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第10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７日（木） 10：30～17：30

○ 場所：農林水産省共用会議室Ａ～Ｄ（郵政事業庁内）

（企画課長）

定刻となったので、只今から第10回生産調整に関する研究会を開会させて頂く。

なお、本日は都合により小熊委員、高橋泰一郎委員、立花委員、永石委員、福井

委員が欠席されている。また、和田委員におかれては遅れて出席するとのことであ

る。

それでは、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、議事に入る。前回は、中間とりまとめに沿った新たな米システムの具

体的内容について、論点を絞りつつ論議をおこなったところである。本日は、前回

の研究会に引き続き論議をおこなって参りたいと思う。

午前中は、ファイルの中にもあるが、前回の研究会でア・助成措置の内容、イ・

担い手に対する経営所得安定対策、ウ・余り米処理の方策、エ・流通制度改革のあ

り方、オ・その他の５つの項目を示して論議をおこなってきたが、十分に論議の出

来なかった事項を中心に論議をおこない、その後、午前中の残りの時間を使って、

前回までに、委員の皆様から提出のあった意見について、そのポイントを簡潔に発

言願いたい。その後、１時間程度の休憩を挟み、午後は、次回の研究会で取りまと

めに向けた論議がおこなえるよう、お手元に再度お配りしてある「各検討項目に対

する考え方の全体像（再構築の基本方向 」に沿って、順次論議をおこなっていき）

たい。それでは、これからしばらくは、前回示した５項目のうち、論議が十分でき

なかった余り米の処理方策等を中心に論議をおこないたいと思う。前回の資料はお

手元のファイルの中にあるので、それをご覧になりながら、意見等があればどなた

からでも結構である。

（三浦委員）

助成措置の内容について１つ、生産調整協力交付金について伺いたい。前回も発

言しているが、整理すると、事務局案では生産調整のメリット対策として、生産調

整参加者を対象に米価下落の影響緩和対策を講じるとしている。交付金単価につい

ては、例えば固定部分では一俵あたり200円、変動部分では直近３カ年の自主流通

米価格の平均と当年産価格の差額の４割を算出し、補てんするとしている。現行稲

経の８割補てんからすると十分に参加者メリットが実感できないのではないかと思

、 。 、 、 、い 疑問を呈したところである 予算措置上の事情もあり こうなったのか また

単価の積算根拠は何なのか、その際現行稲経とのメリット・デメリットを比較する

必要があるのではないかと考えている。また、生産者と政府の拠出割合を、１：１

、 、 。としているが 現行は１：３ということであるので この関係についても伺いたい

（飛田委員）
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今の意見に関係するが、新しい対策で生産調整の実効性を確保するためには、達

成者のメリット措置が重要であるということだと思う。この中でメリット対策とし

て出された生産調整協力交付金であり、新しい稲経と言えるものだと思う 、この。

中で確認をしたいのが基準の取り方である。直近３カ年ということで明記されてい

るが、７中５という方式を取り入れている現行稲経と比較すると、協力交付金を貰

っても農業者の実感からすると、相当開きがあると思う。対象の取り方を検討する

必要がある。２点目に、価格差がどれだけ出てくるかは想定できないが、この間の

資料で試算すると、価格差が開いた場合、補てん割合が反比例して低くなるのでは

ないか。具体的に、シミュレーションが出されていないので解らないが、その辺は

どうなのか検討する必要がある。３点目に拠出割合は１：１ということだが、いく

ら負担するのかが解らないと、農業者が本当にメリットを感じられるのかが解らな

いのではないか。ちなみに、わが県の今年度の状況と比較すると、30～35％、計算

すると目減りする。そうすると農業者に対して本当にメリッがあるシステムなのか

という疑問がある。

（生源寺座長）

２人の委員の発言について、企画課長からお願いする。

（企画課長）

生産調整協力交付金の単価は、例えばということで示している。交付金の考え方

は全体のパッケージの中で考える必要があり、そのパッケージの中でどの部分にウ

ェイトを置けばいいのかは今後の課題である。200円４割の根拠は、500円下がった

ら現在の稲経と同じメリットとなる。つまり、固定部分が200円、変動部分が500円

下がると４割だから200円、計400円貰える。今までは、８割だから400円。500円以

上、下がれば今までよりも損をする。500円以内ではこれからのほうが得をする。

できるだけ500円以内になるよう、生産面の努力だけでなく、流通の入口の販売面

の努力も今度必要になってくる。このような取組により全体効果を考えて500円と

いう単価を設定している。次に、拠出割合は諸外国の例として、半々で設定してい

るが、一般的な補助金の例もそうである。カナダのニサという制度も１：１という

ことである。基準の取り方であるが、昨年７中５が決まったが、価格の取り方等で

問題になった。補てんする仕組みで一番大事なのは、市場実勢の反映とバランスで

あり、全体の仕組みがより市場に即し、市場を重視した形で現場での生産調整の計

画を立てていくことである。これで良いかどうかは全体のパッケージの中で論議し

て頂くということで御了解願いたい。

（山田委員）

前回、研究会の進め方について、あるべき姿の目標ありき、国が生産調整の配分

の廃止ありき、ではないという整理をした。座長から示された検討項目について具

体策の進め方についての異論はない。ただ、本日 「各検討項目に対する考え方の、

全体像」に従い、これを取りまとめの前提として意見を取りまとめる、というので

は、食糧庁が検討の宿題に応えた資料で、その資料には中間取りまとめの方向から

逸脱していると指摘されたものも含んだ全体像であり、これを検討するということ

になる。そうではなくて、研究会としての主体的なものの取りまとめをすべきであ
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る。

（廣瀬委員）

前回の討議に基づいた全体像が出されているが、生産者団体側も地域の生産者か

らの意見を求めてあるべき姿の提案をしている。これについても理解頂き、食糧庁

案に対して現場でも検証して、どうあるべきかを決めてもらわないと、いくら立派

。 、 、なことを決めても現場に入らない これからの改革の道すじ 米作りのあるべき姿

生産調整に対する国のあり方を明確にして頂きたい。

（若林委員）

前回の論議の佳境の部分について、先に考えを申し上げたい。私は市場重視型と

いう方向で意見を申し上げてきた。そういう形で中間方向がまとまっている。新制

度に切り替わっていく時に、今まで30数年来生産調整をやってきても課題があり、

そのため研究会が開かれているのに、新制度導入にあたって、そう簡単に国・地方

自治体の協力なしにできるとは思わない。また、国が生産調整の配分を、年限を区

切って止めるということを議論する時期ではない。研究会が議論すべきは新制度を

、 。 、どうつくるか ということである 止めるかという論議があるのは大変不満であり

研究会発足はそういう視点では無かったと思う。この点については、前段に整理さ

れているので良しとするが、国の配分の役割があるという位置付けは明確にして頂

きたい。もう１つは、生産調整の論議の中で余剰米対策の問題が出ている。どんな

制度をつくっても、最後の締めのところの豊作によって尻抜けされるような制度で

、 。は 前段どんな助成制度をつくっても豊作による過剰米の問題でつまづいてしまう

今回出された中身の部分は、3,000円という制度の中で最終の役目をしようとして

、 。 、いるが 結果的に市場の価格下落をもたらすのは必至である そういう意味合いで

過剰米対策について、一定のルールが必要ではないか。米は主食、という位置付け

があり、いざというときに、どんな事をしても生産量を確保する。こういう思いが

あるとすれば、過剰によるところの価格の下落は、結果として農家の為にならず、

担い手農家の像を崩す形になる。各論に入り、助成内容の論議はいいが、それより

先に尻抜け部分をどう止めるかの論議を先にすべき。

（生源寺座長）

後段の部分について、議論が足りない部分として、私自身も問題意識を持ってい

る。しかも、食糧庁と全中の案があるので、是非御披露頂き、議論して頂きたい。

その後で、もう一度順繰りに詰めて行きたい。詰める素材として、この全体像は駄

目だと山田委員は仰るが、これは基本的には中間取りまとめに沿ったものと考えて

いる。中間取りまとめとワンセットで議論の素材にはなるのではないか。ただ、い

わゆる第１類型はこの研究会の方向とは違う。第２、第３類型について議論し、第

、 、 。 、１類型は その関係で必要ならば あるいは議論をするという程度である 前々回

この類型からはずれているものがあると申し上げたわけで、食糧庁案も無条件に、

これを前提に話をするのではなく素材として使う。ある部分については、研究会の

議論の流れとは違うものとして処理されている。若林委員の発言との関連だが、前

回午後の冒頭に私が申し上げた点を繰り返すと、期間ないしは、スケジュール論と

中身の問題について集約している。このことも踏まえた上で資料を素材として議論
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。 、 、して頂きたい 繰り返すが 米作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議論を進めて参りたいと集約した。食糧

庁案に盛られていた内容のいわば幅の部分で、第1類型については、中間取りまと

めの方向から、はずれているという形で処理をした。時間的な流れと内容の問題に

ついて、始めに３年という期間ありきではなく、中身の議論と一体のものとして整

理した。そういう研究会としてのスタンスを前提に、この素材で議論願いたい。私

が素材ペーパーを用意できればベストかも知れないが、時間的な制約もあり、これ

まで全体研究会で再三議論してきた経緯もあり、事務局にお願いし、この資料を使

わせて頂いた。

（生源寺座長）

今の点については、議論の煮詰まり方にもよるが、午後と今後の進め方について

も提案できるかと思う。食糧庁には、我々から素材の提出をお願いしており、もっ

と良いものがあれば良いものにする。おかしなものがあれば排除する。

（企画課長）

全体像が食糧庁の回答データということであるが、食糧庁が意図的につくったも

のではなく 「中間取りまとめ」と「宿題」を併せて議論できるようなものをつく、

。 、 。った 食糧庁としてではなく 事務局として出せとの要請に基づいて作成したもの

従って、中間とりまとめの文章をそっくりそのまま使用し、食糧庁の回答をまとめ

た部分もある。系統の状況をまとめてもらったものも、そのまま使用している。食

糧庁の提案ではなく、事務局がある程度、研究会の意向に沿ってまとめたものであ

る。

（生源寺座長）

先ほど申し上げた点と重複するが 「中間取りまとめ」を踏まえた素材である。、

その中に多少ずれる部分があれば、修正してやっていけばよいと考える。

（門傳委員）

食糧庁案・全中案はタタキ台。マスコミ先行は事実としても、研究会として、案

についてそれぞれの委員が意見を出している。これが絶対という考えが、我々委員

の中にあると研究会の存在異議が薄いものになってしまう。座長を中心として、我

々１人１人の自己責任・リーダーシップが問われている。生産調整協力交付金につ

いて食糧庁案は、全体パッケージとはいうものの、現実的には予算は限られた

3,000億円の中という印象がある。青天井ということはありえない。それぞれの交

付金の費用対効果・分かりやすさとは別物として、少ない予算で需給調整ができれ

ば良いわけだが、この部分についての考慮が感じられない。稲経に変わるものなの

か。生産調整協力交付金についても、基準価格の７中５であればある程度見通しが

付いて極端にぶれないですむ。しかし、直近３年だと我々生産者側からみれば、か

なり安心感が違う。現状は７中５でやったほうが、生産者の赤字は減る。拠出も同

、 、 、比率で 今の１：３が１：１になるということでは 今よりも余計に払う形になり

加入を推進するときに引っかかる。全体をリンクさせて、少ない予算で需給調整を

できるように考えて行かないと繋がりがないようなものになる。生産調整は、つく
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りたいものをつくるなというものだから、多少の強制感がある。そこをメリット措

置で緩和するわけだから、同比率というのは見直すべきではないか。我々も、ずっ

と国にぶら下がり、助けてもらうつもりはない。担い手が主体的にやっていくとい

うスタンスでやっている。この点を汲んでもらい、交付金の部分を見直してもらい

たい。

（生源寺座長）

今の意見は、先ほど、事務局から配布された資料についてである。交付金の問題

については、企画課長の方から全体の枠の中でのバランスの問題である事が示唆さ

。 、 。 、れている 食糧庁から出された素材は それなりに根拠があるものである しかし

全体のバランスをどう考え、どうシフトさせていくかを考える必要がある。また、

現在の素材は固定部分と比例部分となっているが、このパターンがベストであるか

という点があり、次に具体的な数字の問題もある。その辺りの議論をお願いする。

若林委員からの指摘もあった、余り米の処理の問題も論点として議論願いたい。

（太田委員）

、 。 、生産調整協力交付金について 直近３カ年というのは乱暴な考えだと思う また

過剰米処理について、全中案のすべての農家から拠出金が取れるのか疑問である。

農業共済ですらすべての農家からは取れていないのが実態。仮に法的措置を講じた

としても、現場ができるのか危惧するところである。区分出荷についても、どのよ

うにやるのか具体的に示さないと現場は大混乱すると思われる。

（企画課長）

中間取りまとめの方向に沿って、生産調整のメリットと経営所得安定対策を区分

して、２つの役割について説明している。

（生源寺座長）

前回の議論で生産調整のメリット措置としての交付金と、経営所得安定対策・経

過的なものをどう考えるかという問題でもあることも理解願いたい。

（奥村（一）委員）

生産調整協力交付金について、いち早く経営所得安定対策が担い手対策として講

じられるなら良いが、今の行政素案を見る限りでは、もう少し先のことに感じる。

そういうことであれば、交付金の配率はこれでよいのかを考えるべき。制度が変わ

る時には価格等は変動しやすい。ある程度安定してからの３年というのは良いかも

しれない。しかし、制度変更時はどうなるか解らない不安感があるので、当面はあ

る程度変化に対応できるよう５年、７年という配慮をお願いしたい。現行の稲経対

策のように６、８、９という考えは、新しい制度でも担い手に対する措置として必

要である。一律補てんでは問題があるかもしれない。今までの６：８：９という配

率は、何なのかということになる。

（上場委員）

交付金については、予算の理論の側面関係もあるが、他方では農家が貰って嬉し

いと思うかどうかという側面からの検討も必要。例えば助成が10万位貰えれば嬉し

、 、 。 、いが 1,000円程度では計算が面倒だ というのが生産者の本音 金銭交付として

どの位あれば人の心を打つか、というところまで考えるべき。集めるときは薄くで
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も良いが、薄くまくと反発が起きる。

（山田委員）

全中案の過剰米処理について回答し、説明する。太田委員からあった、全員拠出

できるのかという点、区分出荷できるのかという点については、現在エサ米として

豊作分を処理している。10ａあたり1,500円の拠出をおこなっている。なぜ拠出に

したかというと、かつては食管制度のもとで国が豊作分を含めて販売調整で抱えて

くれたり、食管制度以降は備蓄操作により結果的に国が過剰分を抱え込んだりする

運用があった。しかし、今は、厳格な売買操作の中で国が過剰分に手を入れる仕組

みになっていないためである。今は、作付面積の60％から1,500円を集めることが

できている。約120億～130億になる。この対策を講ずる見返りに国から一定の支援

をいただいている。要は、国が過剰米全体の面倒を見れないため、生産者拠出と同

額の国の支援を併せてギリギリで実施しているということである。もう１つは、拠

出をすることによって、豊作分による価格変動をとも補償の思想でみんなで対策を

講じるということで実施している。拠出した人に対してメリットが出るので、メリ

ットの見返りがあるという意味では、拠出者を特定するという考えでもある。この

意味で拠出は引き続き必要だと考えている。なにがなんでも法律で拠出を明記する

というところまでは考えていない。法律的に過剰米処理の為に、拠出を義務付ける

ということは、なかなかできないと思う。しかし、現に生産者には数量を示された

範囲を超えた豊作分があれば、それは区分して出荷して頂く。拠出した人には、一

定のメリットもあるという形で対応させたい。一定の数量を示す行為と、裏腹の形

で拠出の協力をいただきたい。そのための一助になればと思っている。作付面積の

100％から取るのは無理である。今の６割の水準を６割５分、７割という水準でで

。 、きるだけみんな参加して制度を維持していく仕組みができれば良いと思う 従って

数量配分の法律規定ができれば、それと併せてできないかと考えている。社会主義

や全体主義を成そうとするものではない。誘導措置として考えている。水稲共済は

作付面積の95％加入しているので、共済と関連させる手だてはないか。今回の事務

局案の生産調整メリットの交付要件として、拠出を連動させることはできないか、

という案については、70％程度、集められる仕組みになるのなら、今後検討してい

く必要がある。区分出荷は、お手元に別途２枚の紙を出している。現行の過剰米処

理は15万ｔ～20万ｔをエサに向けることにしている。豊作分を区分出荷させず、豊

作分も通常の範囲内で生産者分の計画流通米として集めている。区分出来ず、みん

な集めているので、水準は例えば15,000円で仮渡しして集める。その中で豊作分の

数量は農協・市町村管内でほぼ確定できるので、その数字をエサに向けている。そ

の差額を拠出と国の支出から補てんしており、8,000円が水準である。15,000円を

仮渡しして、8,000円を返せるのが今の仕組み。ところが差額7,000円をどうするの

かというと、農協が集めた米からみんなで負担している。だから１俵あたり負担が

400円だったり300円だったりする。皆さんは10ａあたり1,500円拠出しながら、さ

らに豊作分が出てきた場合は共計負担が300円から400円になっている。このため計

画外との競争ができず、不公平が出ている。そこで、400円から300円別途共計から

取るような話はやめて、豊作分を区分して集荷し、8,000円だけ実現して後はない



- 7 -

という仕組みにするためにも区分出荷が必要と考えている。ＥＵは、国で配分数量

を含め生産数量を管理している。それを個々の生産者に配分し、それに従った者に

。 、 、 、交付金を出している 数量がオーバーした場合は 再度全体で 全員で配分し直し

オーバー分が範囲内で収まる調整の仕組みを取っている。ＥＵでも過剰処理は政策

、 。として取り組んでいるので わが国でも米政策の根幹として位置付けてもらいたい

その点からすると事務局案は、とにかく全て売れ、どうしても売れない場合は、

3,000円で引き取るということだから、何ら過剰米処理になっていない。価格は、

豊作のとき急落する上、過剰米は3,000円で措置するということでは、何の過剰米

対策にもならない。

（太田委員）

区分出荷について、誰がどのような形でおこなうのか。行政を主体として考えて

いるのか、農協が主体となって構えるというのか、この点を明らかにしていただか

ないと議論ができない。

（山田委員）

現状の仕組みの中で過剰米処理は農協で数字を把握し、集荷、販売、共同計算の

仕組みの中で対応している。その一定の数量に対して我々が拠出した分の見合いで

国が支援し、6,000～8,000円のところまで確保する仕組みになっている。区分出荷

をどうするかという時に地域ごとのオーバー数量をどこかで把握しておく必要があ

る。第三者機関でやるのかも含め、市町村の指導も得て、豊作分を特定できれば、

米の出荷に伴う諸作業は集荷するＪＡその他の団体で担うしかないのではないか。

（三浦委員）

過剰米処理について、豊作による過剰米と捉えると山田委員からお話があったよ

うな構図ができ上がるのだと思う。しかし、豊作であっても売れる米は売れる。事

務局案にあるように、販売努力の結果、過剰米が生ずると捉えた議論をしてみない

とならないのではないか。豊作による分だけを処理しても、１年経って再び余り米

が出てくるとなると、区分出荷では対応できないのではないか。若林委員から市場

重視型の生産調整をおこなうという発言があった。中間取りまとめでは市場を通し

て需要を感じとり、売れる米作りとなっているので、過剰米処理については一旦そ

こまで話を戻すか、あるいは思いを巡らせて考えるべき。

（岡阿弥委員）

過剰米の処理は、大変重要な事項と認識。しかし、事務局提案は、日本の生産構

造の中で担い手農家が大宗を占めることを政策目的としてイメージしているが、現

実のところは担い手でない、かなり小規模の農家の協力をもって、過剰米処理や生

産調整がおこなわれている。そういう点で、ある程度それらの農家がメリットを感

じる措置として誘導していかないと、生産段階の調整ができない。みんなで協力し

ていかないと、担い手農家も過剰になると困窮してしまう。今までは、みんなの協

力で支えてきたのが現実。この仕組みを今後の生産調整に引き続き持っていくのか

どうかということが重要。たくさんの人が支えなければ生産調整はできないという

考えはみんな一致している。それに見合ったメリット措置が必要。三浦委員の指摘

のように、生産段階の調整と流通段階の調整という２段階の調整をしなければ実際
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に価格の安定性は保てない。価格の安定性は担い手にとっても経営計画を立てるた

めに大事だし、業者にとっても一定の価格が見えるということで重要である。先ほ

ど、針原課長が流通の入口でどう処理するかの努力が必要と仰った。生産段階の調

整と同様に流通の入口での過剰対策をどうするかが必要だと思う。例えば区分出荷

の場合、一定の強制力なのか誘導力なのかという点があり、私は誘導と強制を伴わ

ないとできないと考える。誘導とはメリット措置のこと。もう１点はキチッと調整

しているところとのリンク、メリット措置とのリンクが必要。いわば区分出荷は、

安く出荷するわけだから、安く出荷した以上のメリットが要る。それがいらなけれ

ばメリットを放棄する。そういう努力がないとなかなか実現しないので、ＪＡ案は

ワンセットで考えていかないといけないという考え方。精神論だけでは済まない。

流通段階の問題だが、事務局案は年間の需給の見通しを７月と11月と３月に出すと

のこと。この中身が全体の需給量、国の備蓄の出荷、ＭＡ米の計画が盛り込まれる

ということだが、見通しが変わってきた場合、誰が調整するのかが問題。要するに

売れるなら出荷する、売れないなら出荷を止める、それをどう想定していくのか。

ここの調整が流通段階の調整になる。国は見通しを出すだけで、後は誰がやるのか

を明確にしないと野放しになる。安定供給といった場合、全体の見通しをたて長期

契約をするわけだからそういうものに対してどういう助成をしていくのか、誘導策

を講じていくのか。見通しが下がったときの責任分担も含めてワンパッケージの施

策を持っていかなければならない。

（門傳委員）

過剰処理の関係についてであるが、生産者には実感としてないのが現状である。

、 、 。野菜や果樹であれば 過剰なら余ったものを自分で処分するが 米にはそれがない

（米を）過剰に生産しているという意識が生産者にないと生産調整にはならない。

実感できるような仕組みが必要である。全中案の肩を持つわけではないが、皆さん

の知恵を借りながら（全中案で）進めていかなければならない。事務局案では、過

剰処理になっておらず、生産者に過剰の際には痛みを伴うことを知らせるべきであ

る。生産調整は結果的に過剰をどう処理すべきかなので、豊作であったり､急激な

需要減に際しては、しっかりとした過剰処理のセーフティネットを張っておかなけ

。 。ればならない 影響を受けるのは大規模法人や集落営農を行っている担い手である

今回の事務局案の中でも、４要件を全て満たす集落営農は日本にはない。地域にあ

ったものや集落営農を壊すことのないように進めていただきたい。

（生源寺座長）

最後のところは、経営所得安定対策の分野であると思われる。

（三浦委員）

過剰米処理の結果について、事務局案と全中案を見ると､意見が正反対である。

翌年の生産予定数量に影響させるかさせないかである。ただ、市場を通して需要を

感じ取り売れる米づくりにどちらが適するのかとなると、過剰米処理の結果を翌年

の生産予定数量に影響を与えない全中案は、毎年過剰米の処理に追われることとな

る。過剰米処理を翌年の生産予定数量に影響させるのかどうかも論点のひとつであ

る。私は翌年の生産予定数量に影響を与えるべきであると思っている。
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（藤尾委員）

新しい対策が決まる前から、過剰米が3,000円であると言っているが、やってみ

ないとわからない。

（山田委員）

、 、 。三浦委員 藤尾委員に答えるが 我々は3,000円が欲しいなどとは言っていない

事務局案は米を売れということなので､売った後に3,000円でどこかにやるというこ

とである。値引きして売ることはまさしく販売競争を招くこととなる。豊作ででき

た分は、翌年の生産調整に反映させるらしいので､余計に（値引きしてでも）売込

みをおこなうこととなる。つまり価格の暴落を招くこととなる。翌年の生産予定数

、 、 、量のガイドラインは 売れ残ったから反映させるのか 売れ残り競争をさせた上で

さらに反映させるのか。我々は過剰になった銘柄を翌年に放置しておくということ

ではない。

（上場委員）

山田委員の言っていることはよくわかる。５月頃までは、私もそう考えていた。

しかし、太田委員も発言していたが、具体的に現場でどうするのかという問題があ

る。過去には他用途利用米というのがあったが、結局現段階では訳がわからなくな

る。考えはわかるが具体的にはどうするのか、個々の農家が透明性を保てるのか、

検討状況を教えていただきたい。

（山田委員）

上場委員のおっしゃるとおりである。我々も、確信を持ってやっている段階では

ない。今回の提案の中でも、集落並びに複数集落､地区において実施者集団として

いる。これは、誤解のないようにお願いするが、以前話があったコルホーズ・ソフ

ホーズといった社会主義､全体主義の集団ではない。経営主体として米をつくり、

過剰米が発生した場合は、この集団単位で処理するという組織である。また、計画

生産に加わらない人は、その集団、グループには加わらない。

（門傳委員）

関連して、網下を過剰処理の対策にできないかと思う。網下から主食用に回って

いるのが、50万トンとも70万トンとも言われている。生産者からすると、網下でも

過剰処理の対象として良いとなれば、負担感も少なく､米が集まり易いのではない

。 、 。か 実際農家は網下を販売して その結果が主食用に回り需給に影響を与えている

加工用米の国産米が不足している現状もあるので、網下の有効活用をお願いする。

（花元委員）

米のあるべき姿の基本は需給調整を確実にすることである。これが１番のポイン

、 、 。トであるので 実施者集団 実施者が計画どおり生産の調整をおこなうことである

しかし、全くおこなわない人であっても米を売っているわけだから､過剰米処理の

対策資金を出すことにしなければならない。かつての他用途利用米のときに、平場

で35,000円で売れるところの人が他用途利用米を6,000円で購入して出荷した事例

があった。行政が関与しないと過剰米処理はできない。行政が過剰米処理をするこ

とが基本である。需給調整委員会が市町村に定着するまでは国が関与しないといけ

ない。座長とりまとめがあるから強く言わないが、目標年と実現のステップは議論
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の対象にはならない。前回の食糧庁の回答の中で、私は食糧法の検証が大事である

と言ってきた。食糧法では政府が生産調整をおこなうこととなっており、基本計画

は農林水産大臣がおこなうこととなっている。前回の回答では 「制度上計画外流、

通米の届出と、生産調整の実施、未実施は何ら関係がない 」とのことであった。。

。 、届出をして､需給調整を的確にしていかなくてはならなかったのではないか なぜ

食糧法の中に罰則をかける規定があるのかと言いたい。あるべき姿が定着するまで

は、国が市町村の需給調整委員会などに任せるのではなく、一体とならないといけ

ない。過剰米を出さない方法を考えなくてはいけない。

（廣瀬委員）

先ほどより山田委員、門傳委員が総括的に過剰米処理の必要性、重要性を述べら

れていたが、現場の意見を述べたい。生産調整は需要に見合った生産をおこなうこ

とであるが、豊作により過剰米は生じる。売れる米づくりという表現があるが、実

際は過剰になるとその分は県に配置され、値引き競争となり、産地間競争の激化と

なる。結果的には生産者の米価の下落を招くこととなる。過剰米が発生すれば、当

、 。初から別枠にし 需要に見合った米は主食用として配置することとしたほうが良い

今、食糧庁が示している案では、全体的な米価の下落に通じることとなる。

（奥村（幸）委員）

それぞれ全中案に対する意見が出されているが、余剰米の考え方については､ガ

イドラインを設定する際、需給の均衡をしっかり見極める必要がある。平年時には

余剰米はない。ガイドラインは面積、数量を示したもので余剰米を一緒に考えるこ

とはできない。もう１点は、網下の問題であるが、主食に回っているというのは大

きな問題である。門傳委員から発言があったが、今までも需給調整がきちんとでき

なかった原因には、網下の問題もある。米の生産量の絶対量をしっかり掴むことが

必要である。統計情報部から各地の基準反収などが公表されるが、今日の品種改良

等も考えて正しい数字なのかどうか検証する必要がある。それらも含めての論議が

必要である。

（生源寺座長）

かなり時間が経過しているので、ここで前半部分についての議論を打ち切る。企

画課長より特にあれば簡潔にお願いする。

（企画課長）

以下、事実関係について申し上げる。まず１点目の諸外国のＥＵなどの過剰米処

理についてであるが、一般原則はそうであるが、品目によって全て異なる。米は市

。 。 、場で調整をしている その意味で一般論ではない ２点目の網下の問題については

現在でもエサ処理の対象としても良いと思っているし、助成の対象としても良いと

思っている。ＪＡはそれをしないのではないか。今年からでもやれば良いのではな

いか。食糧法については、食糧法下に生産調整を位置付けた。生産調整を位置付け

た経緯については、ＵＲ対策の考え方によるものである。平成６年の農政振興局が

、 。新たな米政策について約３頁をさいて書いてあるので 本日午後に資料を配布する

その中には、米政策については、生産者の自主的判断に基づいた生産調整の転換。

生産調整をやった人から政府米を買う等があり、規制緩和の流れに沿って定義され



- 11 -

た。生産調整の実施者から政府米を買うと定義されたが、会計法では、競争入札の

原則があり、このことについてのみ特例として行っている。前提には生産者、生産

者団体の自主的､ 主体的な取組があり､その上で､生産調整実施者からの買入があ

る。国の責務として生産調整を位置付けた訳ではない。生産調整を実行ならしめる

ために設けたものでもない。あくまで国会の意思として国の規制に制約を設け､国

会から政府に制約を与えたものである。一方で、計画外流通米の届出があるが、こ

れは、今の説明とは無関係である。食管法下では全量管理していたが、ヤミ米とい

うのがあった。これは、危機管理の一環として食糧法上位置付けられた物である。

以上、事実関係を述べておく。

（生源寺座長）

それでは､冒頭にも述べたが､各委員の提案のポイントを１人１分程度で述べてい

ただきたい。最初に髙木座長代理から、その後上場委員から順にお願いする。

（髙木座長代理）

新たな米政策（システム）が中間取りまとめの３つの基本骨格と、それを検証す

るため７つの視点があるがそれらを踏まえた姿となるようにしていただきたい。

（上場委員）

昨日も認定農家等200人程度と対話集会をした。本来、主人公であるこの人達が

農業新聞等からしか情報が得られない。胸が痛む。完璧ではないが門傳委員の発言

のような「これは認められない」といった議論は避けるべきである。

（太田委員）

農業団体を含め若い職員を交えた勉強会を行っているが、皆の思いは「閉塞感」

を何とかしたい、何とかしてほしいということである。過去30年間の生産調整の経

験や問題点を踏まえ、閉塞感の打破に向けた論議をお願いしたい。

（岡阿弥委員）

米が過剰であるのは、米が国民の主食であるので当然である。それにより、国民

の生活の安定が図られる。今度は、過剰基調をどう調整するか、価格の低下をどう

防ぐのか、全体の生産調整をどうやってスムースに持っていくのかが重要である。

これらの対策は、国が国策としてするべきであると捉えている。

（奥村（一）委員）

水田農業の担い手を育てる方法を。今度の米政策においても担い手の育成や、米

が余っている中で売り先ありきの需要対策をはっきり打ち出さないと、いくら生産

調整をしても効果がない。

（奥村（幸）委員）

米づくりのあるべき姿の実現に向けて、生産者の理解を得られる期間が必要であ

り、軟着陸できるような助成措置が必要である。

（加倉井委員）

ライオンと象が争っている間にねずみは何も言えないが、システムをつくるとき

政治的な要素が入らないことが大切。言葉の使い方として、販売競争や、｢価格の

、 、 、固定｣は論外だが 価格の安定などの言葉は 自由経済の社会では当たり前であり

固執することに違和感がある。
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（木村委員）

国が示した自給率45％ありきだと思う。それに向かってどうするのか、農家にと

って制度はわかりにくく、また、短期間で制度が変わりすぎた。現場では、変更の

間隔が早すぎるのも問題である。

（坂本委員）

系統の皆さんの話を聞いていると､何が変わるのかわからない。なぜ、研究会が

立ち上がったのかをを考えた上でないと、議論は前進しない。

（佐藤委員）

（山形などの）寒冷地帯の土地利用型農業の実状等を理解して頂きたい。市場原

理だけでは農村は成り立たないと思う。食糧庁案の安定契約生産者への優遇の空気

があるようだが、さらに不公平を増幅し大部分の協力者を逆なでする。

過剰米処理も含めて骨のある考え方を望む。

（四位委員）

需給調整については、生産調整が太宗を占めるにしても、集荷・流通・消費の全

段階でそれぞれ役割を担っている、責任のありどころを明確にすべきである。誰が

需給調整について、責任を持つのか役割分担も含め、はっきりとしなければならな

い。パブリックコメントの意見はほとんど､「主食は米であるから需給調整の責任

は国にある」とのこと。また、今の計画制度、自主流通制度にもよいところも随分

あるのではないか。形骸化しているとすべてを除外せず､良いところは引き続きお

こなうべきである。

（高橋（耕）委員）

（福井では）市町村会の関係者は、急激な（制度）変更は農家、市町村にとって

混乱を招くので望まない。国の責任を明確にしていただきたい。

（竹内委員）

、 。 、当面の問題は 米という農産物の性格にあったものにしていくことである 生産

流通、消費と米（商品）が流れていくが、米は特殊な商品ではなく、個性を持った

商品である。市場原理に沿ってどのような対策が必要なのか。商品の流通の中で国

がどこまで関与できるのか。

（飛田委員）

個別問題は、これから検討されるとして、米づくりの本来あるべき姿はどうなの

か。この研究会において、全員の理解の上にたって実現するような前向きの議論を

お願いする。

（中野委員）

網下は、ＭＡ米が販売されるようになってから主食に回った。ＭＡ米が今の米政

策の中で一番問題があるので再検証をお願いしているのである。研究会の議論で大

切なのは生産調整の数量を適切に決めることである。過剰米が必ず発生するので、

発生しないときは米の価格が急激に上がるので、過剰米をどう別枠で処理をするの

かが重要である。

（長谷部委員）

私は流通業者であるから（今日の議論は）もっぱら聞き役である。生産者は、自
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分でつくったものは自分で販売するとヒアリングの中で答えた。生産調整に協力を

していない生産者もたくさんいると思うが、私達の商権を侵している農家直売は多

いが食糧法の中では自由を認めている。その人達に生産調整のメリット・デメリッ

トをいっても関係はない。消費者側に立つと安い米を求めていることをご存知だと

思うが、わかって頂きたい。

（花元委員）

大切なのは、現実から目をそらして論議すると誤った答えが出ると思う。これか

ら研究会のまとめに入るので、知恵を出してしっかりとした議論が必要である。

（早川委員）

11月１日の研究会を欠席して （本日を迎え）研究会の雰囲気が変わっているの、

で驚いている。新しい制度の中身がわかりにくい。全体のシステムとしてモデル的

。 、に示さないと納得してもらえない 農地の規模拡大をするための利用集積について

全ての問題を含めてしっかりとした議論が必要である。

（廣瀬委員）

稲作をいかに抑えるかに論議が集中しているが、米以外の作物をどのように地域

にあったものをつくっていくのかが大切である。東北のように水田探索地帯で他の

作物はつくりにくく、地域に合った作物が必要である。例えば畜産の飼料が国内で

生産できないのか等も考えるべきである。日本農業は米だけでなく、農地を活用す

るにはそういったことも必要である。

（藤尾委員）

私は第４類型を推す。農産物は、でき秋は安いものであるが米はそうなっていな

い。生産者団体は高く売ろうとしている。網下は私は（農家に）販売するなと言っ

ている。農家が販売するときには非常に安いが、流通過程で上がってくる。

（古橋委員）

川上から議論すると、生産調整と余り米に終始する。わがほうから言えば売れる

米をつくってもらわないと困る。どちらから先に議論するべきなのか疑問であり、

。 、 、この辺りの整理をお願いする つまり 生産者の創意工夫と自己責任が大事であり

生産調整は自らが考えるという基本スタンスが必要である。次に、流通システムで

あるが、川下に規制緩和が進んでいる。川上から川下まで市場競争ができるような

見直しをするべきである。なお、流通問題に関しては、独禁法の問題は避けて通れ

ないので後ほどでも良いが、現時点での行政の考えを教えていただきたい。３点目

は、各段階で常に結果の検証が必要である。

（三浦委員）

生産調整を巡る状況の中でよく閉塞感に被われているということであるが、100

％達成しても翌年にまた面積拡大がやってくる状況である。生産者は協力してやっ

ている感がある。是非、中間とりまとめで示された市場原理の一部導入を図りなが

ら、生産者の主体的経営判断を基本とした、生産調整手法への転換をするという基

本姿勢を最後まで貫いて、決して足して割って現行対策の手直しをすることであっ

てはならない。もう１点は主体的な経営判断の基で、需給の均衡化が図られ、産地

作りが進められれば、22年にその姿の実現もあるだろうが、それまでの間は国が関
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、 。 、 、与する いわゆる政策的生産調整対策が必要である 時間の許す限り 予算編成上

また細部の検討についてもお願いする。

（門傳委員）

先ほどより発言しているが改めて機会をいただき感謝する。米の問題は、日本の

地域の根本的な問題であり、地域社会の問題である。言葉は適切でないかも知れな

いが日本全国の意見を聴取しているが、地域の中には、特に意見なしというのがあ

る。この研究会の議論の伝え方に問題があるのではないか。危機感を煽るわけでは

ないが、関係者もたくさんいると思うのでもう少し工夫されたい。

（山田委員）

私も多く発言させていただき感謝する。米の生産額が米価の下落により、この５

～６年で１兆円も減っている。需要減もあるだろうが、担い手にとって大変なこと

であり、農村地域全体にとっても大変なことである。いずれにしても、意見の対立

はあるだろうが、少しでも前進できるように議論をしたい。事務局案は財源問題や

米の抜本改革という波に動かされたのか、どこへ向いているのかわからない。内容

は、過剰を生み（米を）放置するものとしか思えない。このまま実行に移せば、間

違いなく価格は下がり大混乱を招く。財源問題もあるが、誠意をもって対応できる

案を出していただくようお願いする。

（横川委員）

私は外食団体の立場なので、今日の専門的な議論には入りきれない。そこで中間

取りまとめに対する考え方を改めて述べたい。結論として、生産・流通・消費の流

れの中で規制をなるべく廃止する方向で着地すべきだと考える。そしてそのために

はソフトランディングが重要である。実際には 「改革のスッテップ 「助成金の見、 」

直し 「価格形成システム」のやり方が問題になる。例えば、助成金については、」

その対策を生産者本人に限り流通段階などは原則として対象としないというやり方

もある。それに加えて大変重要なことが「品質を含めた表示に取り組む」というこ

とである。消費者に軸足を置いた取り組みをしようという大きな目的を果たせない

と、この研究会の存在自体が無意味なものになってしまう。これからのまとめにつ

いては、当研究会の本来の方向性に向けての議論に時間を集約していかなければな

らない。技術面の議論と検討も重要には違いないが、全体会議の多くの時間をそこ

に費やすのでは大きな話が進まない。

過去の生産調整の失敗が今日の状況の原因なので、今回ははっきりとした改革を

すべきである。

（若林委員）

１点は、国の生産調整に対する対応が不透明とならないよう位置付けをお願いす

る。２点目は、過剰米の対応をきっちりと処理をし、生産調整の効果が上がるよう

な仕組をつくっていただきたい。３点目は、中身の問題で生産者から見てわかりや

すく、今までの制度と違うメリハリのある制度となるようにお願いする。この研究

会が進んできた中で、系統の委員の中から生産調整に協力しない人達を、認めてい

っても良いのではとの意見も出て来た。また、県間流通銘柄米を持つ県が主体的に

なって在庫米を勘案してガイドをつくり、それに基づき生産調整をステップしてい
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く、との意見が出されたことは（ＪＡ側から見れば）大きな変革である。予算や農

水省の立場も大変でしょうが、生産調整の最後の正念場として、知恵と汗を流して

頂きたい。

（生源寺座長）

それでは、午前中はここで終了する。先ほども申し上げたが、午後は「各検討項

目に対する考え方の全体像（再構築の基本方向 」に沿って議論をおこなう。午後）

は１時45分再開とするのでよろしくお願いする。

（昼食休憩）

（生源寺座長）

午後の部を始めさせて頂く。これから先は、次の研究会で取りまとめに向けた議

論をおこなうという段取りとして「各検討項目に対する考え方の全体像（再構築の

）」 、 、 。 、基本方向 を素材として 少しパーツを分けながら 議論をいただきたい なお

議論に先立って、髙木座長代理が発言を求めておられるので、発言をお願いする。

（髙木座長代理）

これから先の論議の進め方に提案がある。これまでの論議で、だんだん明らかに

なってきているように、決定前に相当整理しなければならないことが何点か既に明

らかになっている。それをもとに13日再度論議を尽し、米政策の改革の方向を研究

会として29日取りまとめる。今の状況では、13日の研究会のみで取りまとめに向け

た論議を尽くすということは難しい。委員の皆さんには御多忙のところ申し訳ない

が、15日にも追加的に開催することとし、13日と15日の２回で議論を深めていくこ

ととしてはどうか。

併せて、これからの論議を進めるにあたり、いくつか基本的な問題について、事

務局及び全中に対して、お願いしたいことがある。まず事務局に対しては、地方公

共団体との役割分担を考えた上で、国が全国一律的におこなわなければならない米

政策はどういうものなのか、示していただきたい。２つ目は、米価が下落した場合

の影響緩和措置はどうなるのか。特に当面の担い手の経営安定対策はどうなるのか

について、考え方を整理して頂きたい。事務局からの宿題返しを見ると、失礼な言

い方になるが、色々な要件が知らないうちに加味されている。生産者による主体的

な需給調整がおこなわれていることや、米価の傾向的な下落がない状況が実現され

ていること、それから国が生産調整への参加メリット措置として米価の下落緩和対

策を講じない場合とされている。どうしてこういう要件ができたのかきちんと整理

、 。 、をしておかないと これからの論議を進めるにあたって混乱をする もっと言えば

平成12年の暮れの与党との合意の際には、このような要件は一切なかったはず。も

う１つは、米づくりのあるべき姿が実現された時に経営所得安定対策をやるという

表現もあるが、基本的によく分からない。中間取りまとめでは、現行稲経が有して

いる経営安定機能が必要と判断される場合には、担い手に対する当面の経営安定対

策を講じる方向で措置する、と書かれていることとの関係を整理しておく必要があ

る。３つ目は、午前中に示された「新たな国際環境に対応した農政の展開方向」の
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資料の説明と生産調整の関連についてである。食管法時代には、生産調整について

法的根拠はなかったが、ペナルティーを課すということについて、国会で否定的な

。 、 。 、議論があった 食糧法においては 生産調整が法的に位置付けられている 先ほど

説明があったようにウルグアイ・ラウンドの決着、平成10年度からの新たな米政策

の展開との関連で、いずれにしても生産調整の性格を明解にしておくことが必要で

ある。法律的にも実態的にも、明解にしておかなければ生産調整の性格をそれぞれ

の見方で捉えてしまうことになる。もう１点は、需要に価格面で対応できる生産に

ついてであるが、事務局の回答は22年に実現可能ということになっているが、他作

物を生産するとか、規模拡大をすることによって所得を確保していくという説明に

なっている。この説明と、農地を農地として利用するとか、農地の利用集積、農地

制度の見直しの内容との整合性、水田農業のあり方との整合性をきちんと整理して

おく必要がある。

それから全中提案についてである。中間取りまとめに至る過程でも論議したこと

だが、思い込みを排除することや、農業者の判断に必要な情報を正確に提供するこ

ととの関連で検討する必要がある。区分出荷が可能なのかどうか。また、本日は、

費用対効果の資料が提出されているが、数字を明確にして農業者・農業者団体まで

きちんと説明した上で仕組みの理解を求める必要がある。農業者のリスク等や集荷

業者のリスクについても明確にする必要がある。それから余り米の問題も豊作とい

うものをどういうふうに捉えるのか、はっきりさせなければならない。先ほども議

論があったが、隣の人の田んぼと比べた場合に、自分は色々な努力をして収量を抑

えているから決して豊作ではないという者や売れる道を持っている人で、生産調整

はちゃんと実行しているが、全中プログラムの集団には入りたくないといった場合

に、どう対処するのか。それから需要といったものをどう捉えるのか、要するに売

り先をきちんと持ってるということが重要である。加工用向けであれば安い米づく

りを可能にしている技術、生産体制を持っているはず。その辺の議論が空回りして

いるのではないか。農業者がこういう全中提案についてどう判断するのか。それか

ら関連して加工用の備蓄機構という提案がされているが、恐れるのは他用途利用米

の時、平時は50万トン規模で生産されていたが、一旦不作になれば主食への転用と

なり得ること。今回の全中が極めて大きな改革だと言っている「県間流通銘柄」を

中心に余り米の対応をすると（豊作の場合も米どころである県間流通銘柄産地の米

が余ることとなる 、なおさら、米の主産地が不作となれば主食への転用というこ）

とが強くなる。結局、加工業者に対する安定供給には繋がらないことになるのでは

ないか。さらに、不作時には政府備蓄の活用を提案されているが、これは「あるべ

き米づくり」というものと極めて矛盾している。それから実施者集団については、

先ほどの話とも関連しているが、これまで議論してきた農業者としての主体的判断

を前提とした仕組みであるとは、なかなか理解しにくい。逆に言えば、生産調整は

確かに大事なことではあるが 「売れる米づくり」より、まずその実施ありきとい、

うことになるのではないか。それから先ほど、生産調整は県間流通銘柄による対応

ということが出されたが、実効性という点で本当にどうなのか。もし研究会の委員

の方々の賛同が得られれば、主産県から直接ここでヒアリングすることも必要なん
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ではないかなというぐらいに、その実効性は非常に難しいのではないか。それぞれ

の産地が、自らの米は売れるという前提で生産していることから本当に難しいと思

っている。

以上については、これから論議を進める中で、それぞれの所でお答えをいただけ

るものは、いただきたいし、整理をすべき点があって今日はお答え出来ないという

のであれば、次回以降でも、是非お願いしたい。

（生源寺座長）

今の髙木座長代理の発言についてであるが、13日、それから15日、この２日間を

取りまとめのための議論にしてはどうかということである。この時期にはもともと

企画部会の開催を考えていたわけであるが、私も髙木座長代理から発言あったよう

に、かなり詰めるべき問題があることや、皆さん方の午前中の発言を踏まえれば、

相当時間をかけた議論をする必要があると考えている。従って、私も髙木座長代理

の提案に同調することとし、急で申し訳ないが、13日・15日両日に、全体の研究会

を開催することを提案申し上げたい。急であるので、15日については、予定が立た

ないという委員もいらっしゃるかと思うが、その場合には、是非13日にその旨を私

に申し出て頂いて、そこで存分に発言頂きたい。そのことも含めて了承頂きたい。

（ 。） 、 、 、異議なしの声 それから いま髙木座長代理から いくつか非常に重要な指摘

あるいは質問があった。髙木座長代理の方からは、そのうち本日の議論の中でお答

え頂けるものは、お答え頂く、また本日無理なものは後日ということであったわけ

であるが、今の段階で事務局側、あるいは全中側から発言があるか。

（山田委員）

髙木座長代理には、具体的な指摘をいただいて、大変有り難いと思っている。た

だし、精一杯の回答を準備したものもあるので、御指摘の点については回答させて

頂くこととする。ただ過剰米処理については、事務局案は産地間の販売競争を煽る

。 。だけのものと認識している これについての髙木座長代理のお考えをお聞きしたい

その上でわが方の全中案への指摘をお願いしたい。

（生源寺座長）

今の話は、確かにそういう面もあるが、質問があれば先に答えて頂いて、逆に質

問があるのであれば、答えた後に別途質問していただきたいと考えている。セット

でないと進まないのでは、議論の進め方として困ると考える。

（企画課長）

事務局にも４点の指摘をいただいた。パーツの議論の中でお答え出来るものはお

答えするつもりである。ただし、パーツにならない面が２つある。１つは政策を全

国一律にするのか、それとも、地域に任せる分があって、その分については、どう

いう基準で考えればいいのかということ。もう１つは法律論である。この２つにつ

いては 冒頭説明させて頂きたい まず 全国一律にやるべき政策については 中、 。 、 、「

間取りまとめ」の思想から判断すると「あるべき米づくりの姿」において農家の主

体的な判断、あるいは地域の特色ある農業の展開が図られる必要がある。これは７

つの切り口の中の２つである。そういう世界を実現していくということになると、

かなり地方の裁量性の強い新しい政策の展開を目指していく必要があると思う。し
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かし、全国的な観点から一律的にやらなければいけない課題と地方の裁量に委ねる

課題、つまり政策課題には２つの分類があり、１つ目は、全国的に統一した基準、

北から南まで１つの基準で講じた方が良いという範疇に属するような課題。２つ目

は全国的に普遍性のある政策課題。１つの物差しで北から南まで統一基準でやれる

ような問題。例えば、規格・表示、あるいは検査の基準、それから物事に規制を課

す場合の規制基準については、ある程度全国的な一律の施策が望ましい。一方、全

、 、国に水田が存在するが その水田の担い手は地域によってバラつきがあるとともに

まだ担い手の育成が未整備。あるいは生産構造の改革が他の品目に比べて立ち遅れ

ている。こういうことについては、全国的にある程度、偶然性のある政策課題であ

る。水田農業の構造改革のための諸施策、例えば経営所得安定対策とか、農地利用

集積対策等々については全国的な課題として、ある程度一律的にやるべきもの。ま

た、消費面で見ると消費量は全国的にバラツキがあるが、食生活においては一定の

大きな役割を果たしているので 「米」という食品の安全で安定的な供給を図るた、

めの色々な措置については、一律的にやるべきものではないか。２つ目の普遍的な

課題というものは、地域の独自の施策との境界線が不明確な部分があるので、さら

にどの部分がどういう範疇になるかは研究し、この場でも議論をいただきたい。２

つ目の法律上の論点は午前中、発言したので繰り返しは避ける。次回、整理したも

のを資料として提示するが、本日はお手元に平成６年の農政審報告をお配りしてい

るのでご覧頂きたい。

（生源寺座長）

、 、 、 、それでは 前回 第９回の研究会の場で意見を出して頂いた その概要について

私の責任で簡単なメモをまとめたので、まずそれを簡単に披露したい。これは必ず

、 。しも全て網羅したものでなく 内容について正確には議事録の内容をご覧頂きたい

これからの議論における重複を避けるという意味で、こんなことが前回は議論され

ているということを認識して頂きたい。最初に「米づくりの本来あるべき姿の実際

」 、 、 。のプロセス であるが これは 午後の論議の再開の際の冒頭の発言を載せている

次に 「今後の水田農業の担い手のあり方」についてであるが、22年度において構、

造展望を実現するために担い手の明確化などについてどのような施策を講じていく

のかをさらに具体的に進めていくことが重要であり、その際には行政・団体が「育

成する」といった考え方に立つのではなく、地域の中から自然に育っていくような

施策を実現すべき。これも何人かの方の論議をさらに圧縮しているので、その点を

御了解願いたい。集落型経営体については 「米づくりの本来あるべき姿」に結び、

つくことを前提に地域の実態に即して行っていくことが必要。担い手育成の道すじ

を明らかにする際には、例えば平成11年の「水田を中心とした土地利用型農業活性

化対策大綱」における計画に記載された土地利用集積等の実績など、これらの取組

みを検証することが必要 「安定契約生産者」については、現場での受け止め方を。

考慮しつつ、具体的な位置付けのあり方を検討すべきという意見。次に助成措置の

内容については、本日の午前中にもかなり同様の議論があったが、前回の議論とし

ては、メリット措置の水準や生産調整とのリンケージのあり方について、担い手の

自主的な経営努力の発揮と生産調整の実効性の確保という双方の観点からの検討が
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必要だということ。さらに、市町村の事務負担が増えないようにすべきだという意

見 「生産調整協力交付金」については、まさに午前中にもあったが現行の稲経か。

らの移行に伴い、どのような影響があるのかも含めた検討が必要。また、県間流通

銘柄による需給調整とそのための支援措置の創設という系統提案についても検討す

べきという意見。それから、産地づくり推進交付金については、国としてガイドラ

インを示すにしても、実施主体の自由度が高いものになるようにすべき。それから

担い手に対する産地づくり推進交付金の算定の考え方、事務負担の軽減についてさ

らに検討すべきという意見。次に経営安定対策についてであるが、当面の課題とし

て必要性が高く、米価下落対策との機能の重複があるとはいえ、導入の可能性をさ

らに追求すべきではないか。当面の担い手に対する経営安定対策を実施する際の論

点としては 「生産調整協力交付金」との選択が可能なシステムとすべき。あるい、

は、対象者を生産調整実施者に限定すべきといった指摘がなされた。次に、余り米

の処理については 当研究会の中間取りまとめに沿ったものとして検討すべき 販、 。「

売努力支援方式」では、でき秋に処理をおこなわず、各産地が販売努力をするので

競争による米価が下がるおそれがあるという意見。これは今日の午前中にも発言が

あった点である。最後に流通制度改革のあり方について、安定供給支援法人につい

ては行革の流れも踏まえ、しっかり中身を詰めることが必要。業者の届出制につい

ては、計画外流通米の届出が守られていないことを踏まえ、きちんと実行できるよ

うにすべき。今後の米流通における政府の関与のあり方について、需給と価格の安

定が図られるよう配慮すべきという意見。こういった形の議論が前回あったという

ことを復習して頂き、これからの論議をお願いしたい。

、「 」 。それでは 各項目に対する考え方の全体像 の資料をお手元に置いて頂きたい

前の方から順番に議論して参りたいが、最初の「Ⅰ米づくりの本来あるべき姿と実

現のステップ」については再三、この場で議論しているわけであり、期間、到達の

、 、 、時期等 それぞれのステップについては 中身と一体的に議論するという観点から

この項目については後でおこなうこととしたい。全体の議論がおこなわれ、本日で

きるかどうか分からないが、２以下の内容についての議論を見極めた上で、それと

の対応で考えたい。

最初に議論頂きたいのは 「Ⅱ今後の米の需給調整のあり方」である。論議の範、

囲をここからここと限定すると、発言しにくいかもしれないが、一応Ｐ５からＰ８

辺りまでの項目について、最初に議論頂ければ有り難い。前回の皆様方からの意見

の概要の中にも含まれているとともに、先ほどの髙木座長代理からの発言の中にも

あったが、安定契約生産者の問題がある。これと全中の提案の中にある生産調整実

施者集団との関係をどう考えたらいいか。それから、全中提案にある「県間流通銘

柄による需給調整に対するメリット措置 、あるいは「県間流通銘柄による需給調」

整」という考え方そのものについても、色々な議論があろうかと思う。こういった

重要な問題が含まれているこのパーツについて、もう少し議論を深めてみたいと思

う。これに関連して、先ほど、髙木座長代理から指摘ないし質問があった点につい

て関係の事務局、あるいは全中の委員の方から発言があればお願いしたい。

（山田委員）
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安定契約生産者は到底受け入れられない。安定契約生産者は生産調整をやる農家

なのか、やらない農家なのかよく分からない。売渡先を確保していると言っていた

が、どんな形でも売渡先を確保している農家はいる。売り渡し先を決めている農家

でも農協を通じて売っている人もいる。それから、集落単位の営農組合でキチッと

まとまって売っているケースもあると思うが、これも安定契約生産者になるのか。

また、バラ扱いの場合、農家の出荷先は、カントリーやライスセンターもあるわけ

で、そういう場合は農協を相手とした安定契約生産者ではないか。一体何を想定し

て、積極的に位置付けることとしているのか。いずれにしても生産調整をやらない

人を安定契約生産者としているなら、そういう人をどうするのか。計画生産をやら

ない人はやらないでいいのではないか。そのような人もできるだけ計画生産の中に

入って頂きたいということで進めるが、それでも参加しない者を安定契約生産者と

して積極的に位置付けることには、納得しがたい。

（生源寺座長）

安定契約生産者の問題と、実施者集団の問題は、ちょっと別だと思う。安定契約

生産者については、事務局から出された新しいアイディアである。それは研究会と

して議論とするかどうかは別として、皆様から寄せられた意見の中にもかなり安定

契約生産者に関する発言があったと記憶している。そういう意味で、関連して少し

議論を詰めてみてはどうかと思う。

（飛田委員）

私は、質問書の中で、メリット対策がちょっと不十分ではないかという意見を出

したところである。安定契約生産者については、あくまでも条件付きであり、こう

いう生産者をこれから育成をしていくという観点からすれば、新しい発想でよろし

いと思う。問題は、生産調整の配分である。配分して調整して、調整ができれば生

産調整をやらなくてもいいということになる。これには、ＡＢＣ３つの配分の方法

の案が示されているが、その方法の中で配分、あるいは調整に際してこういう生産

者を優遇していくという形をとるとすれば、ちょっと問題ではないか。やはり安定

契約生産者であっても一農業者であるので、この農業者を優遇することになると、

他の農業者との公平性を欠くことになるのではないか。それからもう１つ、安定契

約生産者の販売先等の実態の把握や確認の方法について、誰が確認するのかを考え

ると事務処理が極めて大変になると考えられるので、その点を検討して頂く必要が

ある。

（奥村（一）委員）

安定契約生産者について、本当に自立する担い手をつくろうというのなら、キチ

ッとした一定のルールが必要だと思う。見境なく誰がどのようにしてもいいという

ことではなく、地域の中で、担い手として認めて頂けるようなことであれば、１つ

の道すじとして是非とも位置付けておく必要がある。ただし、その地域の中で実行

するかしないかは別である。地域の中で「やっぱり地域農業を君達担ってくれ、担

うべき」と言われる人をキチッと選ぶことになる。創意工夫を活かしつつ融資を受

け、自分の裁量でどんどん工夫し、今の時代に即応した経営をしていかないと経営

は絶対成り立たない。ただ単に、フリーにするということではなく、是非とも、そ
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ういう道すじというものは必要だということを、この研究会で皆さんで認識して頂

けたら有り難いと思うし、それがまさに真の担い手の育成に向けた新しい改革だと

思っている。

（太田委員）

安定契約生産者については、それぞれの地域で農家の位置付けの問題があり、そ

れぞれ事情がある。積極的に位置付けてしてやろうという地域もあれば、これまで

の生産調整の配分との関係から、なかなかそうはならない地域もあると思う。安定

契約生産者について、ここ（事務局が整理している）まで位置付ける必要はない。

むしろ、配分方法について、もっとオプションを用意して頂き、現場段階で地域ご

とに対応できる形にして頂きたい。全国一律的にこの方式に倣えということでは、

。 、現場段階では受け入れてもらえないことを申し上げておきたい 考え方については

大事なこともあるので、そういう道すじを残すことも大事である。

（生源寺座長）

今、奥村委員、太田委員からは、安定契約生産者について、一定のルールや方向

付けは必要であるが、その扱いについては、地域の中で判断してはどうか。そうい

った方向で地域で応援するということは結構であるが、それが有り難迷惑になって

は困るとの意見が出された。

（三浦委員）

安定契約生産者が位置付けられた場合の農業者は、生産調整に参加する人と安定

契約生産者の２つの分け方しかないのか。安定契約生産者については、過剰米処理

システムへの参加を義務付け、かつ他の農業者に比べ高額な拠出金を必要とされて

いるが 「私は売れる米づくりを徹底している 「過剰米は自分で処理している」と、 」

、 。いうように 過剰米処理システムへの加入は必要ないと言う者の想定はしないのか

また、安定契約生産者に高額な拠出金を必要とする理由は一体何なのか。

（若林委員）

結論から言って、安定契約生産者というのは、生産調整をやるという現場には馴

染む事項ではない。こういう仕組みは、担い手育成の方に持っていくべきで、生産

調整の中に入れ込むと大変な混乱を起こして、まさにブレーキとアクセルを同時に

踏むような現象まで出てくる。非常に分かりやすくメリットの高い助成措置の下で

新しい生産調整をやっていこうという誘導作業をしている時に、こういう農業者を

あえてつくらないといけないということは、整理の上で大変な課題だと思う。

（門傳委員）

今でも生産調整をやっていない人は、制度が変わってもやらない可能性が高い。

だから、今、需給調整に参加している人にできるだけ参加してもらうような仕組み

が必要なのではないか。今、需給調整に参加していない人については、ある意味日

陰だったり、逆に 「俺は堂々と王道を歩いてる」と言ってる人もいると思う。あ、

る意味では、もう自立してそういう経営をやっているし、需給調整には参加せず自

分でつくったものを自己責任で売ってるわけだから、言葉が悪いが放っておいても

だいじょうぶではない現実それで営農しているわけだから、その人にとやかく言う

人はないと思う。従って、あえて位置付けなくても、仕組みの中で認めるのであれ
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ば、色々な担い手対策であるとか、ＣＴＥみたいものを考え、そんな形でバックア

ップすればいいのではないか。全体として計画生産が必要だということがありなが

ら、全国一律的な政策の中でおこなうことは、まさに逆なことである。意図があっ

て事務方はつくったと思うが、残念ながら聞いている方は、少なくとも私はそうい

う意図がとれない。今需給調整に参加されない自己責任でやっている方は位置付け

なくても、十分大丈夫。ある意味では強い形態になっているという整理でいいので

はないか。

（生源寺座長）

これまで生産調整に参加してこなかった人は、今更、参加することはないに決ま

っているという気持ちはよく分かる。しかし、今回は政策全体を大きく変える話を

、 、 。しているわけで できれば 何らかの心機一転となることをやらなければならない

そこまでの意気込みでというつもりで、新しい取組みについて論議してほしい。

（岡阿弥委員）

先ほど、奥村委員が発言されたが 「地域の中で認め合ってこそ、担い手ではな、

いか」という発言に賛成である。基本的には、生産調整の配分と安定契約生産者は

関係させない方が良い。地域の中で認め合えればいいという感じではないか。経済

行為として考えると、例えば相場マイナスいくらで引き取るから安定契約にしてく

れという契約は、いくらでも成り立つ。従って、色々な種類の安定契約生産者が出

てきて、全体としてはコントロールが効かなくなることを内包しているのではない

か。先ほど、２倍の拠出金を払うとの話があったが、その程度がどれくらいか分か

らない。これが経済行為だったら、色々な手段が講じられる。そのことを本当にチ

ェックできるのかという問題もあるので、基本的には生産調整の配分と安定契約生

産者は切り離すべきであり、奥村委員の発言の方向で整理すべきである。

（生源寺座長）

それではここで、ちょっと議論を切り、先ほど、三浦委員から生産調整に普通に

参加している者と安定契約生産者という形で参加している者と、それ以外の者を想

定しているのか、という点について回答頂きたい。

（企画課長）

、 、 、安定契約生産者の考え方については ２つの完全に相反する意見が出たが 是非

、 、 「 」議論をいただきたいのは 名前はどうあるにせよ この考え方を今後の 米づくり

の中でどのように位置付けるのかということである。現状では、現場に合わないこ

とではなくて、この考え方を完全に否定していいのかどうかをお考え頂きたい。こ

の発想は、生産調整をやっている人が一生懸命需要先を開拓して契約を取ってきた

が、今後、生産調整が厳しくなった際に、契約を取ってきたにも関わらず、地域の

皆さんが生産調整の強化に協力するとした場合に、取ってきたお客さんはどうなる

のか。本当に消費者重視の姿になるのか、そういう人達をどう位置付けたらいいの

かという基本論について、十分な議論をして頂いた上で、その後に、施策上どのよ

うに位置付けるのか、配分はどうするのか、一律にしていいのか、地域の中で判断

するのか、そのような手法論が来ると考えている。従って、根本的なところまで踏

、 、 。み込んで 将来の芽をここで摘むのかどうかの観点から 是非議論をいただきたい
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また、実施者集団とも、非常に重要な重なる論点がある。例えば実施者集団という

考え方は、現在、生産調整に協力的な人でグループをつくるわけであるが、その中

に参加しない者はそれなりに位置付け、グループに属さないとの説明をいただいて

いるが、それは全国網羅的に実施者集団を必須条件でつくるかどうかということで

あり、全ての生産調整実施者、市町村の中の実施者を全てグルーピングしてしまう

のか。転作実施上の地区ということで、今まで集落等の範囲で区切っていたが、今

度は人で区切り、必須要件にする。しかも現在協力している方だけでグルーピング

するということは、アウトサイダーは入らない。グループに生産目標を落とすとす

れば、安定契約生産者の中で我々が提起したＡ案の「やる人だけで生産調整を背負

ってしまう」と実質的に同じになる可能性がある。従って、この問題については、

実施者集団との関係も含めて是非御議論頂きたい。その上で三浦委員の質問にお答

えする。まず、分け方が２つしかないのかどうかについては、安定契約生産者とい

うのは少しでも新しい生産調整のシステムに関与して頂くこととして位置付けてい

るので、分類は２つだけではなく、この安定契約生産者にも参加して頂けない生産

者、制度から完全にはずれて生産調整をせずに出荷される生産者、今でいう非協力

者という生産者は存在することになる。ただ、安定契約生産者の道を開く効果とし

ては、現在なかなか協力していなかった農業者が、例えば２倍の拠出をして新しい

制度の中に入るということ。確かに生産調整のメリット措置については、生産調整

協力交付金みたいなものは受けられないが、２倍の拠出を払って、余り米処理の対

象にするという少しだけの取り掛かりをつくることによって、完全なアウトサイダ

ーから少しだけ中に取り込んでいく道があるのではないか。もう１つは、現在は生

産調整に協力しながら、消費者と安定契約を結んでる農業者は、これ以上、減反が

強化されたらもうはずれざるを得ない。そういう方を現在のシステムの中に取り込

んでいく、こういう効果もある。そういう意味で、２つの分け方だけではなく、完

全に協力しない方もできてくるだろうと思っている。それから拠出させる理由とい

うのは、是非、議論をいただきたいところである。安定契約、消費者と結びついた

契約をされる方は、集落内では、秩序に従わない方だと聞いているが、その方が規

模拡大をしようとしても集落の中で土地が得られないと別の集落で規模拡大をせざ

るを得なくなり、分散作付けがますます拡大する。余り米処理の拠出について、他

の農家よりもたくさんの協力をすることで集落の中でも位置付けられるような道を

開けばいいのではないか 地域で事情が違うかと思うが 発想はその集落の中の 私。 、 「

は減反する人、あなたはしない人」と対立を２区分にしてしまうのではなく、もう

少し違った形の地域の協力関係が構築出来るのではないかという発想から、提案申

し上げている。

（門傳委員）

私の町では、生産調整をしない方の中に、転作に協力したいから１反歩いくらか

のお金を払って、それで達成者になっている者もいる。他方、面積を間違えて、あ

とあと確認したら面積足りないから、その分お金を出す、表現は悪いが 「金で片、

を着ける」そういう人もいる。それで市町村の達成で農協へ出したり、現場の人は

いろいろやっているし、地域で今でもそういう取り組みをやっている。このため、
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変な目で見ることはなく、慣行としてやっているので、あえてこういうことを謳わ

なくてもよいのではないか。少なくても私の町では、面積で達成しなくても 「あ、

とお金でいいよ」というのが最初から浸透して皆が共有しているので、あえて位置

付けをする必要がないと考えている。

（高橋(耕)委員）

安定契約生産者については、大都市周辺では、こういう農家が多い一方、米の主

産地の東北、北海道、あるいは北陸などでは比較的少ないと聞いている。生産調整

の中でこのような者を位置付けることには、相当な矛盾があると思う。現行制度で

言えば、例えば一定のブロックをつくり、ローテーションをおこなう時に、私の近

くでも生産調整に非協力な者がおり、非常に迷惑している。集落全体の中で継続的

に生産調整の推進組織をつくってやろうとする時に、その人の水田があると水がか

かってローテーションが実行出来ないことになる。集落や集団等の機能を破り、大

変都合が悪いことがあるので、安定契約生産者を位置付けることについてはごく特

例的な地域以外は、やるべきではないというのが一般論ではないか。

（岡阿弥委員）

安定契約生産者というのは、販売力のある農家がその販売力を駆使するために生

産調整を緩和すべきだというのが議論だったと思う。しかしながら、実態は、その

人の水田で生産される以上に販売する場合、そういう農家はどう対処しているのか

というと、周辺の農家の米を集めて販売している。従って、生産調整の特段でそれ

を考慮する必要というよりは、生産調整そのものは、そのもので、地域の中でキチ

ッとすべきである。そういう農家は自分の販売力があれば色々な工夫をしている。

周りの米を預かって売っている人は 「後５年もして年をとって農業をやめる人の、

」 、 、 、土地は委託に回る とか 色々な計算をしながら見ているし そういう実態だから

生産調整とリンクさせる必要はないと考える。

（生源寺座長）

安定契約生産者を巡って、かなり意見が出たが、自己の経営努力によって需要先

を開拓し、消費に結び付いた生産をおこなう生産者を大事にし、育てていくべきだ

、 。 、という点については 特に大きな異論はないのではないか 今回の研究会の中では

これまで強制感のあるようなやり方、あるいは公平・不公平の問題等ができるだけ

小さくなる新しい仕組みをつくっていこうとしている。従って、納得の上で生産調

整に参加して頂く者、あるいはリスクを負うことを承知の上で参加しない者につい

ても、今後、尊重される生産調整に移っていくことが「中間取りまとめ」での議論

の大きな方向である。そのこと自体、実はこういう安定契約生産者をある程度大事

にするということに繋がっているのではないか。それ以上の追加的措置をするかど

うかということについては、いろいろ議論があるのではないかと考えている。この

点について、他に意見はないか。

（花元委員）

全中からも提案しているが、今度の生産調整研究会の一番大きな役割は、きちん

とした生産調整するということである。先ほど、岡阿弥委員からも話があったが、

非協力な人は需給調整をしないだろうし、生産調整をしながら販売しているという
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人は、小さい身内の田んぼや、兼業農家の人の田んぼを集め、お客さんが付けばさ

らに広げていくということであるから、このような者を生産調整や米の需給対策と

関連付けて、育てていこうとするのと、キチッと生産調整や需給調整をしようとい

うのは、筋が違うのではないか。

（坂本委員）

前の研究会で申し上げたが、現場で進めている側にすれば、自分で自由に需要を

開拓して売れる米をつくり、契約すればいいという形を認めていけば、需給調整が

上手くいくのか非常に疑問を持っている。これを仮に導入していけば、末端ではお

そらく混乱するし 「私はちゃんと売れる先もあるし、売れる米をつくっているの、

だから、生産調整には何ら関わりを持たないよ」という人を認めてしまったら、よ

ほどのメリットを上乗せしないと、生産調整はできないのではないかといった疑問

。 、 、を持っている 最初からやらない人を認めて 実施者集団という全中案があったが

これについても、やらない人を最初から認めてしまって、それでうまくいくのかと

、 。いう疑問があり 導入した場合には簡単にいかない制度になっていくのではないか

末端で進める行政側としては、生産調整をやらない人がどんどん出てきて、不平不

満が出るのでは困る。仕組みを新しく変えようとしているわけであり、そのために

は、やはり全員でやっていくシステムにしなければ仕方がない。現場で推進する行

政側の立場としては、行政の関わりを無くしていいのであればいいが、行政の関わ

りがあるのであれば、行政はもういい、脇に行っていいと言われて 「はい、そう、

ですか」とはいかない。

（生源寺座長）

安定契約生産者の問題は、これはこれとして議論する必要がある。生産調整の仕

組みについては、山田委員からも全中の立場があるにしろ、参加しない人が出るこ

とについては、ある程度やむを得ないとの見解が出されている。全体としては、そ

ういう流れで来てるわけで、メリット措置との関係にもよるが、御発言のようなと

ころまで遡ると少し方向が狂ってくるという感じもする。

（廣瀬委員）

安定契約生産者について、先ほど食糧庁の説明をいただいた。しかし、この考え

方では、現場や集落において、今まで生産調整に協力している生産者と非協力生産

者の関係が余計悪くなるのではないか。やはり、安定契約生産者であっても、生産

調整は当然の義務ということで、その中で安定契約をしたら良いのではないか。

（中野委員）

安定契約生産者について、その位置付けは結構である。しかし、生産調整を無視

した形での安定契約生産者というのは、おかしいのではないか。また、国内の卸が

ほとんど赤字であるような今の状態で、安定契約生産者を優遇する事をやっていく

と、おそらく流通の分野でも混乱が起きる。安定契約生産者に特例措置のような位

置付けをすると、全体が崩れることとなる。

（生源寺座長）

安定契約生産者の問題では、かなり議論をいただいた。発言の内容もだいだい似

通っている。意見をいただいたので次の論点に進みたい。
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（上場委員）

この問題を打ち切り、次の論点に進むのであれば、今の意見を踏まえてどのよう

に取りまとめるのか。そこを座長として、はっきりさせて頂きたい。

（生源寺座長）

先ほど私が発言したのは、まず、こういう生産者を大事にするということには、

大方の合意が得られたのではないかということ。それから、これまでの強制感のあ

るようなやり方については、改める必要がある。従って、納得の上で生産調整に参

。 、 。加して頂く しかし リスクを承知の上で参加しないという方についても尊重する

これも中間取りまとめの基本的な方向である。ここまでは、合意ができているので

はないか。しかし、現在の時点で、安定契約生産者に対する追加的な優遇措置につ

いては、まだ懐疑的な意見が多数を占めている。これから、研究会としての取りま

とめをしていくわけであるが、多数か少数かという事よりも、論理的に全体として

良い政策であるかという観点から見ると、今の時点で、これを盛り込むと言うこと

は、相当難しい。このことを先ほど申し上げたつもりである。

（上場委員）

しかし、時間もないことから、議論の結果を１つずつ確認していくことをお願い

する。また、議論の後にペーパーの作り直しがあるのか伺いたい。

（生源寺座長）

これは、後ほど提案しようと思っていたことである。当然、今日の議論等を踏ま

え、次回、座長としてのある種の意見集約を考えている。

次に、安定供給法人について伺いたい。

（企画課長）

安定供給法人について、実施者集団を通じて同じ効果を呼ぶのではないか。この

ことについても議論をいただきたい。

（生源寺座長）

今、まさにそれを議論していきたい。実施者集団について何か発言は。

（中野委員）

現状を話すと、私どもはカントリーエレベーターを中心として米づくりを推進し

ている。出荷する時にはカントリー単位で指定されてオーダーが来る。生産調整を

やりながら安定的な供給をしている。個人でやっているものだけを位置付けるので

はなく、全体を見て適正な評価をお願いしたい。農家は何も言わないから意見がな

いというわけではない。カントリーは、一定の規模があるので安定した契約先が存

在している。何かやるのであれば全国一律の取扱いをお願いしたい。

（生源寺座長）

今の議論は、流通制度に関連することなので、改めて議論したい。

（飛田委員）

実施者集団の考え方は、集落営農を推進するということから考えると、１つの良

い方法である。しかし、生産調整と絡めると若干の問題がある。今までの生産調整

対策は、集落機能を活用しながら半強制的に量を確保してきた。このようなやり方

は、閉塞感があり、問題があると議論されてきた。この実施者集団は、新たな強制
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感を繰り返すのではないか。農業者個人が自己責任で判断するシステムに、逆行し

ているのではないか。実施者集団に参加した者だけで、生産調整を達成すれば、メ

リット措置を受けられる。大多数が賛同し実施者になるのであれば良いが、実際、

どれだけまとまれるのか考えると難しいと思う。参加者が少なくなると、生産調整

。 、 。の実行性も確保できなくなる 地域によっては 多くの問題がある仕組みだと思う

さらに、実施者集団を誰が推進するのか具体的に、はっきりしていない。実態から

考えると、農協や市町村がやることになる。現在でも相当な事務量をこなし、さら

に負担が増加することとなるのは問題ではないか。また、このことが現場の農協ま

で浸透しているのか。全国から県、単協、農業者へと浸透されるが、これまで最後

まで伝わらない例が多々あったところである。組織の中できちんと検討して農業者

まで浸透されなければならない。

（生源寺座長）

山田委員へ確認したい。生産調整をする実施者集団、あるいは生産調整に参加し

ない者、そして、生産調整には参加するが実施者集団に入らない者が想定される。

この第３のカテゴリーについては、どういう想定をしているのか。区分集荷の問題

とセットになっていると思うので、現時点での考えを説明して頂きたい。

（山田委員）

次回、実施者集団のイメージを提出したいと思う。どうしても実施者集団に入ら

ない人は、本人の判断ではずれるが、メリット措置はない。生産調整は、実施者集

団には入らないで、１人でやるという人も有り得る。強制感については、従来の地

区達成をはずすことで、押し付け的な生産調整ではなくなるのではないか。実施者

集団も、多様な交付金を活用した集落での対策が必要である。生産調整実施者に対

し、メリット措置を実施すれば、集落営農は発展していくのではないか。農協はき

ちんと進めるのかという点については、従来の推進地区のイメージと特に変わらな

いが、地域のあるべき農業を作り上げる観点から、農協としては行政支援をいただ

きながら一生懸命推進する。

（企画課長）

今、重大な２つの点について議論をしている。将来の米づくりの姿もこの議論で

相当変わると思う。集団に入らない人がいる中で、入った人だけで地区目標をこな

すことと、安定契約生産者が契約したことにより、他の人の生産が減るという現象

を地域でどのような効果が出るのか考えてほしい｡もう１つは、実施者集団につい

ては、メリット措置の交付には、財政発動があるということを前提に考えて頂きた

い。行政官としては、市町村へあやふやに助成金が交付され、各地区で混乱が起こ

り得る仕組みでは、導入について反対せざるを得ない。実施者集団と安定契約生産

者は、発想が似ている。どうしても生産調整をおこなってもらえない人はどうする

のか。あるいは、意図的にそういう人を将来にどう繋いでいくのか。地域の中で多

様な生産者をどう認めあっていくのかという手法については、さらに議論をいただ

きたい。

（高橋(耕)委員）

私のところでは、農家組合や生産組織で話し合って生産調整を進めている。バラ
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、 。転になると不利になるので 実施者集団が各地域をまとめてやる姿勢が大事である

地形条件等にもよるが、原則として、条件の整っているところでは、土地利用の面

から、まとまってやることを基本として、それに対する助成、メリット措置をリン

クさせていく必要があるのではないか。

（生源寺座長）

前回のやりとりとを確認するが、水田農業は共同でおこなう仕組みが重要な意味

を持つ。地域によっていろいろある。前回企画課長から、現在の生産調整の助成金

は、個々の農業者以外、つまり、グループに対しても支払っていると言われた。そ

の際、門傅委員から縛ることになっては困るが、現在いい形で集落営農をしてきた

ものを壊すことのないようにしなければならないと発言があったことは重要であ

。 、 、る 地域で集落のメンバーが 今後も集団でやっていくことを明確に合意した上で

グループとして生産調整に参加するやり方であり、実施者集団と似ているが、地域

、 。の自治の問題であり 必要な場合は現場で判断すればいいという点で異なっている

制度として実施者集団を仕組むことの是非について議論をして頂きたい。

（中野委員）

いろいろな形態があるから、全体のあり方を把握するべきである。全体のあり方

は、実施者集団であっても、行政と農協が互いに一体となって推進すれば現行のま

ま移行できる。特別に新しい形をつくらなくても、地域によっては今のまま移行す

る方がいいこともある。つまりカントリーの方が安定供給と言いたい。全体を見た

上で現場がどうかということで、仕事量の多さはどこも同じである。地域ごとに問

題があることを全体研究会でとりあげるのはどうかと思う。さらに、食糧庁が実態

を検証した上で提案してもいいのではないか。必ずしも、新しい姿だけがいいわけ

ではないことの現実も理解して頂きたい。

（廣瀬委員）

現在も生産調整は集落単位でブロックローテーションにより実施している。今の

問題は、集落が機能していない都市周辺である。こういうところの生産者は、個々

に生産調整している。実施者集団になると集落の枠を出て、今までまとまりにくか

ったところも一緒に生産調整に取組めることになる｡本県もカントリーが多いが、

卸と結びついて業者の意見を聞きながら、ふるい目を調整したり、売れる米づくり

に取組んでいる。実施者集団はむしろ今の姿のまま移行できるメリットがあるので

はないか。わざわざ安定契約生産者と命名すると逆行するのではないか。

（生源寺座長）

安定契約生産者の問題については、先ほども意見をいただいたところである。

（藤尾委員）

業界での５、６年前の話しだが、やみ屋が正規の業者になった途端、米価が下落

し販売が乱れた。少し角度を変えて、同じ地域で生産しているのだから、そこそこ

の協力をしてもらうためのケジメも必要ではないか。

（三浦委員）

、「 、 」実施者集団を設けるということは 生産調整は誰のため 何のためにやるのか

ということではなく、国から号令が降りてきて初めて動けるものだと感じているか
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らではないか。実施者集団へは、誰が号令をかけるのか。リスクがあるのを承知の

上で、生産調整に参加しない人を増やす方向に向かうのではないか。計画的に水田

農業を育成するには、優れたリーダーや農区長が必要だと思う。しかし、生産調整

を進めるために実施者集団をつくるとなると、皆が尻込みしてリーダーの成り手が

いなくなってしまう。目的と手段が違うのではないか。実施者集団がなければ計画

生産が進まないという議論はやめるべきではないか。

（上場委員）

ペーパーでは分からない事も、議論を通して文字にない部分が伝わってくるので

大切だと思う。水田農業確立対策では地域輪作農法ということで、土地に着目し、

土地の生産力を高めることに着眼した。今、議論しているのは米の集荷・出荷につ

いてであるが、土地ではなく、人に着目をしたのは正しいのではないか。物事は人

がおこなうことなので、そういう方向で、できるかどうか検討が必要である。今ま

、 。での推進上の地区は様々で 農協でも営農センターの機能がまだ整理できていない

きちんとした奨励金の出し方や強制感、リーダーは誰にするか等を、この制度で議

論、検討すべきである。

（生源寺座長）

まさにそれが基本で、その中で議論している。

（門傅委員）

せっかくブロックローテーションしているのに、わざわざ壊さない方がいいので

はないかという意見もある。実施者集団は、何年か経ってステップアップしていく

ものではないか。農村振興局の政策の中で、既に実施者集団的な事をやっているの

ではないか。財源の問題や課題はあるものの、目指すべき方向へ行かなければ、土

地の有効活用についても進まないのではないか。農地利用のあり方を示すいい時期

である。

（生源寺座長）

基盤整備については、担い手への集積をおこなうことに対し、助成率を上乗せし

ていることは事実であるが、地域農業のあり方は、その先の問題である。生産調整

において、実施者集団が機能するかどうか。区分集荷がメカニズムとして可能なの

か。あるいは、適切なのかについて議論してほしい。

（上場委員）

今の段階の資料では可能かどうかの判断ができない。

（奥村（幸）委員）

せっかくの機会なので、北海道の実情をお話する。北海道は、生産調整を100％

達成し、農水省の優良児と自負している。しかし、ここ４、５年の米価の低落は専

業農家の多い北海道では大打撃を受けている。生産原価を割っている実態の中、50

％に到達している転作田を有効に活用しなければ、専業農家を維持できないのが実

態である。生産調整問題を全国的に議論しているが、米の厳しい需給環境の中で、

農業として生きていくためには、転作農家は一定の農業生産を上げなければ成り立

っていかない。１つの方向にまとめられ、将来に見通しがつくようなものにして頂

きたい。全中の示す受け皿作りが実現できれば、転作も集団化しながら効率よく発
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展していく基礎だと考える。将来の担い手の育成を１日も早く達成するために全中

案を奨励していく必要があり、私としてはこの考え方に賛成している。

（生源寺座長）

山田委員より、本日の段階ではお答えしきれないとのことなので、次に進む。

（太田委員）

生産調整実施者集団についてであるが、集落ぐるみでおこなわれているブロック

ローテーション等を否定するつもりはなく、効果的な生産調整手法として、むしろ

望ましいものと評価している。こうした取組は、現場の知恵として生まれ、取り組

まれているものであるが、この方向に指導しても、中にはどうしても取り組めず漏

れ落ちる地域がでてくる。生産調整については普遍的に取り組む必要があることか

ら、制度としても普遍的に取り組める仕組みとする必要があり、普遍化できないこ

とを制度のベースとして仕組むべきではない。現場の知恵は、知恵として別途活か

す方法を考えれば良い。

また、資料の別紙にある「生産調整協力交付金」という仮称であるが、この名称

、 、では生産調整について 国が生産者から協力をいただいていることにほかならなず

従前の食管制度の時代の意識と何ら変わらないのではないか。例えば「生産調整参

加交付金」などに名前を変え、生産調整に対する意識、見方を変えることが必要で

ある。

（生源寺座長）

たしかに協力交付金というが、誰が誰に協力するかを考える必要がある。

（太田委員）

生産調整について 「誰のための何のための生産調整か」との議論があり、生産、

者が国に対して協力するとの整理はされていないはずである。自らの農業経営に関

わる行為が、この名称では国に対して協力しているといった意識がこれからも残る

のではないか。

（佐藤委員）

現在の水田農業を担っている年代は、60歳以上がほとんどで若者は少ない。転作

組合のようなものがうまく機能して若者が育っている、地区全体で農業をやってく

れる若手にがんばってもらうことで転作組合が成り立っている。政策批判の中で強

制感ということがいわれるが、相互扶助の精神が基本である。実施者集団をつくっ

ても、強制感と受け止める人は少ないと思う。集団の中でゆるやかに、若手へ農地

を集積していく形が整っていることを考えると、実施者集団への抵抗は少ないので

はないか。移行しやすい仕組みだと判断している。

（生源寺座長）

論点が残っているので、時間を延長したい。

（中野委員）

生産調整の問題は長年やってきて、解決しなかったのではなく、解決できなかっ

た面が多々あったと思う。最大の問題は、生産調整数量が下げられなかったことで

。 、 。ある これから思い切った数量調整ができるかによって 米の販売も変わると思う

どの程度の規模で、どのくらいできるのかということが最大のポイントである。ど
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んな議論をしても、生産調整数量の需要予測が多く見積もられるのであれば、毎年

過剰が繰り返される。果たして、第３者機関が生産誘導できるかどうかも問題であ

る。思い切った措置が取れる第３者機関が作れるかどうかである。そこまで突っ込

んだ議論をお願いしたい。

（髙木座長代理）

実施者集団、安定契約生産者には、かなり色々な角度からの論議があり、詰める

べき点が明らかになってきたと思う。それぞれの地域の実態を踏まえ、事務局への

お願いがある。実施者集団、契約安定生産者の話は、どこかで繋がっている面があ

る。需給調整をちゃんとやる仕組み、将来の担い手を育てていく仕組みをどうつく

るのか難しい問題でもある。しかし、これを解決しなければ水田農業の再構築へ繋

がららない。さらに、本日の論議を踏まえ、事務局として、担い手を需給調整の中

でどのように位置付けていくのか。また、地域において違った対応や取組みがおこ

なわれているし、おこなわれた方がよい場合もあることを踏まえ、モデル的な内容

を一律な仕組みにするのは困難ではないか。このことを整理して、さらに、議論を

深めるための素材を提供して頂きたい。

（上場委員）

実施者集団は、農村現場で実施可能な場合、規模拡大に繋がる。集団が自発的に

生まれたり、農協の呼びかけで集まる場合は可能性がある。しかし、行政が関与し

て強制した途端に、動かなくなるのではないか。国の関与がなければできないのか

検討すべきだと思う。

（生源寺座長）

需給調整する場合、地域の知恵を出していくなかで、担い手を地域農業のなかで

どうサポートしていくのか。このことについて、少し幅広く素材の提供をお願いす

る。

（５ 分 間 休 憩）

（生源寺座長）

これまで資料のＰ７位までを議論した。助成措置が、テーマとして掲げられてい

るが、これは午前中にかなり議論をしたので、事務局での検討の内容や研究会での

議論が比較的明瞭になったのではないか。ここでさらに、先に進めていくこととす

る。当面の助成措置の他に、全中から提案の県間流通銘柄における需給調整と、そ

れへのメリット措置を講じる件について議論していきたい。

（山田委員）

県間流通銘柄米については、場合によっては現地関係者がそのことを判断できる

のか、点検してもいいということであったので、次回に県間流通米がどういう形で

在庫として発生しているのか、余り米の処理、豊作の余波がどういう形で、できて

いるか数字的に示したい。県間流通銘柄をやっていない県の多くは、県内消費して

いる大都市近郊等で、転作率も高い。県間流通銘柄米が自ら大量に流通するため、

主要な産地が残ってしまう。売り方に問題ありとの指摘もあったが、計画的販売に
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努めている結果、県間流通する米が在庫として残る。それを翌年の生産調整にどう

反映するのか。96万ha～101万haに拡大する際に主産地に一律に配分強化として進

めてきている経緯もある。実際には主産地の米の流通に背負ってもらっている動向

がある。今後とも予想されるので、そこに一定の対策が必要である。さらに、スム

ーズな負担と、メリットの仕組みが作れないか提案している。次回、数字的事情を

説明したいと思う。

（生源寺座長）

次回、資料を提出してもらうこととして、意見を伺いたい。

（岡阿弥委員）

、 、生産段階の一定の調整がされたとして 第３者機関なり国なりが需要予測しても

需要は多めに安全を持って見積もるので、低く見積もれないのが実態。主食という

性格ゆえ、生産時点で豊作でなくても一定の過剰ぎみを含んで生産するのが米の性

格であると思う。国民は凶作ならそれを政策として納得するが、きちんと生産され

ても流通段階に過剰分が残ったり、販売競争しながら売っているのが実態である。

流通段階では一定のリスクを背負っている。まず仮渡金の設定であり、最終精算額

90～95％で仮渡金を設定している。価格が下がるとリスクになる。下がった場合農

家から金返せとは言えない。仮渡しした価格の中で全体の流通コストを納まるよう

に価格設定するのが実態。また、年間需要が下がることが過剰の原因だが、それを

どう生産段階に返していくか、それを放置して価格下落を許容していいのかという

問題がある。全体の需給が見通せるまでは一定の調整をするシステムが必要で、そ

れがないと担い手が安定生産できる基盤に到達しない。流通調整については国も含

めて政策を打つべきである。生産調整したからといって需給とマッチするとは言え

ない。また、種子等の手配もあり、翌年の生産段階へ反映するのは難しい。もう１

点は、それぞれオファーの中で自分の県に必要な米の生産量を把握することができ

る環境をつくり、一定の過剰を次の段階に計上していけるシステムをつくるべき。

（生源寺座長）

流通過剰米対策、産地間の配分の問題も盛り込まれた発言だったと思う。

（若林議員）

全体的にこの問題が全中より提起されていることは，研究会の論議がベースにな

っていることをご理解いただきたい。大変な決断ゆえ今の時点で皆が納得している

とは思わないが、全中が中心に方向を打ち出し、将来、県間流通銘柄米を持ってい

る産地が在庫量をみながら、生産調整に力量を発揮していく方向を理解すべきだ。

（生源寺座長）

すべての都道府県で納得されているかどうか、分からないという点を含め議論し

ていきたい。

（飛田委員）

県間流通銘柄米の需給調整について、資料提供の話で少し分かった。このシステ

ム導入の役割は何か、なぜ特定銘柄限定なのか、需要の多い品種であると思ってい

たが、消費者が好む銘柄米をなぜ調整するのか疑問を感じていたが先の山田委員の

説明である程度理解した。生産調整は特定の県間流通銘柄主産地だけが実施しても
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全国の県内流通している米を含めて調整していく、全体バランスを考えなければな

らない。主産地だけが生産調整するだけでは将来の米づくりに疑問を持つ。しかし

ながら、この案で、主産地の中央会が全部賛成しているのかという疑問があるし、

栃木県中央会は反対であるという意見をもっている。従って、全国の意見も踏まえ

て検討していくべき。

（三浦委員）

県間流通銘柄主体の需給調整について議論するならば、現在ガイドラインの県間

調整がスムーズにおこなわれているのかどうかを検証すべき。県間流通銘柄主体で

は、さらに上乗せ感や強制感が強まり、根底から需給調整が崩れる。従って、新た

な第３者機関において県間調整の円滑化を助言するという、組み合わせ技でいかな

いと県間流通銘柄主体の流通が崩れるのではないか。また、なぜ県間調整が困難な

のかも解明してほしい。県間流通銘柄主体の需給調整をおこなった際、販売調整な

どへの支援、価格変動を緩和するための支援を求めていくとすると、県間流通銘柄

を持っていない所は今の助成水準が薄くなるのかという不満で、現状を急激に変化

させようとするマイナス作用が制度全体に生じるのではないか。現実の問題等も含

めて資料整備をお願いする。

（生源寺座長）

先ほど、全中の山田委員にも資料整備お願いしたが、事務局へもお願いする。

（山田委員）

飛田委員から話があった件について、主産地に生産調整の負担を大きくすると前

提的に言っている訳ではない 。今後の生産調整は、主産地中心でやっていくとい、

っても容易ではない。少なくとも今37％配分しているものが40％になるかもしれな

いといった程度のことである。多くの県で引き続き現行をベースにしながら精一杯

のことをやってもらうということである。ところが、先ほど言ったように主産地の

米は、県間流通で大都市を狙ってきているということがある。需給の動向を一番最

初に感じて、そして在庫になる。在庫になると第三者機関で今後ガイドラインでど

うするかということになる。当然、その米が過剰で在庫となっているならば、いか

に旨い米だとしても翌年の生産調整にどのように反映するかというような議論にな

ってくる。結局は主産地の米が、影響を受けるという実態がある。そこの部分をど

のように背負うことができるのか、背負うと同時に背負う部分のメリット対策が重

要である。そういう産地銘柄米の価格が下がったときの経営安定対策、米価が下が

ったときの影響緩和対策ができないかということである。また、その場合、一定の

販売調整が必要となるので、そのための金倉もある、という意味で改革の必要性を

申し上げたわけである。もう１つは、もともと今回の農水省事務局の提案は、生産

調整全体、取り組み全体を、こうであったら困るという立場で考えている。すなわ

ち、どちらかというと緩和することである。例えば、先ほどから出ていて繰り返し

たくない言葉であるが「安定契約生産者」について、そんな形で行けば、都市部は

もっと緩くなる。そうなるとそこが需給緩和しかねないという問題が出てくる。そ

うすればまた結果として主産地が、その分の需給上の課題を背負う恐れもある。従

って、我々も思い切って主産地の皆さんに問題提起をして、議論をしてきたわけで
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ある。

（生源寺座長）

かなり技術的な問題に近い部分も含めて発言頂いたと思う。いきなり県間流通の

問題云々ということで議論をしているが、その理念というか基本となる考え方と、

、 。 、今考えておられる提案について 分かりやすく提起して頂きたい それともう１つ

とりあえずこういう傾向にあった。従って、ある程度そのことを事前に読み込んで

織り込んだ上で、調整をしようという発想がある。一方では、いや事後的で良いの

ではないか。この違いという感じもする。そうなるとこれまでの動きについて、是

非データなり、織り込むこととする理由をお願いしたい。また、ある１つの角度か

ら言えば合理性があるといった、発言をお願いしたい。それでは企画課長お願いす

る。

（企画課長）

県間流通銘柄の問題は、今後消費が減少することを想定しなければならない。し

、 。 、かし 減少する過程でずっと県間流通銘柄にしわ寄せがくる可能性がある 従って

今後100万トン、150万トン、何年かの間に減少する分も県間流通銘柄主体に調整さ

れることになるのか。我々は予算要求する立場にあり、その場合にそういう予算措

置をすると、生産調整協力交付金は全国的にはなくなり、こういった主産地だけの

措置になるのか。

要するに、全中の資料によると余剰米処理のために相当な差額負担を予算要求を

しなくてはならない。それにプラスして県間流通の流通助成もおこなわなければな

らないのか。それと県内銘柄についての流通助成はおこなわなくても良いのかとい

う点についても確認をお願いする。

（高木座長代理）

先ほど三浦委員の方から、検証の話と関連して、なぜ県間調整がスムーズにおこ

なわれていないのかという話だったが、まさにそのとおりである。それに関連して

実は、米の需給関係については、ご案内の通り５年ほど前から、米の需給情報委員

会というのがあり、かなりの情報が各県の農業者にも流れているわけである。そう

いうことがどのように利用されているのか。先ほど岡阿弥委員は、これから色々な

、 、ことをやりながら そのとき私は中座したので全部聞けなくて申し訳ないのですが

そういうことだと、これからも同じようにしかできないということになる。米需給

情報委員会は、生産者団体が主体的に運営している、データは国が全部提供してい

る。そういうことが、今、現実におこなわれているわけである。従って、それを十

分利用すれば県間調整、もしくは余り米、県間流通銘柄が余る。そして、それを翌

年どう調整するのかについての議論は、十分できてきたはずではないか。なぜでき

なかったのか、それも合わせて検証をしなければ先の議論に繋がららないのではな

いか、ということである。

（生源寺座長）

今のやりとりの中で、全中の方でも事務局でも、必要なものは次回までに用意を

お願いする。まだ色々な論点があるわけである。午前中に過剰米処理の問題につい

て議論したが、これは需給調整の最後の辺りの「流通段階における調整」の項目の
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辺りにある。午後の最初の所で山田委員が髙木座長代理からの発言について、我々

、 。 、に質問するならば事務局にも ということがあった 午前中は全中の提案について

ある程度議論があった。事務局で考えたものについて、あまりうまくいかないので

はないか、というような指摘があった。その点について今の段階で何か回答があれ

ばお願いする。

（企画課長）

午前中のこの部分の提案に関係する議論で、座長が何度も指摘されているように

中間取りまとめの趣旨に添っているかどうか。この点については私から見ても欠落

していたのではないか。そういう原点に立ち返って、ワーカブルなシステムをつく

るかという観点で是非論議を進めて貰いたい。そういう関係からいくと、１つは流

通の入り口の調整が必要である。販売競争を煽ってはならないという要請。余り米

について自己責任をもって対応するのだという問題との調和点をどこで探るのかと

。 。いうことである それと費用対効果の面で効果的なシステムになっているかどうか

この２つの観点から、今後の処理システムを考えていく必要がある。私どもは販売

競争を煽るという案になっているとは思っていない。このような仕組みをつくるの

は我々である。しかし、それをどのように活用するのか、全体的に整合性のある活

用と運用をおこなっていくのか。そして、十分な活用の中で、販売競争を激化しな

いような対応が可能であるかどうかということにかかっている。そういうことで考

えると、現在は余り米はどうしているか、そこに出発点がある。現在、余った場合

は、１つは過剰米処理ということで費用を出し合って飼料処理をしている。飼料処

理をしたとしても、流通段階ではどうしても隔離しなくてはならない。飼料処理に

は容量の限界がある。各県の共同計算は、先ほどあったように5.1％ほどしかでき

ない。しかも豊作の範囲内であるから実際は豊作よりも少ない量しかできないとい

うことになっている。そこに現在の飼料処理の限界があり、かつ非常に無駄な投資

をしている。一度、高値で集めたものを飼料という一番安いものに処理をして、国

も農家もその負担にあえいでいる。しかも数量が少ない。そういった中で処理をし

ている。その上で残ったものを流通段階で調整保管している。どうしても調整保管

も県ごとに、また強制的にある程度割り当てなければならない。従って、消費者か

ら見ると、今年５月に「あきたこまち」が偶然千円程度値上がりしている。余って

いるのに1,000円上がる。これは、調整保管の数量を過大に見てしまったために、

５月の入札で1,000円上がるという、ご迷惑をかけてしまうような状態になってい

る。そのようなことを想定すると、現在の仕組みよりも中間取りまとめの方向に添

った形でスムーズにかつ効果的にできるような仕組みとして考えられないのか。も

う１つは需要に見合った生産、余った分はその翌年の生産を減らしていく。売れ行

きと生産活動がタイアップして将来の米づくりを担って行く形をつくり育てる。こ

のような処理システムというものをつくらなければならない。そのようなことで考

えたのが、現在の販売努力を支援する方式である。従って、でき秋に一定数量につ

いて統計学的に余る量を予見されれば、現在と同じように調整保管を予定するとい

う対応ができる。それは系統の販売事業の中でそれをおこなえば良い。それについ

ては、隔離効果を高めるために、現在特別調整保管ということで、倉庫にレッテル
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を貼っている。今度はそうでなくて、譲渡担保なり質券を付ける。これは質がつい

ているということで隔離できる。契約でもって隔離できる。しかも販売努力はその

間にするのでなく、販売環境をつくるという努力になる。翌年生産を減らすことに

よって、その分市場に流れるような環境をつくる。このことによってそれが販売努

力に結びつくのである。在庫が余ればその翌年の生産を減らすというのは、今もや

っている努力である。その上で市場に供給余力をつくり、努力してできるだけ販売

できるようにする。しかし、そこには保証がないので質流れの制度を予備的に用意

をしておく。こういった運用を想定してやっている。この案については、でき秋か

ら窓口を開く、結果として、でき秋から質券を設定する窓口を開き、統計学的に出

た数量については質に入れる。このため、レッテルを貼るということが可能なよう

になっている。あるいはカントリー単位、農協単位で、その分を統計学的に特定出

来るようにしたい。個々の農家だけではなく、農協等の集荷業者単位での取り組み

ができるようにしようと考えているわけである。そういったことを念頭に置いて議

論を進めて貰いたい。もう１つは、今回全中から出された8,000円という最終生産

単価である。8,000円の中に農家拠出分もあり、国の助成3,000円というのが織り込

まれている。従って助成金付きで8,000円ということをでき秋に明示して集荷をす

る。その集荷の際はでき秋に農家まで特定をして、それを8,000円でも安く隔離し

て集めるためには、かなり無理な行動をしなければならないのである。その無理は

8,000円という売れない価格を想定しているということである。もう１つは、行政

コストをかけざるを得ないことである。個人個人で農家個人の過剰米部分の数量を

特定し、その数量を確実に単価出荷することを、生産調整の達成要件化する。従っ

て稲経のようなものと転作助成金があり、それぞれの助成金の交付要件にする。つ

まり、過剰米をキチッと数量出荷しなければ生産調整の達成者として認めない。そ

ういう無理をして、かつ、それは特定出来ないかもしれないことを市町村にお願い

してやってもらうのである。でき秋に無理やり集めることによる無理が来ているの

ではないか。個々の農家までその段階ではできない。従って流通過程を通じてその

部分が特定し、かつ、翌年の生産数量を減らすことによって販売環境をキチッと整

備する。それでも売れ残った分の後始末をどうするか、ここの対応をしないと安価

出荷の個々の特定までは行き着かない。ものすごく膨大な行政コストがかかる。生

産者団体がおこなう場合にも事務コストがかかる。こういったことから、販売努力

の結果でしか特定できないと提案をしたところである。

（山田委員）

議論の進め方だが、この議論について、今、企画課長がおっしゃったが、この議

論について私も分かっているつもりであるが、しかし、よっぽど実務に精通したも

ので徹底して詰めてかからないと、形にならない。我々の所でも一生懸命考えて、

今までの経験も踏まえて提案している。それを今のように、言い合ってみても形に

ならない。もっとどこかでお互いに詰められないのか。

（生源寺座長）

私も今の課長の発言を聞いていて、口頭での説明ではなかなか理解することが難

しい。議論の土台として、あるいは相互の違いや共通点と見いだすためには、ちょ
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っと不足であると思う。従って、もう少し議論をして頂く。その上で、対照表でも

ないが、メモのような形で改めて、事務局、全中の方から出して貰う。その上で必

要であれば、今日お集まりの人達の専門的な知識の応援も得ながら、集約していき

たいと思う。そうとう込み入っているうえに、微妙に違う部分がある。この点は書

いたものを読んだ上で議論をすべきである。

（岡阿弥委員）

先ほど針原課長がおっしゃったように 「あきたこまち」が突如上がる。まだ全、

体の需要と供給の関係で、微妙な段階にあることによるのではないか。去年は「魚

沼コシヒカリ」が、突如上がった。これはやはり何倍もの「魚沼コシヒカリ」が流

通していたものを、正常化しようという動きの中で値上がりをした。今年も予測に

反して「あきたこまち」が値上がりした。これもやはりＪＡＳ法取り締まり強化の

関係で上がっている。先ほど、髙木座長代理が言った情報委員会で詳しくお互いに

情報交換をしてなっている。しかし、これは役所のペーパーであるから、なかなか

情報としての公開は難しい。そういうような事情が１つ１つある。私、個人が思っ

ているのは「新潟コシヒカリ」は、今は全体販売数が余っている。しかし、本当に

ＪＡＳ法通り売られれば新潟コシは余るのか、という疑問はある。そういう中での

需要に見合った生産ということをやっている。そういった点では色々、産地と消費

の間のギャップがある。流通の正常化とか、そういう過程を経なければ見えてこな

い。個々の産地を取り上げると、今の生産量で良いのか。減らしてもまた正常化し

て需要が出てくるのではないか。そこには、色々な要素がある。従って、一定のア

。 、ローアンスを見ながら調整をしていくという過程が必要なのではないか それから

例えば、後で保険をかければ良い。後で質入をすれば良い。いや先にすれば良いな

ど、色々意見がある。しかし、その時にできる価格水準をどの程度想定しているの

かという議論がここではずっと欠けている。やはり一定の生産費を保証していかな

いと農家のところでは赤字が溜まる。特に担い手や、専業経営者というのはそこが

問題である。この施策をおこなった時に価格というのは、どの程度の水準を想定す

るのか。こういうことを含めた議論をしないとみんなが参加しよう、その施策で行

こうというようにならない。私はそこを一番危惧している。アメリカのような目標

価格を出すとか、固定払い、利息払いは、日本ではおこなわない。皆さん自主的に

やりなさいという中でおこなう。ここのメリットを出しますよと言っても、それで

は生産者には見えない。それでは、どういうものを想定すればみんなが動くのか、

といった議論が必要である。そのあたりをシミュレートしないまま、議論をしてい

るのでなかなか決着が難しい。それから、もう１つ上げると、県間流通が太宗の所

と県内流通が太宗の所がある。地産地消で県内で採れた物は県内で食べていく。そ

れ以上に、採れた物は大都会に流れていくという仕組みの中で動かしている。都会

の人口は多く消費量も多いわけだが、そこに計画生産の米というのは出ている。従

って、都会の消費が減るということは、そういった中での都会の消費減が県間流通

米に打撃を与えるというのが実態である。そういったことも考慮しながらどこで調

整をするか、ということを検討していかなくてはならない。

（三浦委員）
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、 、 、過剰米処理について 今日提供されている比較表によれば 全中案の所を見ると

市町村、農協等を単位として豊作分を設定している。さらに、事業者に振り分ける

など検討と書いてある。市町村というのはエリアであれば良いが、余り米量を定め

ることに行政関与があるとすれば、旧食管の時のように監視機能が行政に委ねられ

。 。 、 、ることになる 悪夢の再来と言わざるを得ない 従って 座長がおっしゃった様に

比較表をよくつくってくれという際に、行政関与があるのか、ないのか。それも含

めて事務局案と全中案をつくって頂きたいと思う。すなわち一俵まで把握しなけれ

ば駄目というキツイ物であるならば、それは困難である。

（生源寺座長）

おそらく共通の認識を皆が持っていると思われる。今日の議論で改めて明らかに

なってきた。あるいは、もう少し知りたいと言う気持ちが出てきた部分もある。さ

らに、双方どこがどう違うのかというあたりを整理して出して頂ければと思う。そ

の際に、先ほど業者の関与の問題が出ており、これは両者に共通する評価の観点で

ある。そして、食糧庁から出されているものについては、過当競争をあおる形には

ならないと話にあった。この裏には生産者の共同行動というか、そういったことが

想定されているかと思う。つまり、調整保管の代替という話である。この辺りの部

分を分かりやすく示すことが大事である。それから販売努力について、今日のペー

パーと企画課長の発言には、少しニュアンスの違いがあるような気がする。つまり

次年度の販売環境を整えるといった発言であったので、その点を文章、メモといっ

た形ではっきりさせて頂きたい。それから全中案についても、今の論点と対応する

点があると思う。午前中の議論との関係で、実施者集団と区分集荷について、７割

くらいまでカバーできればという発言があった。そうなるとカバーされない部分に

ついてはどう考えたら良いかということが問題として出てくる。そのあたりについ

て考えを示してもらいたい。なお、岡阿弥委員から価格の水準の話があった。これ

については、非常に多くの要素が絡んでいる。単一の想定をすることは、実際には

難しい。しかし、１つの考え方として、私達が今持っている道具は、米価そのもの

と、メリット措置の問題、経営安定所得対策の問題、基本的にはその３つがある。

。 、 、その辺りの関係も整理して頂けたら有り難い 色々な事を申し上げたが これ以上

口頭での説明のやりとりでは前に進めないという状況かと思う。一度、この議論は

打ち切って、あまり時間はないが、次回までに精力的に検討の上議論の素材を提供

して頂きたい。もうそろそろ終結に向かって進みたい。本日、議論されていない問

題として、流通制度の問題がある。それから経営政策、水田利用のあり方、あるい

は水田農業政策全般の問題がある。この全体を網羅して流通の問題と経営政策以降

の問題を一緒にするのは、やや乱暴かと思われる。ただ、流通制度の問題について

は、ある程度方向についてのコンセンサスらしき物が得られている。このような印

象を持っているので含めて全体として議論していただけたらと思う。

（岡阿弥委員）

、 、 、流通について国の方では 需要サイドとＭＡ米 備蓄米という供給サイドの問題

それぞれについて方針を年に３回出すということである。そこで問題なのは備蓄米

の販売５０万トンである。全体の需給、流通の実態を見ながら備蓄米の販売を調整
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していくのかどうか。それは流通、全体需要が変化していくと、それに合わせてど

こを調整していくのか、という問題がある。そういうこともキチッと政策の中に組

み込んでいるのかどうか。ＭＡ米についてもそれができるのかどうか。それから一

般に出てくる国産米については、私どもの努力もあるが、どうするのか。このよう

な形での計画と現実の調整という問題がある。一定の当初計画があると、需要が減

った場合、そのときにＭＡ米と備蓄だけは、売るだけ売り抜けてしまう。そうする

、 、 、と 残りのところにしわ寄せがされてくる というような事にならないのかどうか

という点がある。実際には備蓄も過剰となっているので、圧力は相当ある。そうい

ったことも含めてキチッと調整装置というものを持たないと実際には上手く動かな

いのではないか。そして、もう１つ需要の問題でいうと、新米をどのくらい、古米

をどのくらいという問題が現実としてある。例えば、需要というものを見る場合、

家庭用の需要はどのくらいあって業務用の需要はどのくらいあるのか。加工用の需

要はどのくらいの見通しなのか。そういった事の第三者機関を経て、国が一定の計

画を出すのかどうか。私自身は、国は一定の計画を出してそれをガイドとして生産

にも流通にも、実際に活用すべきだと思っている。それについて修正するなら修正

すると、その時点で色々な調整をしながら進める。それが実際の流通を円滑に進め

るという意味でよい事であり、また安定供給にも役に立つ。そういう事が年間見通

しで出ていないと、今度は価格がどうなるのか分からない。価格の一定の見通しが

立たないと年間安定契約というのが難しくなる。従って、そういったことを促進し

ながら、生産法人を育てて行こうという政策が必要である。具体的に計画化して全

、 。体が見えるような 調整ができるような仕組みを組みたてて行くことが重要である

（古橋委員）

流通関係の問題については、関係する委員がかなり帰ってしまい、当事者がいな

くなってしまったので、続きは次回にすべきではないか。

（生源寺座長）

今、発言があれば受けておいて、もちろん次回も引き続き発言の機会を設ける。

（山田委員）

経営政策と食糧法の関係で、次回に向けて注文しておきたい。先ほど高木座長代

、 。 、理から話しがあったからと言うわけではなく 私は前回も言わせて頂いた それは

経営所得安定対策もそうであるが、取り分け「経営全体の安定対策のあり方」Ｐ12

。 、 、 、にある部分について大変な制約が加わっている 私は 竹内委員 立花委員と共に

農業経営施策に対する研究会に出ていた。そこで議論し、そして案を取りまとめた

経緯がある。その際、育成すべき農業経営が効率的かつ安定的な農業経営に育つた

めの対策として、経営所得安定対策は必要としていた経緯があるわけである。今い

ろいろ条件の付いたこの内容で見るみる。効率的かつ安定的な経営体が育って、あ

るべき姿に到達した時点で経営所得安定対策を講じますよ、というようにしか見え

ないのである。これでは圧倒的に考え方が違う。これを担当された経営局からこれ

に関する経緯を次回で良いので示して頂きたい。そしてもう１つ、座長にお願いを

したいことがある。先ほど針原課長から食糧法改正にかかわる観点で、食糧法の規

定の仕方、その中の生産調整の規定についての解釈、見解があった。私も当時、担
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当をしていた。もちろん針原課長とは違い、法律の認識については私はまったくの

無知でありよく分からない。しかし、政府買入れに関わる財産権についての関連で

食糧法が、生産調整について規定をしたという議論であった。これでは、平成６年

から７年にかけて食糧法を変えようとして議論してきたことと、だいぶ違うのでは

ないか。明確に食管法では、全量売渡し義務がかかっていて全量買い入れという規

定があって、そんな中で食管法が運営されていた。それで食糧法に変わっていくわ

けであるが、管理の仕方について大きく見直して食糧法に変わっていった。そんな

中で従来から生産調整の規定が食管法にないのではないか、ずっと法規定の生産調

整はないという議論がなされていて、それで、現行の食糧法第２条に、生産調整の

円滑な推進ということで、主食である米の安定供給という観点で入れられているは

ずである。だから、それが突然政府買入れの規定の中での処置であるというだけの

解釈ではないはずである。もっとダイナミックに生産調整の実施規定を、法律に盛

り込んでるから、この法律を評価してくれという議論を、散々やったはずである。

だから、ここの所についての解釈は違う。またその事に関連して、委員からの質問

に対する回答の中に、法改正を一定の念頭に置いた議論がなされているような回答

があったように思う。すなわち、政府買入れを入札でやってしまうのだから、具体

的な買入の行為が発生しないので、それは従来は生産調整実施者から買い入れると

いったことだったのであるが、買入をしないということなので、生産調整のことも

実は法律から削除するのだ、というような法律になるのだというような回答をされ

ている。果たして、そういった扱いで本当に良いのか。第２条に生産調整の円滑な

推進といった事と、そこは一体どのように関係してくるのだろうか。難しい事はよ

く分からないが、食糧法の改正ありきではなく、逆にありきだと思うから３年後に

は国による配分の廃止と言っているのではないかと、飛躍して考えてしまう。それ

があるからこそ３年後の廃止ということを徹底してこだわらざるを得なくなってい

。 、 、 。るのではないのか こだわる事が どこに繋がらるかというと 政府買入れである

それで生産調整の規定をはずしてしまうという議論にいってしまうのでは、本末転

倒である。米政策の改革、計画生産を含めて米需給をどうするか、その対策をどう

仕組むかという議論があって、その上での法改正議論では無いだろうか。どういっ

た予見を持っているか分からないが、予見を持った進め方については申し訳ないが

留意して頂きたい。

（生源寺座長）

当然の事ながら法改正を必要とする内容になる可能性もある。その中身に関する

議論をしているわけなので、法改正に関する問題はその後の問題になることは、当

然である。

経営政策課、場合によっては企画評価課からもお願いする。

（企画課長）

まず岡阿弥委員からの備蓄米の販売の調整、新米と古米、ミニマムアクセスの調

整があり、さらに系統と政府が調整をしてということになりかねない。調整といこ

。 、とが社会的に政府の買う構造が許されるのかということをまず考えたい その上で

あくまでも需要があってその地の玉をどう需要に当てはめていくのか、その操作を
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どうするのか。この中に消費者に安定供給、あるいは消費者ニーズに答えるという

ことを通して、その生産の安定を実現しているということである。無理やり市場に

流したから消費が増えるといったような問題ではない。消費者ニーズがあってそれ

にその土地の玉の中で一番良い物を供給する。その時、供給の仕方はどうか、安定

、 。的にしばらくはどうか といったことを今度は第三者機関を通じて市場調査をする

そういった世界に入っていく、そういうシステムをつくり、その中で共存共栄をは

かり消費者も含めていくのである。決して調整の概念ではない。そして法律につい

ては次回整理する。法律であるので法律と国民の権利義務関係、これを厳然として

一定の制約を受けるわけである。法律に書いたらいいなという願望はあってもそれ

は、一定のルールが働くということをご理解頂きたい。

（生源寺座長）

今の法律云々ということはどこの部分であるか。

（企画課長）

山田委員の発言の部分からである。

（生源寺座長）

法改正は、この研究会の仕事の後に別途行われるべき仕事で、今の段階で山田委

員がおっしゃるように、法律でこうなるということを言うことはできない。

（企画課長）

食糧法の前の部分の話である。

（生源寺座長）

、 、前の話については 午前中に会計法との関係という観点からお話になったわけで

山田委員からは、それ以外の実質（サブスタンス）があったのではないかという話

であった。あまり過去に遡って議論するのもどうかと思う。ただ、教訓が色々ある

かもしれないので整理して頂ければと思う。経営政策課長お願いする。

（経営政策課長）

山田委員のほうから経営所得安定対策が担う機能について指摘があったので、そ

の点について説明をする。今日、配布している資料のＰ12のところでは、説明が簡

単になっているので、よく分からないかもしれないが、別途前回配布した別添の４

。 、類型のところにもう少し詳しく示している 我々がこの対策に期待している機能は

１つは農産物の価格の著しい変動が及ぼす影響を緩和することである。当たり前で

あるがそういった機能と、もう１つ規模拡大であるとか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そういう機能を期待している。それはすなわち、

先ほどこの対策というのは、望ましい経営ができ上がった後に導入されるような対

策のように思われるという指摘があったが、そういう事ではない。なかなか進まな

い構造改革を進める際の手段として、これを有効な手段として使っていきたいとい

う思いがあるので、先ほど言ったように構造改革のインセンティブを付与するよう

な仕組みにしたい。具体的な仕組みの例としてペーパーでも示したように、１つの

考え方としては、担い手の収入や所得をどの様に捉えるかということについて、単

位面積あたりの収入または所得として捉えて、単位面積当りの収入または所得が一

定の基準を下回った場合には補てんする。その基準というのは、モデル的な農業経
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営で設定しようと思っているが、目標とする経営規模を実現できれば、他産業並み

の生涯所得が実現できるようになる。そうした仕組み上の工夫をして構造改革のイ

。 、ンセンティブにしたいという様に考えているわけである まさにそういう意味では

育成すべき農業経営を後押しするような対策として考えているということである。

高木座長代理から午前中に指摘のあった経営所得安定対策の内容であるとか実施時

期についてどういう風に考えているのか、なかなか宿題返しの資料では必ずしも統

一されていない、それについて分かりやすく説明するようにという指摘であった。

あらかじめお断りしておきたいのは、宿題返しで使っている経営所得安定対策であ

るとか経営安定対策という言葉の定義である。我々の使っている用語の使い方と、

委員の皆様が思っている経営安定対策という用語の使い方に若干違いがある。その

ことで議論が噛合ってない点があるのではないかということで、我々の使っている

意味をあらかじめ明確化した上で説明したいと思う。我々が宿題返しで使っている

経営所得安定対策というのは、水田営農の担い手であるかどうかだけに着目して、

農産物の価格の著しい変動が、経営に与える影響を緩和するための措置を指してい

。 。る 逆に言うと生産調整への参加者であるか否かは問わないものとして考えている

担い手でなくても生産調整参加者に対するメリット措置が講じられているようなも

の、そういうものは経営安定対策として整理していない。担い手であるかどうかだ

けに着目して講ずる、そういう意味の経営安定対策を実施する時期については、国

による生産調整の目標配分が廃止された状況、これそのものは絶対的なメルクマー

ルではないが、そういうことになって、国が、稲経のような米価下落の影響緩和対

策を講じないようなシステムに移行する、その段階で担い手に対する経営安定対策

を講じていこうというのが基本的な考え方である。生産調整を実施している人には

支援するという政策と、担い手である人には支援するという政策とは切り分けてい

くというのが基本的な考え方である。ではそれはいつから、移行するのかというこ

とであるが、それは、まさに本研究会でご議論頂いているが、生産調整のシステム

をどうやって移行させていくか、ということになるわけである。仮に16年度から移

、 。行するということであれば 16年度から経営安定対策に移行するということである

経営安定対策の講じ方だが、そういった担い手に着目した経営安定対策を講じよう

とする場合に、そのような生産調整のシステムに移行した当初の段階では、一時的

に米の需給や価格に混乱が想定されることから、安定した制度としての保険として

徹底するのはなかなか難しい。このため、移行した段階ではまずは予算措置として

やって、様子を見ながら保険的制度に移行していく。予算措置から保険的な制度に

移行する段階を第三者機関で判断して貰ってはどうかという考え方である。それが

宿題返しで整理した我々の考え方である。しかし、そういう整理とは別に、当面第

３類型だとか、第２類型だとか、そういう類型のもとで、生産調整が継続実施され

る場合はどうするのかという議論がおこなわれてきたということである。宿題返し

ではそのときには整理としては×が付いている。それは先ほど言ったように、経営

所得安定対策を、生産調整に参加するしないに係わらない、担い手であるかどうか

ということに着目して講ずる対策としては×印が付くという整理である。先般来、

議論頂いているように、そういうときにも別途担い手に上乗せ的な対策を講じるべ
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きではないか、その際には、担い手のうち生産調整への参加者を対象とするのが当

然ではないかとかいう様な議論がなされている。その点についてはこれも何度も説

明した。すなわち、注であるとか備考欄に規模拡大等の経営改善努力をおこなう担

い手農業者を対象とする経営安定のための措置の取扱を検討する必要、と記してい

る。例えば生産調整に参加する担い手に対して何らかの追加的な措置を講ずる、と

いうような可能性を否定しているわけではない。生産調整協力交付金の具体的な仕

組みを、前回食糧庁の方から提示したが。そういうものを分析して貰った上で、さ

らに担い手に対して米価下落の影響を緩和するための追加的な措置を講ずる必要が

あるのかどうか、その場合にその担い手に対して生産調整に参加していることを要

件として考えるべきなのか、というようなことについては、この場でご議論をして

頂きたいと思う。

（生源寺座長）

今の説明は、当初ネガ方式の話が続き、最後にはポジの部分が浮き彫りにされて

きたという、そんな感じであった。懇切にご説明頂いたので、その後、そのまた後

も含めた説明になっている。

（岡阿弥委員）

一言だけ申し上げると、備蓄米を需要に応じて販売するという話だが、需給調整

をしているなかで価格を下げれば需要は生まれるわけである。従って、それぞれ需

。 、要に応じた生産と生産調整をやっている そこにまた需要を見いだすと言うことは

今まで色々古米販売をやっているが、やはり価格が一番問題である。従って一定の

自己抑制が必要である。

それからもう１つ、全体の価格水準をどの程度にするのかという政策がある程度

ないと、自己抑制が効かなくなることが心配である。

（生源寺座長）

今の発言、そして先ほどのご発言に関して、やりとりがあった訳だが、食糧法が

できてから今日まで、やはり政府、系統が重要なプレイヤーであった。その間での

ルールがあったかどうか。変更が頻繁におこなわれてきたような経過がある。その

こと自体きちんと総括すべき事であって、色々な状況が想定される。あらかじめ相

当なルールというか、決まり事をセットして置く。どこまでそういうことができる

かということを詰めておく必要がある。そういう発言と理解した。

（太田委員）

経営安定対策について、ここでの議論の他に次回、別途議論をおこなうべきであ

る。

（生源寺座長）

承知した。

（古橋委員）

次回に回して頂きたいと思っていたが、今後の価格形成のあり方で、この全体像

の中に、米づくりの本来あるべき姿というのがあり、これは消費者重視だとか、市

場重視の姿の実現を目指すし、市場を通して需要を感じ取れる売れる米づくりがお

こなわれることを基本とするとある。こういうことが一番初めに書いてあるわけで
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。 、 、ある それを実現するために 新たな安定供給体制のもとでは多様な需給に即した

多様な取引を反映させなければならないと示してある。中間取りまとめの中で私ど

もが申し上げた、先物取引については両論併記になっている。その米先物取引の部

分が、この文章の中ではどこに読みとれるのか。

もう１点は流通全般に渡って系統事業と独禁法との関係が色々言われているので

現時点での行政の見解を示してほしい。

（生源寺座長）

前段については、中間取りまとめをおこなった際の内容であるが、必ずしも両論

併記ではない 「先物取引については生産調整や国境措置をおこなっている現状で。

は、導入すべきではないが将来に置いて関係業者の価格変動リスクを軽減される手

段としてその導入の可能性を排除すべきではない 」従ってただちにこれを実施す。

るようなことを検討することは無理だろうとこれが大方の判断である。しかし、施

策なり米の市場法のあり方が変わっていくということが当然予想されるべきであ

る。そしてさらにはこういう議論もおこなわれることになるのでは無いか、という

整理になっており、必ずしもイエスとノーを併記したわけではないと考えている。

（古橋委員）

よく分からないのだが、最終的に取りまとめの中では、そのような位置付けで整

理するということでよろしいか。

（生源寺座長）

中間取りまとめが、ある意味では、最初の取りまとめ、いわばベースになってい

て、いまそれに肉付けをしてる。ものによっては切り落とした部分もあるかもしれ

ない。私の今の判断だが、先物取引について、この表現以上に踏み込んだ、具体的

なアクションを提起するような形のものは、現在の段階では難しいのではないか。

ただし将来の可能性、これもそれほど遠い将来ではなく改革の進度によっては考え

られないではないと思われるが、それを否定しているものでは無いわけある。この

研究会の中での議論では、やるべきだ。あるいは無理だという２列背反的な議論が

あった。状況次第ではこういった議論も当然必要な時期も来るんだということで集

約したと理解している。独禁法の問題はかなり大きな問題である。この点は、今回

の議論に当然関係する部分もある。できるだけそこに絞る形で、現段階での農林水

産省、あるいは事務局としての考え方なりを出していくべきである。

（佐藤委員）

今の座長の後段に言われたことであるが、私も６月28日の最終議論の際に、先物

取引の関係について強く発言をした。その他の会合の際にも、皆さんから先物取引

の情報については大変な関心で、組織の中でも質問を受けた。最終的に生源寺座長

の言われた「文章の通り」であって、後段に言われた実態が変わればすぐにも議論

ということについては、そういう理解はしてはいない。

（生源寺座長）

読み上げた通りであり、あるいは余分な解説を付けたかもしれない。かなり時間

も押しているので、本日の議論はここで閉じたい。次回、午後の冒頭に了解頂いた

ように、次々回、つまり15日については、前回と、本日の議論を踏まえて研究会と
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しての方向性を出すための議論の場にしていきたい。そのために次回の議論を円滑

にしていくために、座長代理にもお手伝い頂いて、私と座長代理の責任に置いて、

現在の時点での皆様から出して頂いた意見の概要を取りまとめさせて頂く。次回、

、 。 、それを配布し 議論の素材にしたい 現在までと強調したのは流通の問題について

本日、既にお帰りになった委員の方も多く、また経営所得安定対策についてもまだ

少し積み残している。こういった事があり、まだ完全には議論を尽くしていない部

分がある。このことを前提の上で、本日までの議論を私どもで整理をしてお出しし

たいと考えている。

最後に事務局から何か連絡等あるか。

（計画課長）

今日もメールマガジンを配布させて頂いている。

（生源寺座長）

本日はこのあたりで終了する。

（以 上）


