
資料５

委 員 要 求 資 料

１ 地域で選択できるメニューの具体的内容（高木委員要求資料）

２ 集落型経営体として想定される集落営農の概要（経営実態と経営

規模 （高木委員要求資料））

３ 担い手の経営安定対策について（高木委員、永石委員、門傳委員

要求資料）

４ 認定農業者制度の運用ガイドラインの具体的内容

（前回研究会永石委員要求資料）

（ ）５ 稲作経営安定資金の不足について 前回研究会三浦委員要求資料

６ 計画外流通米の届出の検証（前回研究会花元委員要求資料）







３．担い手の経営安定対策について

１．趣旨

(1) 経営所得安定対策は、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である。

このため、生産調整への参加メリット措置として、国が米価下落の影響緩和対策を

講ずる場合、生産調整への参加を要件とせず、水田営農の担い手に限定した経営所得

安定対策を別途講じることは、対策相互の不整合、価格変動の影響を緩和する機能の

重複等の理由から、困難である。

(2) 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において、国が生産調整への参加メリット措置とし

て米価下落の影響緩和対策を講じない場合には、担い手の経営全体に着目した経営所

得安定対策を措置することが考えられる。その場合、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とともに、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する。

（注）対策の導入時期は、米政策の普及定着状況等についての第三者機関的な組織の意見等を踏ま

えて判断する。

２．仕組み

・対象者 ： 地域農業の維持・発展を責任を持って担いつつ、規模拡大等の経営改善

に取り組む水田営農の担い手（認定農業者、集落型経営体（仮称）であっ

て、一定規模以上の水田経営を行っており、保険料を拠出する等の要件を

満たす者）

・仕組み ：・ 地域ごとに作成する農業経営モデルの直近の一定期間における単位面

（例） 積当たりの収入又は所得の平均に保証割合を乗じたものを基準とし、当

該年の単位面積当たりの収入又は所得が、価格の著しい変動によりこの

基準を下回った場合に、その差額の一定部分を補てん単価とし、これに

個々の加入者の加入面積を乗じて補てん

・ その際、農業経営モデルは、経営改善努力を促進する観点から、大規

模階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（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）

（注）長期的な安定性と制度運用面で透明性が高い保険の仕組みを採用することが

考えられる。



・国の助成：保険料の一定割合補助、再保険の引受

・他の措置との関係： 農業災害補償制度による補てんと他の施策による所得安定効果

を加味した後の収入又は所得の減少を対象とする、又はその機能を併せ

持つ仕組みとすることにより、機能の重複等を回避する必要。

（注）米政策の改革の第１類型の場合、又は第２・第３類型を経て、国が生産調整への参加メリット

措置として米価下落の影響緩和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る等の事情から、直ちに安定的な保険の仕組みとして実施できない場合が

考えられるので、その場合には将来の経営所得安定対策へのつなぎの対策を措置することが考え

られる。



（水田営農のイメージ）担い手の経営の安定確保のための措置
担い手の経営の安定確保のための措置は、生産調整に参加するか否かを問わない対策として実施。
生産調整への参加者に対するメリット措置とは切り分ける。

国が生産調整への参加メリット措置とし
て米価下落対策を講じないシステムの下、
・自主的需給調整により、過剰生産が回避現状 移行期
されている

・米価に傾向的な下落がない
状況が実現

第２，３，４類型

Ａ
国が生産調整への参加メリット品目別
措置として米価下落対策を講じる

場合
米稲作経営安定対策

担い手に限定した価格変動の影響を政

対象者：需給調整実施者 緩和する別途の対策の導入は困難策 整

（生産者拠出有） （対策の整合性、機能の重複）の 合

あ 性あ
国が生産調整への参加メリット仕組み：米価が一定の基準 り を

措置として米価下落対策を講じを下回った場合、 方 確
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５．稲作経営安定資金の不足について

１ 不足の状況(平成14年10月現在)

稲作経営安定対策の資金は、加入者の拠出と国の助成(加入者拠出の３倍)によ

り造成されているが、一部銘柄にあっては価格が大幅に下落し、造成された資金

を超えて補てん金が支払われたため、不足が生じている。

資金収支が不足している加入者 約20万人(14年産当初加入者約118万人)(概数)

これらの加入者の不足額 約40億円(14年産当初(拠出前))(概数)

２ 今後の対応

稲作経営安定対策の円滑な措置を図るためには、これらの不足が生じている加

入者の資金状況を改善する必要があることから、

① 需給調整を的確に行うことによる自主流通米価格の維持

② 市場評価の高い米への品種転換や米以外の他作物への転換等

を行う必要がある。











計画流通米と計画外流通米との比較
項 目 計 画 流 通 米 計 画 外 流 通 米

○登録出荷取扱業者（ＪＡ及び商人系業者）を通じて卸・小売へ供給 ○消費者への直売（115万トン）
（全農系（計画流通米集荷シェア96％）全集連系（計画流通米集荷シェア４％） ○第一種登録出荷取扱業者（ＪＡ等 （38万トン））

流通ルート ○卸・小売業者（54万トン）
○産地仲買人、とう精・籾摺り・製粉精麦業者、雑穀業者、肥飼料・農薬 販売業者

等（27万トン）
取扱数量 ○483万トン（12年産） ○318万トン（12年産、縁故米含む）

（全農系462万トン、 全集連系21万トン）
生産者との関係 ○協同組合（全農系の場合）を組織

○生産者からの販売委託に基づき集荷 ○買取集荷（委託に基づく集荷も一部あり）
集荷の態様 生産者の出荷理由＞＜

庭先まで集荷に来てくれる、現金がすぐ手に入る、手取りが多い、など
決済方法 共同計算（最終精算まで12～24ヵ月） ○買取のため、取引毎に現金決済

（全農系の場合、約半数の県で平均18ヵ月、残りの県で平均21ヵ月）
取引規制 ○業者登録制 ○品位基準の遵守

○自主流通計画に基づいて計画販売 ○出荷取扱業者に対しリベート支払いの禁止 ○生産者は販売する際、農林水産大臣に届出が必要
○その後の流通は自由○流通ルートの特定 ○価格形成（義務上場、相対取引への入札価格の

○農産物検査の受検を義務付け ○農産物検査の受検は任意一律適用）
販売の態様 ○計画的販売

○出来秋は計画外流通米が先に売り込まれ、販売低調 ○金倉等余計な経費をかけないため出来秋中心の販売
○取引形態別数量

項 目 全 農 全集連
入札取引 96万トン ３万トン
相対取引 252万トン 13万トン

県間・県内販売比率 62.6％(県間)37.4％(県内) 63.5％(県間)36.5％(県内)

コ ス ト ○計画流通米と計画外流通米のコスト差
計 画 流 通 米 （円） （Ａ） 計画外流通米（Ｂ） 差（Ａ）－（Ｂ）

流通経費 1,500 円/60Kg 1,200円/60Kg 円/60kg
△900

販売促進費 600 －
需給調整コスト負担 680 － △680

（基金拠出180、豊作処理300 、調整保管200)

メリット措置 ○稲経加入メリット
・価格下落の際、基本的にはその8割までを補填 ○要件（検査済、届出、出荷登録業者扱い）を満たせば、
・12年産の加入数量は384万トン、生産者拠出231億円、政府助成693億円（12年産） ・価格下落の際、その６割までを補填

○調整保管、通年販売に係る金利・保管料について国が助成(12年産で平均約３カ月分) ・12年産の加入数量は３万トン、生産者拠出２億円、政府助成６億円（12年産）
○豊作時の過剰米処理について国が助成（12年産で15万トンの処理に80億円助成）

価 格 差 ○計画流通米に比べ、 検査米で △ 500 ～ 800 (円/60kg)、
未検査米で△1,000 ～ 2,000 ( 〃 )

その他 ○生産者にとっては、消費者との間で顔の見える販売ができ、作る喜び、売る努力、○今の計画流通米の品質とロットが確保されて初めて適正な価格形成が可能となるのでは
（これまでに本 品質改善努力につながる。ないか。

研究会の場で ○消費者にとっては、直接販売による信頼感、安心感がある。○委託販売・共同計算は、小規模農家が大市場に対応するための手段として必要とされて
きたという実態がある。 ○流通業界にとっては、顔の見える米や業務用米の仕入先の確保につながっている。出された論点

の中から関連 ○計画流通米は年間を通じ安定的に様々な産地の銘柄を等しく供給しており、おのずから ○食味向上のために乾燥度合を調整し、高水分での出荷を行うと、検査規格を上回る
事項を抽出） 計画外流通米とは性格が異なる。 水分値となるため、計画流通米に出荷できず、計画外流通米として出荷している。

○計画流通米には複数の販売経費があるが、その内容が不明瞭である。計画外流通米には ○一度倉に入れた米を計画外流通米として出荷しようとしても、荷受け検査では出荷
このような経費はかからないので、その分儲けになっている。 時期に間に合わなくなってしまうため、農産物検査が受けられない。

○計画外流通米を出荷する生産者の多くは生産調整を実施している。○１５００円基金については、その行先等がまったくわからない。農家サイドにその情報
○計画外流通米でも、過剰米の処理は自己処理で実施している。が正しく入ってこない。
○消費者への直売の場合には、消費税が課税されないことがほとんどである。○現在の計画流通米の価格形成は、生産者側から消費者側への一方通行になっている。

○現在の計画流通はまず集荷ありきではないか。
○共同計算方式については、生産者から見て生産した米の販売価格、エサ処理の有無など
が不透明なシステムとなっているため、生産者は委託すれば売れたと思い、経営の自己責
任や主体性の点で問題となっているのではないか。



資料６

委員からの質問に対する回答



質問事項一覧

１ 総論

（１）改革のステップ、メリット措置の具体的内容

・ 水田農業の構造改革の進捗状況と今後の加速化についての検証（高木委員）

・ 著しい供給過剰状況にある中で、第１類型にあるように、平成１６年度から、国に

よる生産調整の配分を行わないこととする可能性はあるか （立花委員）。

・ 第１類型において、米価下落の影響緩和策（セーフティネット）を講ずることとな

ると、結局、需要を考慮しない米の生産が行われ、国の財政負担が増大するおそれが

ある。この点をどのようにして防止するのか （立花委員）。

・ 第２、第３類型において、米価下落の影響緩和策が、生産調整の参加メリット措置

とセーフティネットとの両方に見られるが、両者は同一のものなのか。別物であると

すると、過剰な措置になるおそれはないか （立花委員）。

・ 第２、第３類型において、生産調整の参加メリット措置として、米価下落の影響緩

和策を講ずることについて妥当であると考えるが、生産調整を行う中でも、消費者の

ニーズを適時的確に受け止めて、生産者が主体的な経営判断を行う方向に向かうため

、 、 。 、には 米価下落がある程度 生産者に伝わる必要があるのではないか その観点から

米価下落の影響緩和策の程度をどのように考えるか （立花委員）。

・ 第２、３類型では、 ～ の３か年間は国の配分による生産調整を実施し、 年16 18 19
に配分を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 三浦委員

・ 第４類型について、現在の生産調整の仕組みとどのような点が異なるのか （立花。

委員）

・ メリット措置はどのステップをとるかによって内容が変わるとしているが、各類型

ごとに、現行と見直し後の対比一覧表を提示できないか （三浦委員）。

・ 現行稲経は、産地銘柄によっては基金赤字が生じているが、これの処理対策の考え

方を各類型及び需給調整への参加・非参加者ごとに示されたい （三浦委員）。

・ 平成１６年度から新対策移行と仮定した場合、

① 稲作経営安定対策について、加入農家が追加負担を行わないと清算できない実態

がある点について、どのような対応を予定しているのか （太田委員）。

② 経営確立助成金を見込んだ高額な農業機械等が購入されている実態がある点につ

いて、どのような対応を予定しているのか （太田委員）。



２ 需給調整

（１）総論

・ 食料・農業・農村基本法の「農業者及び農業に関する団体の主体的努力」が需給調

整の具体的事務の中で役割分担として反映されていないのではないか （太田委員）。

・ Ⅱ、Ⅲ類型におけるメリット措置についての生産調整とのリンケージの程度の違い

の理由いかん （高木委員）。

（２）第三者機関

・ 「全国米需給検討会議（仮称 」の構成員として、生産者団体が含まれているが、）

需要予測を行うにあたって必要があるか。むしろ甘い見通しをするおそれはないか。

（立花委員）

・ 第三者機関的な組織のメンバー構成について、対象となる者や制約される条件等は

あるのか。また、事務局について、既存の協議会と何ら変わらないように思われ、安

、 。（ （ ）定契約生産者に関する事務分だけ 現在より事務量が増すのではないか 高橋 耕

委員）

・ 「検討会議」での需要量などの策定をする場合、下（都道府県）からの積み上げに

なるのか、上（国）からの決定を下へ降ろすのか （藤尾委員）。

・ 都道府県が行う需要量の把握とは、どのようなことを指すのか。

、 、 。 「 」また 文字通り理解した場合に 生産者 生産者団体が自ら行う 売れる米づくり

、 。（ ）を推進する上で 行政が圏域内の需要量を把握することの必要性は何か 三浦委員

（３）供給量調整手法

・ 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い、拠出金を出

した農業生産者を「安定契約生産者」として積極的に位置づけるというのであれば、

誰がその農業者と需要先の契約を確認するのか （奥村（幸）委員）。

・ 安定契約生産者（仮称）を積極的に位置づけるため、生産目標数量を配分する方式

としてＡ～Ｃの３案が掲げられているが、Ｃ案では生産調整が事実上無意味になるお

それはないか （立花委員）。

・ 生産目標数量は所有水田面積、実際の耕作水田面積のどちらで割振るのか （高橋。

（耕）委員）

・ 安定契約生産者の位置づけを強いもの（有利なもの）とすると、実質の生産調整実

施者は減少する傾向になるのではないか。特に、直接的に消費者と結びつく頻度の少

ない米主産地では、米の売れ行き不振が誘発され、強いては生産調整率が増大され、

混乱を招くことにはならないのか （高橋（耕）委員）。

・ 安定契約生産者について、過剰米処理システムでは高額の拠出を必要とする一方、

米価下落の影響緩和対策を講じる場合の対象外と想定するなど、生産者にとってメリ

ットが明確でなく積極的な位置づけとはなっていないのではないか （飛田委員）。

・ そもそも、需要量とはどの範囲をいうのか。売れると見込む量か、それとも消費量



か （三浦委員）。

・ 地域間調整において 「市町村農協の間」とあるが、これは、農協間を示している、

のか。あるいは市町村間の意味か （三浦委員）。

（４）過剰米の対応方策

、 、 、・ 販売努力支援方式では 融資水準によっては 投げ売り等により価格が下落する等

全体の需給調整の仕組みに悪影響をもたらす可能性があるのではないか （岡阿弥委。

員、飛田委員）

・ 販売努力支援方式における融資単価の設定根拠について（立花委員、永石委員）

・ 販売努力支援方式において 安定契約生産者 仮称 を対象とする理由について 永、 （ ） （

石委員）

・ 販売努力支援方式における農業者拠出の見込額について（永石委員）

・ 「販売努力支援方式」では、売れ残った産地銘柄が公表され、売れる米づくりが促

進される方式となるのか （三浦委員）。

・ 「販売努力支援方式」が枠を 万ｔとした根拠、 万ｔが販売可能な見通しは何30 30
か。この方式を導入すれば 「自主調整」を行わないで済むのか （三浦委員）、 。

（５）備蓄

、 、・ 需要を的確に把握し 計画生産をすすめる産地銘柄について政府買入をおこなえば

必要銘柄の不足なり価格の高騰など全体需給に影響を与える場合が想定されるのでは

ないか。このような事態を避けるためには、備蓄米も当初から需要として明確に位置

づけ、買入を計画化する必要があるのではないか （岡阿弥委員）。

・ 入札による政府買入について

① 買入価格の水準によっては、全体価格が下落することも想定されるため、備蓄米

とその他一般流通する米との関係において、買入価格は一定の水準を確保する必要

があるのではないか。

② 現行、政府買入は、生産調整を実施した個人に対するメリット措置として位置付

けられていることを踏まえ、買入対象銘柄は生産調整を実施している地域ごとのバ

ランスを考慮し、決定する必要があるのではないか。

③ 買入時期は、需給調整効果を発揮する観点から設定すべきではないか。

④ 備蓄米の売渡時期については、当年産の自主流通米価格に影響を与えないように

すべきではないか （岡阿弥委員）。

（６）全中案

・ 生産調整の全面的な廃止や、廃止に向けた段階的自由化は採用できないとしている

中で、生産調整の閉塞間の打開をどのようにするのか （太田委員）。

・ 全中案に関し、生産調整の参加について、実質的には個々の生産者の主体的な判断

を否定しているのではないか （太田委員）。



・ 全中案に関し、すべての稲作付農家からの過剰米に係る拠出が実現できるとは思え

ず、新たな不公平、不公平感が発生するのではないか （太田委員）。

・ 全中案に関し、過剰米の区分出荷について、生産者ごとの過剰米数量を誰が定め、

、 。その数量分をどこが集荷するのかが不明確であり またそのことが確実にできるのか

この数量の決定、強制感を伴う区分出荷が新たな不公平、不公平感を発生させるので

はないか （太田委員）。

・ 全中案に関し、生産調整の達成は、農家感情からすれば、稲の作付面積が定められ

た面積の以内かどうかで判断されたいとのことであり、達成要件に過剰米処理が加わ

ることで生産調整の参加が阻害されないか （太田委員）。

・ 全中案に関し、追加精算について、追加精算できる財源が確保できた場合には、ま

ず政府助成を返還し、納税者の負担を軽減すべきと考えるがどうか （太田委員）。

・ 全中案に関し、県間流通銘柄米による需給調整基金について、需給調整を主要銘柄

に限定すること自体が、米づくりの本来あるべき姿の実現と方向性が異なるのではな

いか （飛田委員）。

・ 国（の関与）による配分廃止即計画生産でなく自由生産ということか。これまでの

生産者団体による主体的な取組の方向との関連は （高木委員）。

・ 余り米処理と実施者集団とは必然的に結びつくものか（管理の発想 （高木委員））。

・ 区分出荷の価格水準を明示し組織討議しているのか （高木委員）。

・ 加工用等備蓄機構は、あるべき米づくりと正反対の、豊作対応の名分のもとに、更

に農業者に過剰なリスク負担を強いることになるのでは。

例えば 万トンを前提に現行、今回構想の費用対効果、コストの対比表を提示す30
べき。

また、この構想は、基本的に現行同様、全てのリスク負担を最終的に農業者に負わ

せるもの、換言すれば、販売、集荷段階の関係者は、ノーリスクではないかという指

摘にどう答えるのか （高木委員）。

「 」 、 （ ） 。・ 豊作分 の判断は どのレベル 県・市町村・農業者 の第三者機関で行うのか

（高木委員）

・ 他用途利用米の主食転用は農業者レベルも対象となったのではないか。販売努力も

強調されているが、提案システム（加工用備蓄、主産県需給調整）は結局、販売努力

ではなく、現在同様、最終的に農業者にリスク負担をさせることにならないか （高。

木委員）

・ 系統米事業方式の変革について、販売（集荷）リスクはどのように負うのか。加工

用需要と需要拡大が加工用備蓄制度を前提としているとすれば、過剰な米づくりを招

来するだけであるべき米づくりにならず、現行同様、農業者のリスク負担による処理

になるのではないか。また、不作のときは他用途利用米の主食転用と同様の事態が発

生し、安定供給にならないのではないか （高木委員）。



３ 流通・価格形成

（１）安定供給体制

、 。・ 安定供給支援法人の債務保証について 対象米穀の範囲を明確にすべきではないか

（藤尾委員）

・ 安定供給支援法人について、債務保証機能を有している現在ある機関との整合性を

如何にして確保するのか （門傳委員）。

（２）新たな流通システムの考え方

・ 登録業者制度を見直し、全ての業者を届出や記帳備付義務の対象とするとしている

が、違反者に対してはどのような措置を想定しているのか （三浦委員）。

・ 農産物検査の見直しに当たって、検査経費はどこが負担することを想定しているの

か （三浦委員）。

・ 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とりまとめ）を

踏まえた内容であるが 「需要に応じた売れる米づくり 「消費者の選択や知る権利、 」、

との関係 「生産、流通段階で真に担保できるか否か」の３原則による検証が行い得」、

た結果になっているか （高木委員）。

４ 水田農業政策

・ 生産者団体による主体的な米の需給調整を求めている一方で、単に農薬や肥料等の

資材を販売することが目的であり、需給調整や産地作りに寄与しない資材販売業者に

対して、生産者と結びつくための支援を行うことは、政策としての整合性がないので

はないか （奥村（幸）委員）。

・ 担い手の農地利用集積に関連して分散錯圃の実態、及び利用集積に当たっての分散

錯圃解消の具体的方策いかん （高木委員）。

・ 生産資材費の１７年度までの全農家平均１割弱の削減と平成２２年経営展望におけ

る生産コストに占める生産資材費との関係いかん （高木委員）。

・ 平成２２年経営展望において、麦については１～３割、大豆については２～７割の

単収向上を見込んでいるが、現在、生産量としては生産努力目標を達成していること

との関係いかん （高木委員）。

・ 米需要減少の場合の不作付２８万 は、水田の有効利用についての説明におけるha
「拡大 （価格対応不問）面積では到底埋め得ないと考えられるが、いろいろな前提」

条件付きで最大どこまで作付が見込めるかの見通しいかん （高木委員）。

・ （麦・大豆の生産振興、耕畜連携の推進のための施策のあり方について）追加的資

本投資の必要性について、金額をあげての説明があったが、どのような経営規模を前

提としてのものか （高木委員）。

・ 本年の麦・大豆の価格決定は既に終わったが、その内容はどのようなものであった

のか また この 施策のあり方 との関係ではどのような位置付けになるのか 高、 、 「 」 。（



木委員）

・ 認定農業者制度の運用ガイドラインの具体的内容（高木委員）

・ 集落型経営体と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担保する

ための具体的施策方針（高木委員）

・ 資本装備等の充実に関し、個々の育成すべき農業経営に対する直接的な支援の充実

の具体策いかん （高木委員）。

、 、 （ 、 ）・ 政策手法について 補助のみならず 金融・税制 経営継承 負債対策関係も含む

を含めた総合的な経営政策をシステムとして構築すべき、については、これに即応す

る回答がない。改めて、この措置につき明確に整理して提示すべき （高木委員）。

・ 「米づくりの本来あるべき姿」の実現と経営所得安定対策の実行と関連づけている

が、その必然性はないのではないか。

（ 米づくりの本来あるべき姿が実現された状況下」について、需給調整との関係で「

は、どのような状況になっていると考えているのか （高木委員）。）

・ 経営所得安定対策を保険制度として措置することのみを考えているが、農政の方向

として、先の研究会報告にこだわらず、慎重な検証・点検が重要 （高木委員）。

・ 青色申告農業者の調査状況（高木委員）

・ 当面の経営安定対策の必要性及び具体的内容に関する記述の中で用いている「生産

調整への参加者」の判断基準は何か （高木委員）。

・ 当面の経営安定対策と将来の経営所得安定対策の対象者は、生産調整参加を要件と

すべきでないと考えるが、どうか （高木委員）。

・ 検討項目２０（農地制度見直し関係）の回答は市町村任せ。量的なことも含め農地

を農地として利用することを担保することには、ほとんど寄与しないのでは （高木。

委員）

・ 経営の法人化で拓く構造改革に係る有識者懇談会における論議等を踏まえた法人化

や農地の利用集積の促進についての検討状況（高木委員）

・ 平成２２年において、基盤づくりのそれぞれの具体策を進めた結果、用途別の米づ

くりについて「需要に価格面で対応できる」ようになるのか （高木委員）。

・ 厳しい耕地条件等から中心的担い手による土地利用集積が困難な中山間地域にあっ

ては、集落営農の協業化、法人化にはかなりの期間を要すると考えられることから、

対象要件を段階的に設定し、移行期間を含めて経営安定対策の対象に含める必要があ

る （三浦委員）。

・ 育成すべき農業経営に対し集中的・重点的に支援し農業経営の法人化を加速するに

は、任意組織を母体として法人化する際の引継資産に係る税制等の特例措置や、相続

税・贈与税の納税猶予制度及び経営移譲年金制度の運用改善が必要ではないか （三。

浦委員）

・ 農業経営モデルの設定において、地域の経営類型を網羅したモデル設定は困難では

ないか （米だけでも系統出荷割合や減農薬、有機認証への取組等で差がある （三。 。）

浦委員）



・ 耕畜連携による稲発酵粗飼料の生産拡大のためには、長期にわたる安定供給体制の

確立や耕種農家での導入が容易な小型・軽量な機械の開発が必要ではないか （三浦。

委員）

５ その他

・ ＪＡ全中は、研究会に参加しているＪＡ関係者の所属と氏名を明らかにして、農家

への説明や組織討議をしてこられたのか、また、研究会とＪＡグループの関係をどの

ように位置づけてこられたのか伺う （上場委員）。

・ 今後の研究会の検討結果をＪＡグループの方針に反映させる意志の有無を伺う。即

ち、研究会の検討結果とＪＡグループの従来の組織決定が異なるものになった場合の

対応方針について伺う （上場委員）。



各委員からの質問に対する回答

１ 総論

（１）改革のステップ、メリット措置の具体的内容

水田農業の構造改革の進捗状況と今後の加速化についての検証（高木委員）

（答）

１ 「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経営

体数や農地の利用集積面積についての目標を明確にした上で取組を進める。

・効率的かつ安定的な農業経営（水田作）の姿

家族経営：８万戸程度

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）

※四捨五入のため計は一致しない。

法人・生産組織：１万経営体程度（経営規模４０ha程度）

・農地の６割程度を効率的かつ安定的な農業経営に集積

こうした全体指標を前提に、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。

２ 地域ごとに明確化された担い手像の実現を支援する観点から、これまで実施してき

た担い手育成施策、農地流動化施策をはじめとする経営・構造施策に以下の施策を加

え、集中的・重点的に展開する。

① 地域において水田営農を担っている農業者が認定農業者として認定されるよう、

認定農業者制度の運用の見直しを行いながら、農地の利用集積等の支援策を重点的

に実施する。

② いわゆる集落営農のうち、生産から販売、収益配分までを一元的に行い、主たる

従事者が、市町村の基本構想で定められている所得水準を目指し、一定期間内に法

人化する等の計画を有する等、経営体としての実体を有するものについては、集落

型経営体（仮称）として育成すべき農業経営として位置付け、各種担い手支援施策

の対象とする。

③ 農地の利用集積の加速化に当たっては、

・法制面においては、担い手のニーズを重視し、農業経営の規模拡大が可能となるよ

う、農業経営基盤強化促進法等の改正を検討するとともに、

・事業面においては、水田整備に係る事業体系を見直し、整備率の向上を主目的とし

た整備から、農地利用集積、経営体の育成等アウトカム（成果）重視の整備へ転換

し、また、農地の流動化に当たっては、認定農業者からの申出を重視した事業を実

施する

等により施策の集中化・重点化を実施
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６７万
    ha

年度

目標とする水田農業の構造とその実現に向けた経営政策

現 状 平成２２年

農地 農地 効率的かつ安定的な農業経営

４７９万 ○認定農業者等の担い手に２１５ ４７０万 ○農地の約６割（２８２万ha）を集積

ha 万haの農地を集積済み ha ［家族農業経営］ [ ･ ]法人 生産組織

全経営類型 経営体数 経営規模

・認定農業者 １６万 5.9ha ３３～３７万 ３～

・主業農家(※)４４万 4.2ha ４万

・農業法人 1.3万 10.0ha

・生産組織 3.7万 -

水田 水田作経営 水田 水田作経営

２６２ ・認定農業者 5.5万 6.3ha ２５１ ８万 １万

万ha ・主業農家(※) 8.3万 4.7ha 万ha 経営規模 北海道21ha 40ha

・農業法人 0.18万 12.0ha 都府県12ha

・生産組織 1.6万 -

歳未満農業専従者あり※ 65

、 （ ）○認定農業者に対する農地の利用集積を重点的に進めることにより 経営規模の拡大を推進 経営規模：6.3ha→北海道21ha 都府県12ha

○組織化推進の対象を明確にした上で、集落営農の組織化（集落型経営体（仮称 ）と法人化を推進することにより、農地の集団的・効）

率的利用を促進

○農地の利用集積の加速化に当たっては（農地の約４割→約６割 、）

・法制面においては、農業経営の規模拡大が可能となるよう、担い手のニーズを重視した利用集積を加速化する方向で基盤強化法改正

・事業面においては、水田整備に係る事業の体系を見直し、整備率の向上を主目的とした整備から、農地利用集積、経営体の育成等ア

ウトカム（成果）重視の整備へ転換

、 、 、○担い手の経営安定を確保するため 米政策における需給調整のあり方との整合を図りつつ 地域農業の維持・発展を責任を持って担い

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を具体化

・集落営農の組織化による農
地の集団的・効率的利用

・法制面、事業面における措置に
よる農地の利用集積の加速化

集積速度は
鈍化傾向



著しい供給過剰状況にある中で、第１類型にあるように、平成１６年度から、国に

よる生産調整の配分を行わないこととする可能性はあるか （立花委員）。

（答）

第１類型については、中間取りまとめの趣旨からすればややはずれる点があると考え

られるが、今後、研究会において詰めの論議を行う上で、論点の性格を明確にするプロ

トタイプの一つの形態として整理を行ったものである。

第１類型において、米価下落の影響緩和策（セーフティーネット）を講ずること

になると、結局、需要を考慮しない米の生産が行われ、国の財政負担が増大するお

それがある。この点をどのようにして防止するのか （立花委員）。

(答)

第１類型においては、市場機能を十全に発揮しながら需要に応じた米づくり等を行う

ため、国による生産調整及び生産調整メリット措置としての米価下落の影響緩和策は講

じないものとしている。

したがって、規模拡大等の経営改善努力を行う担い手農業者を対象とした経営安定の

ための措置についても、農業者、農業者団体が需要に応じた生産を行うための取組みを

阻害しないものとするべきと考えており、このような制度設計を行うことにより、御指

摘の点は防止できるものと考えている。

第２、第３類型において、米価下落の影響緩和策が、生産調整の参加メリット措置

とセーフティネットとの両方に見られるが、両者は同一のものなのか。別物であると

すると、過剰な措置になるおそれはないか （立花委員）。

(答)

検討項目２・第２類型・コ（ ）におけるセーフティネットにおいて「生産調整参p14
加者を対象とした米価下落の影響緩和対策に力点を置いた施策」というのは、同イ①

（ ）の「生産調整参加者を対象とした米価下落の影響緩和対策」のことを指していp12
る。

なお、規模拡大等の経営改善努力を行う担い手農業者を対象とした経営安定のための

措置については、上記対策と価格変動の影響を緩和する機能が重複することなどから、

上記対策とは別途に措置することは困難であると整理しているところである。



第２、第３類型において、生産調整の参加メリット措置として、米価下落の影響緩

和策を講ずることについて妥当であると考えるが、生産調整を行う中でも、消費者の

ニーズを適時的確に受け止めて、生産者が主体的な経営判断を行う方向に向かうため

、 、 。 、には 米価下落がある程度 生産者に伝わる必要があるのではないか その観点から

米価下落の影響緩和策の程度をどのように考えるか （立花委員）。

（答） 別途資料｢生産調整協力交付金(仮称)のイメージ(第２類型)｣を参照。

第２、３類型では、 ～ の３か年間は国の配分による生産調整を実施し、 年16 18 19
に配分を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 三浦委員

（答）

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。

第４類型について、現在の生産調整の仕組みとどのような点が異なるのか （立花。

委員）

（答）

１ 第４類型における当面の生産調整の仕組みは、

① 透明性ある公正・中立な第三者機関的な組織における検討を踏まえつつ、都道府

県別生産目標数量等を配分すること

② 農業者に対しては生産目標数量とともに作付目標面積も配分すること

③ 作付面積による確認

④ 支援措置としての反別・作物別助成金がないこと

⑤ 構造展望の目標年次である 年度には米づくりの本来あるべき姿に到達するこ22
とを明らかにしていること

等の点で、現行の生産調整の仕組みの相異点がある。

２ なお、この類型は、効果的な需給調整の観点から、行政と生産者団体が一体となっ

て、生産調整の実行が期待できるメリット措置の下に、実効ある生産調整を推進する

こととしており、この点においては現行の仕組みと相違点がないと考えている。



メリット措置はどのステップをとるかによって内容が変わるとしているが、各類型

ごとに、現行と見直し後の対比一覧表を提示できないか （三浦委員）。

（答） 別途資料「類型ごとの対策のイメージ」を参照。

現行稲経は、産地銘柄によっては基金赤字が生じているが、これの処理対策の考え

方を各類型及び需給調整への参加・非参加者ごとに示されたい （三浦委員）。

（答） 別途資料｢稲作経営安定資金の不足について｣を参照。

平成１６年度から新対策移行と仮定した場合、

① 稲作経営安定対策について、加入農家が追加負担を行わないと清算できない実

態がある点について、どのような対応を予定しているのか （太田委員）。

（答） 別途資料｢稲作経営安定資金の不足について｣を参照。

② 経営確立助成金を見込んだ高額な農業機械等が購入されている実態がある点に

ついて、どのような対応を予定しているのか （太田委員）。

（答）

１ 麦については、基本的に稲作用機械と共通であるが、大豆については、近年の大豆

生産の拡大に合わせて収穫機（大豆コンバイン）が導入されており、その多くは、生

産対策等における助成金（助成率：多くは１／２）を活用して導入されていると認識

している。

２ 今後の対策において、これまで本作化に真剣に取り組んできた産地が、意欲的に生

産に取り組めるようにするためには、品質や生産性の向上を通じた需要と生産のミス

マッチの解消等を支援することが最も重要な課題であると認識している。



２ 需給調整

（１）総論

食料・農業・農村基本法の「農業者及び農業に関する団体の主体的努力」が需給調

整の具体的事務の中で役割分担として反映されていないのではないか （太田委員）。

（答）

１ 米づくりの本来あるべき姿に移行させるためのステップ（特に第２類型及び第３類

型の当面の需給調整システム）においては、農業者・農業者団体による自主的な需給

調整が行われるための体制整備が円滑に進むよう目標年次を示しつつ、行政と農業者

団体の一体的な取組を行いながら、基本法の定める役割分担の実現を図ろうとしてい

る。

２ この場合、当面の需給調整システムにおいては、次のような改善措置を図り、円滑

な移行を期することとしている。

① メリット措置の明確化等による生産調整の意義に関する農業者の意識改革

② 生産調整目標面積の配分から生産目標数量の配分への転換

③ 第三者機関的な組織を活用し、客観的な需要量予測をベースに生産目標数量を設

定

④ 補償金的なネガ助成の廃止を内容とする生産調整メリット等の見直し

⑤ 需要に応じた米づくりのための系統米事業の見直し

３ なお、以上の他に事務負担やコスト等に十分配慮した実務を導入することも、農業

者・農業者団体の経営判断がより生かされることとなり、こうした中で役割分担も明

らかになっていくものと考えている。

Ⅱ、Ⅲ類型におけるメリット措置についての生産調整とのリンケージの程度の違い

の理由いかん （高木委員）。

（答）

１ 第２類型のメリット措置は、

① 生産調整実施者を対象とする米価下落時の影響緩和対策である「生産調整協力交

付金 （仮称）」

② 地域の特色ある水田農業の展開を推進するための助成である「産地づくり推進交

付金 （仮称）」

の２種類である。

これに対し、第３類型では、メリット措置は「産地づくり推進交付金 （仮称）だ」



けであり、米価下落の影響緩和対策を行うか否かは各地域の判断に委ねられ、生産調

整参加者のみを対象とする対策が必須とならない

２ このため、第３類型において、第２類型と同様に生産調整の実効を図るためには、

「産地づくり推進交付金」の交付対象者を生産調整実施者に限定する等、生産調整と

のリンケージを強める必要がある。

（２）第三者機関

「全国米需給検討会議（仮称 」の構成員として、生産者団体が含まれているが、）

需要予測を行うにあたって必要があるか。むしろ甘い見通しをするおそれはないか。

（立花委員）

（答）

１ 国として可能な限り客観的な需要予測を策定できるよう、マーケティングリサーチ

の考え方を導入し、第三者機関的な組織において、需要量予測の手法を開発してもら

うとともに、国が策定した需要予測の案に対して、独自に収集した市場情報や国から

の情報提供に基づいて助言を行ってもらうことで、より実態を踏まえた客観的な需要

の見通しができると考えている。

２ したがって 「全国米需給検討会議（仮称 」の構成員については、、 ）

① 普段から実務面で米の流通に携わっている方でないと生きた需給情報が得られな

いこと

② 得られる需給情報が片寄らないよう、川上から川下までバランスのとれたものと

する必要があること

等から、学識経験者などの第三者に加え、生産者団体、流通業者団体、実需者団体、

消費者団体それぞれの代表者に構成メンバーになっていただくことを考えている。

３ こうした構成メンバーによる検討プロセスについては、原則として、公開し透明性

を高めることにより、甘い見通しを避けることが可能ではないかと考えている。



第三者機関的な組織のメンバー構成について、対象となる者や制約される条件等は

あるのか。また、事務局について、既存の協議会と何ら変わらないように思われ、安

、 。（ （ ）定契約生産者に関する事務分だけ 現在より事務量が増すのではないか 高橋 耕

委員）

（答）

１ 第三者機関的な組織の構成メンバーは、学識経験者のほか、生産者団体、消費者団

体、実需者団体、流通業者団体等の代表者になって頂くことを考えている。

この場合、学識経験者を除く参加者については、その分野の実状を踏まえて総合的

な意見を述べて頂ける方とすべきではないかと考えている。

２ また、安定契約生産者（仮称）への配分手法については、事務局の案として三つの

選択肢をお示ししたところであり、今後、安定契約生産者（仮称）の位置付け・取り

扱い等を御論議頂く過程で、それに係る事務量も勘案しながら詰めていく必要がある

と考えている。

「検討会議」での需要量などの策定をする場合、下（都道府県）からの積み上げに

なるのか、上（国）からの決定を下へ降ろすのか （藤尾委員）。

（答）

１ 米の需要予測については、前年の需要の実績を基本に、可能な限り客観的な指標に

基づいて国が行うことを考えている。

２ 第２～第４類型のように、当面、国及び農業者団体が生産目標数量を都道府県段階

に配分する場合には、この需要予測を基本にした配分数量を、国及び農業者団体が決

定し、都道府県段階に降ろすことになるものと考えている。

、 、 、３ ただし その決定に至る過程では 都道府県段階の需要量に関する情報等を踏まえ

「全国米需給検討会議（仮称 」に 国及び農業者団体に対する助言を行ってもらうこ）

とを考えており、そういう意味では、都道府県段階からの情報も十分に考慮して決定

が行われることになると考えている。

４ なお、こうした調整プロセスを公開し透明性を確保することも、今回、第三者機関

的な組織を設けることの目的の一つと考えている。



都道府県が行う需要量の把握とは、どのようなことを指すのか。

、 、 、 「 」また 文字通り理解した場合に 生産者 生産者団体が自ら行う 売れる米づくり

、 。（ ）を推進する上で 行政が圏域内の需要量を把握することの必要性は何か 三浦委員

（答）

都道府県別の需要量とは、都道府県内の米の消費量のことではなく、都道府県内で生

産された米が当該年に売れると見込まれる量のことである。

国及び全中から配分のあった都道府県別の生産目標数量を、都道府県及び県中央会が

市町村段階に配分するに当たっては、都道府県が域内で生産される米の需要量を把握し

ておく必要があると考えている。

なお、都道府県に作ってもらうこととしている第三者的機関のあり方や、都道府県、

県中央会との関係のあり方については、県域が広く生産量が多い県、県内消費を中心に

、 、 、生産が行われている県等 各県の状況がそれぞれ異なることから 地域の実情を踏まえ

今後さらに検討していく必要があると考えている。

（３）供給量調整手法

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い、拠出金を出

した農業生産者を「安定契約生産者」として積極的に位置づけるというのであれば、

誰がその農業者と需要先の契約を確認するのか（奥村（幸）委員 。）

（答）

当面の需給調整においては、市町村が、農協と一体となって、農業者別の生産目標数

量及び作付目標面積を配分することなるが、安定契約生産者（仮称）の契約の締結状況

については、一義的には市町村又は食糧事務所といった公的な機関が確認する方向で検

討している。

安定契約生産者を積極的に位置づけるため、生産目標数量を配分する方式としてＡ

～Ｃの３案が掲げられているが、Ｃ案では生産調整が事実上無意味になるおそれはな

いか （立花委員）。

（答）

１ 安定契約生産者（仮称）については、生産された米が、消費者等との結び付きによ

り、販売されることが経営としている定着していることが必要であることから、消費

者等との確実な取引契約を必要とすることしている。



２ しかしながら、御指摘のとおり、Ｃ案を採用した場合には、その度合いについては

分からないが、常に需給が不均衡なまま放置される可能性は否定できない。

生産目標数量は所有水田面積、実際の耕作水田面積のどちらで割振るのか （高橋。

（耕）委員）

（答）

１ 生産目標数量の割り当てとなるベースについては、現行の生産調整の仕組みにおい

て、これまで農業者個人ごとの生産調整目標面積が所有面積で割り当てられているこ

とを踏まえれば、生産目標数量や作付目標面積についても同様に所有面積をベースに

配分することが適当であると考えている。

２ ただし、地域によっては水田の保有形態や米の出荷実態に差違があることから、今

後、実務段階における検討を行う過程でさらに詰めていく必要があると考えている。

安定契約生産者の位置づけを強いもの（有利なもの）とすると、実質の生産調整実

施者は減少する傾向になるのではないか。特に、直接的に消費者と結びつく頻度の少

ない米主産地では、米の売れ行き不振が誘発され、強いては生産調整率が増大され、

混乱を招くことにはならないのか （高橋（耕）委員）。

（答）

１ 安定契約生産者（仮称）については、生産された米が、消費者等との結び付きによ

り販売されることが経営として定着していることが必要であることから、消費者等と

の確実な取引契約を必要とするほか、他の生産調整参加者と同様に、過剰米処理シス

テムへの参加を義務付け、その際の拠出金は他の生産調整参加者よりも高額の拠出を

必要とすることを考えている。

２ このように、安定契約生産者（仮称）については、地域において受け入れやすい形

を採ることとしているが、今後の位置付けについてさらに詰めていくこととしたい。



安定契約生産者について、過剰米処理システムでは高額の拠出を必要とする一方、

米価下落の影響緩和対策を講じる場合の対象外と想定するなど、生産者にとってメリ

ットが明確でなく積極的な位置づけとはなっていないのではないか （飛田委員）。

（答）

１ 安定契約生産者（仮称）については、生産目標数量の配分を受けることなしに、言

い換えれば生産量を削減しないで自らが開拓した契約数量の全体の生産ができるとい

うメリットがあると考えている。

２ なお、安定契約生産者（仮称）が締結する契約には、取引数量・価格ともに一定の

取り決めがなされるのが普通であるため、米価下落の影響緩和措置は特段必要はない

と考えている。

そもそも、需要量とはどの範囲をいうのか。売れると見込む量か、それとも消費量

か （三浦委員）。

（答）

都道府県別の需要量とは、都道府県内で生産された米が、当該年に売れると見込まれ

る量のことであり、この予測に当たっては、前年の販売実績を基本とし、可能な限り客

観的な指標に基づいて策定されるべきものと考えている。

地域間調整において 「市町村農協の間」とあるが、これは、農協間を示している、

のか。あるいは市町村間の意味か （三浦委員）。

（答）

農協間を想定している。



（４）過剰米の対応方策

、 、 、販売努力支援方式では 融資水準によっては 投げ売り等により価格が下落する等

全体の需給調整の仕組みに悪影響をもたらす可能性があるのではないか （岡阿弥委。

員、飛田委員）

（答）

１ 販売努力支援方式においては、

① 適切な需給見通しの下に、農業者・農業者団体が需要に応じた生産を行い、過剰

分を投げ売りしたりせずに、新規用途への供給を確実に行う体制が構築されること

② 需要に応じた集荷・販売が行われるように系統米事業方式が改革されること

等により、米価の暴落を惹起することを防ぎ得ると考えている。

２ 言い換えれば、販売努力支援方式の適切な運営を行うことにより、需要に応じた売

れる米づくりや系統米事業方式の改革が促進されることを期待するものである。

３ なお、融資の申込開始を出来秋から１年間としているため、生産者団体等が豊作に

よる過剰米を出来秋の段階でまとめて融資を受け、現行の調整保管と同様の機能を有

するよう、市場から米を隔離することにより、米価の暴落を防ぐセーフティーネット

的な運用を行うことも可能であると考えている。

販売努力支援方式における融資単価の設定根拠について（立花委員、永石委員）

（答）

、 、１ 融資単価については 加工用途等に対して販売していく際の競争力を確保するため

国際価格並みの水準（ＭＡ米の買入価格の全銘柄加重平均：約3,000円/60kg）等を参

考に設定している。また、現物で弁済された場合、加工用や配合飼料用への販売を行

うこととなるが、資金が円滑に回転するためには、この程度の融資水準が適当である

と考えている。

２ なお、担保毎に融資単価を設定することは、事務的に煩雑となることから難しいと

考えているが、融資単価については、現物で弁済された米の販売状況を踏まえ、資金

の回転状況をみながら、毎年度適宜見直す必要があると考えている。



販売努力支援方式において 安定契約生産者 仮称 を対象とする理由について 永、 （ ） （

石委員）

（答）

、 、 、１ 安定契約生産者においても 豊作の場合には 契約以上の米が生産されることから

その過剰分について、何らかの処理を行うことが必要であり、豊作による過剰米処理

対策に関しては、他の生産調整参加者と同様の扱いにするべきであると考えている。

２ しかしながら、安定契約生産者は、その契約に応じて、他の生産調整参加者より多

くの作付けを行うことから、他の生産調整参加者に配慮して、高額な拠出（例えば２

倍）を考えている。

販売努力支援方式における農業者拠出の見込額について（永石委員）

（答）

販売努力支援方式における農業者拠出額については、現行の過剰処理対策等の農業者

拠出1,500円/10aを参考に、自己責任を基本とする原資調達の手法を検討する中で具体

化していくことが必要であると考えている。

「販売努力支援方式」では、売れ残った産地銘柄が公表され、売れる米づくりが促

進される方式となるのか （三浦委員）。

（答）

売れる米づくりを推進する観点から、短期融資を申し込んだ米や現物で弁済された米

の数量や産地銘柄等の情報について、米需給検討会議（仮称）等に対して情報提供を行

うことは重要であると考えているが、具体的な情報提供の方法などについては、今後、

制度を具体化していく中で検討してまいりたい。

「販売努力支援方式」が枠を 万ｔとした根拠、 万ｔが販売可能な見通しは何30 30
か。この方式を導入すれば 「自主調整」を行わないで済むのか （三浦委員）、 。

（答）

１ 今回お示ししたコスト試算は、あくまで、直近の平成 年産の作況 程度の豊13 103
作による過剰分を処理した場合のものであり、実際の融資対象数量については、その



年の作況等に応じて設定することが必要であると考えている。

２ また、販売努力支援方式においても、農業者・農業者団体が自主的に翌年の生産数

量を調整することを妨げるものではなく、農業者団体が現行の調整保管と同様の機能

を有する形で運用する場合には、翌年の生産目標数量を減少させることもあり得ると

考えている。

（５）備蓄

、 、需要を的確に把握し 計画生産をすすめる産地銘柄について政府買入をおこなえば

必要銘柄の不足なり価格の高騰など全体需給に影響を与える場合が想定されるのでは

ないか。このような事態を避けるためには、備蓄米も当初から需要として明確に位置

づけ、買入を計画化する必要があるのではないか （岡阿弥委員）。

（答）

備蓄運営のための買入数量及び買入対象銘柄については、売れる米づくりを推進する

ため、市場調査等を踏まえて予め備蓄に係る需要として位置付け、透明に決定を行い、

買い入れる方向で検討することとしている。

具体的には、買入数量及び買入対象銘柄は市場調査等を踏まえ、作付けする前年の７

「 」（ ）月に国が策定する 米の需給等に関する情勢報告と備蓄運営のための基本方針 仮称

において、作柄動向による調整（減額）方法も含め、予め明記することにより透明性を

確保し、生産予定数量決定の際にも折り込む方向で検討することとしている。

さらに、作柄が概ね確定した当該年の１１月に国が策定する基本方針において、必要

に応じて予め定めた調整方法に従って、買入数量、買入対象銘柄を確定させ、その後入

札を実施する方向で検討することとしている。

【入札による政府買入について】

① 買入価格の水準によっては、全体価格が下落することも想定されるため、備蓄

米とその他一般流通する米との関係において、買入価格は一定の水準を確保する

必要があるのではないか （岡阿弥委員）。

（答）

入札における買入予定価格の設定に当たっては、買入数量の確保や売れる米づくりを

推進する観点から、市場における取引価格の動向を踏まえて、適正に決定することが重

要と考えている。

なお、政府買入の入札においては、売り手が需要動向を踏まえて、希望の価格を札入

れすることとなることから、あらかじめ一定水準の確保を前提にすべきではないと考え

ている。



② 現行、政府買入は、生産調整を実施した個人に対するメリット措置として位置

付けられていることを踏まえ、買入対象銘柄は生産調整を実施している地域ごと

のバランスを考慮し、決定する必要があるのではないか （岡阿弥委員、三浦委。

員）

（答）

１ 今後の備蓄運営については、市場シグナルが反映され、生産現場における需要に見

合った売れる米づくりを促進するため、入札方式により買い入れる手法に改めること

としており、買入対象者（入札参加者）は、需要に見合っ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等とする。(なお、改革ステップの第２～第４類型に

おいては、当分の間、生産調整が達成されている地域の集荷業者等とする ）。

２ また 買入対象銘柄は 需要に見合った売れる米で 広域流通している主要銘柄 現、 、 、 （

在自主米センターに上場されているもの）を基本に市場リサーチ等を行い、需要動向

を適正に反映して透明・公正に決定することとしている。

３ なお、以上に伴い、法令上、生産調整実施者のメリット措置として位置付けられて

いる現在の政府買入の取扱については、買入数量が少なく、市場実勢と乖離した価格

となっており、メリット措置としては機能していないこと等を踏まえ、廃止する方向

で検討することとしている。

③ 買入時期は、需給調整効果を発揮する観点から設定すべきではないか （岡阿。

弥委員）

（答）

政府備蓄米は、供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有する

ことを目的としており、全体需給の調整機能を図るためのものではないが、効率的な備

蓄運営のために、

（１） 銘柄別の生産量等が明らかになり、銘柄別の価格が形成されている時期である

こと、

（２） 政府買入に必要とする銘柄の在庫が十分ある時期であること

等を踏まえ、適正に決定して参りたい。



④ 備蓄米の売渡時期については、当年産の自主流通米価格に影響を与えないよう

にすべきではないか （岡阿弥委員）。

（答）

米の価格は、需給動向及び品質評価を適切に反映して決定されることが必要であると

考えており、政府による備蓄米の売渡の影響ができる限り出ないように運営していく必

要があると考えている。

このため、入札販売数量及び銘柄を予め公表し、政府米の販売が予め市場に折り込ま

れて自主流通米の価格が形成されるようにしていくこととしている。

（６）全中案 本項目については、全国農業協同組合中央会作成

生産調整の全面的な廃止や、廃止に向けた段階的自由化は採用できないとしている

中で、生産調整の閉塞間の打開をどのようにするのか （太田委員）。

（答）

１ 生産調整の全面的な廃止や廃止に向けた段階的自由化について

○ 天候等による豊凶変動が避けられない農業の特性をふまえれば、水田農業のある

べき姿が実現しても適切な計画生産をはじめとする必要な需給調整は引き続き必要

であり、生産調整の全面的な廃止や段階的自由化は採用できるものではない。

２ 生産調整の閉塞感の打開について

○ 生産調整の閉塞感については、生産調整実施者と未実施者や、計画流通米と計画

外流通米との不公平感、地区達成のもとで押し付け的な仕組みの改善が最大の問題

であり、これを解決できる政策を確立することが必要である。

○ 生産調整実施者と未実施者との不公平については、地域実態をふまえた地域の取

り組みを選択できる仕組みである「水田農業地域取り組み助成」など、メリットを

明確化する仕組みと十分な水準の助成が必要である。

○ 計画流通米と計画外流通米の不公平については、メリットを受ける生産調整実施

者が過剰米対策に対する拠出をメリット対策の要件化し、法制度的な裏付けをもっ

た仕組みのもとで、生産調整の取り組みを生産者全員に働きかけることにより、生

産者全員からの拠出を担保する必要がある。

○ 押し付け的な仕組みについては、地区達成を廃止し、集落や地区など面的まとま

りをもった生産調整を実施する者を実施者集団として位置付け、生産調整の実施主

体とする必要がある。

この場合、未実施者については、この実施者集団の参加者として取り込むことに

努力するものとするが、最終的には、他の生産者がこの負担を被ることがない仕組



みとする必要がある。

全中案に関し、生産調整の参加について、実質的には個々の生産者の主体的な判断

を否定しているのではないか （太田委員）。

（答）

１ 適切な計画生産が基本

○ 現行の需給ギャップと少子・高齢化による需要の減少が予測されているなかで、

米の需給と安定をはかるためには可能な限り生産者全員が参加した適切な計画生産

に取り組むことが基本である。

２ 生産者の主体的な取り組みによる計画生産の実施について

○ 生産者の主体的な取り組みによる計画生産をすすめる必要があるが、零細・兼業

な水田農業の構造のもとでは、実態として個々の生産者の主体的な判断のみに依拠

した計画生産の取り組みは困難であり、水田農業の構造改革をすすめることがまず

必要である。

○ このため、生産調整の実施主体を集落や地区など面的まとまりをもった生産調整

実施者集団とし、このような取り組みのなかで、地域の核となる担い手や法人、一

定の要件を備えた集落営農などを地域の担い手を水田農業の将来を支える担い手と

して位置付け、これらに農地利用を集積していくことが必要である。

○ あわせて、主体的な取り組みがすすむよう、生産調整未実施者等との公平性を確

保することを基本に、明確でわかりやすいメリット対策を措置することが必要であ

る。

また、地区達成を廃止し、どうしても計画生産に取り組まない者は除外し、メリ

ットが受けられない仕組みとすることであり、限定つきながら個々の生産者の主体

的判断を尊重する仕組みを想定している。

○ 以上のように、生産者が主体的に計画生産を実施することができるよう水田農業

の構造改革や必要な環境整備対策、具体的な仕組みについて検討することが必要で

ある。

全中案に関し、すべての稲作付農家からの過剰米に係る拠出が実現できるとは思え

ず、新たな不公平、不公平感が発生するのではないか （太田委員）。

（答）

○ 法的に位置付けられた生産面積に基づく過剰米対策への拠出をメリット対策の交付

要件化とすることにより、過剰米対策への法制度的な裏付けをもった仕組みとする必



要がある。

そのうえで、生産調整の取り組みを生産者全員に働きかけることにより、可能な限

り生産者全員からの拠出を求めるものとする必要がある。

○ なお、現行の仕組みにおいては、例えば、１５００円拠出が生産調整のメリット対

策である「とも補償事業」の交付要件となっておらず、もうひとつのメリット対策で

ある稲作経営安定対策の交付要件となっているなどの実態にあり、これを生産調整の

メリットを受けるための要件として統一することで現行以上の拠出を確保することが

可能と考えている。

全中案に関し、過剰米の区分出荷について、生産者ごとの過剰米数量を誰が定め、

、 。その数量分をどこが集荷するのかが不明確であり またそのことが確実にできるのか

この数量の決定、強制感を伴う区分出荷が新たな不公平、不公平感を発生させるの

ではないか （太田委員）。

（答）

１ 過剰米数量の把握等について

○ 政府事務局案においては、農業者別生産目標数量の設定において、作付目標面積

に換算するにあたって市町村米需給連絡協議会が基準単収を定め設定を行うとして

いる。さらに、その際、不公平問題を解消するため、可能な限り細分化された単位

で単収の設定を行うとしている。

○ これをふまえれば、生産者ごとの過剰米数量については、市町村米需給連絡協議

会が定めることが適当と考えるが、個々の生産者ごとに実単収を把握することは、

配分と同様に事務等の実態からして困難である。

○ このため、不公平問題を解消するため可能な限り細分化するとしても、集落、市

町村、ＪＡ、カントリーエレベータ単位など把握可能なまとまりを基本に統計的に

把握する仕組みを検討する必要がある。

○ 過剰米の集荷先については、集荷した米を適切に管理する必要があることから、

ＪＡなど登録された集荷業者や食糧事務所等で集荷することが想定できるが 「過、

剰米備蓄機構」の仕組みとあわせて、さらに具体的内容を検討する必要がある。

２ 新たな不公平等の発生について

○ 数量の決定にかかる不公平感については、可能な限り細分化された単位で把握す

ることと、事務の簡素化をあわせて検討する必要がある。

○ 区分出荷については、豊作分を区分出荷しないとなると、生産者に需給状況等の

情報が的確に伝わらないばかりか、実態としてＪＡをはじめとして集荷団体では豊

作分を集荷できず、生産面積のみによる計画生産を達成しても豊作による生産オー

バー分が市場にあふれ、大幅な価格下落と持越在庫が発生することになり、計画生



産の目的を達成することができなくなる。

○ 豊作分の過剰米を区分出荷することを生産調整の達成要件とし、需給と価格の安

定をはかり、生産者段階に需給状況等の情報を的確に伝達することが必要であり、

より強制感のない具体的仕組みについて検討し、生産者の理解を得ることが必要で

ある。

全中案に関し、生産調整の達成は、農家感情からすれば、稲の作付面積が定められ

た面積の以内かどうかで判断されたいとのことであり、達成要件に過剰米処理が加わ

ることで生産調整の参加が阻害されないか （太田委員）。

（答）

１ 生産調整の達成要件化について

○ 生産調整の目的は、米の需給と価格の安定をはかることであり、生産調整の達成

が定められた作付面積以内かどうかのみで判断するとすれば、豊作となった場合、

生産調整を達成したにもかかわらず、大幅な価格下落と豊作オーバー分の持越在庫

が発生することになり、計画生産の目的を達成することができなくなる。

○ このことにより、生産調整に対する批判や不信感が高まり、生産調整への参加が

阻害されることになりかねず、適切な計画生産に対する意識改革をはかる観点から

も、豊作分の処理を生産調整の達成要件とする必要がある。

２ 過剰米処理の達成要件化により生産調整の参加が阻害されるか否かについて

○ 過剰米処理を生産調整の達成要件とする場合は、生産調整の参加が阻害されない

よう可能な限り細分化された単位で把握するなど数量の決定にかかる不公平対策に

配慮するとともに、例えば、カントリーの「ふるい下米」を換算し把握・申請する

など生産者に可能な限り負担感のない事務の簡素化をはかる具体的な仕組みについ

て検討する必要がある。

○ あわせて、簡素でわかりやすいメリット対策を措置することにより、魅力ある計

画生産の仕組みとするとともに、価格下落や持越在庫の発生など過剰米処理を実施

しないことのデメリットを明確化し、生産者段階に説明することが必要である。

全中案に関し、追加精算について、追加精算できる財源が確保できた場合には、ま

ず政府助成を返還し、納税者の負担を軽減すべきと考えるがどうか （太田委員）。

（答）

○ ＪＡグループの過剰米対策の案は、区分出荷した豊作等の過剰米に対して支払われ

る別途仮渡金を融資する仕組みであり、仮に主食用で販売された米については、別途



仮渡金部分は基金に返済し、生産者へは追加精算するする仕組みである。

○ また、加工用等への平均販売価格に基金からの支出を加えた水準を仮渡金水準とす

ることで、加工用等への販売価格が高まれば追加精算するか、繰り越していくことを

想定し、区分出荷者へのメリットとして位置付けている。

全中案に関し、県間流通銘柄米による需給調整基金について、需給調整を主要銘柄

に限定すること自体が、米づくりの本来あるべき姿の実現と方向性が異なるのではな

いか （飛田委員）。

（答）

１ ＪＡグループが目指す水田農業のあるべき姿

○ 我々が考える水田農業のあるべき姿は、将来の水田農業を支える地域の担い手が

消費者の求める安全・安心な米の計画生産に主体的に取り組み、需給と価格の安定

をはかるものである。

２ 県間流通銘柄米対策の考え方

、 、○ 県間流通銘柄米は 米全体の需給と価格の安定に大きな影響を及ぼす実態にあり

生産調整のガイドラインの配分を前年産の在庫状況を基本とすれば、この主体的な

取り組みが県間流通銘柄米の売り急ぎと価格下落を防ぎ、米全体の需給と価格の安

定に役割を果たしていくものと考えている。

○ 米の生産量と販売量、主産県と消費県など、米づくりの位置付けが全国一律的で

なくなっている実態のなかで、県間流通銘柄米を多く有する県が販売努力に取り組

むとともに、需給と価格の安定に向けた主体的な役割を果たしていくものであり、

まさにあるべき姿の実現と方向性に沿ったものであると考えている。

国（の関与）による配分廃止即計画生産でなく自由生産ということか。これまでの

生産者団体による主体的な取組の方向との関連は （高木委員）。

（答）

○ 天候等による豊凶変動が避けられない農業の特性をふまえれば、水田農業のあるべ

き姿が実現しても生産調整をはじめとする必要な需給調整は引き続き必要である。

これまでの政策の経過をふまえれば、計画生産は、生産者・生産者団体の主体的な

取り組み方向であり、あるべき姿の実現を前提とした仕組みについて検討する必要は

あると考えている。

○ しかし、現段階のような零細・兼業な水田農業の構造のもとでは、国による配分廃

止ということは、実質として自由生産となりかねず、政府の責任ある役割として国に



よる配分を基本に、検討する必要がある。

余り米処理と実施者集団とは必然的に結びつくものか（管理の発想 （高木委員））。

（答）

○ 適切な計画生産に取り組み、その目的である需給と価格の安定をはかるためには、

どうしても避けられない豊作による過剰米の処理対策は不可欠である。

○ とすれば、実施者集団かどうかという単位は、生産調整の達成要件とした場合の豊

作分の判定の単位や生産調整のメリット対策の対象のあり方などを含め、過剰米処理

と実施者集団の関係についてさらに検討する必要がある。

区分出荷の価格水準を明示し組織討議しているのか （高木委員）。

（答）

○ 区分出荷の価格水準を明示して討議は行っていない。

○ ただし、考え方として、飼料用、米紛や生分解性プラスティックなど新規需要、特

定米穀やＭＡ米の代替となる焼酎・米菓・米穀紛・味噌等に供給するとして、その際

の価格水準を参考資料として添付し討議を実施した。

加工用等備蓄機構は、あるべき米づくりと正反対の、豊作対応の名分のもとに、更

に農業者に過剰なリスク負担を強いることになるのでは。

例えば 万トンを前提に現行、今回構想の費用対効果、コストの対比表を提示す30
べき。

また、この構想は、基本的に現行同様、全てのリスク負担を最終的に農業者に負わ

せるもの、換言すれば、販売、集荷段階の関係者は、ノーリスクではないかという指

摘にどう答えるのか （高木委員）。

（答）

○ 現行は、集荷を起点とした事業方式であることから、全量を主食用として一律の仮

渡を行い、需給動向により結果としての余り米を処理している実態にある。このこと

により、販売・集荷段階で処理していることから、生産者に需給・価格動向、販売状

況等の情報が伝わりにくいものとなっていることから、生産調整の一環として過剰米

処理を組み込んだ仕組みが必要としているところ。

○ ＪＡグループの考え方は農業者自らの販売努力により、価格水準も含め需要を把握

し、生産限度枠の内数として加工用需要や需要拡大へ対応した生産に取り組むことを



否定しているわけではない。

○ 農業者は、この取り組みの範囲においてリスクを負うと理解すべきであり、委託販

売を基本とするＪＡグループの事業方式において、農業者がＪＡに販売委託した場合

は、当然委託契約の範囲において集荷業者がリスクを負担することになると考えられ

る。

○ 加工用備蓄制度における過剰米処理は、通常の農業者の販売努力や委託販売の範囲

を超えて、予期せぬ豊作により発生する過剰に対応する制度的仕組みとしてＪＡグル

ープは提案しており、最終的に加工用備蓄機構に集まった米については、農業者、集

荷業者等のリスクというよりは制度としてリスクを負い処理をすすめるべきものと考

える。

○ ３０万トンを前提とした費用対効果、コスト比較は検討中。

「 」 、 （ ） 。豊作分 の判断は どのレベル 県・市町村・農業者 の第三者機関で行うのか

（高木委員）

（答）

１ 豊作分の判断等について

○ 政府事務局案においては、農業者別生産目標数量の設定において、作付目標面積

に換算するにあたって市町村米需給連絡協議会が基準単収を定め設定を行うとして

いる。さらに、その際、不公平問題を解消するため、可能な限り細分化された単位

で単収の設定を行うとしている。

○ このことをふまえれば、生産者ごとの過剰米数量については、個々の生産者ごと

に実単収を把握することは、配分と同様に事務等の実態からして困難であるが、作

、 。付目標面積の配分とあわせ 市町村米需給連絡協議会が定めることが適当と考える

２ 全国・県段階の段産者機関による作柄の把握と主食用への販売について

○ また、県・市町村ごとの作柄の格差があることから、全国・県段階の第三者委員

会において、その状況を把握・検討したうえで、一旦集荷した過剰米を主食用とし

て販売するかどうか決定する仕組みを想定している。

他用途利用米の主食転用は農業者レベルも対象となったのではないか。販売努力も

強調されているが、提案システム（加工用備蓄、主産県需給調整）は結局、販売努力

ではなく、現在同様、最終的に農業者にリスク負担をさせることにならないか （高。

木委員）

（答）



○ 豊作時は、過剰米の処理を達成要件とするため、豊作オーバー分を主食用として販

売した場合は、未達成となりメリット対策の対象としない仕組みである。

過剰米を主食用に転用することが懸念されるケースとして、例えば、県レベルでは凶作

、 、であるが過剰分の把握単位では豊作となった場合が想定されるが そのようなときは

全国・県段階の第三者委員会において、その状況を把握・検討したうえで、一旦集荷

した過剰米を主食用として販売するかどうか決定する仕組みを想定している。

○ 加工用備蓄制度における過剰米処理は、豊作にともなう過剰米を処理することで米

全体の需給と価格の安定をはかることを目的としており、適切な計画生産により全体

需給を安定させ販売環境を整えたうえで、販売努力に取り組むものと考えている。

この仕組みは、豊作に対応する性格のものであり、生産者にとってはリスク負担という

よりは、米全体の需給と価格の安定をはかるための需給調整の参加コストと理解すべ

きものではないか。

系統米事業方式の変革について、販売（集荷）リスクはどのように負うのか。加工

用需要と需要拡大が加工用備蓄制度を前提としているとすれば、過剰な米づくりを招

来するだけであるべき米づくりにならず、現行同様、農業者のリスク負担による処理

になるのではないか。また、不作のときは他用途利用米の主食転用と同様の事態が発

生し、安定供給にならないのではないか （高木委員）。

（答）

○ 加工用備蓄制度は、あくまで需要に応じた計画生産への取り組みを前提として、予

期せぬ豊作による過剰米を生産者拠出と政府助成に基づき処理する仕組みである。

したがって、加工用備蓄制度があるから、過剰な米づくりを行っても良い、という

考え方に基づき運営されるものではないと考える。

、 、○ 農業者リスク負担とあるべき米づくりとの関係では 生産者自らの販売努力により

価格水準も含め需要を把握し、生産限度枠の内数として加工用需要や需要拡大へ対応

した生産に取り組むことがあるべき姿の基本であり、ＪＡグループは、このことを否

定するものではない。

○ 加工用備蓄制度における過剰米処理は、その範囲を超える豊作に対応する性格のも

のであり、生産者にとってはリスク負担というよりは、需給調整の参加コストと理解

すべきものではないか。

○ ＪＡグループの提案は、これまで価格水準等により国産米で供給できなかった加工

用等の多様な需要に年産を超えて安定的に供給するため、国の制度として加工用備蓄

制度を構築すべきというものであり、凶作が続いた場合や大不作により供給不足とな

る場合の安定供給にあたっては、例えば、政府備蓄米の活用等の仕組みをセットして

構築することも検討する必要がある。



３ 流通・価格形成

（１）安定供給体制

、 。安定供給支援法人の債務保証について 対象米穀の範囲を明確にすべきではないか

（藤尾委員）

（答）

１０月１７日の説明資料では、契約栽培や産地指定等についての安定的な長期契約に

基づく取引及び価格形成センターにおける上場取引に係る米の買受代金について、債務

保証の対象とするという基本的な考え方をお示ししたが、その詳細については、今後、

研究会において示される方向性や関係者との調整を踏まえて詰めてまいりたい。

安定供給支援法人について、債務保証機能を有している現在ある機関との整合性を

如何にして確保するのか （門傳委員）。

（答）

安定供給支援法人（仮称）が、安定供給の確保に向けた取組に対して債務保証等の業

務を実施するに当たっては、現在、米の売買に関し債務保証機能を有している既存の機

関との関係をどうするかも含めて、今後、関係者の意向も踏まえつつ、調整、検討して

いくこととしている。

（２）新たな流通システムの考え方

登録業者制度を見直し、全ての業者を届出や記帳備付義務の対象とするとしている

が、違反者に対してはどのような措置を想定しているのか （三浦委員）。

（答）

業者届出制や帳簿備付義務に対する違反者に対する措置の具体的内容については、今

後の法制的検討に委ねることとしているが、危機管理体制を実効あらしめる観点から、

他法との均衡に留意しつつ、罰金等を科すことの可能性について検討する必要があると

考えている。

農産物検査の見直しに当たって、検査経費はどこが負担することを想定しているの

か （三浦委員）。

（答）



農産物検査は、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善を目的として行われる

ものであり、その経費については従来どおり生産者等が負担すべきと考えている。

なお、ＤＮＡ鑑定によるモニタリング調査については、不正表示防止を目的として従

来より食糧庁が行っているものであり、今後とも行政として主体的に行っていくことを

考えている。

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とりまとめ）を

踏まえた内容であるが 「需要に応じた売れる米づくり 「消費者の選択や知る権利、 」、

との関係 「生産、流通段階で真に担保できるか否か」の３原則による検証が行い得」、

た結果になっているか （高木委員）。

（答）

米の表示・検査制度の見直しの検討に当たっては、本年７月～１０月に開催された「米の１

表示等についての検討会」において、「需要に応じた売れる米作り」、「消費者の選択や知る

権利との関係」、「生産、流通段階で真に担保できるか否か」の３つの視点から、表示・検査

制度の現状について表示項目別に検証し、今後、消費者の信頼を確保していく上で見直し

を行うべき方向をとりまとめて頂いたところである。

それぞれの主な項目を列挙すれば、２

① 「需要に応じた売れる米作り」という視点から、産地・品種・産年を強調表示しない場合

の一括表示欄記載方法の弾力化

② 「消費者の選択や知る権利との関係」という視点から、ＪＡＳ規格等の新たな精米規格や

無洗米の定義の制定、一括表示欄の位置の見直しの検討

③ 「生産、流通段階で真に担保できるか否か」という視点から、意図せざる混入について

の的確な情報伝達手法や精米年月日表示の方法の見直し

等の方向が示されているところであり、今後、更に必要な検証を行い、根拠や施策の主たる

目的を明らかにした上で、ＪＡＳ法に基づく品質表示基準の改正等必要な手続きを行ってい

きたいと考えている。

なお、ご質問の例示にある事項に関しては、以下のように対応することとしている。３

① 意図せざる混入については、今後、生産、流通の各段階において、食糧庁を中心に混

入実態の調査を行い、その調査結果に基づいて許容範囲を設定した上で、消費者に的

確に伝達するための表示方法の具体的な検討を行う。

② ＤＮＡ鑑定については、銘柄の証明への利用は、既に表示検討会においてコスト的に

も時間的にも現実的でないとの結論を得ている。このため、銘柄証明のための鑑定ではな

く、現在、主として小売段階で流通精米を対象に行っている不適正表示の発見を目的とし

たモニタリング調査の対象を、原料玄米段階においても不適正表示があるとの指摘に対



応して、原料玄米にも拡大しようとするものであり、生産、出荷段階における不適正表示へ

の抑止効果を期待して行うものである。

４ 水田農業政策

生産者団体による主体的な米の需給調整を求めている一方で、単に農薬や肥料等の

資材を販売することが目的であり、需給調整や産地作りに寄与しない資材販売業者に

対して、生産者と結びつくための支援を行うことは、政策としての整合性がないので

はないか （奥村（幸）委員）。

（答）

１ 米の生産コストに占める生産資材費（肥料、農薬、農業機械費）のウェイトは約１

／３を占めており、担い手の経営安定対策の一環として生産資材費の低減を図ること

が重要である。

２ このため、市場経済の下において農家への販売価格を低減するためには、流通段階

での一層の競争の促進が併せて重要であると考えているが、流通段階における農協系

統のシェアは肥料９０％、農薬６５％、農業機械５４％と、資材によっては必ずしも

競争的な環境にあるとは言えないものと考えており、シェア的に劣位にある商系活動

の競争条件の整備を図ることにより、販売段階における競争を促進し、生産資材の販

売価格の低減に資することとしたいと考えている。

３ このように、商系活動の競争条件整備は、あくまでも担い手の経営安定対策の一環

として実施するものであり、政策として整合性に欠けるものではないと考えている。

４ なお、ここで考えている商系活動の競争条件整備は、

① 農薬適正使用アドバイザーへの農薬販売業者の登用

② 肥料業者が共同で設置する共同配送設備の整備への支援

③ 肥料販売業者と農業者が一体になって組織する集団が行う農産物直売ルート開拓

への支援

等であり、商系事業者が個別に行う資材販売事業そのものを支援するものではない。



担い手の農地利用集積に関連して分散錯圃の実態、及び利用集積に当たっての分散

錯圃解消の具体的方策（高木委員）

（答）

１ 分散錯圃の実態については、土地利用型大規模経営法人を対象としたアンケート調

査によると、① それぞれの経営において、農地の権利取得に当たり、可能な限りの

利用集積が図られような努力を行っているものの、② １団地当たり面積規模は、３

～４ 程度、経営規模にもよるが、１経営体の団地の数は ～ 団地に分散し、ha 10 20
通作距離は平均 程度といった実態にあり、③ 富山県の事例では、通作距離６10km

圏内に 団地が分散しているという実例も報告されている。km 120

２ このような状況の下、分散錯圃を解消する施策としては、交換分合制度や農地保有

合理化事業等が用意されているところであり、今後とも、ほ場整備等の事業実施を契

機とした利用集積と併せて推進していく考えである。

（参考）土地利用型大規模経営法人における経営圃場の実態（事例）

Ａ法人 Ｂ法人 Ｃ法人 Ｄ法人 Ｅ法人 Ｆ法人 平均

3.9ha 1.2ha 2.9ha 3.8ha 4.4ha 8.9ha 4.2ha１団地当たり面積規模

（団地数） ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )16 120 21 6 9 10 30

10km 6km 10km 11km 9km 4km 8km通作距離



生産資材費の１７年度までの全農家平均１割弱の削減と平成２２年経営展望におけ

る生産コストに占める生産資材費との関係いかん （高木委員）。

（答）

平成２２年経営展望の策定時においては、生産資材費の低減率は約５％と試算してい

ることから、今回の生産資材費の削減の具体的目標（水稲生産費において生産資材費を

１７年度までに６．８％低減）が実現されれば、経営展望策定時の予想よりも生産資材

費は低減されると考えられる。



平成２２年経営展望において、麦については１～３割、大豆については２～７割の

単収向上を見込んでいるが、現在、生産量としては生産努力目標を達成していること

との関係いかん （高木委員）。

（答）

１ 平成 年産小麦の生産量は 万トンの見込みとなり、生産努力目標における平成14 80
22 80 25年の目標である 万トンに達している。また、大豆にあっても、生産努力目標

万トンに対し、 年産の生産量 万トンと、すでに目標値を達成している状況にあ13 27
る。

２ しかしながら、小麦及び大豆については、作付面積、生産量は目標値を達成したも

のの、基本計画で示されている品質や生産性の向上の面で取り組むべき課題の解決に

遅れがみられ、いわゆる「需要と生産のミスマッチ」を生じている状況にある。

特に、生産コストの３割程度の低減を達成するためには、一層の単収向上が必須要

件である。

３ ただし、作付面積を減らすことなく、単に単収の向上を図れば、さらなる生産量の

増大を招き、現在の「需要と生産のミスマッチ」をさらに拡大するおそれがある。

このため、品質、生産性の向上等の取組強化が不可欠であるとともに、より一層の

需要を拡大することが必要であると考えている。また、それぞれの地域において麦・

大豆の生産性、品質等の現状をも踏まえて適正な水田利用のあり方を検討することも

必要であると考えている。

（参考）品目ごとの課題について（食料・農業・農村基本計画（抜粋 ））

○ 小麦

・・・・生産の安定化及び生産コストの３割程度の低減等の取組を通じ、品質の向

上とそれに応じた価格の形成を図ることにより、日本めん用を中心として国産小麦の

需要を拡大し、生産の大幅な増大を図ることが課題となっている。

○ 大豆

・・・・多収化や生産コストの３割程度の低減及び収量の安定化、良好でばらつき

の少ない品質の確保等の取組を通じ、豆腐用、納豆用等の食品用を中心に国産大豆の

需要を拡大し、生産の大幅な増大を図ることが課題となっている。



米需要減少の場合の不作付２８万 は、水田の有効利用についての説明におけるha
「拡大 （価格対応不問）面積では到底埋め得ないと考えられるが、いろいろな前提」

条件付きで最大どこまで作付が見込めるかの見通しいかん （高木委員）。

（答）

１ 平成 年の水田利用の姿、不作付田約 万 との見通しは、①近年の米消費減22 28 ha
少の傾向が今後も継続、②水田面積及び水田における表作の畑作物の作付面積は基本

計画に沿ったもの、との前提のもとの機械的な試算によるものである。

なお、平成 年現在の不作付田は 万 であり、現在の水田農業経営確立対策13 22 ha
のもとでは、調整水田、自己保全管理で利用されている。

２ 試算の前提となっている米需要の減少傾向は、近年のすう勢によるものであるが、

米以外の品目の生産、米の新規需要等を含め、その見通しについて今後詳細な検証と

分析を行う必要があると考えている。いずれにしても基本計画で想定している米需要

から減少していることを前提に、水田の最大限の活用を図るためには、水田の汎用化

等により田畑輪換を中心とした持続的な輪作体系に基づく水田営農の展開を推進する

とともに、地域の特色に応じて

① 麦・大豆等のミスマッチ解消による需要の確保

② 環境保全型農業の拡大・定着

③ 加工用等多様な米需要に対応した基盤づくり

④ 地域の特性を活かした多様な取組の推進

等を行うことが必要である。

３ ただし、麦・大豆については品質面等から大幅な需要拡大が困難であること、飼料

作物の拡大についても畜産の立地と水田の賦存状況の関係等から一定の限界があるこ

とから、水田のすべてが作物の生産のために利用される状況とはならないことも想定

されるところであり、生産力の維持・抑制の必要性等を含め、今後の水田利用のあり

方について、幅広く検討することが必要と考えている。

４ なお、水田の有効利用の取組により「拡大」する作付面積として現時点で試算でき

るものとしては、例えば

① 環境保全型農業の拡大・定着による面積；１万 弱ha
② 加工用（米粉パン用）原料米の生産による面積；１万 程度ha
があげられる （麦・大豆及び飼料作物は生産努力目標を超えた生産を行うことは見。

込みがたい状況 。）



（麦・大豆の生産振興、耕畜連携の推進のための施策のあり方について）追加的資

本投資の必要性について、金額をあげての説明があったが、どのような経営規模を前

提としてのものか （高木委員）。

（答）

、 、 、 、１ 研究会では 大豆の場合は コンバイン 乾燥機等の専用機械の整備に約１千万円

飼料作物の場合には、とうもろこしサイレージ生産の機械整備に約３千万円、稲発酵

粗飼料で収穫以降の機械整備として１千万円以上の追加投資が必要と説明したところ

である。

２ これらの場合の経営規模は、①大豆については、２ｈａ程度の個別農家（ただし、

大豆コンバインは ～ ｈａでの共同利用 、②飼料作物については、とうもろこ10 15 ）

しサイレージ、稲発酵粗飼料いずれも ｈａ以上での利用を前提としている。10



本年の麦・大豆の価格決定は既に終わったが、その内容はどのようなものであった

のか、また、この「施策のあり方」との関係ではどのような位置付けになるのか。

（高木委員）

（答）

【麦】

１ 価格決定の内容は以下のとおりである（別添１ 。）

麦作経営安定資金の水準、関連対策の額・内容、関連措置（ランク・銘柄区分、流

通コスト助成 価格形成等についての検討等 政府買入価格の水準について決定 与、 ）、 （

党での決定 。）

２ 「施策のあり方」との関係は以下のとおりである。

価格決定の内容 施策のあり方との関係

麦作経営安定資金等の銘柄・ランク区分 需要と生産のミスマッチの解消の

に係る基準について、１６年産から、市場 ための施策として実施。

評価を基本として品質評価を加味する等の （検討結果の「１ 当面の施策」( )1
新基準を適用することを決定。 の②）

「新たな麦政策大綱」の推進状況を検証

した上で、価格形成の在り方（値幅制限ほ

か価格形成の仕組み）等必要な措置につい

て、今後さらに検討することを決定。

１５年産麦の民間流通定着・品質向上支 実需者ニーズにあった良品質麦の

援等対策の対象麦は、本年１２月末までに 生産を誘導することにより、需要と

締結されたものとする（１４年産から実 生産のミスマッチの解消のための施

施 。 策として実施。）

１５年産麦の民間流通定着・品質向上支

援等対策において、１等麦や市場評価（入

札価格）の高い麦、品質分析を行う産地の

麦に助成（１３年産麦から実施 。）



【大 豆】

１ 価格決定の内容は以下のとおりである（別添２ 。）

１５年産大豆に係る大豆交付金単価、関連対策の内容・額、関連措置（その他大豆

加工品の原料原産国表示、需要に見合った良質大豆生産・担い手の確保に向け大豆作

経営安定対策を含めた大豆交付金制度のあり方についての検討等）について決定（与

党での決定 。）

２ 「施策のあり方」との関係は以下のとおりである。

価格決定の内容 施策のあり方との関係

生産者、実需者、研究機関、普及等から 需要と生産のミスマッチを解消す

なる協議会を設置し、品種の選定、栽培技 る施策として実施。

術等生産から、多元的販売対策等販売まで （検討結果の「１ 当面の施策」( )1
の戦略を確立。 の③）

担い手支援・良質大豆生産誘導対策とし 実需者ニーズにあった良質大豆の

て、大豆作の担い手（大豆の栽培が個人２ 生産を誘導することにより、需要と

ｈａ以上、組織７ｈａ以上）又は良質大豆 生産のミスマッチを解消する施策と

（１・２等）に対して１００円／６０㎏を して実施。

助成 。 （実行プログラムの①の品質向対策

のうち１４～１５年度の施策）

需要に見合った良質大豆生産・担い手の 需要と生産のミスマッチの解消及

確保に向け、大豆作経営安定対策も含めた び担い手育成の視点から、検討結果

大豆交付金制度のあり方についての検討を の ２ その後の施策 ( )の施策 助「 」 （3
実施。 成を担い手へ集中）を実施するため

の検討。



（別添１）

小 麦 の 価 格 等

〈銘柄区分Ⅱ・１等、 当たり〉60kg

年産 年産14 15

円6,347
麦作経営安定資金 円6,396

（対前年▲ 円、▲ ％）49 0.76

民間流通定着・品質向
上支援等対策 円 円224 243

（１等麦が対象）

民間流通定着・
円 円150 150

品質向上支援対策

品質分析定着
円 円74 93

支援対策

関連措置

ア DON（ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ）暫定基準の設定に伴い、消費者に対する
安全な小麦の供給体制の整備・確立のための 年産の取組に対15
し、緊急的に支援（約２億円 。）

イ 民間流通定着・品質向上支援等対策は、本年中に締結された
契約数量を対象とすることとし、これにより各産地の情報交換
等を通じた、契約数量積み増しへの取組みを促進。

ウ 流通コスト合理化の取組に対し引き続き助成（約２億円 。）

エ 年産以降の流通助成金について、負担の在り方、産地の実15
態等を踏まえて、適切に見直し。

オ 銘柄・ランク区分に関し、市場評価を基本とし品質評価を加
味する等の新基準を産地に周知した上、一定期間経過後（３年
を目途）に、各区分のシェア（現行は銘柄区分Ⅰが８割超）の
適正化が実現できるよう、 年産から適用。16

カ 「新たな麦政策大綱」の推進状況を検証した上で、価格形成
の在り方等必要な措置について、今後さらに検討。

〈 、 〉銘柄区分Ⅱ・１等 当たり60kg

年産 年産14 15

円8,552
政 府 買 入 価 格 円8,693

（ 、 ）対前年▲ 円 ▲ ％141 1.62



（別添２）

大豆の価格等

１４年産 １５年産

交 付 金 単 価 ８，２８０円／60kg ８，２２０円／60kg

対前年

▲６０円、▲0.72％

農業経営基盤強化 １８０円／60kg １８０円／60kg

特別対策

４０円／60kg １００円／60kg担い手支援・良質
大豆作付2ha以上の農大豆生産誘導対策 良質大豆の安定生 ○

家又は7ha以上の組織（仮称） 産の緊急的な推進

が生産する大豆

又は

１等・２等の大豆○

標準的な生産費と １３，９０１円／60kg １３，８３７円／60kg

して定める金額 対前年

▲６４円、▲0.46％

関連措置

ア 高品質畑作大豆について、実需者と結びついた契約栽培による生産

を推進

１，０００円／60kg

生産者、実需者、研究機関、普及等からなる協議会を設置し、品種イ

の選定、栽培技術等生産から、多元的販売対策等販売までの戦略を確
立することにより、ミスマッチの解消を推進

大豆加工品（豆腐、納豆等）の原料原産地表示の検討ウ

需要に見合った良品質大豆の生産・担い手の確保に向け、大豆作経エ

営安定対策も含めた大豆交付金制度のあり方について、今後検討する
こと



認定農業者制度の運用ガイドラインの具体的内容（高木委員）

（答）

１ 認定農業者制度については、その運用の中で、市町村ごとに認定にバラツキが

ある、経営改善計画のフォローアップを行う必要がある等の指摘があること等を

、 、 、 、踏まえ 都道府県 市町村に対し 以下のような運用改善のガイドラインを示し

その徹底を図ることを検討している。

ア 都道府県知事が市町村の定める基本構想に同意する際、所得目標等の経営指

標につき、類似条件下にある近隣市町村との間で大幅な乖離が生じないよう留

意すべき旨

イ 市町村が認定農業者を認定するに当たっては、認定の透明性の確保等の観点

から、客観的な立場からの意見聴取手続きを経ることが望ましい旨

ウ 市町村は、国が示す事例を参考に、経営改善に向けた取組を行わない認定農

業者等について、適切に認定の取消しを行うことが望ましい旨

エ 市町村は、認定農業者制度の趣旨等をあらためて周知するとともに、地域に

おいて水田営農を担っている農業者については、認定農業者として認定をした

上で重点的に農地の利用集積の取組を行うことが望ましい旨

２ 地域農業の担い手を明確化する仕組みとして、上記の運用改善後の認定農業者

制度を運用するとともに、今後、担い手の育成の観点からその組織化に取り組む

「 （ ）」 「 」ことを検討している 集落型経営体 仮称 についても 育成すべき農業経営

として位置付け、重点的に支援していくことを考えている。



集落型経営体と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担保する

ための具体的施策方針（高木委員）

（答）

集落型経営体については、市町村が、認定という手続を通じ、予めその要件等をチェ

ックする仕組みとすることを検討しており、その際、

ア 集落型経営体が備えているべき要件の確認に加え、

イ 集落型経営体と個別経営体との土地利用調整に無用の混乱が生じることのないよ

う、その組織化に当たり、既存の認定農業者等が進めてきた農地集積等と十分な調整

を図った上で認定する考えである。

資本装備等の充実に関し、個々の育成すべき農業経営に対する直接的な支援の充実

の具体策いかん （高木委員）。

（答）

１ 現在、農業用機械・施設等の資本装備等に関し、個々の経営体に対する支援策とし

ては、

、 、 、① 融資措置による支援を基本として その中で 認定農業者等の担い手に対しては

利率等の面で優遇措置を講じているほか、

② 認定農業者や特定農業法人等のように、制度上の位置付けがなされているものに

ついては、その位置付けに応じた税制上の優遇措置が認められている（認定農業者

については、経営改善計画実行に照らした機械等の割増償却制度、特定農業法人に

ついては、自己の経営判断とは別に地域の農地の引受義務があることに照らした農

地利用集積準備金制度 。）

２ 今後の支援策としては、

① 各種制度資金については、本年７月に、認定農業者等の担い手の経営展開にとっ

て使いやすい制度とする等の観点から、資金内容の体系的整備、一元的融資手続、

担保・保証人なしで機関保証をつけられるシステム等の制度改正を行ったところで

あり、今後も、個々の経営体の資本装備に対する支援施策の柱として、その普及・

定着を進めていく。

② 税制については、今後、担い手に対し、支援を重点化・集中化していく観点から

制度の整備・充実を進める中で、その制度上の担い手の位置付けに応じた税制上の

特例の創設や充実等を検討していく。



、 、 （ 、 ）政策手法について 補助のみならず 金融・税制 経営継承 負債対策関係も含む

を含めた総合的な経営政策をシステムとして構築すべき、については、これに即応す

る回答がない。改めて、この措置につき明確に整理して提示すべき （高木委員）。

（答）

１ 経営政策の展開に当たっては、農家の多様な営農実態に対応するため、認定農業者

を始めとする担い手の育成、農業経営の法人化、農地の利用集積、農業技術の開発・

、 。普及等の個々の政策課題について 多種多様な政策手段を用意してきたところである

２ 今般、総合的な経営政策をシステムとして構築すべきとの御意見であるが、このこ

とは、個別の多様な営農実態に対応した施策が、用意された多種多様な政策手段から

適時適切に選択され得るよう整備していくことであると考えている。

３ いずれにしても、今般の米政策の改革論議も踏まえ、担い手、農地等の経営要素ご

との特質や経営体の発展段階に対応した、最も有効な体系的・総合的な経営政策のあ

り方について、今後とも不断の見直しを行っていく考えである。

「米づくりの本来あるべき姿」の実現と経営所得安定対策の実行と関連づけている

が、その必然性はないのではないか。

「米づくりの本来あるべき姿が実現された状況下」について、需給調整との関係

では、どのような状況になっていると考えているのか。

（高木委員）

（答）

先般の検討結果においては、生産調整に係るシステムについて、国が関与して目標の

配分等を行わないとともに、その達成誘導のために、生産調整参加者に対し、何らかの

形で米価下落の影響緩和対策を講じない状況の下で、米価の傾向的な下落等がない場合

を「米づくりの本来あるべき姿」が実現された典型例と想定し 「米づくりの本来ある、

べき姿」が実現された場合に初めて経営所得安定対策を実行することが可能となるとい

う考えを示したものである。

経営所得安定対策を保険制度として措置することのみを考えているが、農政の方向

として、先の研究会報告にこだわらず、慎重な検証・点検が重要 （高木委員）。



（答）

１ 将来の経営所得安定対策は、水田営農の担い手を対象とし、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対策として、具体化しようと

するものであるが、その際、立ち遅れている我が国水田農業の構造改革の実態を踏ま

えれば、この対策が併せて、担い手の規模拡大等の経営改善努力を促し、望ましい農

業構造の実現に寄与し得る仕組みとする必要があると考えている。

また、ＷＴＯの国内支持に関する規律との整合にも留意する必要があると考えてい

る。

２ 経営所得安定対策の基本的な仕組みに関するこれまでの整理としては、昨年８月に

取りまとめた「構造改革推進のための経営政策」の中で、

・生産者の主体的な取組を助長するか

・価格変動の影響を緩和する機能が安定的に発揮されるか

・透明性は高いか

・モラルハザードの回避が容易であるか

等の視点から、価格変動の影響を緩和する方式として想定される保険方式や積立方式

などの特徴を踏まえて、長期的な安定性を備えており、制度運用面で透明性が高い保

険方式を基本として検討を深めることが適当としていたところである。

３ このような経緯を踏まえて、将来の経営所得安定対策の仕組みについては、保険方

式を基本に据えて対応していくことが適当であるとの考えをお示ししているところで

あるが、今後、米政策の改革のあり方についての論議との整合性に留意しつつ、保険

制度以外の方式も排除せずに、検討を深めていく考えである。

青色申告農業者の調査状況（高木委員）

（答）

１ 本年から、経営所得安定対策の具体化検討調査として、３カ年計画で、青色申告農

家の農業経営の概況、農業収入・所得等の経営データを収集する調査を行っている。

これは、農業収入・所得の変動等の実態を地域ごとに把握するために、全国の青色申

告農家の協力を得て、青色申告決算書の写し等から経営データを収集し、経営所得安

定対策の制度設計やその実効性の分析・検証に役立てようとするものである。

、 ， （ ， 、調査の規模は ４２道府県にわたる約３ ３３０戸 うち水田営農約３ ２００戸

大規模畑作経営１４０戸）を調査対象農家として、調査の１年目は、平成６年から１

３年の８年分のデータを収集し、２年目は平成１４年分、３年目は平成１５年分のデ

ータを追加的に収集し、制度設計のために必要な、都合１０年分のデータを収集する

こととしている。



２ 収集したデータについては、これらを保険方式や積立方式等の考えられる仕組みに

、 、当てはめ 補てんの発動の頻度や受取額・拠出額等に係るシミュレーションを実施し

それぞれの仕組みの安定性や効果等について分析・検証を行おうとするものである。

また、経営所得安定対策と農業共済制度、経営所得安定対策と品目別の経営安定の

ための措置との間の機能の重複を避けるため、調査対象農家の農業共済関係等のデー

タも別途収集し、これらを併せ用いて、対策間の調整手法についても検討することと

している。

３ 現在は、農業共済関係等のデータも含め、調査の１年目に収集する８年分のデータ

の収集を終え、これらの入力作業とデータ整理を行っているところであり、今後、デ

ータの収集・整理を終了した後、このデータを用いてのシミュレーション等の分析を

実施していく予定である。

当面の経営安定対策の必要性及び具体的内容に関する記述の中で用いている「生産

調整への参加者」の判断基準は何か （高木委員）。

（答）

当面の経営安定対策の必要性及び具体的内容に関する記述の中で用いている「生産調

整への参加者」は、国が関与して目標の配分等を行う方式の下で、生産調整を達成して

いる者という意味で用いている。

当面の経営安定対策と将来の経営所得安定対策の対象者は、生産調整参加を要件と

すべきでないと考えるが、どうか （高木委員）。

（答）

国が、生産調整への参加メリット措置として、米の価格下落に着目した対策を講じる

場合には、これと、生産調整への参加を要件とはしない経営安定対策とは整合的ではな

いと考えているところである。

検討項目２０（農地制度見直し関係）の回答は市町村任せ。量的なことも含め農地

を農地として利用することを担保することには、ほとんど寄与しないのでは （高木。

委員）

（答）



１ 農山村振興研究会報告（平成１４年１月）や、農山村地域の新たな土地利用の枠組

み構築に係る論点整理（平成１４年８月）において、スプロール的開発や耕作放棄地

の増加等、農地の適切な保全・利用の観点から問題が生じている理由として、現行の

農振法等による仕組みにおいて、地域住民が能動的に参加する仕組みが不十分であり

農地保全を含めた地域づくりへの住民の積極的な参加意識が希薄であることがあげら

れている。

２ したがって、農地を農地として保全・利用していくためには、農地所有者等の主体

的な取組を促進することが重要であり、現行農振法に基づく国－県－市町村を通じた

優良農地の確保の仕組みの中に、農地所有者等による主体的な土地利用調整を促進す

るような仕組みを組み込むことを検討している。

３ また、地域において農地所有者等の合意形成による土地利用調整を通じた農地の保

全に取り組む市町村も出てきており、今回の制度見直しにより、運動的な取組みの拡

大と相まって、こうした市町村の動きを後押しし、さらに拡げていくことが可能であ

ると考えている。

４ こうした取組により、地域において農地保全への取組を促進し、集団的な農地や基

盤整備を実施した農地などの優良な農地の農振農用地区域への編入が促進されるよう

な環境を整えるとともに、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ厳格な

運用に努めることにより、農地の農地としての保全を図ってまいりたい。

経営の法人化で拓く構造改革に係る有識者懇談会における論議等を踏まえた法人化

や農地の利用集積の促進についての検討状況（高木委員）

（答）

６月に立ち上げた有識者懇談会での議論を踏まえ、農業の構造改革を加速し、効率的

かつ安定的な農業経営の育成を図るため、農業経営の法人化及び農地の利用集積の一層

の促進等の観点から、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案（仮称）の次

期通常国会への提出に向け検討している。

現時点における主要な検討項目は、以下のとおり。

① 認定農業者の経営の法人化を推進するとともに、関連事業者との連携を促進する

ため、農業生産法人の出資要件が緩和できないか。

② 認定農業者の意向に即し、農業経営の規模の拡大が可能となるよう、農地保有合

理化法人による買入協議制度の見直しができないか。

③ いわゆる集落営農のうち、生産から販売、収益配分までを一元的に行い、主たる



従事者が、市町村の基本構想で定められている所得水準を目指し、一定期間内に法

人化する等の計画を有する等、経営体としての実体を有するものについて、制度上

位置づけられないか。

④ 遊休農地の有効利用をより一層促進するため、遊休農地所有者等に対する措置の

見直しができないか。



平成２２年において、基盤づくりのそれぞれの具体策を進めた結果、用途別の米づ

くりについて「需要に価格面で対応できる」ようになるのか （高木委員）。

（答）

１ 需要に価格面で対応するためには、低コスト化の取組が必要である。①農地、農作

業集積等による効率的な経営の実現、②直播栽培の導入、③多収性品種の導入を組み

合わせることにより、現行より最大、主食用では４割程度、加工用（米粉パン用）で

は６割程度、稲発酵粗飼料では６割程度のコストを低減させることができると試算さ

れる。

２ 現行の用途別販売価格から１０ａ当たりの農家所得を試算すると、主食用で約４万

１千円、米粉パン用で１万４千円となる。米粉パン用では現行の稲作の所得約４万円

（副産物収益を除く、１３年産生産費調査）よりも少ないが、労働時間が大幅に短縮

されることから、他作物の生産やさらなる規模拡大を通じて１戸当たりの農家所得の

確保を図ることで 「需要に価格面で対応できる」生産が可能になると考えている。、

、 、 、３ なお 稲発酵粗飼料については 現状の取引実態における評価を前提に試算すると

今後、最大限のコスト削減を行っても所得は約１万７千円のマイナスとなるが、さら

に、品質の向上や稲発酵粗飼料を活用した家畜飼養管理の普及に努めることにより、

飼料としての評価を向上させて所得を拡大することが可能と考えている。

（単位：円／１０ａ）（参考）コスト低減による所得の試算

用 途 現 状 最大限のコスト低減
60 15,000 9,000主食用 費用合計( ㎏）

126,000 112,000粗収益
85,000 72,000経営費
40,000 41,000所 得

労働時間 時間 時間34 12
60 15,000 7,000米粉パン用 費用合計( ㎏）

71,000 90,000(多収性品種導入を想定) 粗収益
85,000 77,000経営費

14,000 13,000所 得 △
労働時間 時間 時間34 12

TDN1 136 54稲発酵粗飼料 費用合計( ㎏）
29,000 42,000(多収性品種導入を想定) 粗収益
81,000 59,000経営費
52,000 17,000所 得 △ △

労働時間 時間 時間29 14



厳しい耕地条件等から中心的担い手による土地利用集積が困難な中山間地域にあっ

ては、集落営農の協業化、法人化にはかなりの期間を要すると考えられることから、

対象要件を段階的に設定し、移行期間を含めて経営安定対策の対象に含める必要があ

る （三浦委員）。

（答）

１ 効率的かつ安定的な農業経営の育成は、そのような経営体が生産の大宗を担う農業

構造の実現を目的として講じられるものであり 今般 認定農業者と集落型経営体 仮、 、 （

称）を「育成すべき農業経営」として明確に位置づけた上で、これらに対し、担い手

育成・支援対策を集中的・重点的に講じていく方向性を明らかにしたところである。

中山間地域においても 「育成すべき農業経営」として担い手育成・支援の諸施策の、

対象として効率的かつ安定的な農業経営の実現に向けて、積極的に取り組んでいただ

きたいと考えている。

２ なお、経営安定対策は、農産物価格の著しい変動が経営に与える影響は、大規模な

担い手経営である程、大きいことを踏まえ、これを緩和することを目的として措置す

るものであることから、その対象者も、相応の経営形態・経営規模を実現し、又は実

現を目指して取り組んでいる経営体に限定されるものと考えている。

育成すべき農業経営に対し集中的・重点的に支援し農業経営の法人化を加速するに

は、任意組織を母体として法人化する際の引継資産に係る税制等の特例措置や、相続

税・贈与税の納税猶予制度及び経営移譲年金制度の運用改善が必要ではないか （三。

浦委員）

（答）

１ 農業経営の法人化は、経営管理能力や対外信用力の向上等の面で 「効率的かつ安、

定的な農業経営」を育成する際の有効な方途となることから、その推進を図っている

ところであり、その障害は、可能な限り除去する方向で対応していく考えである。

２ 任意組織を母体として法人化を図る場合、

① 資産の引継に伴う課税の発生

② 贈与税・相続税の納税猶予適用対象農地に係る納税猶予の打切り

等の税制上の問題が法人化を阻害する場合があることは、各種のアンケートや実態調

査等を通じ、当方においても承知している。

３ 税制上の特例措置は、課税の公平性等に配慮しつつ、税体系全体の枠組みの中で措



置されるものであることから、必ずしも農政の方向に合わせた形で措置できるもので

、 、 、はないが 御指摘のような措置について 現在の税体系の中でどこまで対応が可能か

今後検討して参りたい。

農業経営モデルの設定において、地域の経営類型を網羅したモデル設定は困難では

ないか （米だけでも系統出荷割合や減農薬、有機認証への取組等で差がある （三。 。）

浦委員）

（答）

１ 担い手の経営安定のための措置として、担い手の収入又は所得が一定の基準を下回

った場合にその差額の一定部分を補てんする仕組みを考える場合、その収入又は所得

につき、個々の経営のもので判断する方法と、経営モデルのもので判断する方法が考

えられるが、簡素で実施コストを抑えることが容易である点、モラルハザードを回避

しやすい点等の面から、経営モデルによる方法を例としてお示ししたところである。

２ これはあくまでも一つの例で、また上記の２つの方法には一長一短があり、経営モ

、 、デルによる方法にはご指摘のような課題もあると認識しているが それらについては

今後の具体的な仕組みの検討の中で、更に検討していきたいと考えている。



耕畜連携による稲発酵粗飼料の生産拡大のためには、長期にわたる安定供給体制の

確立や耕種農家での導入が容易な小型・軽量な機械の開発が必要ではないか （三浦。

委員）

（答）

１ 稲発酵粗飼料の拡大定着を図るためには、耕種経営と畜産経営の継続した協力体制

が不可欠であることから、耕畜連携に当たっては、耕種経営と畜産経営との間で、水

田の利用や生産物の利用に関する協定等の締結とともに、これを地域ぐるみで支援す

る協議会等の体制整備が必要であると考えている。

このため、稲発酵粗飼料の推進協議会を全国段階、地域段階に設置し、行政や農業団

体が一体となった推進活動を展開しているところである。

２ 一方、稲発酵粗飼料は、耕種経営の労働力や保有する機械を活用できるなど耕畜連

携を通じた飼料生産が可能であるという利点があるが、他の粗飼料に比較して栄養面

では同等であり、現在の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

ものとは言えない。

３ したがって、長期にわたって稲発酵粗飼料の定着を進めていくためには、効率的な

機械の開発を進めるとともに、基本的には水田を集積・団地化し、生産単位の拡大に

よる生産コストの大幅な引き下げが必要であり、生産コストの大幅な引き下げが可能

なほ場の生産規模と適正な機械規模が必要であると考えている。

（参考）

○稲発酵粗飼料等の養分含量

稲発酵粗飼料 牧草乾草 イタリアン とうもろこし
ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ) サイレージ サイレージ（

５５．９ ５５．８ ５７．６ ６５．９乾物中TDN（％）

１３６ ４４ ５２ ５９コスト 円/TDNkg)（

資料：日本標準飼料成分表（2001 、米生産費（平成１２年 、牛乳生産費（平成１２年）） ）

（注１）TDN（可消化養分総量）は、家畜に消化される養分の総量を表す。

（注２）コストは稲発酵粗飼料については費用合計、その他の飼料作物は費用価。



５ その他 本項目については、全国農業協同組合中央会作成

ＪＡ全中は、研究会に参加しているＪＡ関係者の所属と氏名を明らかにして、農家

への説明や組織討議をしてこられたのか、また、研究会とＪＡグループの関係をどの

ように位置づけてこられたのか伺う （上場委員）。

（答）

○ 研究会に参加しているＪＡ関係者の所属と氏名は、研究会の委員名簿は公開されて

いる。研究会とＪＡグループの関係の位置付けを含めて、我々にどういう意図で質問

されているのか理解できない。

○ 研究会と委員の位置付けとはいかなるものか、質問者は研究会と質問者が所属する

団体等との位置付けはいかなるものなのか、むしろ事務局に答えていただきたい。

今後の研究会の検討結果をＪＡグループの方針に反映させる意志の有無を伺う。即

ち、研究会の検討結果とＪＡグループの従来の組織決定が異なるものになった場合の

対応方針について伺う （上場委員）。

（答）

○ 研究会の検討にあたっての基本的考え方は、生産者の理解と納得を得る改革案をと

。 、りまとめるものと考えている そのような観点でとりまとめられたものであるならば

ＪＡグループの方針に反映させていきたい。

○ ＪＡグループの基本的考え方および具体策は、生産者の理解と納得を得るために必

要な組織決定を経て決定したものである。研究会委員に対してもご理解いただけるよ

う今後精力的に議論していきたいと考えている。

なお、これから前向きに議論していこうとしているなかで、上記の質問を含めて、

議論をする以前からそのような質問と回答を文書で求めることは、研究会の品位の低

下や混乱を招くこととなり、研究会事務局として適切な対応を求めるものである。


