経営の具体的な経営規模のイメージであるが、

経営展望においては、畜産とか野菜とかも含めて全部で35の典型的な経営の類型ご

とに、どういう技術体系、どういう機械化体系でどのくらいの規模で生産を行うか

というものを示している。そこで示された水田営農については、確か７類型を示し

ており、そこに示した規模をここ（11ページ）に書いてあるということである。

２点目であるが 『農地の利用集積の加速化』をする際の具体的な対策をどのよ、

、 。 、うに考えているかということについては 次の12ページの(2)にまとめてある 今

『農地の利用集積の加速化』をする際に、経営所得安定対策を活用しながらやって

いくのかということについてご質問があった。資料２－１の別添３で『担い手の経

営安定対策』を午前中に説明したが、仕組み方の問題として、価格の下落を緩和す

、 、 「 ．る機能ということに併せて 水田農業の構造の実態も踏まえ 説明ペーパーの １

趣旨」の(2)の一番後ろの方に書いてあるように「規模拡大やコスト低減等の構造

」 、『 』改革のインセンティブを付与するような仕組み として 担い手の経営安定対策

も構造改革を進める上での一つの手段として位置付けられるような工夫をしていき

たい。そして 「２．仕組み」の例にもあるように、一定の基準、どういうときに、

適用になるかの水準について、例えば「大規模階層の農業経営において実現されて

いるような、合理的なコスト水準を勘案して設定」すれば 「目標とする経営規模、

を実現すれば他産業並みの生涯所得が実現できることとなり、規模拡大のインセン

ティブが付与される」のではないか。そういう観点から、このような仕組みを考え

ているところである。

（企画課長）

最後のご質問のエコファーマー等の環境保全型農業と生産調整の推進の関係であ

るが、詳しくは、前回お示しした冊子『検討項目に対する考え方』の28、29ページ

に紹介されている。この問題は、数量調整を行い、国から県、県から市町村に数量

で下りた生産目標を農家の単位では面積も併せて配分しながら、確認は面積でやろ

うということである。数量で調整して面積で管理するということであり、あくまで

達成は面積で確認しようということであるが、この数量から面積に換算するときの

単収をどう設定するかという問題である。

環境保全型農業をやると、特に（廣瀬委員の）滋賀県の場合は環境保全型農業の

先進地であるが、単収が下がる。それで、まず、市町村別に統一基準単収を設定す

る。滋賀県の場合は、これ自体が低く設定されるわけであるが、その中で、有機農

法をやる場合は特に低くなる。その場合は、市町村別の統一単収よりも低い単収で

換算するので面積が増える。たくさんの面積で生産しても、生産調整の協力者とし

、 、て認めるという対応になるわけであるから こういう場合は申出をしていただいて

。 、作付目標面積への換算を行うという手法を採れないかということである 詳しくは

実務的な検討を、今後行ってまいりたいと思っている。
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（生源寺座長）

助成措置と関連するので、すでに次の柱の経営所得安定対策、あるいはそれに関

連する事項もご議論いただいているわけである。

、 、 、 。 、今 １枚紙をお配りしているが これは 先程私が申し上げた見解である なお

正確には一つだけ抜け落ちており、先程申し上げたときは 「米づくりの本来ある、

べき姿」の「本来」を加えてお話した。この場で補足の２文字を入れたので、その

点だけお断りをしておきたい。

（経営政策課長）

先程、ご質問に対する回答を落としたものがあるので補足申し上げる。集落型経

営体についての要件とか面積についてのご質問があった。まず、面積については、

ご指摘のあった資料１の11頁に 「効率的かつ安定的な農業経営（水田作）の姿」、

で法人・生産組織については経営規模40ha程度としているように、集落型経営体に

ついても、基本的にはここに位置付けられる経営形態であるので40ha程度を想定し

ている。これは、現在の集落の平均的な規模からしても、このくらいのものではな

いかと考えているが、ただ、全国一律的にそういった考え方でやるということでは

ない。前回お配りした宿題返しの冊子の84ページに、集落型経営体について「考え

」 。 、 、られる要件 というものをお示しした 4つの要件をお示ししているが そのイで

「その組織が存する市町村における組織経営体の経営指標を実現することが確実で

あると見込まれること」を入れている。平均的な姿としては40ha程度の規模のもの

を想定しているが、集落営農といっても地域によっては規模が相当違うので、各地

域地域で市町村がこのくらいの規模のものを作っていこうという位置付けがあるの

であれば、その規模でやっていくということを考えている。

なお、この84ページに示している要件は、まだ決まったものではないが、今回の

集落型経営体というものを打ち出したのは、補助事業の受け皿になるようにとかそ

ういうことではなく、一つの望ましい経営形態として集落型経営体というものを作

っていくということ。そういう観点に立つと、基本的にはここに示している要件を

備えたものをということになる。集落営農の取組というのは、色々な形態とか取組

があるが、農業の新しい担い手として続けられるものというのは、ここに示してい

るような要件を備えたものであると考えている。

（生源寺座長）

助成措置、その関連として経営所得安定対策について、他には。

（上場委員）

今ご説明のあった資料１の11ページについて、議論を深めさせていただきたい。

前回の研究会のときも、愛知の早川委員が、今日はご欠席であるが、この担い手の

ところをしっかりやって欲しいというご発言があった。委員の皆さんからも、現場

の実態を踏まえて施策を組むべき、というご意見があったと承知している。実は私

はこのことについて、一番関心がある。今、ご説明があり、これこれの戸数を作る

という話であったが、では、誰が作るのか。また、生産調整の配分を市場経済の下

でやるのかどうかという議論をしているわけだが、そもそも、担い手というものを

国や自治体が作るのか、また、作れるのか。ここの吟味がないと、両輪にはなって
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いかないと思う。

それで、現場の事例を申し上げると、個別零細で戦後の食管法時代にやっていた

のが私どもの父母たち、80後先になっている。また、奥村（一）さんがいらしゃる

が、若手だとか、大型経営をやっているというのが私らの同級生が多くて、50半ば

まできている。その後はといえば、30代なんて殆ど今はいない。鳥取県でも、過去

には集落営農も随分あったが、崩壊した。何故か。担っている人の病気、コンバイ

ンの事故等、たくさんのデフォルト事件がある。勿論、経営上の問題もある。そう

したとき、70ha程の規模の者がデフォルトすると、後の農家は鍬も鎌もない状態で

あるので、どうするのかということになっている。ここにも、農協組合長さんがい

らっしゃるが、そういう問題に直面していると思う。

規模をこれからどんどん大きくするのはいいが、いきなり大きくはならない。奥

村（一）さんにしても、何十年か何年か経って、積み上げがあって、栽培もでき経

営もできるようになったのだと思う。それこれを考えたとき、本当に何が必要で、

何があれば （担い手は）どう育っていくのかという議論をもっと突き詰めていた、

だきたいと思っている。それで必要であれば、県の段階でシミュレートしたり、資

料がいるということであれば、現場から出させていただくことも必要だと思ってい

る。私としては、何年に（担い手をどれだけ）作るということになっているという

のは合点がいかない。

（三浦委員）

前回配られた冊子の84ページに 『集落営農の位置付けの明確化』というものが、

あり、そこでは「考えられる要件」として４項目が出されている。これまでに議論

されてきた集落営農は、かなり広いイメージで語られており、この４項目に照らす

と、もっと、ずっと絞られることになる。一方、今、議論しているのは、経営所得

安定対策を視野に入れてということであるので、そうなると、前の議論と後の議論

が食い違ってくるのではないか。初めて４要件が示されて、通常国会までにという

ことであるが、ここは米政策の見直しに併せて議論していくのか、あるいは、別の

研究会に委ねるのか、もっと時間をかけて議論すべきではないかと思っている。集

落営農、集落農業を米政策にどう位置付けるのか。今後の助成政策に関連すること

でもあるので、慎重な運びが必要なのではないか。関連する色々な議論をする必要

があるのではないか。このような感じを持っている。

（生源寺座長）

今の点について、集落営農については、６月28日に私と山田委員との間でかなり

のやり取りがあったという経緯があり、事務局としてもかなり気合を入れて色々検

討をいただいたと思っている。この研究会は、米政策全体の見直しというスタンス

でやってきているので、是非、ここでむしろご議論いただきたい。この施策は、こ

ういった形で充実すべきとか、いや、そうではないということがあれば、意見とし

てお出しいただき、更に素材として磨き上げていただいて、私どもも、再度検討す

るという形もあり得るかと思う。

（門傳委員）

午前中と違って、いきなり個別具体的議論に入ったような感じがする。むしろ、
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全体のイメージなりの議論をして、その中で個別の、例えば、助成金、交付金につ

いての話があるかと思ったら、いきなり各論に入ってしまった。特段、私も異議を

唱えなかったが、急に個別的な話になった。そういうことでよいのであれば、それ

でよいが、どうなのだろう。

（生源寺座長）

大小、様々な議論をお出しいただいて結構かと思う。議論の前後関係とかで、お

話のしやすい格好でご議論いただければよいと思っている。ただし、いくつかの柱

を立てたが、それは議論を効率的に進めるという意味であるので、できれば、それ

に沿った形でお願いできればと思う。昼前の話が、やや入口の問題に傾き過ぎてい

たため、そういう印象があるかもしれないが、今、行っている議論は、パーツとし

て非常に大事なものばかりだと思っている。

（永石委員）

、 、 、上場委員 三浦委員からも話があった 誰が集落営農を育てるか云々とあったが

ただ、あるべき姿の中で、基本的には、今の水田農業の構造を見れば当然、地域を

、 、担っていただく農家の人を育てようと そういう人達が主業農家として農地を６割

集積したいというのが、あるべき姿である｡その中で認定農業者を育てているわけ

で、まさに育成するという表現、認定農業者を育てあげるよと経営基盤法にある｡

したがって、育成に向けて国の施策が集中してきている｡来年の事業を見ても単年

度ではあるが復活した、借地に対する利用権設定に対し一定の助成金を付ける等、

いろんな施策が集中してきて育てて行くんだろうと思っている｡したがって、国の

施策の中で地域営農マスタープランを各市町村で作り上げて、それを地域でどうい

うふうな認定農業者にどれくらい集積させて育て上げるという姿がある、その中で

こういう目指すべき農家を育てていくんだろうと思う｡もうひとつ集落営農につい

ては、集落営農、表現は色々あるが、地域営農システム、いろんな表現で使われて

いるが、基本的にはいろんなタイプがある｡昔のような結い的な、いわゆる労力補

完という集落営農もある、もうひとつは先程言った認定農業者のような集落の核と

なるような人達に集落の農地を集めながら、地域を担っていくような土地利用型農

家として育てようという方向があるわけだから、今国会の法改正に向けての集落営

農のあり方というはその地域で担い手として育っていくのを確認してくださいよ、

確認しながら育てていくんですよという方向であるとすれば、私はあるべき姿の方

向に向かった集落営農というのは、経営所得安定対策というのはこう言う方向でい

くんだという、方向としては間違っていないと思う｡そういう姿で全体を国の施策

、 、 、を眺めていけば この施策は生産対策も米の規制緩和も生産面では直播 規模拡大

生産資材のコスト低下含めて、そういう方向に流れているので、そういうふうに向

いてみれば方向としてはあるべき姿に向かったかなり思い切った分かる方向で農水

省としては出してる｡私自身はそういうふう理解している｡したがってそれをもっと

裏づけとしてしっかり制度として確立しなければと私は思っている。これはあくま

でも参考である｡

（生源寺座長）

それでは門傳委員
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（門傳委員）

生産調整交付金のことであるが、対象者であるが「農業者を対象とする」としか

なっていない・・・

（生源寺座長）

これは資料の・・・

（門傳委員）

資料１の別紙４の真中のやや後ろである｡ここの問題は対象者で、農業者とだけ

なっていることから、他の交付金等との兼ねあいもあり、これは一農業者としてだ

けではなく集落的なものや集落営農を担ってる組織体など合せて両方認めるような

形、ただし、それが結果的に生産調整をしばるような形のものであってはならない

と思うが、地域として取り組んでいるものの評価も後押しするという、しばるので

、 、はなく後押しするという考え方も入れた方が 他の交付金との関連もあると思うが

スムーズに行くと思うので、そういった形で合せて入れていただければと思う｡

（生源寺座長）

門傳委員の意見は、私自身も中間取りまとめ前の生産調整部会の場で一、二度発

言した経緯がある｡つまり今度の生産調整はそれぞれ納得の上で参加してもらう、

あるいは参加しないという選択もデメリットを享受するということを前提である

が、これを尊重しようという話になるとすれば、委員の中から「生産組織や集落営

農、今、いい形でやっているものまで壊してしまうのではないか」という懸念の声

があがったわけである｡今、門傳委員の言うとおりしばるような形になっては困る

わけであるが、しかし、メンバーの明確な合意が得られるなら、集落あるいは生産

組織として生産調整のメリット措置を受けることができるような、そういう工夫は

十分考えられるのではないか。その点も含めてお願いする。

（企画課長）

ここで農業者となっているのは、生産調整の経営判断の主体としての農業者で、

例えばそれが集落営農という集落経営体であるとその方が集団として農業者という

ふうになるわけである｡だから、生産調整をするか、しないかを判断する人が集団

であれ、個人であれ、法人であれ一つの対象体になる｡因みに現在の稲経の実務で

あるが、実は各地で行われている集落営農は稲経の補助金を代表者一括交付、各種

補助金は集落にポンっとまとめて払うという実務がとられている地域はある｡そう

いう集落営農の実態をかなり経営体としてとられている地域はある｡地域合意の中

に一括受領ということも合意された中で取り組まれている｡

（生源寺座長）

よろしいか

（門傳委員）

表現の問題ということで・・・・

（生源寺座長）

今のやり取りで門傳委員の言う、しばりがあっては困るということも含めて少し

丁寧に分かりやすく話をしてもらった｡必要であれば追加的質問をお願いしたい。

（三浦委員）
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生産調整協力交付金の話になったので、何点か質問及び確認をしたい｡生産調整

協力金は従来の稲経とどう違うのか、これが１点｡

次に「固定部分は全国一律に200円とした際」この200円はどこからでてくる試算

、 、 、になるのかということ｡それから変動部分は４割となっているが 現行 稲経は６

８、９という設定になっている｡一般型で８割補填となっている｡この４割はどこか

ら出てくるのかということである｡それから、拠出割合であるが、生産者と政府が

同比率で拠出、現行は１対３になっているのではないか、予算対策上１対１にしな

きゃもたないというふうに見ているのか、あるいは、予算措置上は従来の８ではだ

めで４まで落とさないと、私が質問（資料４－１）で言っている基金不足が生ずる

懸念があるのか、要すれば冒頭で言った３年間は政策裏打ちの需給調整進める、3

年すぎて19年になったら配分の無い云々というふな事と一体的に価格の変動を見た

上での制度設計なのか、というふうな事も全て整理した中身を聞かせて欲しい｡少

し論調かえて、固定部分と変動部分、２段重ねにするということは、私は米政策が

市場原理に基づいてあるいは、市場をとおして売れる米づくりということからする

と、固定部分をつけることは市場をとおして需給を見極めながらということについ

ては競争力を妨げることにならないか、一律200円の底上げになることから、それ

を阻害しないか、しかし、３年間は価格の乱高下を防ぐためにやむをえない措置だ

とかいろんな背景があるのであれば、その辺もききたい｡冒頭、現行稲経とどう違

うのかと言ったことと関連して資料５の７ページで、稲作経営安定資金の不足につ

いて今後の対応で、資金不足がつづいている改善策、具体策をどのように考えてい

る

か聞いたが１、２ではいささか舌足らずではないかと思う｡15年を啓発年とし仮に

16年から移行するとした際、１年間で①、②が実現するわけでもないのにこれで不

足の解消策になっているのかと思う｡話は前後するが合せて聞かせた欲しい｡

（生源寺座長）

それでは基本的な考え方と若干細部にわたるところもあるが

（企画課長）

現在の稲経とどう違うかということであるが、指摘のとおり基準価格から下がっ

た分の８割が補填金割合である｡担い手コースがあり、認定農家の場合は個人負担

は増えるが９割の補填がある｡それから計画外コースは農協等の集荷業者が数量を

確認する、端的に言えば集荷業者をとおして販売された計画外については6割の補

填、これが基本になっている｡基準価格は昨年、7年中、上下２年を除いた5年とい

うことで行われている｡これとの比較であるが、例えば基準価格を３年平均にする

、 、ということについての基準 ７年中５年か３年平均かという違いがある｡それから

補填割合が変動と固定ということで、例えば8割ということを例にとって説明する

と、200円と４割と下がった分の８割を比較すると、200円まで下がると今までの対

策よりも今度の対策のほうは固定部分があるので、200円プラスアルファーぐらい

までのところは、新しい対策のほうがたくさんもらえることになる。ただ、たくさ

ん下がれば、たとえば２千円下がった場合は、今まで16千円補填があるが、200円

と4割で800円になるので１千円になる。下がるとその分補填が少なくなる。これは
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どういうねらいを持っているかというと先程モラルハザードということを言った

が、やはり生産段階において安売りをして売り抜けようとする動きがある。それか

ら需給調整をしっかり取り組むという動きが鈍るという問題がある。ということで

できるだけ需要に応じた米づくりをするという観点からの設定である。ただ、これ

自体200円４割というのが多いか少ないか、この辺を手厚くするかどうか、ここは

先程全体のパッケージの中でと説明したが、この部分を手厚くすれば例えば他の部

分が減少するという話になる。ここもパッケージの中でどこの対策にどういう予算

配分するかという全体のバランスの中で考えていく必要があると思っている。この

関連で午前中、藤尾委員からなぜ米の価格が下がるのか食糧庁明らかにせよという

指摘があったが、このモラルハザードとの関係が極めて強い部分がある。産地の方

からかなり計画外の安いものが一番最初にでてくる。それが先導をつけて一説には

関越自動車道、関東近辺などいろんなことが言われるわけだが、それが先導価格に

なり全体価格を引っ張るということがある。そういうものを仮に国の予算措置で助

長とまで言わないが、ある程度下支えしているとすれば、少しここは見直した方が

いいのではと思っている。その次に固定と変動について、固定にすると売れる米作

り市場重視型から離れるのではないかということであるが、これも考え方が二つあ

り、例えばＷＴＯの世界では価格に順応した補助金、価格が下がった時それをもど

すものは、ＷＴＯの世界では市場にあまりにも近すぎるというか、むしろ固定型に

すべきというのが、世界的な流れである。固定型にすることにより市場価格から遠

いような助成体系になる、アメリカも直接固定支払いということで、緑の政策に切

り替えるというのが世界的流れになっているので、私どもとしては固定部分という

のは協力金で、100円玉２枚で協力金になるか色々あるが、参加費用としてどうか

ということもあるが、固定型ということがむしろ市場に順応した、市場価格にとら

われないで参加か否かということが判断いただける要素になればということで設定

している。稲経の赤字の問題である。確かに三浦委員の指摘に沿い資料を作ったが

十分なものになっていない。正直いって現在の稲経の契約書、これは系統自らがつ

くっているが、対策が打ち切られた場合、赤字については全て農家が負担する。黒

、 。字の部分は応分に国費に返すものと農家に返すもの こういう契約書になっている

これが実際の契約である。ただ、それで本当に問題が解決するか非常に悩ましい問

題である。実際には新しい制度に変わる時にこの問題は、大きな問題となるが、原

理原則契約の世界からいくと非常に厳しい結論にならざるを得ないという実態の上

に、あえてそれを言わずにこういう形の整理をしたというところを酌んでいただき

たい。

（生源寺座長）

それでは三浦委員に発言いただき、更に山田委員、廣瀬委員の順番で

（三浦委員）

懇切丁寧な説明ありがとう。従来稲経は生産調整参加者メリットが強調され、需

給調整にどういうインセンティブをつけていくかという部分が生産調整の中にもぐ

りこんで明確にならなかったということもあるが、それが100％達成しても米の値

、 、段が下がるではないかという不平不満になっており 結果として基金赤字が生じる
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それをどうするのか、各産地が抱えている問題であるので、この先は農業団体の方

々もいるので発言いただきたいと思う。ここでもう１回、生産調整交付金に戻りた

いが、言ってみればこれも米価下落の影響緩和対策というふうな事で、あまりメリ

ットをつけ補填水準を上げると大勢入ってくるのかもしれない、あるいは大勢入れ

ば一方で売り抜けるための安定契約生産者になった方が有利かなということで、い

ろんな考えがそれぞれの主体的な経営判断が出てくるのではないかと思う。このよ

うな200円の協力費、変動部分の4割は、仮に２と３でいく場合は３ヶ年間の施策的

生産調整対策ということになっているので、どの程度の参加率を見込んで現行米価

がどのくらいの振れで動くのか、このようなシミュレーションはぜひやるべきでは

ないかと思っている。これが、自己責任の主体的な経営判断、市場原理が必要最小

限の起点となったが、根っこにはそれがあった部分となるので、どのような振れに

なるのか疑問を持っているので、シミュレーションすべきでないかということも含

めて、もう１回強く発言したい。

（生源寺座長）

今の点について、色々な問題を提起してもらったが、稲経の基準価格の問題は企

画課長から説明があったとおりデリケートな問題である。過去の施策から移行する

ときにどうかという問題があると同時に、新しい制度そのものが同じような構造を

、 。 、あるいは内包しながらいくことになるのかどうか そこも考える必要がある 更に

そのことともからむが、影響緩和措置をとったとして、そのことが直ちに経営所得

安定対策の必要性がないということになるのか、機能がダブルといっていいかどう

かというところも実はかなり微妙ではないか。これはまさにシミュレーションとも

関連するが、影響緩和措置を“これこれ”の形でとるけれど、しかし、それを超え

て影響が生じた場合にどうするかということも検討の課題としてはあると思う。三

浦委員の指摘は色々な問題をはらんでいるので更に詰めていただきたい。

それでは山田委員。

（山田委員）

三浦委員が言ったことは大変重要な部分であると思っている。そこで座長、前提

で一言話したいが、メリット措置の内容が示されていて、本日こういう形で見せて

いただいたわけだが、ただちにこの是非を判断できるわけではない。午前中の話を

繰り返すつもりは毛頭ないが、だから注意が必要なんだが、これがでたからいかに

もこれでやるという形で、今朝も新聞に出ているようだが、そういう形でどんどん

進んでいくということになると、とうていかなわない。今日見せてもらっただけで

も三浦委員の指摘にあったように細部にわたってものすごく点検が必要な大事な仕

組みであるので、その点、ほんとに時間が足りないが、十分な検討をやらせていた

だきたいと思っている。その前提として言うわけだが、今、座長が言ったことは本

。 、当に大事な部分であると思う これを見ると稲経とどこが違うのかという話が出て

懇切丁寧なと皆さん言うが私は苦しい答弁であったのではないかと思う。昨年の稲

経をともかく広く薄くした、そういう内容のものかというふうに見ざるを得ないわ

けである。それともう１点はご案内のとおりこれも指摘のあった赤字問題があるわ

けで、言われるような大変な困難な課題である。その赤字問題をクリアするために
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は、こういう仕組みが広く薄く必要だったのかというふうに考えていいのか。一体

、 、 、これでは 昨年 大騒ぎした主業農家や副業農家の扱いの問題はどこにいったのか

「いやいやそこまで考えないでメリット措置全体で考えるんだよ」ということであ

れば、去年の議論はそれはそれで良かったのかなぁというふうに評価できるのかど

うか。それから、我々は県間流通銘柄米について実は稲経に代わる仕組みとして措

置できないかと言っているわけである。その点は全国に広く薄くという考え方では

なくて、需給調整に影響が大変大きい県間流通銘柄米について、メリハリの利いた

負担とメリットという仕組みで需給調整を果たせないかということで、どちらかと

いうとここに提案されているものよりも、かなり議論のあるところを踏み込んだ整

理をしているわけで、その点委員の皆さんにも評価いただきたいと思う。というの

は今年、中間とりまとめをやるときに稲経廃止の議論をして、私は本当に稲経を廃

止していいのかといって、結局ここにあるようにメリット措置と関連して検討する

けれど現行稲経は廃止だということになった。しかし、現行稲経が有している経営

安定機能は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は担う方

向で検討すべきであると書いてあるわけだ。ところが、今回、提示されたものを見

る限り、今日見て今日判断なのですが、経営安定対策のための措置は、米価下落の

対策、いわば稲経変形の広く浅く対策をやらない場合に考えるよ、経営所得安定対

策を考えるよということになっている。一体それは中間とりまとめと、どういう整

合性をもっているんだというふうに言わざるを得ない。ましてや、経営所得安定対

策の話は後にしてもいいんだが、経営所得安定対策という仕組みは、一体いつこれ

発動していつ作るのか、なんかこうよく書いてあるが、生産者による主体的な需給

調整がやられて、米の過剰生産が回避されて、米価の傾向的な下落がないような状

況が実現されるというのは、一体いつのことをどんなふうに言ってるのか、その時

、 。に経営所得安定対策は必要なのか 必要ないほどしっかりやっているんではないか

ともかく今日見ただけだから率直にいろんなことを言い切らないわけだが、そうい

う課題を抱えているということを十分踏まえて議論していきたいし、座長はリード

してもらいたいと思う。

（生源寺座長）

素案として色々事務局から苦労して出してもらっている。それは色々な制約要因

を踏まえた上で出してもらってるので一定の意義はある。ただ、これもしつこいよ

うであるが、これを素材として一番いい形のものを考えていく必要がある、いい形

というのはなんでもかんでもという話ではなく、皆さんの全体の了解が得られる形

で効率的で目標の達成に一番いい形で財源を使わせていただくようなかたち、これ

を考えていただきたい。改めてお願いしておきたい。

それでは、廣瀬委員、門傳委員、それから高橋委員。

（廣瀬委員）

育成すべき経営体の圃場の集積の関係について方針が書かれている。現在までの

農地は構造改革ができたところでも家族経営を中心とした30ａが基本になって整備

されている。面積を仮に20ha、30haとした場合、非常な枚数になる。労力的にも大

変である。そういう部分について圃場の再整備を国として考えているのか、見解を
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聞きたい。

（生源寺座長）

農村振興局次長、かなり時間が押しているので手短にお願いしたい。

（農村振興局次長）

圃場整備は今まで進めてきた。30ａが基本形である。現在までの整備状況を見る

と155万ha水田面積の約６割、整備が進んでいる。更に１ha以上の大区画というこ

とになると15万haほど整備されており、全体の水田の約６％弱という状況である。

（廣瀬委員）

相対的には今聞いた状況と思うが、30ａの圃場を仮に20haとした場合、枚数が多

く労力的に大変である。そういう場合に再整備したいと、あるいは国として再整備

を推進するという立場にたってどのように考えているかその点についてききたい。

（農村振興局次長）

これまでは、新たに区画整備に取り組む地区は、圃場整備事業で、一旦整備した

地区の更新整備は別の事業と分けてやってきたが、15年度においては、これらを一

体的に取り組めるような体系にしようということで、予算要求している。現場で柔

軟に対応できるようにしたい。

（門傳委員）

生産調整協力交付金であるが、さきほど事務局から同比率で拠出50％、50％を想

定していると思うが、今は１対３それからすると後退、補填の水準とからむが、ち

ょっとこのへんが、現場が見たときまたアレルギー、加入推進いかがですかといっ

たとき「今まで25％で今度は倍ですよ」という話になると理解が得られないなど、

少し心配な面があるというのがひとつと、山田委員からの県間流通銘柄、いわゆる

普通の農産物であれば主産地主産県が主導で産地廃棄したりいろんなことをやって

いるわけだが、唯一の例外がいい悪いは別にして米だった。そこを系統ではタブー

に手をつけたということだと思う。需給に関し主産地、主産県が主体的に担うとい

う思想で、県間流通銘柄に対してバックアップしようという案である。このことを

ある程度研究会の皆さんで酌んでいただいていかないと主体的に取り組むというこ

とのひとつの案であるので、そこを是非理解いただき、そういうものにバックアッ

プしていかないと主産地、主産県の銘柄が将来を担っていただけないというのもあ

るが、需給調整に深く関わらなければならないという責任もあわせて感じているの

で、その辺の位置付けも明確にしたほうがいいと思うが。

（生源寺座長）

ここは質問と、答えというかたちではなく、まさに自己責任という意味合いと適

地適作あるいは売れる米作りという命題のバランスの問題と思うので、むしろみな

さん議論いただきたい。生産調整協力金については追加的に企画課長から説明があ

る。

（企画課長）

今の山田委員の指摘、三浦委員の指摘を含めて、助成水準、保護水準をどの程度

にするか、稲経を廃止として中間とりまとめとの関係をどうするか、系統の出した

県間流通銘柄に対するメリット措置をどうするか、まさにこの会の大きな論点であ
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ると認識している。議論のあくまで参考ということで説明する。保護水準の１対１

がいいのかどうかという問題であるが、事務局の判断としてカナダの制度、各国の

保険制度等々をみて50％というのが各国の農政水準になっている。ただ、高いもの

。 、 、 、もある この部分でどういう設計をするのか 例えば 15千円基金をどうするのか

その後の負担金をどうするのか全体の農家負担の問題、国費の助成の問題、どの対

策にどういう予算をつけるのか、全体の制度設計の問題として当然議論になると認

識はしている。ただ、最初の相場、国が支援するということになれば普通は1/2補

助ということである。それから稲経を廃止するといったがどこにいったのか、これ

は中間とりまとめで前回二つの要素があると説明した。選択的な生産調整に移行す

る面もあれば、廃止して地域の判断にゆだねる面がある、そういう中間とりまとめ

の主旨をいかして、第２類型では生産調整協力交付金がある世界、第３類型ではそ

れがなく、それを地域の判断でやっていただくという二つのタイプに分けて提示し

た。そこが、山田委員が指摘したところと関連する問題であると思う。それと県間

流通銘柄の処理というのは一体となって議論いただけたらと思っている

（高橋（耕）委員）

個人的には第２類型、第３類型が主体となり今後の議論の中心となるのではない

か。第１類型は問題外、第４類型は変わり映えしないということは同感である。角

度を変えて市町村の立場で議論を聞いていると事務量の簡素化という話になると少

し細かくなって、公平性をとおそうとするとどおしても細かい点検が必要というこ

とで、中間とりまとめ28、29ページについて考えると現状と市町村の事務量が減り

そうもないというような予感ばかりするわけである。これは言葉が矛盾する公平に

やろうと思えば細かく点検、精査し会計検査に引っ掛からないような対応策をとら

なければならんということで矛盾がある。事務量については電算化されたといって

も細かな大変な事務がある。そのへんを十分考えていただき進めてほしいの。それ

から安定契約生産者が明示されているが、地権者に配分されることになると、大型

耕作者でも自分のもっている土地は少ないことから、そのへんはぐっと下がってし

まう、経営安定措置の２倍の負担金の話もある、これは一体どれぐらいの分量を想

定しているのか、これをすると生産調整者が「なんだあの人は」となり、また、不

公平感の要因になる。この辺は慎重をきっしてもらわないとこのままでは問題があ

るということは間違いないので、現時点での見解を聞かせてほしい。

（奥村（幸）委員）

安定契約生産者の話がでたが、言われている消費に結びついた生産者も地域の生

産調整の枠組みに組み込んで考えるべきである。今、発言のとおりこれらの方々の

独自性を認めると別な意味での不公平が発生するという強い懸念がある。というこ

とを理解いただきたい。

（坂本委員）

今日の助成措置、交付金の話を聞いていると、どうも市町村の事務軽減になりそ

うもないし、最終的に市町村が背負ってしまう政策になるのではないかという感じ

を持っている。それであれば今の政策となんら変わりはない。市町村に非常に事務

負担をかけていると検討会にあったはずである、今日の説明をきていると最終的に
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は市町村が背負うととれるので、食糧庁の見解を示してほしい。

（生源寺座長）

今の点については、研究会全体で市町村をはじめとして色々な負担をできるだけ

簡素化することをつうじて減らすという合意がある。具体的にこれでは不必要に業

務が増えてしまうという点や、これは十分削れることができるという点を御議論い

ただきたい。簡素化の原則は確認されている。

（三浦委員）

市町村事務の軽減ということは中間とりまとめでも流れとして書かれている。助

成措置の内容の中で、１点言いたいことは産地作り交付金、別添の２であるが、仕

組みの中に実施主体、市町村等に基金を造成して管理とある。市町村で基金を管理

するとなると市町村条例を設けなければならない、しかも助成金の使途は国が示す

ガイドラインの範囲内で原則的に実施主体に委ねる。ガイドラインをつけながら原

則的に実施主体に委ねる。これは自由度の高いものにならないし、市町村事務の軽

減にもなっていないのではないか。私は冒頭２、３類型を考えていくべきだと主張

しているが、この産地作り対策は言葉は地域に委ねるとなっているが、なかなか本

邦初登場で行政の役割を期待しているように見えるがこの辺どうか関連でお願いす

る。

（農産振興課長）

まず市町村に仮に基金を造成する場合には条例が必要という話については、具体

的にこれからどうすれば実行可能なのか意見を伺いながら、市町村がいいのか、農

協がいいのか、あるいは協議会という形でできるのか具体的に詰めていきたい。そ

れから「本邦初公開なのでガイドラインを作ってもなかなか自主性が」と言われま

すが、ここは自主性が宿題になっているので地域のほうでも努力をお願いしたい。

（生源寺座長）

今の発言を担保するようなアイデアなりを出していただければありがたい。４時

終了をめどに進めたいと考えている。今日はできれば余り米の処理の問題、流通制

度の問題についても論点を出していただき、その上で次回まで考えていただくとい

う段取りもあるので、できるだけ幅広く論点を出していただきたい。

それでは岡阿弥委員

（岡阿弥委員）

先程、三浦委員が言われた価格水準をどう想定するか、上場委員がその後言われ

た担い手が育つ環境作りをどうするか、これらは、両方とも価格水準の想定にかか

っていくのではないかと思う。現在の価格でも担い手の規模拡大はもう止まってき

ている。要するに経営受託はしない、作業受託はするという状態。そういうレベル

の価格水準である。ではその価格水準をどうやって担保するかというと、メリット

措置としての売れ残り、一生懸命売ってだめなものは国が３千円で買うというよう

な形のものが、想定として措置されている。ただ、３千円まで売り抜けるというこ

とになってくる可能性がある。それは価格を落とす要素であるが、それをモラルハ

ザードではない性格のものとして、販売努力をしろというが、価格とは販売努力で

あるから、それをモラルハザードということでは話にはならない。そこはやはり一
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定の価格水準をどこでおさえるかという政策的な判断が必要であろうと私は思う。

そうしないと担い手は、ある程度売ってなんぼの世界であるから、それで経営がで

きるかどうかということであるから、経営の見通しを持てるレベル、というものを

持っていかなければならない、これは政策だろうと思っている。それからもうひと

つ、その価格水準をある程度確保するために、生産調整がキチッと出来ていなけれ

ばいけないということになる。今、ここにある生産調整のメリット措置が生産調整

をキチッとやろうとそれほど魅力的なものであるかどうかということが生産者の判

断になる。そういう点ではこれまでの措置とくらべても落ちているというか負担が

増えるのか、給付が減るのかという問題はあるが、そこのところを生産者がどう判

断するか、逆にこれはメリットの魅力がないなということになれば、生産調整その

ものも進められない 「みんな一生懸命やりましょう」と言って歩くわけだが、そ。

のことが、もう矛先が鈍ってしまうという問題になる。ここは極めて重要な問題で

ある。ここはまだ色々議論があるところだと思うが、価格とメリット措置併せて議

論する。先程三浦委員がそういう提起をしたが、そういう想定も両方しないとこの

経過措置というものがキチッと動くのかどうか、その間に担い手が潰れないですむ

のかどうか含めてキチッとシュミレーションすべきだというふうに考える。

（奥村（一）委員）

助成措置の件であるが、稲作の担い手どうあるべきかというところから入ってい

くべきである。今度の生産調整協力交付金など、交付金は担い手にはいただきたく

ないというイメージがある。将来の担い手というのは自己判断、自分の裁量生かし

て経営発展する。もし出来なかったらそれは自分の責任ということが、明確になら

ないと担い手というのは育たないと、国からの交付金をもらって担い手が育つもの

では決してないと思っている。それで、これはできるかどうかわからないが、担い

手に対抗馬、多様な経営体としての担い手を育てるということであるので、生産調

整協力交付金というパターンと当面の間であるが、それと担い手に対する経営安定

対策、これ平行して素早く担い手対策というものを前倒しでやる。それを生産者が

どっちの方向を選ぶか、ここに示された交付金というのは稲経対策のボケたような

感じもしないでもないので、それを平行して担い手が「おれ交付金でいいや」とい

う担い手はそれでいいし、じゃない担い手は「しっかりした経営戦略で我々はやっ

ていくんだ」という選択というものもひとつあるような気がする。

（太田委員）

経営所得安定対策についてであるが、生産調整協力交付金が説明のあったような

内容とすると、生産調整協力交付金を仕組むから経営所得安定対策が仕組めないと

いうのは理由にならないのではないか。ここはもっと検討をお願いしたい。

それから第２類型、第３類型をベースにとの意見があるが、私としては2．5類型

というのができないか。現在、各地において麦・大豆の集団転作等のブロックロー

テーションが行われている。これらの取組についてインセンティブが働く仕組みが

できないか。第２類型をベースにしても第３類型の要素を織り込むとか、第３類型

をベースに第２類型を織り込むとか、こうしたことについても検討いただきたい。

（三浦委員）
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先程は言葉が足りずに申し訳ない。産地作り対策あるいは支援体制が、こういう

交付金のあることはとても素晴らしいことだとこう思っている。ただ、第２類型に

あるメリット措置が第３類型にいくと地域の選択に委ねるとこういうことになるの

で、市町村に基金条例などを作らねばならないというようになるんではないかと思

っている。メリット措置は政策的生産調整が継続している間は国において一元的に

行われるべき、私の意見にも書いたが、そういう主旨で言っており、産地作り交付

金を否定する立場にはない。やはり、自由度の高いものにしていくためには、農産

振興課長が言ったような委ねるという部分が必要であり、座長提案のようなアイデ

アをいろんな立場の人が考えるべきである。

（生源寺座長）

まだ、色々議論があると思うが、余り米なり、流通制度の問題にも少し議論をし

ていただきたい。それから、企画課長の説明にもあったように当然のことながら現

下の財政状況等を考えるならば、米問題が関係している財源を考えるならば、おの

ずから全体としては、ある種の制約がかかるのは当然である。したがって今 「こ、

ういう面を充実すべき」という意見があったがそうなると、どっかが引っ込むこう

いう構造にある。その点も含めていくつかの考え方を示していただければ、更に議

論が深まるのではないかと思う。

（四位委員）

、 、流通の問題であるが 特に検査制度の問題について前に部会のときにも言ったが

私は基本的に例えば自主流通制度であるとか、現行の制度の中で検査が果たしてい

る役割というものを少し拡大していけばトレーサビリティになり、もっと重要なこ

とは需給管理の一つの手法としてなりたっているのではないかという考えを持って

いる。そういう前提で言うと10ページに色々書いてあるが、まず１点は10ページの

（３）に信頼され選択される農産物の検査、後段に計画流通制度の廃止に伴い農産

物検査の義務検査は廃止をするとこれはセットでなっているわけだが、冒頭、言っ

た制度の中でいいものが一緒になって消えている。そのひとつがこの義務検査を廃

止するという表現であると思う。その１行前にしかし、そうは言っても消費者、実

儒者、流通業者等に選択される農産物検査を提案している。これはどういうイメー

ジなのかひとつたずねたい。それから、ＤＮＡ鑑定を玄米、原料にまで拡大すると

いう問題、新たなＪＡＳ規格も踏まえた精米規格を制定とある。ここで一番問題と

なるのはコストの問題である。コスト分担の基準、考え方、こういうことについて

セットで提案をしていかないと構想はいいが費用でぽしゃってしまう可能性もあ

る。安全・安心が確認できる体制整備の中でもトレーサビリティまで、持っていく

とすればそういうものはどういう項目、トレーサビリティで表に出す中身の問題、

そういうところが少し分からない。それから一番大事なことは５の（２）の危機管

理を前提として業者を掌握するということであるが、これは意見にも書いたが、大

事なことは関係業者を平時から把握しうる体制というのは、厳密に言うと関係者が

、 、扱う米の量 こういうものをどういうふうに把握するシステムを作るかということ

これは先程言ったように需給調整のひとつの手法であると私は思っている。そうす

ると当然届出の内容が色々問題になると思う。考えられいていることを教えていた
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だければと思っている。米というのは玄米から始まって精米になって消費者に届く

わけだが、やはり各段階によって安全・安心、このトレーサビリティに関連して信

頼性が担保されるいわば一環したシステムが最も重要。つまり玄米で信頼性は確保

されているが、精米段階で違ってくるのではないか、逆もあると考えているが、一

環したシステムとしてどういうイメージをしているのかお尋ねしたい。

（藤尾委員）

実はその問題であるが、ここに安心・安全という言葉がでているが、生産者も我

々も100年、200年米を売ってきて、安心でない米は売ったことがない。ところが最

近になって安全・安心ばかりが記事になる。系統が扱っているのは全てＪＡ米であ

るが、あまりこの議論に入りすぎると大変なコストになる。考え方としてある程度

の常識は必要であるが、それ以上のことを言うと消費者の方は、この米は安心なの

か、こちらは安心でないのかという話になってくる。あるいは消費者が10ｋｇ買っ

て、生産者名まで分かったらそこへ電話して「あなたのところの米はなんだと、食

」 。 、べれないじゃないか という話になってくる だからこの問題はあまりにも厳しく

真剣にしなければならない問題とすべきだが、安全・安心だけを先行することは止

めて欲しい思う。

（廣瀬委員）

関連して安心・安全で、ここに生産者名、生産地等を容易に確認できると記載さ

れているが、このコストと機関はどこで負担するのか。全流通商品にこういう基本

的なスタンスで望むとしているのか （３）の信頼され、選択される農産物検査の、

ところで計画流通制度の廃止に伴い農産物検査の義務検査は廃止するというなお書

きがあるが、その前に消費者、実儒者及び流通業者等に選択される農産物検査への

改善を図るとこれはどういう方向へ今の民営検査と関係していくのか、何年度から

やっていくのか２点について教えていただきたい。

（消費改善課長）

基本的な私どもの考えは、安全の確保は生産段階で生産者の方に取り組んでいた

だく。法律的に農薬は農薬取締法、カドミウムは農用地土壌汚染防止法があり、そ

ういうものを遵守していただく。あるいは役所も支援させていただくということに

より、安全を確保させていただくということである。現状を説明すると食糧庁でも

残留農薬、カドミウムの検査に鋭意とりくんでおり、残留農薬については１千サン

プルとって検査しているが過去に基準値を上回ったことはない。カドミウムについ

ても昨年までは500サンプル、今年からは倍増で１千サンプルということで検査し

ている。こういう現実を踏まえてトレーサビリティシステムを考えている （２）。

の生産者名、生産地というのは現在の農産物検査で全て確認している。したがって

約500万トンぐらいの米を検査しているが、これについては全てこのような情報は

ある。これをベースにして生産者、産地品種銘柄、産年というものについてデータ

、 。ベース化し これを産地から出荷する際に袋等にバーコード等で記載していただく

その情報はデータベース化されて中央のどこかに蓄積されている。それを買った精

米業者なり販売業者は精米工場で玄米から精米へ変えるわけだが、そこで情報の途

、 、絶が起こらないように バーコードの情報と精米にしたときの情報を担保するため
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付加的にバーコードに精米の番号をつけて小売店へ出荷していただく、それを見て

買われた消費者はバーコードを追いかければ、また、番号がわかれば産地まで追跡

できるというシステムを考えている。次に検査については、民間の検査機関が行う

が、トレーサビリティについての実施機関については予算要求中で現在検討中であ

る。実施時期はできるだけ早くということで、できれば15年度からと考えている。

、 、それからこのトレーサビリティシステムへの参加は 義務ではなく任意であるので

これに参加したいという方は、ぜひこのシステムに乗っかっていただいて、自分の

作った米を消費者まで届けていただきたいと考えている。

玄米の信頼性、精米の信頼性については、今言ったようにトレーサビリティシス

テムに乗っていただくことで確保されると思う。民営検査のコスト問題は農産物検

査にＤＮＡ検査を加えるということではない。現在２０００点ほどのＤＮＡ検査を

小売段階でやっているが、これを小売段階だけでなく多少原料玄米にも疑義がある

という話もあるので、従来の製品の段階から原料玄米の段階まで対象を増やしたい

ということである。この経費は行政が負担することを考えている。数は多く増やせ

ないが可能な限り対応していきたい。低品質米と一般米を区別するためのＪＡＳ規

格等、新たな精米規格をつくることについて、新たなコストがかかるのではないか

ということであるが、今でも私の聞いたところによると西の方では 「まずいが安、

い」という米が堂々と1.5千円/10kgぐらいで売られていると聞くが、実際は普通の

米と並べられているので、そういうものを買った方は、だまされたことになる。一

度だまされると二度と買わないと思うが、表示上は現在、そういう区別はつかない

ので、低品質米と普通の米が区別できるようなシステムをＪＡＳの世界で出来れば

と思っている。こういう表示があれば消費者にわかりやすいのではないかというこ

とから、コストとベネフィットとの関係で一概に高い安いは即答できないが消費者

の理解が得られる範囲内でそういうものを考えていきたいと考えている。次に計画

流通制度の廃止に伴う農産物検査の義務検査の廃止については、記載してるとおり

消費者、実儒者及び流通業者に選択される農産物検査への改善ということで、義務

ということではなく、例えば、農産物検査を受けたもののみが、トレーサビリティ

システムにのれる、新たな精米規格には農産物検査を受けたものしか“○○○マー

ク”をつけてはいけない等により、農産物検査が自主的に受けられるような、是非

受けたいというような、受けたものがほしいというようなそういう環境整備をした

いと考えている。

（藤尾委員）

例えば、今の説明でカドミウムがある地区も分かっているし、そこで作る事自体

がおかしいわけで、強い農薬を使うということについては、使ってはいけないとい

うものを使う事自体が間違っているわけである。だからこれをするのは結構だが、

おそらく世界の主食でここまでしている国はないと思う、小麦にしても大豆にして

もない。ただ、こんな贅沢なことを日本でやることはおかしいと思う。あまりにも

贅沢すぎるこの考え方に、全部がなったら大変なことになると思う。

（生源寺座長）

先程のお答えの中のコストとベネディットを十分考慮してという表現の中には、
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そういう部分が入っていると思う。

（永石委員）

ＪＡＳ法でいくと、農産物検査法は義務ははずすということだが、生産者と消費

者の直接販売、検査を受けないとなるとＪＡＳ法上表示できないということか。産

地品種、年産これはしないで売れということか。

（消費改善課長）

ＪＡＳ法の制度そのものが農産物検査を受けていないものについては、あるいは

証明されたもの以外は産地・品種・産年を表示してはいけないということになって

おり、もし未検査米を計画外で生産者が直に売る場合は、産地・品種・産年を表示

できない。また、表示がなくては売ってはいけないので、生産者が一般に米を売る

場合も表示は義務付けられている。この場合、未検査米と書いて売っていただくこ

とになる。

（永石委員）

検査の義務ははずすということですね。

（消費改善課長）

そうです。

（生源寺座長）

中野委員ひきつづきお願いする。

（中野委員）

担い手の問題については、資料１の11ページの下の方に平成22年の担い手経営体

に対する望ましい姿として示してあるが、今現在、このレベルに達している数は、

どれくらいあるのか。

（生源寺座長）

この点については、前回の資料にあった。本日の資料の中にもあるかという点に

ついては、何分大量の資料でありわからない。また、前回の資料について持ち合わ

せておられない委員もいると思われるので、事務局から説明願いたい。

（経営政策課長）

本日の研究会資料では、資料6に委員からの質問に対する回答があり、そのＰ9に

前回提出した資料を更に追加的に数字を記載したものが書かれている。その９ペー

ジの右側に平成22年に効率的かつ安定的な農業経営として水田作経営体８万とする

イメージが記載されている。それを目指して現在進めており、現状の欄に記載して

あるとおり、戸数については、認定農業者5.5万経営体であり、その経営規模は平

均で6.3haである。認定農業者が、将来的に効率的かつ安定的な経営体になるとす

れば、更に認定の数を加速化していかなければいけないということ及び規模につい

ては約２倍程度の拡大が急務である。

法人についても、現状の経営体数は1800、規模12haとなっていることから、生産

組織も含めて数、面積ともに今後力を入れていく必要があることが解るように、本

日の資料には追加してある。

（生源寺座長）

中野委員。
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（中野委員）

私の地元では、資料にあるような該当する生産者は、一人か二人しかいない。お

そらく僅かな数しかならない。先程、上場委員から本来あるべき姿に誰が作ってい

くのかとしたとした発言があったが、それについて回答がなかったと思う。今の農

業の現状の中で担い手は水稲作にはいない。その中で、新たな対策をどの様な形で

組んでいくかによってそれが出来るかどうかとしたことが出てくる。そう意味から

すると現状では皆無に等しい。また、特殊なところではできるかもしれないが、私

のところでは担い手が水稲作でやっているのは殆どない。その意味からも平成22年

にあるべき姿として望むとしたなら、実施できるように向けて、どこをどうすれば

よいのか等の具体的な案があれば出していただきたい。平成22年に目標とする水田

農業にするならば、当然、具体的な案があってしかるべきであり、今の政策は私の

ところでは水稲作の担い手が皆無であることから、誰がどうやって作っていくのか

としたことを上場委員と同じように問題視したい。

（生源寺座長）

先程、上場、岡阿弥委員からも同様な発言があったので説明をお願いする。

（経営政策課長）

資料１の11ページの下の方に基本的な指標があり、12ページの上の方には全体指

標を前提に、地域ごとに担い手の明確化等について、改めて、集落段階での話し合

いを通じ、合意形成を図ると記載してある。このような望ましい構造に向けて、手

法としては、今回示してある集落型経営体といったメニューを増やして取組を進め

る。上場委員からの発言にもあった「国がこのように作っていく 」ということで。

はなく、ベースになるのは地域により農地の状況、水田・畑作の状況等が色々異な

ることから、基本的には自分たちの地域は個別経営体への規模拡大の路線で行くの

か、また一つ一つの規模が小さいことから集落型経営体として進めていくのか等を

改めて話し合い、その合意に基づき進めることがベースとして絶対必要であると現

時点では考えている。

（生源寺座長）

上場委員。

（上場委員）

この議論については、県、ＪＡの職員を問わず村の中で暮らし、日々、田圃に出

ている者と農業者団体も含め普段の生活において東京で暮らしている者の間には大

きな開きがあると思う。あるべき姿に向けて将来的にリスクや苦しいことがあると

しても生産者が「やってみよう 」かと思うときに、その前提条件は何になるのだ。

ろうか。生産者がやると決断するためには、補助金云々ではなく国政に対する信頼

であり、一方、タウンミーティング等で「生産者にとって農政の変更が一番のリス

クではないか 」という声があったが、こういう場合等はやると決断するに至らな。

い。今、政府は銀行に対する公的資金の注入等色々なことを行っているが、ベース

で国策としての強い意志や姿勢が必要である。地域で実施していくということはわ

かるが、例えば普及員に認定農家や集落営農を作りなさいとした時、普及員は何も

出来ない。それは、町長や農協組合長でも同じこと。したがって、国として水田農
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業の未来が非常に大切であり必要なものだという姿勢を強く出す必要がある。もち

ろん地域や本人が努力する必要はあるけれども、その責任の被せ合いにならないよ

うにして頂きたい。

（生源寺座長）

花元委員

（花元委員）

あるべき姿の担い手の問題については、地域ごとに条件は違うが、市町村の基本

構想に定められている計画と併せて産地づくりの推進協力をしてあるべき姿に向け

ＪＡ共々どのようなものを作っていくのか色々と検討していかなくてはいけない。

一つのＪＡで5～10市町村を抱えており、各市町村に営農推進計画があり、ここに

米に関するあるべき姿の基本構想がある。問題はこのことを進める上で、国の意思

表示をキチッと出さないと市町村は既に基本構想を出していることから、各地域に

あるじゃないですかとした場合において、国の考える新たなあるべき姿が描かれて

いるものと合致しない場合がある。やるからには、私達や市町村もやるが、国の責

務をどういう位置付けにするのかということを明確にキチッと出した上でやるとい

うことを考えないと午前の議論の繰返しになる。国の責務が一番であり、基本構想

があって、市町村の基本構想が出来ることを前提に作りあげてほしい。

（生源寺座長）

時間もなく、余り米についても議論したいので簡潔にお願いする。

（中野委員）

地域に任せるというが、おそらく、これからも現状のような状態では、例えば米

価がもっと下がり政策も変わっていく、そして先程、上場委員が発言されたように

どうなるか解らない形の中で、米づくりの担い手がドンドン出てきて示されている

ような経営体として出現するのは私は不可能だと思う。トータルとしての政策はこ

うであるから、水稲専門で営農を10ha、20ha預かってやっていくのであれば、自分

の土地は平均して１町しかないので、後、十数町は借りなければいけない。その時

にどういう政策で助けていくのか。米価はもっと下がり、借地料は上がっていく中

では、言われる形になっていかない。平成22年にあるべき姿でやっていきたいとす

、 。 、るならば それに対する道筋は示していかないといけない 全体を描いた絵の中で

これだけ出来なかったでは一番大切な担い手の部分で先が見えなくなりかねない。

現状をよく認識して頂き、今の形ではあるべき姿の経営体が増えてくることはない

と思う。

（生源寺座長）

ここで議論の進め方について、座長代理より発言がある。

（高木座長代理）

担い手について議論されているが、このことについては５年前に水田を中心とし

た土地利用型農業の活性化大綱を基本に水田農業振興計画を各市町村が生産者団体

など関係者と一体となって作成するとされている。また、各委員は、このことにつ

いて十分承知の上で、発言されていると思うが、それには担い手への土地利用の集

積や水田の高度利用等の５年後の目標を定め、取組方針を出すとされていた。記載
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されただけで実行されたかどうかについては、調べればすぐ解ることである。道筋

をつけるということは当然であるが、５年前に計画を作ってそれを基に進めている

とすれば、今どのようになっているかについてはすぐ解ることである。道筋をつけ

るということとその取組がどの様に行われているか、また道筋を作っても現実に市

町村段階において行われなければ意味のないものになる。そのことからも、何故５

年前に作成した計画が実行されているところと実行されなかったところがあるとい

うことはどういうことなのかということについて事例を踏まえたものとして示され

れば、今の議論は十分に現実を踏まえたものとなると思う。

（生源寺座長）

それでは、長谷部委員、藤尾委員、門傳委員、山田委員の順で時間的に申し訳な

いが簡潔にお願いする。

（長谷部委員）

私は、生産調整は生産者価格を大きく左右する問題であると考える。しかし、生

産者団体なり生産者の話を聞いていると30年たっても生産調整が全うできないこと

が今日の結果になっているが、今までやってきたことに対する反省点が全く聞こえ

てこない。これには、農協団体にも反省すべき点は沢山あるのではないか、国の関

与を求める要求ばかり出てきており、そのことは、我々流通業者がどれ程の規制緩

和による自由にさらされ、また国の助けもなく自力でやってきたという実体と大き

く乖離している。価格を維持するためには、消費者を軸に置き流通業者共々に考え

ていかないと生産者価格は下落を続けていく。また、藤尾委員より発言のあった安

全・安心はＪＡのみによって造られるとの印象を受ける。研究会において、このよ

うなJAオンリーともいうべき資料を提出してくることはおかしい。もう既に、先駆

者は沢山おり、今、この委員の中にも信頼関係の中で生産者から直接購入している

方もいると聞いている。トレーサビリティをしても全く問題ない。今まで、計画外

流通米が伸びてきた原因をよく分析しながら解決しなければ、元の黙阿弥になると

考えている。最後に、登録制から届け出制にすることについては、今後、米を販売

する者は、届出をしなさいとなっているが、このことは、今まで生産者が計画外流

通米を販売する際には、地域の食糧事務所に届け出をしなさいとなっていたが、全

く実行されていなかった。そのことと同じように販売業者を届出制としても、その

掌握は難しいものである。このようなところにも、単に表面的ではなく、実行ある

検討をしていただきたい。

（生源寺座長）

続いて藤尾委員。

（藤尾委員）

、 、座長に確認をしたいが 安定供給支援法人は農家等からの集荷を考えているのか

または価格センターの形態を持つものなのか教えて欲しい。安定供給支援法人がき

っちりした制度の中で、納得できるようなものにすれば流通業者も理解出来るが、

中途半端なものとなっては流通を乱す大変なものとなるので、皆さんに解るように

きっちりと説明をしていただきたい。

（生源寺座長）
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続いて門傳委員。

（門傳委員）

安定供給支援法人については、新たに法人を立ち上げるイメージがあるが、新た

なる外郭団体なのか機関なのか、また規模や位置付けもよく解らないが、行政改革

でスリム化をしている中、新たな天下り先等疑念や誤解を生じないものとして欲し

い。担い手の問題については、現在、麦・大豆等において企業規模と助成水準とい

うのがある。その中には、メリット交付ということで３点出されており、今後、移

行していく中で麦・大豆の助成を全てなくすのか、それとも何らかの移行措置をと

るのかとした関連がよく解らない。経営安定対策では、提出資料の趣旨ではリンク

させないとなっているが、少なくとも移行期間のうちは麦・大豆はリンクさせない

といけない。その後にリンクを外すかどうかの方向付けをするべきである。いきな

り麦や大豆は別ですよとリンクさせないとした考えが解らない。政策目標として整

理すれば掲げていかなければいけないものかもしれないが、経営安定対策について

モラルハザードの問題が出ないようにし、また誤解されないようにしていただきた

い。

（生源寺座長）

今の発言でいくつか重要な指摘を受けている。１点目の行革の流れに逆行するこ

とは困るということ。これについては、他の委員からも指摘があったと思う。提出

された案は、事務局で考えた機能がいくつかあって、それを一つで担うような格好

になっているが、それでよいかということ。また、現在ある同じような機能を持っ

ている機関との調整についてどう考えているかということ。２点目の助成金や経営

安定対策の問題は、仕組みそのものの問題とそのウエートの問題があると思う。ウ

エート次第では理論的には完全にリンクを断ち切ることも考えられる。しかし、そ

れが現実的に有効なものであるかどうかということについて検討して欲しい。３点

目の担い手の問題は、随分と委員から色々な発言があり、いずれももっともな意見

ではあるが、このことについては国も生産者団体の姿勢も本当に変わったなという

ハッキリしたメッセージ性のあるものを考えていただきたいと思う。思いきった改

革という以上、本当に思いきった改革だと誰もが実感できるように中身にもう少し

知恵を絞っていただきたいと思う。お待たせした。山田委員発言をお願いする。

（山田委員）

資料２－２についてであるが、麦・大豆が米との収益格差を大きく上回る助成水

準となっているとしているが、それは米価が下落していることから相対的に麦・大

豆が高く助成されているように感じるだけであり、更に、最高額をもらっている比

率は低く、実際の収入はもっと少なく高額ではない。また、ミスマッチの問題は、

品質の問題等についてよく解るが、生産者が生産調整の規模拡大や自給率向上等の

ため努力して作付け、生産してきた結果であるので、そのことに対し冷や水をかけ

るような表現は控えて欲しい。財源がなく作付けを抑制したいから、このような表

現になったのかは解らないが、喜んで面積を拡大している訳ではないので、もう少

し生産者のことを考えた表現にして欲しい。過剰米については、資料２－１の最後

に２案が並記して記載してあり、このことは比較するためにはわかりやすい。しか
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し、事務局案は過剰米の処理と銘を打って出すほどの提案であるのかという気がす

る。名前が需要開拓短期融資制度となっていることから、そのような目的のものな

のかもしれない。全中案と具体的な仕組みのイメージは似たような感じを受けるか

もしれないが、販売努力した結果において余ったものを処理する事務局案は、単に

価格競争を煽るものでしかなく米価の下落を呼ぶだけであり、後は３千円の保証を

するものである。また、表中の農業者拠出（生産調整メリットの交付要件化）と３

の生産調整の達成要件として、義務付けることとはならないとしてある点について

は意味がよく解らない。事務局が混乱しているとしか考えられない。この仕組みを

考えていく上では、生産調整の交付要件としていかなければ成り立っていかないも

のである。よく似ているようであるが、全く違うのでよく考えていただき、今日こ

の場で結論が出るものではないので、よく検討の上、案を出していただきたい。そ

れから、門傳委員の発言にもあったが、メリットの交付要件とのリンケージについ

ては、ハッキリしていない部分がある。配慮してとかバランスをとる等の言葉を使

いハッキリしない。その点、基本的に生産調整実施者に対するメリット措置という

ことを明確にして、計画的に進めていただきたい。安定契約生産者についても解ら

ないので、よく議論して欲しい。

（生源寺座長）

過剰米処理に関する対象表については、補足的に説明を受けた方がよいのかもし

れない。つまり、各委員に考えていただくためにもイメージをしっかり持つ必要が

あると考える。例えば事務局案では、実施主体は農業者としながらも農協等の集荷

業者も云々とあるが、集荷業者について実施主体と想定するならば、今までの調整

保管と過剰米処理の流れをある程度意識していると思われる。逆に全中案について

も、実施者集団をどう考えるか、また区分集荷が可能かどうか等の疑問が委員の中

の意見にもあるので、双方とも補足的に説明をしていただくとよいと思う。事務局

から何か発言はあるか。

（企画課長）

２案の並記の問題については、本日の資料は委員からの要求の資料であり、全中

。 、案と事務局案を並べるようにとの指摘から並記した 事務局案を作るに当たっては

中間とりまとめ（自己責任による余り米の処理）を強く意識しており、根拠は中間

とりまとめを踏まえ、現実的でフィーディリティー可能な仕組みとして、どのよう

なものがあるのかということをベースに考えてある。そのことから販売努力をした

上で、なお余ったものについては、流通に乗せるのはトータルのコストを考えた場

合、コストがかかることからここに何らかの捌け口を用意する必要がある。その用

意の仕方として米国でやっているロンレート仕組みを参考にしてやってみてはどう

かということである。農協等が窓口となってやる場合は、調整保管に代替する機能

がつく。例えば、ある農協で５千俵余るとなった年は、今までは隔離する調整保管

の制度があるが、これからはその５千俵に意図的に流通させずに質券を与え調整保

管的に運用し、翌年の生産目標を減らしながら販売環境を整えるとした取組により

農家の手取りを確保するということが出来る。このような運用をする場合には、中

間とりまとめで調整保管ありきでないと整理されており、調整保管に代替する機能
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を有すものである。したがって、先程から融資額３千円の方へ価格が下がっていく

のではないかという意見があるが、この制度を適切に運用をすれば利用の仕方によ

り需要に応じた生産が毎年行われる予定である。この体制の下に、新しい需要開拓

に向けた取組を支援できるのではないかという観点で提案してある。

（生源寺座長）

ある点では農業団体の共同行動を前提に利用していただくメカニズムとして提案

されているようである。

（岡阿弥委員）

１点目は、日本社会の高齢化、少子化の中で、需要は年々低下しており、一方、

生産者の努力により単収の上昇は続くのではないか。そのことをベースに判断すれ

ば、毎年計画的に計画生産しても期中に需要は下がっていくことから最終的には余

り米が出ることになる。そのようなことを繰返しながら価格は徐々に下がるが、何

も手を打たなければ価格は急激に下がる。それを一定のところで歯止めをしながら

やっていく方法が必要だと思う。そのことから、期末に余れば生産者は売り急ぎ、

価格が下がったところで吸収するのでなく、全体を予測して期首なりに一定のもの

を市場隔離するとしていかなければ、価格がズルズルと下がり、担い手もやる気を

失い、また展望が開けないことから担い手が育たなくなるという思いがある。２点

目として、悪夢でなければいいなと思っていることだが、生産者が段々やる気を失

うと国内で米を作らなくなるから価格が上がる。その時に、今は価格に影響しない

ところで流通しているＭＡ米を、国産を作らないからとの理由から、例えばＭＡ米

77万トンをＳＢＳに振り替える。このようになり、結果として外国米に浸食される

という図が根底に描かれているのかどうかということが心配なことである。今まで

の国はコントローラーであったが、今後はそのコントローラーとしての立場から、

、 、引きますよとした場合に残るものは何かというと 国内産で50万トンを回転備蓄し

、 。政府買い入れをするということは 国内のどの卸よりも大きい最大の買い手である

また、回転備蓄50万トンと輸入米77万トン合わせて120～130万トンとこちらも国内

最大の売り手である。その国がコントローラーを止めて、ひとつの業者になるとし

た場合、ここを制御するのは、一体何に基づくものなのかという問題がある。例え

、 、ば 価格は自由してくださいとか需給についても皆さん自主的にとかいうけれども

そこを制御する需給と価格を安定させる機能を国に負わせなければいけない。自ら

予算を持って最大の業者として登場することから、この点の歯止めどのようにする

かということが重要であると思っている。このことについて、根本的な議論をしな

ければいけないと考えている。３点目は、備蓄の問題がある。備蓄は入札で市場か

ら買い、また需要に見合った計画的生産しているところから買うとしている。この

ことは、例えば来年はあきたこまちは何処の産地から買うとする等の計画生産の中

に組み込んで契約栽培的にキチッと備蓄の買入れの中に組み込まないといけない。

備蓄の数量そのものを入札して買入した場合、生産者は備蓄用に作ったが国に買っ

てもらえないことから安く売るとなり、国は50万トンの買受業者であることからか

なりの影響がある。今度とも国は、コントローラーでなくなり一方的に売れ筋銘柄

を買い、備蓄して販売するということではなく、キチッと制御できるコントローラ
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ーの役割をしていく必要がある。需要に見合った生産にフィットするものを乱さな

い仕組みがいるのではないかと思う。

（生源寺座長）

今の意見も本質的な問題にかかわると思うので、仕組みについて更に詰めていく

必要がある。山田委員の発言にもあったが、今のところ事務局案と全中案の２案で

あるが、それぞれ更に検討が必要であると思う。事務局案も繰り返しになるが、私

の理解では生産者の団体が結束して行動することを前提にこのようなメカニズムを

用意するということだと思う。これをどう使えるかという点、一方、使い物になら

ないという評価があれば、それについても検討をお願いする。また、加工用米とし

て、最後の帳尻をどこで合わせるのかという点については、ＭＡ米との関連からも

検討が必要である。何か今のことについてあるか。

（企画課長）

、 、 、MA米 国内産備蓄米を含め 国がコントローラーでなくなるということであるが

コントローラーとしての役割は今後とも果たしていく。このことは、基本法で国は

安定供給責任があるとしており、明らかなことであることから、責任を放棄しする

つもりはない。まず、国の資金量でもってＭＡ米を無制限に安売りをするというこ

とが、国として許されるのか、民営を圧迫することにならないのかということにつ

いては、需要に応じて適切に国内への影響を回避するかという観点に立って需要に

適切に応じて売却していく、今までの姿勢を堅持する必要がある。国の備蓄米50万

トンを機械的に市場に売渡すことは、備蓄であることから出来るはずがない。不測

時においては備蓄数量を減らす、そのためにはある程度の損をしてでも備蓄を放出

して安定供給をしなければいけない。このことは、国の責任である。一方、余った

時は、適正備蓄量を超えて買っていいのかとした点があるが、この点については昨

年の備蓄運営研究会において議論された。余ったからと買うということは出来ない

とされたが、その余った時に備蓄米を今度は売り浴びせてよいのかということがあ

る。政府の行動としては民営を圧迫することとなり無理である。売り浴びせないと

するならば結果的に、一時的ではあるが備蓄が100万トンを越える場合があるが、

そこはあえて100万トン程度とし、100万トンに近い数字で一定水準までは貯める。

結果として、100万トン以上になることから、需給調整のバッファー機能を果たす

ことにはなる。意図的に買入れる行動によって備蓄を増加させることではなく、売

り浴びせないという行動によって備蓄が結果として増加することになる。市中に流

れる米の量については変わることはないが、新古の部分が少し違ってくる。問題は

その翌年であり、適正水準になるように生産をキチッとして、買入もキチッとする

ことが前提にならないと価格が下がったままになることから、100万トンという幅

ではなく100万トンというジャイロスコープにして一時的に売り浴びせないことに

より、水準が上がるように補正していこうとしている。入札の問題については、岡

阿弥委員の質問に記載してあるが、国内最大の50万トンの買入であることは意識し

ている。備蓄運営研究会において、当初、自主流通米のセンターで備蓄米を買受け

ることが出来ないかと検討をしたが、100万トン市場規模の中で政府が50万トンを

買入れることの影響を考えた場合にできないということになった。また、売却につ
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いては、透明な方法で民営を圧迫しない市場に織り込めるようにする必要があるこ

とから、第三者委員会の検討会議でマーケットリサーチを行い、必要な備蓄米につ

いて公表した上で、それを生産に織り込んでもらうという契約、入札方式的なもの

でなくてはいけない。具体的には今後詰めていく。

（生源寺座長）

門傳委員。

（門傳委員）

生産調整をする理由は、過剰が原因である。過剰米については、本日の議論では

足りないと思うので、次回に時間をとっていただき今日ここで終わりということで

はなく、じっくりと議論をした上で結論を出していくべきと考える。

（生源寺座長）

本日、急ぐ形で論点を出していただいたのは、そのことを踏まえて次回に議論を

していただきたかったからで、本日議論をしたからこれでお終いというわけではな

い。次回は、議論を深めていきたい。しかし、今日と同じ議論を繰り返すというの

ではなく、更に深めていきたい。その意味では、厚い資料が手元にあるが、委員か

らの意見や質問が含まれており、内容的に事務局案に対するもの、全中案に対する

。 、 。ものがある この資料をよく読んでいただき 次回の研究会に臨んでいただきたい

その他に特に何かあれば発言をお願いする。終了時間となったのでこのあたりで本

日の研究会は閉会とする。次回の研究会について事務局には、ここで改めて整理す

ることはしないが、皆様方から、私も含めお願いしたことが多数あるので、真摯に

受け止めて検討していただきたい。事務局から何かあるか。

（計画課長）

配布資料について二点ほどある。１点目は開催予定についてであり、研究会は原

則10時30分開催で知らせてあったが、11月13日については日程の都合がつかなかっ

たことから、11時開催に変更をしたいと思っているのでよろしくお願いする。二点

目はメールマガジンについてであり、10月17日の研究会終了後から10月31日までの

ものがある。その中には前回の研究会議事概要のリンクも貼ってあるので、是非ご

覧いただきたい。以上。

（生源寺座長）

本日の会議はこれにて閉会とする。

（以 上）


