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第１１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13日（水） 10：30～16：00

○ 場所：農林水産省共用会議室Ａ～Ｄ（郵政事業庁内）

（企画課長）

定刻となったので、只今から第11回生産調整に関する研究会を開会させていただく。

なお、本日は、都合により小熊委員、竹内委員、中野委員、福井委員、和田委員が欠席

されている、横川委員については遅れてみえられる。また、食糧庁長官が遅れるので、

その間、次長が入る。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）

それでは早速議事に入る。前回は「各検討項目に対する考え方の全体像（再構築の基

本方向 、資料２として用意しているが、これに沿って順次議論を行ったところである。）

ただ全体像に沿った論議については、時間も足りなかったこともあり 「今後の米の需給、

調整のあり方」を中心にご議論いただいたと理解している。本日は、まず、前回の研究

会の最後にも申し上げたが、前回及び前々回の研究会で委員の皆様から出していただい

たご意見を私の責任で整理したので、ご説明させていただく。その後、改革の方向性に

ついて議論を行ってまいりたい。それでは、まず、前回11月７日及び前々回11月１日の

研究会における意見の概要について、私の方で整理したものをご説明したい。

資料１、意見の概要であるが、研究会ですでに新しい改革のための制度の設計の論議

に移っているが、その観点から皆様方のご意見を整理している。複数の委員の方から同

じような意見が出されている場合は、思い切って１本に絞るというようなことをしてい

るので、その点はあらかじめご承知願いたい。

最初に 「米づくりの本来あるべき姿の実現プロセス」についてである。①本研究会に、

おいては、６月28日の「中間取りまとめ」において、一定の方向性と枠組みを集約した

ところであり、今後の議論・検討のベースとしては、あくまでも「中間取りまとめ」を

ベースとする必要がある。②事務局の「回答」の中で、第１類型については、中間取り

まとめが想定していた方向とずれがあると考えられることから、第２類型、第３類型を

主たる素材として議論を深めていくことが適当である。③生産調整の実施については実

施するか、しないかの二分論ではなく、次の４つを想定して議論するべきとした整理で

ある。ア、現行のような生産調整、イ、国による配分を行いつつ、主体的経営判断を阻

害する等の現行制度の有する副作用が少ない、改善された型の生産調整、ウ、国による

配分は行わず、生産者・生産者団体が行う自主的生産調整、エ、通常は生産調整の国に

、 、 。よる配分 生産者団体の行うものすべてを含めての一切ない状態 の４つが想定される

ただ、これまでの議論については、アの現行の生産調整があり、イは相当の議論をして

いる。ウに移るための条件をどれくらい想定できるかという議論を行っている。４つに

分けるならば、ウまでが視野に入っているという整理である。④米づくりの本来あるべ

き姿の実現プロセスについては、そのために必要な施策のあり方や農業者等の取り組み

のあり方の問題と、実現に要する期間の設定の問題を一体のものとして議論を進める。

ご案内のように前々回の研究会の議論を私が整理したものである。
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２として「今後の水田農業の担い手のあり方」についてである。次のような意見が出

されている。①平成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、更に具体的に詰めていくことが重要である。

その際には、行政や団体が「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一貫した政策を実現すべきである。②集落型経営体の育成に

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である。③担い手育成の道すじを明らかにする際には、例えば「水

田を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱 平成11年10月策定 における地域の 水」（ ） 「

田農業振興計画」に記載された土地利用集積等の実績等、これまでの取り組みを検証す

ることが必要である。④「担い手育成の道すじを明らかにすること」は必要であるが、

達成の見込みがない限り「目標を設定すること」ができないといった議論を行うべきで

はない。

「 」 。 、 。３つ目の柱は 当面の需給調整のあり方 である 概略 以下のような意見があった

まず （１）客観的な需給予測と調整システムについては、①思い切った生産調整ができ、

るかどうかは、第三者機関的な組織の助言に基づき需要に応じた思い切った配分がきち

んとできるかどうかにかかっている。②全国段階の第三者機関的組織の事務局は国とな

、 、 、っているが 都道府県段階 市町村段階の事務局をどこが担うのか等地方段階の仕組み

機能等につき、明確化していく必要がある （２）安定契約生産者及び生産調整実施者集。

団については、①自己の努力により需要と結びついた販売を行う生産者を積極的に位置

付けること、強制感を伴う措置を改めること等については委員の共通認識である。②こ

のような生産者が地域の中で積極的に位置付けられる道筋が是非必要である。③このよ

うな生産者を積極的に位置付けることと、生産調整対策上の特別な扱いをすることは別

であり、地域において混乱を生じないようにすべきである。④生産調整実施者集団の概

念は、集落単位ブロックローテーションを行っている現実を踏まえ、生産調整の推進を

行う上で、是非積極的に位置付けるべきである。⑤生産調整実施者の集団を基本とした

推進を行うことは、生産調整に対する「強制感」の問題は変わらないと考えられる上、

行政が推進主体となるのは事務負担の面で対応できず、全地域において普遍的に取り組

むのは困難ではないか。⑥安定契約生産者や実施者集団については、需給調整との関係

、 、の中で担い手をどのように位置付けていくのかという観点に立って 全国一律ではなく

地域の実情に応じてうまくこなしていく方策を考えるべきである。

当面の需給調整のあり方の３番目の柱である、県間流通銘柄による需給調整について

は、以下のような意見があった。①現に余っている米は主産地の米であることから主産

地自らが県間流通銘柄による需給調整を主体的に行い、それに助成することが適当であ

る。②需要の多い銘柄を需給調整することは、将来の米づくりの基盤となる主産県を中

心に生産調整を行うこととなる上、売れる米づくりに逆行する。③具体的な仕組みが明

らかではなく、実効性に疑問があるので、対象となる主産県の意見を聞くことを考える

べきである。④このような仕組みは、生産調整目標の県間調整が阻害されるおそれがあ

る。⑤今後100万トンのオーダーで全体需要量が減少していくと見込まれる中で、それを

、 、 、県間流通銘柄で調整することができるのか また 販売の結果余ってしまう米に対して

なぜ財政措置によりメリットを与える必要があるのか疑問である。⑥生産者にきちんと

した需給情報が流れていれば、県間流通銘柄の調整が行われ、翌年の生産調整もうまく
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実施されていたはずであり、どうしてそのような情報伝達ができていないかの検証をす

ることが必要である。

４つ目に 「助成措置の内容について」である （１）総論・共通事項について、①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必要である。②今回

の助成措置については、市町村の事務負担が増えないようにすべきである。③「生産調

整協力交付金 「産地づくり推進交付金」等の助成措置については、単価・基準の取り方」

等の仕組みの問題とともに、一定の予算の制約がある中で、どこにどのようにウェイト

をおくか、あるいは段階的にそれを改変していくかどうか等の可能性を含めて検討して

いく必要がある。④平成16年産までの措置とされている現行の生産調整に対する助成金

を前提として既に設備投資を行っている実態があることから、助成水準の確保等につき

考慮する必要がある （２）生産調整協力交付金について、①現在の稲作経営安定対策か。

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である。②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を行うべき

である。③生産調整実施者のメリット対策という観点から、単価、拠出割合、基準価格

のとり方について更に検討が必要である。④担い手に対する経営安定対策と同時に講じ

ないのであれば、基準価格のとり方が過去３カ年平均というのは不安である。⑤参加者

の明確な合意の下に、集団単位で交付できるような仕組みを工夫すべきである。ここで

いう集団とは、集落、生産組織などである。⑥「生産調整協力交付金」の名称における

「協力」という表現はふさわしくないのではないか （３）産地づくりの推進交付金であ。

り、次の２点の意見を集約している。①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となるようにすべきである。②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更に検討が必要である。

５つ目に、これは大きな柱である「担い手に対する経営安定対策」である。①担い手

に対する経営安定対策は、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、導入の可能性を更に追求すべきではないか。②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、次の意見が出されている。ア「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、イ 対象者を生産調整実施者に限定す

べき、という２点が指摘された。③経営所得安定対策については、育成すべき農業経営

が構造転換に取り組む際の価格変動リスクのセーフティネットと整理された経緯、これ

は昨年８月までの検討の経緯であるが、これとの整合性を取るべきではないか。

６つ目に、余り米処理の方策であるが、事務局提案については２つの意見があり、ア

として、出来秋に処理せず各産地が販売努力をするので、競争により米価が下がるおそ

れがある。イ、豊作であっても、売れる米は売れる実態にあることから、販売努力の結

果により余り米を特定する必要がある。②全中案については、区分出荷の実効は上がる

のか、確認事務は誰がするのか、また可能なのか、実施者集団をどう関係付けるのか、

費用対効果の面で国の助成のあり方はどうあるべきか等の論点がある。③余り米処理方

策は、生産段階と流通段階の調整の両者が相まって効果を上げる必要がある。

７つ目に、流通制度のあり方であるが、①安定供給支援法人については、行革の流れ

も踏まえて、しっかり中身を詰めることが必要である。②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ということも踏まえ、きちんと実行できるようにすべ
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きである。③今後の米流通においても、米の需給動向にも配慮した備蓄米の運営ルール

が必要である。

以上が過去２回の全体研究会でお出しいただいた意見を、かなり圧縮をした形である

が、集約したものである。この後、今申し上げた意見の集約をベースとして、改革の方

向性に関する論議を行ってまいりたい。ただ、論議の順番について、１つご提案という

か、ご了解いただきたい点がある。前回及び前々回において、なかなかまとまった時間

をかけて論議が出来なかったと思われる集荷・流通制度の改革、本日はここから議論に

入ってはどうかということである。毎回、最後の議題という格好になっているので、常

に尻きれトンボのような形になっていた印象があるので、今回はここを最初にご議論い

ただいて、それから通常の順番の柱立でまいりたいと思う。先ほどご紹介したが、Ａ４

横長の資料２であるが 「各検討項目に対する考え方の全体像」については前回から出て、

いるわけであるが、今私が説明した論議の概要について、これを合体した資料として用

意していただいている。議論は左側の順番に進めてまいりたい。ただし、流通・集荷の

問題を先にということである。その際に、併せて右の方に議論の整理がしてあるという

格好になっているが、この資料をご参照いただきながらご議論いただければありがたい

と思う。毎回この研究会は時間を要するわけであるが、できれば午前中に流通集荷の問

題を議論していただき、午後から再び頭のところから順番に議論していきたい。４時を

目途に終了できればと考えているので、ご協力をお願いしたい。それでは、集荷・流通

の問題について。

（山田委員）

、 、 。集荷・流通の前で恐縮であるが 意見の概要の整理について 若干意見を申し上げる

資料１であるが、座長の責任で取りまとめたとおっしゃっており、さらに、同じような

意見は、簡潔にするためまとめた部分があるというようにおっしゃっておられて、特に

いちいち申しあげることはなかったし、そのつもりでいた。ところが、資料２の左側の

部分は食糧庁が提出したものであり、それに対して右側に意見の概要が整理されるとな

ると、意見の概要が大事であるという観点から、何点か申し上げたいと思っている。前

回の研究会においても、私は提出された資料がベースになるのではないということをし

っかり申し上げており、座長はあくまで議論の素材であるとおっしゃったわけである。

研究会としてまとめていくのであり、この出された資料の左側の部分の文章を直すので

はないと申し上げたい。そういう面で、資料１の１の①において ”今後の議論・検討の、

ベースとしては、あくまでも「中間とりまとめ」をベースとする必要がある”と書いて

ある。議論として当然こうした議論があったわけであり、座長の発言も整理される形で

入れている部分もあるわけであり、あくまで共通認識を盛り込んだだけではなく、一部

の出された意見も取りまとめる形で入れられているので、多様な意見があって当然であ

、 。 、 、り それを否定するわけではない しかし ややもすると我々もたまに使う手であるが

一定の方向へ持っていくために、都合のよい意見だけをまとめがちになるようなところ

もあり、そういう意味で是非、今後の検討素材にしていく場合は、ご注意願いたい。こ

の「あくまでも」という部分について、６月28日に中間取りまとめを行う際に、最後に

意見を申し上げたが 「示された検討項目の具体策の検討いかんでは、中間取りまとめの、

方向を見直すこともあり得る、そういうことですね」ということを申し上げている 「あ。

くまでも」中間取りまとめをベースとする必要があるという話で、あの時に確認してい
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るわけではないということを申し上げておく。

２点目は、②の部分であるが、ここは最初の２行の「第１類型については、中間取り

まとめが想定していた方向とは、ずれがあると考えられる」とあるが、座長は２つの意

見を一緒にした部分があるのでと断っていたが、あくまで、第１類型についてはどうか

と言った、しかし、だから第２類型と第３類型を議論の素材として議論を深めていくこ

とが適当であるといっているのではない。第１類型がダメだから、第２・第３で議論す

るというように整理しているわけではない。第２・第３類型においても、国による配分

廃止ということが前提となった類型の設定の仕方に納得が出来ないことを申し上げてき

た経緯もあるので、このように一緒にされるのはどうか。

Ｐ２の④であるが、ここは、簡潔にしすぎである 「担い手育成の道すじを明らかに。”

すること」は必要であるが、達成の見込みがない限り「目標を達成すること」ができな

いといった議論を行うべきではない”という意見があったのであれば、そうかもしれな

い。なかなか理解しにくい書きぶりになっているが、それにしても「目標を設定するこ

と」ができないというこの目標は、どういう目標なのか。これは、国による配分を廃止

するという年次のことと一緒になっていないか、という意味で申し上げている。担い手

育成をしっかりする形で水田農業を活かすという将来像を展望する目標であれば、大事

な目標設定であるべきだと思っている。しかし、そのことと、国による生産調整配分の

廃止の目標年次は違う。

Ｐ２の３の（２）の②にある「このような生産者を地域の中で積極的に位置付けられ

る道筋が是非必要である」とあり、さらに、③で「このような生産者を積極的に位置付

けることと…」と書いてあるが、安定契約生産者を積極的に位置付けることが、かなり

強調して書いてある。本当に議論はそうであったのかと言わざるを得ない。積極的に位

置付けられるべきであるという議論を否定するわけではなく、意見がなかったと言って

いるわけでもなく、積極的に位置付けるべきではないという意見があった部分が書いて

いないのではないか。

Ｐ３の（３）の⑤であるが 「今後、100万トンのオーダーで全体需要量が減少してい、

くと見込まれる中で…」とあるが、私自身も議事録をしっかり見てどのような意見だっ

たのか確認する必要があるが、100万トンのオーダーで全体需要量が減少していくという

のは、いったいどのような状況を睨んで言ったのか。これから20年経てば、100万トン減

るということなのか、10年で減ると想定しているのか、こういう前提で、県間流通銘柄

、 。米で調整するという意見がでることについては そうであったのかと言わざるを得ない

Ｐ４の５の②の担い手に対する経営安定対策に関して 「生産調整協力金」との選択が”

可能なシステムとすべき”とあるが、どういう内容であったか、後程、議事録で確かめ

てみたい。

以上、要は、意見の概要がこのように両方分けた議論として対峙され、その中に盛り

込まれて書かれるのであれば、もっと、細心な注意が必要である。

（生源寺座長）

ご注意に感謝する。ただ、都合のよい所をとって、悪い所はとらないと言われるが、

私はそのようにまとめたつもりはない。ご注意をいただいたことについては感謝申し上

げる。

資料として、前回も整理したところであるが、事務局が用意した資料が気に入らない
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のであれば、どう申し上げたらよいのか分からないが、これについては、研究会で議論

しているのであって、みなさんのご了解がある形で、議論の素材にしているところであ

。 、 、る 資料そのものについて 研究会として事務局に全体像が分かる形で整理をお願いし

それに、応えて出てきたものである。したがって、この資料が出てきた経緯、この中に

含まれている問題点、すでに明らかになっている点については、一定の整理をしたとい

う前提で、資料として使うということは、前回で済んでいるはずの話である。それから

もう１点、中間取りまとめをベースとしてという部分についても、非常に気にしている

ようであるが、これは、中間取りまとめの中に、今後これをベースに議論していくと書

、 、 。かれているし ６月28日の議事録をもう一度読んでいただければ 分かることでもある

確かに山田委員から中間とりまとめの方向とは、ずれることもあり得るというご発言が

あったが、それに対して私は、知恵を出すことはあるが、中間取りまとめの方向の中で

知恵を出していただくということを改めて確認している。その部分もセットでご紹介い

ただければ、納得していただけるのではないか。なお、中身については、各論のところ

で議論していただければ有り難い。それから、この整理は、意見分布をそのまま反映し

。 。 、た形にはなっていない 何人かの方がおっしゃったことも１つにまとめている そこは

あえてすべてを議事録ふうに整理することはやっていない。また、皆さんはここに参加

しており、このような形でも研究会の中での資料としては、十分通用すると考えてこの

ような形にした。流通・集荷について、順序も変えていることもあり早く入りたい。

（門傳委員）

前回の取りまとめで、自分の意見がどの分類に区分されたのかが分からないので、み

なさんの合意が得られるのであれば、意見を述べられた方の名前を、記載すれば分かり

やすいのではないか。やはり引っ掛かる点が、安定契約生産者について、前回色々な意

見があり、最後に座長が取りまとめられた中で、この位置付けについては、否定的に取

りまとめられたと思う。それが、Ｐ２の（２）では、私には読めないので、このペーパ

ーに確かに反映されているのかお聞きする。

（生源寺座長）

後半の部分については、私としてはそれなりの集約をしたつもりである。今回そのよ

うなウエイトも、特に付けていない。ただ一つだけ、座長の集約であるという項目があ

るが、後は平等に扱っている。それから、各発言者の名前を記載することについては、

あえて必要ないのではないか。もちろん、作業的にできることではあるが、そこまでし

。 、「 、なければ議論が進まないということなのか 山田委員も中身について言ったが ここは

」 、 。もう少しこういう論議を行った 等 それぞれ発言していただくということでいかがか

これで、終わりということではないので、よろしいか。気持ちは分かるが、おそらく、

門傳委員、山田委員以外の皆さんについても、意見を非常に圧縮しているので、これで

は、意を尽くしていないというお叱りを受ける可能性のある方は、少なからずいると思

う。それは、むしろ、議論を深めていくきっかけにしていただければ有り難い。

（岡阿弥委員）

、 。 、流通制度について 大体の流れが出てきた 生産調整については段階的にということ

生産の主体の形成、要するに担い手を育成して、それを自主的に判断して生産調整をす

る、主体の形成の目標を22年位に置くというような、生産調整の側の流れだと思う。そ

うすると、その前の段階というのは、自主的に判断する主体が未形成ということである
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から、その点では、全体としての調整の誘導なりがその間は必要になると思う。流通制

度に関しては、そのような生産調整主体の形成に見合って、流通制度も変化させるべき

だというのが私の考え方である。例えば、案でみると、主体が形成された段階と今の段

階と同じ仕組みでいくという書き方をしているが、これは無理があるのではないか。例

えば、今の時点で生産調整はするが、流通段階でのバランス調整というのはしないとい

うことが、かなり鮮明な形で出ているが、現在のところは、生産段階の調整と流通段階

、 、 。の調整をして それを背景とした 一定の価格形成がされているというのが実態である

それが、生産段階の調整がきちんといくから、流通段階の調整はいらないということで

あれば話は別であるが、私は流通部会委員であるので、生産調整は、生産調整部会でき

ちんといく方向を出すであろうと思っていたが、生産調整部会では、結局、ぴたっとで

きる手段が見当たらなかったというのが実態ではないか。したがって、統制感がないと

いう中で、ある程度たれ流しになるということを前提として、ここでは論議が組み立て

られている。たれ流しになったものを、流通段階でもたれ流しにするとなると、価格が

どこまで下がるのか分からないというのが実態である。もう一方では、担い手なり判断

できる主体形成をするというわけであるから、そこは、主体形成を促進しなければなら

ない。ところが、色々な政策の中で、経営所得安定対策がないわけなので、それは主体

形成が出来上がったときにやるという話であるので、その間は、生産所得、経営所得が

安定しない状態が続くこととなる。そのような状態が続くことは、担い手の形成にむし

ろ障害が生ずるということになる。それでよいのか。そこを助ける制度的なものが必要

。 、 、 。なのではないか 安定対策がない時に 何で安定させるかというと それは価格である

一定の価格を形成して所得を確保するという方法をとらないと、安定しないということ

になる。したがって、流通部会では、流通システムの中に過剰処理を持ち込むことが問

題になる、流通を歪めるという議論であった。しかし、全体としての政策の狙いが、担

い手なり主体を拡大していこう、大型の法人なり経営体が大宗を占める状況を作ってい

こう、という点にあるとすれば、その所得の安定というものを一定の期間、価格で安定

させることにならざるを得ない。そうすると、流通段階で一定のバランス措置というも

のが必要になってくると認識している。それをやらないとめどが付かない。現在でも、

担い手層が、規模拡大という点では今の米価の中で鈍っている。ここをどう促進するの

かというのが政策上の課題である。しかも、メリット対策が、稲経と比べると経営所得

、 。 、安定対策は落ちているので 一定の価格の支えないとまずいと認識している 今までも

流通調整で調整保管等の手段があったが、そういうものを継続せざるを得ないという状

況ではないか。生産段階では緩める、自主的判断でする、それから、配分をしてそれぞ

れするかしないかを決める。今は配分されたものを、生産調整をしない人がいるから、

している人が余計に請け負って全体のバランスをとっている状況である。そこを、配分

どおりするかしないかという形ですると、しない人の分の30万トンが浮いてくるという

実態にある。しない人の分を放置すると、どこでそれをカバーするか、という問題が現

実的に出てくる。流通部会でも、少子高齢化の中では、需要減少が加速化する傾向にあ

るという分析をしている。今、年に10万から20万減るのではないかという予測がある。

しない人の分と、需要減少が加速化する傾向を合わせると、40万から50万出てくる。こ

れをどのようにバランスをとるのか。する人がきちんとしてもこのような問題がある。

したがって、生産段階でどの程度までカバー出来るのか、流通段階のどこで調整してい
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くのかということを課題として検討しないと、今の事務局案で、生産段階でたれ流し、

流通段階での調整はしない、ということをベースにしている案だと、いつ担い手が育つ

のかという問題が全面的に浮かび上がってくる。その点でもう一度、流通制度そのもの

を根本から見直す必要がある。生産段階のことがどの程度達成出来るのかということを

ベースにした上で、流通の問題をもう一度議論する必要がある。今までの政府の色々な

流通調整に対する手当て等を含めた、流通の構築が必要なのではないか。今まで自主流

通法人に限定されていたが、これからは公平にということで、計画流通制度をなくすわ

けであるから、荷物を背負うのは、自主流通法人だけではなくみんなで背負う形での流

通制度がいるのではないか。

（生源寺座長）

今の岡阿弥委員の意見の中身については、色々議論があると思うが、生産調整の問題

と流通・集荷の問題は、合わせて考えるべきであるとの問題意識からお願いしている。

なお、皆さんご承知とは思うが、メリット措置や経営所得安定対策についても、現段階

で事務局が出しているものを我々は前提にしているわけではない。

（藤尾委員）

流通の話が出たので、最近の状況とか、なぜこうなったのかということを述べておか

なければならないと思う。一番の問題は価格であり、今、１万３千円～４千円であるか

ら言っているわけであり、３万円であれば、農家の方は儲かるから助けてほしいとは言

わない。今、系統の集荷率が50％を割っているということが、米価下落の要因の１つで

はないか。この集荷率を上げない限り、米価は上がらないということが１つ。それから

もう一つは、古い話であるが、作ったものを生産者が３分の１、流通関係が３分の１、

消費者が３分の１持っていた時代がある。これによって流通のバランスがとれていた、

ところが、最近は、流通段階は価格が常に下がるから持たない。そして、外食産業ある

、 。 、 。いは量販店は 当用買いをする 消費者も極端なことをいえば ５kg買うか２kgを買う

つまり、作った方が全部のリスクを負っている。そして、後の人は、入り用買いをして

いるのが現状である。そこでお願いしたいのは、生産者の方と話をしていると、色々な

問題があるが、一番の問題は制度が難しいということである。稲経にしてもそうである

が、色々な問題にしても 「難しい、分からない」ということである。したがって 「そ、 、

のような難しいものであれば、現金で買ってくれる人に売る」といった簡単な話で生産

者の中で売買が行われている。難しい話をしても生産者は分からないわけであるから、

そこが大きな問題ではないかと思う。したがって、集荷をする人が、一生懸命もっと集

荷率を上げる。それを統制して組織で守ること。価格的には、下がれば我々も商売しに

くいので上げる努力をする。もう一つは、消費者にも持ってもらう、食べてもらうとい

う努力がされていないのではないかと思う。以上である。

（立花委員）

前回欠席したので重複する部分があればお詫びする。１つは集荷、流通のところで価

格形成のあり方について、基本的にはマーケットの需要動向に基づいてという項目で書

いてある、これはいいのだが、こういう状況から見ると従来規制でがんじがらめだった

例えば電力や通信が規制緩和されてくるとどうなるのか。市場での公正、有効な競争を

実現するため独禁法の役割が重要となる。電力の場合、電気事業法ですべて規制してい

たのだが、規制緩和に伴い電力を所管する経済産業省と公正取引委員会が競争をフェア
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にする、価格形成をフェアにするためにガイドラインを作成している。したがって、価

格形成のあり方に関連して、冒頭にもあったように中間取りまとめをベースにするとい

うのもそのとおりであるが、これをベースとすれば取引の公平性、中立性を強化すると

いった話の延長線上として、これからの行政の１つの役割として、農林水産省と公正取

引委員会で、価格形成をいかにしてフェアにするのかということで 「このような取引は、

やってはいけない」ということをわかりやすくする競争ガイドライン的なものが必要に

なってくる。今後そういった観点はこれからの行政の大事な役割になると思う。２つ目

は、系統米事業の具体的内容ということである。販売を起点とした事業方針を転換する

ことを基本とするということを改革の全体像の中に書いてるが、そのとおりだと思う。

これに関連して、中間取りまとめの議論として 「米が売れるか売れないか分からないか、

ら、とにかく農協に委託する」ということが、果たして改革を進める状況の中でよいの

かという意見があったと思う。いわゆる委託販売の問題であるが、その中で買取り制と

いう話が出た。高くても買ってくれるお客様、安ければたくさん買ってくれるお客様、

そういった売る方も視野に入れて、生産者がただ作るだけでなく、自らの努力でマーケ

ットを考えながら作る、そういった方向が望ましいということから言えば、従来の農家

と農協との関係を、委託販売から買取り制にするという方向を出すべきであるというこ

とが出ていたと思うが、ペーパーに入ってないのはどういうことか。もう既に整理され

ているなら議論が錯綜するのでこだわらないが、少し気になったので申し上げた。それ

から、岡阿弥委員の話についてであるが、ビジネスの観点、農業の観点から非常によい

点をつかれていると思うが、一時的に価格を維持するということのデメリットもある。

価格を維持して、担い手が体力を蓄えるというのはよいのだが、兼業農家の温存にもつ

ながるという指摘も従来からある。担い手対策という観点から価格維持するということ

を否定するわけではないが、確か農業者のヒアリングの時に、実際に消費者と結び付い

て、自分の米がどういう風に売れているかということが、分かることがむしろ励みにな

るという意見も出ていたと思う。そういう意味では、できるだけマーケットニーズに応

じて、お客様のことを考えながら買ってもらえるお米を生産するということ、そのため

に生産者を縛らない安定契約生産というようなことを伸ばすのも担い手育成に大きくつ

ながると思う。岡阿弥委員に反論するわけではないが、価格を維持することが大事だと

いうのは私は少し一面的ではないかと思う。

（生源寺座長）

２番目の点だが、今日、流通・集荷の問題をあえて冒頭にしたのは、前２回、この部

分がなかなか深められなかったからで、当然そういった意見もあろうと思うわけだが、

現段階の意見集約の中には含まれていない、だから是非、色々発言いただきたいという

ことである。

（岡阿弥委員）

長期安定契約は大事である思うし、それは、個々の生産者だけではなく、農協が業者

と契約をしたり、県段階で自分のところの銘柄で長期安定契約をしたりする等色々なス

タイルがあり、需要と生産が結びつくという意味では重要である。しかし、例えば魚沼

コシヒカリが一番よいといっても全体の価格水準が下がれば、並行して魚沼コシヒカリ

の価格も下がる 、例えば有機米でも相場プラスいくらで流れているわけで、だから全体。

の相場が下がればどれほど良い米でも下がらざるを得ないというのが実態である。そこ
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、 。 、で 長期安定契約が崩れる要素にはなりはしないかというのが問題である したがって

この点では、全体の需給バランスの中で価格水準があり、その中で個々の銘柄、特徴の

ある銘柄の価格がある、そういう価格構造になっているので、全体のバランスをとるこ

とを先にはっきりさせないとまずいというのが私の意見である。

（四位委員）

今のまとめの中で、初歩的な問題であるが、やはり計画外流通米の届出が守られてい

ないところに、流通量の把握、需給の調整が出来ない原因があると思う。今回の危機管

理体制の中における米の届出のあり方についてだが、緊急事態が発生したときには大臣

なりの指示・命令がある。それを担保するためのシステムとして前提となるのは、平常

時にどのようなことをしていくのかということであるが、ここでは、すべての業者の届

出や帳簿の備え付けを義務付けるとしている。これは、計画外流通米でも制度としてあ

ったわけである。ところが、問題はその実行を確保するための措置に限界があって出来

ない。だから、私は計画外流通米をきちんと定義すべきだということを流通部会で提案

してきた。計画外が昔でいう不正規流通米でないことは十分承知しているが、流通量の

把握ということでは、ここの届出をしないとなると、計画流通米だけが流通の正面に出

て、流通量の半分で米の全体需給を議論するということになっていくわけで、ここに不

公平感と共通の土壌がある。先ほど岡阿弥委員も言われたが、全体の流通量を把握する

システムを平常時から作っておかないと、いくら大臣の命令や指示があっても機能しな

い。問題は需給の流れ、流通量の把握は１つのパッケージの中にある。生産・集荷・流

通・消費、この段階段階の中で需給調整をやっているわけである。だから緊急時の場合

に、業者の登録、この１点で対応ができるかというと非常に危ないと思う。やはりトー

タルのシステムの中で需給の問題を考えるべき。食管法時代も不正規流通米が発生し、

これが流通の大きな問題になり、今の時代も計画外流通米が全体の流通量をとらえると

いう観点からすると問題がある。こういう反省点を踏まえて需給なり流通の改革をしな

いといけない。届出だけでやっていこうというのは実効性において大いなる疑問がある

と思う。

（生源寺座長）

今の段階で、事務局のほうでお伺いになっていることについてコメントがあるかもし

れないが、一応他の委員の色々なご発言も含めて最後にお願いしたい。

（古橋委員）

この数回の議論を聞いていると、所得の安定が先なのか、売れる米作りが先なのか、

どちらに焦点が当たっているのかはっきりしない。不明確になりつつある様に感じる。

先ほど岡阿弥委員が発言された問題だが、言われるとおりである。米価下落の原因が、

計画流通外米が多く流れる中でどこに原因があるのか、もっと検証すべきである。新し

い制度にその点を反映させると言うことが一番大事なのではないか。それから流通制度

も変化させるべきという発言があったが、流通制度が変わることは全体が変わることで

あり、22年が目標ということは我々流通業界からすると非常に遅い感じがする。前回か

らの引き続きで確認したいことがあるが、米先物取引について、中間取りまとめにある

ように、必要に応じて検討するという点をまず確認したい。最後に、前回、系統事業と

独禁法との関係について、現時点での行政の見解を伺いたいというお願いをしたが、事

務局からの資料が出ているので、是非説明をお願いする。
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（永石委員）

危機管理体制の中での届出制というのがあったが、昨日東北の生産者と話し合った中

で、例えば今の安定契約生産ということで、向こうの生産者は消費者と直結している、

それは増えてきている。そういう中でどこまで届出制を義務付けるのかという意見も出

ていた。従来の集荷の要件であった何トン以上という取り扱いになるのか、その辺もあ

わせて示していただきたい。

（門傳委員）

前にもお聞きしたが、安定供給支援法人について、構成、人数が分からない。民間主

体でするのかどういう主体でするのか。基本的には私は民間主体でするべきであると思

う。そのあたりをどの程度まで事務局で考えているのかお聞きしたい。

（生源寺座長）

、 、それでは 事務局から現段階での見解を示して欲しいという意見がいくつか出たので

お願いする。

（大澤調査官）

いくつか、ご意見・ご質問をいただいたが、事務局案を作るにいたった経緯を含めて

説明する。まず、岡阿弥委員の流通段階での調整の問題であるが、これは、流通部会で

も議論されているが、生産調整の話を具体的に議論するという場がどうしても必要であ

ったので、むしろ、この場で議論をしてもらうという前提で、事務局案も作っている。

、 、 、 、 、事務局案の中では 例えば 中間取りまとめでは 調整保管について 余り米の処理は

単なる売れ残り、消費減に伴うもの、豊作に伴うものとの関係をどうするのか、系統米

事業の改革をどの程度のものとするのかという論点もあった。生産調整部会との関係で

言えば、需要予測をどのようにするのか。毎年毎年需要が狂うということであれば、生

産調整の目標を決める際に厳しめにする必要があるのではないかという意見もあった。

それから、生産段階と流通段階とを無理に区切って、例えば、生産段階でどうしても過

剰が否めないのであれば、流通段階でという発想ではなく、生産・流通全体として、需

給調整をどのように行っていくのかという議論の中でやるべきである。流通段階での問

題は、計画流通米と計画外流通米とを分けた中で、計画流通米にのみ調整保管という位

置付けが与えられており、それは、一物二ルートの関係でも、不公平感の関係でも問題

があるということであった。その意味でも、生産量全体としてどうするか考えなければ

ならない。そういう意味で、流通システムの問題の中には、岡阿弥委員のご指摘した問

題は入っていないということである。

立花委員の独禁法上の競争のガイドラインの問題であるが、１点だけ申し上げると、

電気事業といった公益事業の場合は、むしろ、価格なりについて食糧法より厳しい規制

があり、それが、独占的な地位というものが保証されたなかで、色々な規制があった。

、 、そういう実態を少し規制緩和するなり 事業者の新規参入を増やして行こうという中で

明らかに非対称的な競争になるということから、ガイドラインという形で整理したと聞

いている。食糧法の場合は、今でも計画外流通米というルートがあることからも、公益

事業の場合と比べて違う面もある。問題意識としては、認識している。事実上、計画流

通米でいえば95％位を占める事業者がいるという問題の中で、例えば、今回の価格形成

の事務局案の中で、公正・中立な市場整備をする際には、色々な市場を利用する者に対

して、新規参入を促進させるような措置を検討していきたいとしている。新規参入する
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人にとって、利用が便利なようにしていく、そのためには、どのような仕組みが必要か

という問題点は認識している。価格形成センターの検討小委員会で出された論点で申し

上げると、例えば代金決裁のシステム、債務保証のシステム、それぞれ今は既存の計画

流通米を担う人が使っているが、例えば、もう少し門戸を広げて行く際に、どのような

流通があるかという問題意識をもっている。そのような問題意識の中で、公正・中立な

市場づくりを形成し、価格形成が行われるようにしたい。具体的には、検討小委員会で

も議論が始まったばかりであるので、この研究会におけるこの場での議論についても反

映させていきたいと考えている。

四位委員からの危機管理の問題についいてであるが、これは事務局案が説明不十分な

ところがある。今回の新しい危機管理の考え方で平常時のシステムとしては、新しく付

け加えるものだけを書いていおり、既存のものを書いていない。新しく付け加えるもの

としては、計画外を専門的に取り扱っている出荷業者の方を含めて届出制度を導入する

ということと、帳簿備え付け義務を課すということである。今でも食糧法に全ての業者

から報告徴収をとることが出来ることと、必要に応じて立入検査が出来るという規定が

ある。また、我々が考えているのは、このような既存の規定を前提とする中での届け出

帳簿備付義務である。帳簿はある程度様式が決まってくるので、報告徴収とか立入検査

に入ったときに言い逃れしにくくなる。居場所が明らかになるという意味での届出義務

と帳簿備付義務、既存の報告徴収義務の規定、立入検査の規定を総合的に組み合わせる

ことによって、流通量の把握ということに期するのではないかと思い提案している。も

ちろん、どのようなシステムを作っても、行政側が本当に実効確保できるのかという問

題はある。これについては研究会で議論を深めていきたい。もう一つ、危機管理という

言葉が非常に不明確だが、危機管理は閣議決定した上で全体に強い規制をかけるような

事態だけを想定しているわけではなく、もう少し緩やかな危機の事態も想定している。

不作とかで消費者の皆様に全国的な問題なり地域的な問題なりそれぞれ問題が出たとき

には危機管理ということで、色々なレベルで対策をとる必要がある。単に閣議決定を経

て流通規制を課すためだけの届出制度を考えている訳ではない。政府備蓄米の的確な運

営を行うことを前提として平常時の危機管理態勢、情報把握の態勢が重要であると思っ

ている。

門傳委員の支援法人の具体的内容であるが、これについてはご指摘のとおりである。

流通問題についてはもうすでに取り扱っている業者が多数あるので、流通システム全体

に言えることであるが、皆様のご意見により既存の諸制度を全部ガラガラポンして新制

度を人工的に作り上げるということではなく、今あるものをベースにして考えていきた

い。安定供給支援法人については、民間が主体になるような公益法人になるのか分から

ないが、構成員が民間主体となるものを考えており、安定支援法人の業務自体も、債務

、 、 。保証という支援だけではなく 過剰米処理について 実施主体となることも考えている

あるいは、単に取引市場の問題だけではなく、契約栽培とか産地指定についても考えて

いる。出荷団体、卸団体だけではなく実需者、加工用米の実需者から農協、生産者の団

体も加盟していただいて、それぞれ役割を出していくような米関係者が一堂に会するよ

うな組織にならないものかと考えている。

永石委員からの問題（届出制）について、可能な限り広く把握するようにしたいとい

うことであるが、具体的にはその数量は決めていない。例えば年１回米を出すような人
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を無理やり業者だと考えるかというのはなかなか難しいことだと思う。年間を通じて販

売しているのかどうかということを何らかの形で区切ることになるのではないか。似た

ような制度である石油関係については、かなり大きく括っている。例えば灯油で年間60

リットル販売するものを届出の対象としている。ガソリンスタンドは大抵対象になって

いる。業者レベルで言えば、８万とか９万業者が届出対象となっている。それで、あま

りレベルを上げてしまうと計画流通米と同じことになるので、今の計画外を専門にやっ

ている方は対象になるような形を考えている。

（生源寺座長）

それでは、独禁法の適用除外の問題についてお願いしたい。

（経営局協同組織課長）

委員要求資料、資料４の１ページである。農協等の協同組合に対する独禁法の適用除

外については、公正取引委員会であるとか、経済諮問会議でも言及されているところで

あるが、そういった指摘に対して、経営局として品目ごとではなく、一般的な我々の考

え方をお示しした資料である。まず、独禁法上、大企業に対抗し得ることが困難な零細

な事業者が、協同組合を組織して市場において有効な競争単位となることは、市場にお

ける公正かつ自由な競争促進に貢献するという理由から、農協その他の協同組合は独禁

法の適用除外となっているところである。その下に、その他適用除外となっている組合

。 、 、 、 。をあげている 具体的には ２に書いてある① ② ③といった活動が適用除外となる

そういった、農協にとって、農家組合委員のために行う生産資材の共同購入、生産物の

共同販売、生産・出荷調整といった活動については、本来的な事業であり、こういった

観点から、適用除外制度の意義は現在もなお存在すると考えている。ただ、協同組合が

担う行為だから適用除外ということではなく、あくまでも、市場における公正かつ自由

、 、 、な競争を促進する場合に限って 適用除外が認められているところであり 具体的には

不公正な取引方法を用いる場合、それから、一定の取引分野における競争を実質的に制

限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合については、適用除外されな

いということである。実際に農協や連合会の行為が、不公正な取引方法を用いた疑いと

いうことで13件独禁法違反、警告事例が19件あり、現行制度の下でも、新規参入を妨げ

る等の農協の不正行為は取り締まれると考える。後は関係資料で、独禁法の違反事例、

独禁法の適用除外のイメージ図等である。

（生源寺座長）

今の事務局からの説明に関しての議論、あるいはその他でも結構である。

（岡阿弥委員）

先ほど流通制度の問題で、計画的に色々運用するのかしないのかという議論があった

が、例えば、先ほどご指摘のあった先物取引について、流通部会のまとめでは 「生産調、

整や国境措置を行っている現状では導入すべきではないが、将来において、関係業者の

価格変動リスクを軽減させる手段としてその導入の可能性を排除すべきではない」とな

っている。ここでは、生産調整なり、国境措置なり、周辺のものに流通制度というもの

は左右されるということを言っている訳である。したがって、私自身も、流通部会の時

は、調整保管というのは、一時的調整保管ということで整理されていたと思う。なぜ一

時的かというと、色々な段階的、傾向的に検証する中で、価格の安定制度ということか

らみると、例えば、10万トンぐらい調整保管すると、それを翌年なり、翌々年の生産調
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整に反映する、そういう中でバランスがとれている。そういう意味で一時的な調整保管

が必要だということであり、文章上もそうなっていると思う。私はそういう需給バラン

スの中での流通制度を検討したつもりである。現在の生産調整部会の仕上がり具合をみ

ると、どうも一時的な需要のダウンだけで過剰が発生するのではなく、豊作分の対応を

、 、 。したとしても もっと過剰になりそうだということが 今私が恐れているところである

生産調整部会では、そこのところがきちんと整理しきれていなかった。そうなると、流

通部会での、そういう個々の需要のダウンによる一時的な調整ということを超えて、も

っと別のことを考えなければいけないのではないか。先ほどお答えの中では、流通単独

ではなく、生産・流通という区切りではなく、余り米処理というトータルで考えたらど

うかという話があったが、そうは言っても、生産されたものは流通に投げ込まれてしま

う。それに値段がついてしまう。そこが問題である。そこをどうするのか。一緒に議論

してもよいが、流通に投げ込まれた物をどう処理するのかということを検討しないとだ

めだと思う。物の流れは、玄米になれば流通に投げ込まれてしまうのだから。そこに、

流通の問題があると私は認識している。したがって、流通部会で検討した前提条件がや

や崩れいるので、もう一度検討し直す必要があるのではないかと考えている。

（生源寺座長）

先ほどと同じ趣旨の発言だと思うので、私が先ほど申し上げたことをここで繰り返す

必要はないと思う。全体像を議論するために、この場が設けられているということであ

る。それから、生産調整のあり方に関しても検討がまだ続行中である。この点だけもう

一度確認をしておきたいと思う。

（門傳委員）

公益法人を説明していただいたが、思ったよりも範囲が広く驚いた。検討項目に対す

る考え方の冊子、流通制度のＰ62、63の部分からは、そこまでは想定できなかった。大

澤調査官が説明された形で返ってきたから、大きくなったのかどうかはまだ判断はでき

ないが、そういう感想をもったのが１点。それから、危機管理の話で、米だけに限らず

色々な危機があるかと思うが、農水大臣が判断するのか、総理大臣が判断するのか分か

らないが、今考えられている危機について、危機だという判断は誰がするのか。農水省

だけの部分ではないかもしれないが教えていただきたい。

（生源寺座長）

では、今の件について、先ほどの答弁の中にあったかもしれないがお願いする。

（大澤調査官）

危機には色々な段階があるが、流通制限となる事態については、閣議決定であり、内

閣で判断する。備蓄米をどうするかということにについては、農水大臣の判断である。

（古橋委員）

先物取引については、流通部会において色々議論があったと思うが、私が発言したの

は、現時点での域を超えて、将来をみて、抜本的な見直しをすることについて協議する

という前提にたって、米の先物取引についても検討の課題に加えてほしいという話をし

た訳であって、現時点だけを捉えて言ったということでは決してない。そういう意見で

ある。

（岡阿弥委員）

委員要求資料、資料４に生産調整協力交付金の答えがＰ５にのっているが 「現在の経、
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済状況の下で、作況の豊凶等によりどのような価格変動が生じるかは想定し難い」とな

っている。例として、500円下がった場合ということでの類推から、誘因の作用があるの

ではないかという評価をされている訳であるが、ここは、もう少しまじめに検討しない

とまずいのではないかと思う。先ほども言ったが、生産調整の出来具合だと相当米が余

るという感触を持っている。実感として、500円程度ではすまないだろうと思う。そこは

もう少し現実問題として議論すべきだと思っている。

（生源寺座長）

今の件は、当然午後の論点の柱の中で議論することになると思う。

（髙木座長代理）

今、岡阿弥委員が、流通部会とか、生産調整部会とかおしゃっているが、そこは言葉

上の話だとは思うが、６月28日以降は部会で検討している訳ではなく、この研究会全体

で議論している訳である。前提条件が違ってきているから、中間取りまとめの流通の改

革の方向というのは変わってくるはずだというお話があったが、これは一緒になって議

、 、論している訳で そういう意味では前提条件は今の段階で何も変わっていないと思うし

そういうことで一体となって議論していただきたいと思う。

（四位委員）

前回もお尋ねしたが、１つは、トレーサビリティを意識した流通のあり方である。前

回いただいた再構築の基本方向（Ｐ10）の中に 「消費者、実需者及び流通業者等に選択、

」 、 、される農産物検査等への改善 とあるが これをトレーサビリティに当てはめていくと

。 、 、コストの問題が非常に大きな問題になってくる コストのことを考えると ある意味で

生産者、消費者、実需者、流通業者の間に利害が発生してくるように思うわけである。

野菜の世界でも肉の世界でも、今はトレーサビリティが基本方向として出てきている。

そこで、表示は、消費者の知る権利と業者の情報開示義務とのせめぎ合いの接点をどの

ようにするか。業界標準のようなものを想定されて考えているのかどうか。それからも

う一つ、こういうものは、一種の権威が必要である。消費者からすると、どこを信頼し

ていいのかという議論も出てくる。この問題に対する国の関与度合いについて、教えて

いただきたい。

（消費改善課長）

トレーサビリティの件であるが、コストの面については、全体のバランスからできる

、 、だけ低コストで皆さんに参加していただきたいと考えており データベースであるとか

そういうソフト面については国がお手伝いさせていただきたいと思っている。皆様に自

分の生産されているお米について、消費者に安全なり安心なりを提供していただくとい

うことで、このトレーサビリティシステムにのっていただきたいと考えている。それか

ら、システムとしてはできる限り簡素なものを考えており、例えば皆様すでにお米の販

売業者、卸、小売店でパソコンが入っていると思うので、そことデータベースをつない

でいただければ、何とか回るようなシステムを考えている。このシステムの基になるの

は、現在でも約500万トン近くが農産物検査を受けていただいているので、農産物検査を

受けていただいたデータをベースにしたいと考えている。それ以外にどのような米づく

、 、 、りをしているか 例えば 新潟県の○○地区では年３回こういう農薬を使っているとか

あるいはこういう栽培方法でやっているなどということを、データベースに農協なり経

済連なりにインプットしていただく。そういうものを一体化したデータベースを作りた
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いと考えている。最後に、農産物検査については、昨年度より民営化されており、現在

４割程度については民間機関で検査されている。このように国の検査官から民間の検査

機関に検査の権限が移り、仕事が移っているわけであるが、より厳しい訓練、定期的な

検査能力の確認のためのチェックにより、検査の権威を保ち、より信頼性のあるものに

したいと考えている。

（生源寺座長）

その他、流通・集荷の問題について何かないか。一体の問題であるので、午後の議論

の中で出していただいても結構であるが。

（門傳委員）

安定供給支援法人であるが、法人の考え方として、大消費地に対する安定供給である

とか、販売調整対策に対する支援であるとか、安定供給に関する国の責任というのがあ

るので、それを具体化する場という位置付けとして考えてはいかがか。意見として述べ

させていただく。

（古橋委員）

民営検査の問題であるが、徐々に進みつつあるという説明があったが、残念ながら流

通段階では民営検査については十分理解されていない。民営検査の意味するところ及び

、 、信頼性の確保の点からも民営検査の内容について 流通段階にもよく分かる様に説明し

周知徹底を図ってほしい。

（若林委員）

検査・表示の問題であるが、今の答弁で分かった。なるべくコストの掛からない形で

。 、産地側がコストの意識にさいなまされないようにお願いしたいと思う しかし一方では

、 、 、例えば ドイツあたりではＱＳみたいな制度ができていて 民間企業がお金をかけたり

第三者機関で品質のチェックをかけるというような流れが、世界的な流れだと思う。そ

ういう流れが日本に入ってきた時に、今論議をされているような論議のレベルで大丈夫

なのかと心配しているところである。そのところの整合性の問題をお願いしたいと思っ

ている。午後の中で論議があると思うが、この中に出てくる自然循環型という言葉、そ

ういう稲作方法というものと、今、農水省で論議をされている低農薬なのか有機なのか

という表示の問題との関連性の問題、多分これから今後の論議の中で、そういう農業を

目指すとなればどういう農業なのかという定義付けが大変重要となってくるので、その

点の整理をお願いしておきたい。

（生源寺座長）

ご発言の中で、ＱＳという言葉について説明していただきたい。

（若林委員）

ドイツで行っているＱＳというのは、ＣＭＡの中に、ＢＳＥをステップとして、クォ

リティアンドサービスという株式会社を作り、その株式会社に、それぞれ生産段階から

流通等の皆さん方が参画している。そこで、一定のガイドラインをクリアしたものにつ

いて認証制度などを調査している。

（奥村（一）委員）

検査制度についてである。これからの民営化も含めて検査制度のあり方について、用

途別の検査をより積極的に推進というか、やっていただきたいということである。今の

制度の中でもあるそうだが、実際あまり行われていないという実態だそうである。とい
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うのはお米についても、大豆についても、小麦についてもそうであるが、お米について

言えば、ほとんど家でご飯を炊いて食べるということを前提とした形質検査も含めて一

定の検査のあり方であり、各付けもそうなっている。それで結果的には多用途に使われ

るのである。例えば、網を1.9にしろとか、１等にしろとか、色がどうのこうのとか、色

選をかけろとか、できるだけでコストをかけておいて、最終段階では多用途に使われて

いるというなら、最初からそういう検査とか、栽培管理があってよいと思う。大豆につ

、 、 、 、いては その最たる物であり 昔は雑穀屋さんが商店街にあって 家庭で大豆を買って

家で味噌を作るなり、煮豆にしたりしていたが、現在大豆については99.9％加工で使わ

れている。それなのに多少の汚れが格付けに影響する。加工業者は洗浄システム持って

いるし、それから病気というのはちょっと悪い意味であるが、紫斑病というのが納豆屋

、 、 、 。 、さんとか 豆腐屋さんとか 油とか 味噌醤油にどう影響するのか 我々生産段階では

それを防ぐためにＺゴールドを大量にまいているわけである。コストのこともあるし、

環境のこともある。そういう矛盾したことがある。今回、昔の食べ方、消費の仕方を前

提にした検査制度というものを、是非ともコスト低減という面からも見直し、用途別検

査を積極的に実行するような検査体制を検討していただきたいと思っている。

（生源寺座長）

その他にいかがか。なければ大分時間も経過しているので、一応ここで流通・集荷の

柱についての議論を閉じて一旦休憩にしたいと思う。毎回非常に短い休憩時間で恐縮で

あるが、１時15分に再開したいと思う。それでは暫時休憩とする。

＜休 憩＞

（生源寺座長）

午後の会議を始めたいと思う。午前中は、流通あるいは集荷の問題を中心にご議論い

ただいたわけであるので、午後については午前中申し上げたように 「各検討項目に対す、

」、 、 。る考え方の全体像 資料２であるが この資料を基に議論していただければありがたい

順番にということであるが、前回もそうさせていただいたように、最初のステップの話

については一番最後に議論してはどうかと思う。まず最初に、資料２のＰ７、今後の米

需給調整のあり方である。この中で、右側に意見概要の中身を再掲しているわけである

が、需要予測と調整システム、それからＰ８には実現のプロセスとあるが、プロセスに

ついては後にまとめてご議論いただきたいと思う。さらにＰ９には需要予測と調整シス

テムが再掲されており、また、安定契約生産者あるいは生産調整実施者集団の問題、

Ｐ10には、県間流通銘柄による需給調整、Ｐ11には助成措置、こういったことがある。

色々絡んでいるので、関連して議論していただいても結構であるが、まず供給調整、生

産調整の基本的な仕組みの問題について、色々議論いただければありがたいと思う。ま

ずこのパートについて、前回、私の方からもあるいは委員の方からも色々お願いをして

いるわけであるが、事務局の方でご用意いただいた資料なりについて、今の段階でご説

明いただくことがあれば最初にお願いしたい。今の段階ではよろしいか。

（高橋（耕）委員）

市町村長という中間的な立場を超えてお話するが、私は福井県であり、お米の重点的

な農業の主産県であるし、北海道、東北、北関東とともに非常に遵守しているところで
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ある。これまで、私の町も相当な面積をもっているが100％転作実施しながらやってきた

立場である。Ｐ９，Ｐ10、特にＰ10のに右側の欄の安定契約生産者及び生産調整実施者

集団の③に「このような生産者を積極的に位置付ける」とある。それから、１つ下がっ

て④に生産調整実施者集団も「積極的に位置付ける」となっている。これが、はっきり

言えば、生産調整に協力しないで勝手に売った人がブロックローテーションの方で困っ

てしまう。これからの者は、強制力がないとか、改革とか、色々なものが巡る中で、あ

る意味では確かに安定契約生産者というものを推進しなければならないと思うし、その

。ようなことも書いてあるけれどもこの積極的という言葉の間には大いなる矛盾を感じる

非常にこれは困ったことで、そういう具合に書いてあると、私は勝手に売るから転作は

しない、そういうことになるのと同時に、限られた地域のブロックローテーションうま

くこなそうとすると、そういう人の田が介在すると、実際に割り当てをする時には実施

集団の指導者なり、あるいは介在する役場農協も大変困ってしまう。だから両方とも積

極的に位置付けるというのは分からない。③に「生産調整対策上特別扱いをすることは

別であり」何か申し訳程度に書いてあるがこれも分からない。これは米の主産地の人間

がいうことであって、大都会の周辺の府県あたりではこんなことは出ないのかもしれな

いが、この辺は表現を変えないと両方とも積極的というのは矛盾を感じて仕様がない。

同じことを前回から申しあげて恐縮であるが、少し議論をしていただいたらと思うわけ

である。

（生源寺座長）

今の点もそうであるし、別なところもそうであるが、今の段階で出ている意見を併記

しているので、当然衝突するものも入っている。今の点自体については、前回私が議論

を整理した経緯もある。このままの形でずっと最後まで行くということはなかなか難し

い。

（奥村（一）委員）

安定契約生産者について、大変心配されているというか、認めたくないという意見が

前回も多かったように思うが、私とか法人協会の会員等の意見を聞いても、今正に食糧

管理法が廃止されて食糧法になった時のように、価格については市場原理に委ねるとい

う名代を我々はもらったつもりである。そのためには自ら意欲的に生産をして、販売努

力も自らしなさいという宿題をもらって、それに対応した経営を図ろうとしている。そ

ういう努力をする人を認めないとなったら、作り放しで投げ出しておけば国が責任とっ

、 。てくれるのかとか ＪＡが何とかしてくれるのかという構図ではないと私は思っている

だから、努力をする農家、生産者を認めないということだけは絶対あってはならないと

思っている。それともう一つ、今高橋委員がおっしゃった心配であるが、従来勝手に生

産調整協力しない農家、それを地域の中で排除しようとか白い目で見ようということも

確かにあったと思う。そのようなことと意志の食い違いだとか、認めたくないとか、変

わりものだということがあって、ブロックローテーションがどうもうまくいかなかった

のではないか。逆に安定契約生産者というものを制度の中に認めることによって、地域

の中で、将来の地域の農業の展開はどうあるべきかという話し合いの中に取り込める、

生産調整非協力者をブロックローテーション等の中に取り込めると逆に思っている。田

、 、 、んぼをどうするかということになれば 地域の中で あなたこの田んぼ作りなさいとか

そういう話し合いによって、より潤滑にいくのではないかという考えを持っている。そ
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れは地域地域によって実情は違うが、やはり新しい取り組みができるという手法を作る

ということが、今回の研究会の意義であるし、改革の第一歩だと思っている。従来のや

り方を踏襲するとか、多少の手直しをする程度なら、私は改革ではないと思っている。

（奥村（幸）委員）

ただ今、ご両者からご発言があったように、安定契約生産者の位置付けであるが、前

回はこのことを大々的に捉えて、大きく位置付けることには反対した立場である。しか

し、今ほどご発言にあったようにこのことを否定するものではない。ＪＡグループから

ご提案申し上げているような、実施者集団の中に地域で上手に取り組んで一体となって

やる方法は可能ではないか。その中で、安定契約生産者を位置付けることは賛成である

という立場で意見を申し上げた。ただ、座長が取りまとめられた中には、冒頭山田委員

からもご指摘があったように、研究会全体の雰囲気にそぐわない取りまとめもあるので

はないかといったご指摘は同感である。私の発言したい内容は、資料の11ページ以降の

当面の助成措置である。これも９回、10回の研究会で意見交換がされたわけであるが、

その際、若干申しそびれたことをつけ加えさせていただきたい。農業新聞の１面に私ど

も北海道の米主産地の１つである上川の生産者の声が大きくにぎわせていたことを、関

心のある方はご覧になっているかと思う。この研究会が開かれる度に農業新聞等を通じ

て、生産者の方はこの研究会の成り行きには重大な関心を持ちながら見守っているとい

うことである。記事は今現場で取り組んでいる生産者が、この研究会の今までの議論中

で非常に大きな不安を持っている。その不安の１つは、やはり政府が生産調整から手を

引こうといった意見が強く打ち出れたことと、それに対してこの研究会がそのことも容

認しながら動いているのではないかといった疑心暗鬼も含めた不安であると思っている

ところである。これについては、私どもも当初から政府が干渉しない、長年政府がしっ

かりとやってきても、なおかつできなかった制度なのに、政府が手を引いたらＪＡグル

ープがいくらがんばってもできはしない。そういう意味では、生産調整の必要性を皆さ

ん方が認めているわけであるから、政府が手を引くということについては認めるわけに

はいかないという立場で意見を申し上げてきた。それはそれとして、生産調整がきちん

と実施された、あるべき姿実現された時という表現もされているわけであるが、助成金

体系については今まで２つの方法がご提案されているわけである。１つ目は稲経に代わ

るような生産調整協力金、これについては現行からみると３分の１といった極めて価格

低落を補てんする機能というのが大きく損なわれているということで、基準価格のあり

方等については、それぞれ以前にもご意見があったようにもう少し実態に見合った助成

金体系にしてほしいものであるといった強い希望を持っているのが１点。次に、産地づ

くり推進交付金であるが、これについては私どもも、今までのように麦、大豆、飼料の

３点に限った自給率拡大という大きな目的があるが、３点に限っただけでは新たな産地

づくりという取り組みについては、非常に難しいという意味で、それぞれ地域の主体的

な取り組みを認めてもらえるような制度ということを要請してきたので是非これについ

てもしっかりお願いをしたいと思う。一番肝心なのは、この会が始まった当初から、あ

るいはまたそれぞれ委員の皆さん方が、現地を歩いて意見を交換されている中から出て

きた意見だと思うが、経営安定対策について、中間取りまとめ以降の議題に政府からご

提案されているこの経営安定対策については、あるべき姿が実施された後に考えるとい

った表現がされているが、これには全く賛成できない。今現在の水田を中心にやってい
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る、特に私ども北海道の生産者の立場を若干お話ながらご理解をいただきたいと思って

いる。北海道は８割の生産者が専業農家である。平成４年に政府から提案された新農政

に則って、将来の日本の中核的な農業の担い手になるべく急激に規模拡大をした経過が

ある。現在平均な数字としてあるが、水田農家の経営面積約13ヘクタールであるが、し

かし、実際は52％の転作率ということであるので、現在の耕作面積は約7.5ヘクタールぐ

らいが平均かと考えられるわけである。これまで北海道は100％目標達成ということで実

施してきたわけである。生産者の中には賛成反対色々な意見があったが、結果的には当

面の米価の低落を避けるにはこれしか方法がないということを理解しながら、全体の参

加の下で毅然とした生産調整に取り組んできたということを申し上げたい。しかし、残

念ながら生産調整に取り組んだが、価格低落は止めれらなかった。しかも、ここ２、３

年大幅な米価の低落に農家は経営的にあえいでいるというのが実態である。１つ申上げ

るならば、平成８年度には約370万円農家所得であったが、平成12年には270万円と約30

％の農家所得の低落である。これを稲経とか、あるいは経営安定対策といった転作助成

金、とも補償といったそれぞれ奨励金ででこれらの補てんをしてきたが、それでも平成

８年時には550万であったものが、450万と100万円の目減りである。全国的に米の販売高

がかつては３兆円と言われたものが２兆円になった、１兆円下がったと言われているの

で、当然このことはご理解いただけると思っている。特に北海道の専業農家は米作の収

入しかないわけである。他府県の兼業農家の皆さん方のように、生活費は他でかせいで

きて、後は土日の中で農業をやっているという実態にはないわけであるから、米価の低

落が直接生活に大きく影響しているということをご理解いただきたい。また、あるべき

姿は、以前にもご提案されているように、例えば個人の経営であれば、将来的には21町

歩といった面積も示されながら、北海道では約１万戸という数字もお示しをいただいた

ところである。現在、北海道は25万ヘクタール近い耕作面積があり、これが約50％の転

作であるから12万５千ヘクタールぐらいの作付面積を持っている。これに、約２万６千

戸の農家が従事していて、80％が専業農家である。これらの皆さん方は、この１年１年

の米価の低落がそのまま農家所得の低落に直結しているといった実態の中から、この転

作金も含めた大きな見直しが自分たちの営農生活にどんな影響があるのかということを

肌身に感じている。今回の抜本的な見直しの中にあっても、大きな柱は経営安定対策を

講じてもらわなければ、将来目指している農家が現在北海道にいるわけであり、この人

間が潰れてしまう、このことを声を大にして申し上げたい。これ以上のことは言わなく

てもご推察いただけると思っているが、１つご推察いただきながら、助成金体系につい

ては今ご提案されている２件に加えて、経営安定対策というのはどうしても必要だと、

欠くべからざるものと位置付けていただくようにお願い申し上げたい。

（生源寺座長）

多岐にわたるご議論に感謝する。なお、最初の方にあった安定契約生産者の積極的な

位置付けという点であるが、午前山田委員からもご指摘があった点である。私は前回の

議論を聞いていて、山田委員から確か「これは到底認められない」とおっしゃったと記

憶している。その時の私の解釈であるが、それは自己の努力により需要と結びついた販

売を行う方を積極的に位置付ける、それを生産調整との絡みで制度化するということは

認められないと、恐らくそういう風におしゃったのかなと思ったわけである。したがっ

て、その後私自身、この場でこういった生産者について積極的に位置付けていこうとい
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うことについては大方合意が得られるだろうと確認させていただいた。しかし、生産調

整の中の仕組みとすることについては、特に事務局で提案されているような形について

は相当異論がある、こういう集約をして議論を集約しようとした経緯がある。したがっ

て、山田委員がこういう生産者の方々を積極的に位置付けるべきではないというおっし

ゃったとは私は理解しなかった。その後で、今申し上げたような確認をさせていただい

た。そのようなことでこういうまとめ方にしたということである。

（山田委員）

座長からお話があったので申し上げさせていただく。私はこの安定契約生産者の定義

が、農水省事務方の提案が明確でないと思っている。農業生産法人の奥村委員が定義付

けが必要だとおっしゃったが、そういう奥村委員も、計画生産があって、米をとりまく

市場があって、そういう中で基本的な需給均衡というか計画生産に向けて役割を果たさ

なければならないということについては、一切否定されていないはずである。奥村委員

自身も生産調整の取り組みをしっかりおやりになっている。それから、大規模な経営を

やればやるほど、米だけでは所得を実現できない。多様な作物の組み合わせの中や、地

域農業の中で、農業生産を担っておられる。それは、農業生産法人に結集されている多

くの皆さんも、そういうことだろうと思うので、その点をしっかり確認しておかねばな

らない。そういう取り巻く環境の中で、生産調整、計画生産をしないで、売り先を自分

で確定して売っている人を積極的に位置付けるという内容のものであれば絶対認められ

ないと申し上げたわけである。一定の拠出金というのがあったが、単にその話だけでは

なくて、安定契約生産者の位置付けが、こういう事態の中で、計画生産はやらないで、

かつ売り先を探して売っている人について積極的に位置付けるというのは納得できない

ということを申し上げているわけである。その点、食糧庁の事務局案こそ具体的にどう

いうことを言っているのか、生産調整をやらなくてよいと言っているのかどうか、そこ

を明らかにしてご議論を願ったらと思っている。私の意見はそういう意味である。

（生源寺座長）

これまでの議論の経緯を整理しておくと、生産調整については、経営判断の下でリス

クを負うことを覚悟の上で参加しない、こういう方があればこれは尊重しようという議

論があったかと思う。そういう生産者が出てくる可能性があるということに関しては、

山田委員あるいは全中の提案の中にもあったわけである。他方で、自己の努力により需

要と結び付いた販売を行うという方々については、売れる米づくりといった観点から言

えば、このタイプの生産者自体を積極的に位置付けようというのも恐らく合意いただけ

るのではないかと思う。ただ、生産調整の仕組みの中に位置付ける、事務局案にＡＢＣ

という形であったが、こういう形で位置付けることに関しては、研究会の委員のご発言

をみる限りかなり問題がある。こういうことだったかと思う。

（立花委員）

私は山田委員の意見には正直言って非常に違和感がある。というのは、そもそもなぜ

この研究会が始まったのかということである。私は農業をやっていないが、皆さん方か

らすれば、減反のやり方について非常に不平不満があり、主婦連の和田委員に言わせれ

ば、10人いれば10の不満がある、それを全部均一に解消できないということだったと思

う。それでその時の結論の１つは、これまでの考え方が始めに生産ありきであり、これ

は止めよう、始めに需要ありきではないかということだった思う。そこに考え方を転換
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していこうではないか、使われもしない無駄なものを作るのを止めようということだっ

たと思う。そういう考え方からすれば、農業生産法人の奥村委員がおっしゃったように

なる。奥村委員の考え方は非常にオーソドックスで、普通のサラリーマンには非常に素

直に納得できる。正に自分の作ったものがどうやったら買っていただけるか、売れるの

かということを、自らの才覚で色々ルートを作って販売しようというわけであるから、

決して責められることではなく、むしろ褒められることである。しかも生産調整に参加

するしないは選択制であって、生産調整しない人はオウンリスクでやる、生産調整に参

加する人は一定の価格の支持をするわけであるから、正にこれまで出されてきた不平・

不満を解消する１つの大きなやり方であり、私はこのやり方としては非常に評価できる

のではないかと思う。

（門傳委員）

この議論は前回もかなり時間をかけた議論で、なおかつ座長が取りまとめをされて、

座長見解について異論がなかったと思う。進め方であるが、こういう形でいちいち出す

と延々と時間がかかって何もできないみたいな事態になってしまうので、皆さん多少思

いはあると思うが、相当議論をして、なおかつ座長がまとめられて、そのことについて

大きく異論が出されなかったものについては、了解済みという形に整理してはどうか。

この後ずっと触れないということではない。一旦そういう形で議論を横に置くというこ

とをしないと20数名がみんな言ったら取りまとめができない。立花委員は、残念ながら

前回この場におられなかったのでそのように思われるのかもしれないが、そういう議論

はされて、結果的に座長が皆さんの意見を尊重されて、一定方向にまとめられたという

ことがある。11月末を目処にしているので、最初から委員の皆さんが協力していかない

と研究会が空中分解してしまうのではないかと心配しているので、進行の方お願いした

い。それについては、できれば、今までで議論が特に違っている部分にポイントを絞っ

ていただて示していただくと意見も出しやすいと思う。後は、今日資料５として全中の

資料が出されているので、ここも前回十分に委員の意識が共有できなかった部分である

ので、できればここの部分の説明を最初にいただいて、前回議論が食い違っている部分

について、議論していただくという進め方をしてはどうか。

（生源寺座長）

門傳委員のおっしゃるとおりの気持ちでいる。

（廣瀬委員）

今議論になっている安定契約生産者の積極的な位置付けであるが、地域によっても生

産者の意識が違うと思うが、私の地域では集落中心に進めているので、仮にこういう表

現をすれば、地域に混乱を起こすことになって、今それぞれが自主的に生産調整に参加

する中で、米の価格の安定を図るために集落営農が厳しくなってくるのではないかと思

う。ここの表現については、山田委員なりがおっしゃっているように、食糧法の時の作

る自由と同様に言葉が先行して、生産調整は生産者個々の判断でよいのではないかとい

うことになり、せっかくまとまりかけた集落営農が破壊されることになってくるのでは

ないかと危惧をしている。今でも需給調整は、先ほど岡阿弥委員から流通の問題で話が

出ているが、需給が均衡しなければ価格の維持ができない。そのためには生産調整やむ

なしと、これは生産者自らが選択することであるから、私は決して押しつけではないと

思う。それともう一つ、売れる米というところで、ＪＡ自身もＪＡに委託されている生
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産者も売れる米づくりを一生懸命やっている。ただ形態が個人が消費者に結び付くか、

ＪＡを通して卸に結び付くか消費者に結び付くかの違いであって、これは私は同様だと

思う。だから、安定契約生産者というような、いかにも新しい米づくりを目指すような

名称を付けることについては、甚だ疑問を感じるわけである。それと今の需給安定のた

めに、集落営農の果たす役割である。これからもまだまだ米の消費が減退するという予

、 。 、 、 、測の中で 生産調整面積が増えていく 今 101万ヘクタールであるが 今でも４分の１

３分の１の生産調整をしているわけであり、北海道においては50％である。こういう中

で、今個人が果たしている生産調整の役割と、集落が果たしている生産調整の役割につ

いて、国によってどういう風に握っておられるのか。米に代わる作物としては麦、大豆

であるが、当然そういうものはブロックでできるだけ水をやらないように集団方式でや

っている。仮に大きな農家が麦をやるにしてもばらばらでは水稲も十分な作況は取れな

いし、麦、大豆にしても十分な作柄を得ることはできない。また良質な品種の生産がで

きない。そういう弊害もあるわけであるから、集落営農が果たしている役割は非常に大

きい。そこで、あるべき将来の担い手の育成については、私はここに書いているように

300、350ヘクタール大型農家結構であるが、同時に集落営農なくして日本の農業の将来

展望はないというのが私の地域からみた集落の実態である。その集落営農の位置付けを

極端な厳しい条件を付けて、一方で大型農家を育成し、一方で集落営農犠牲にするよう

な政策はとるべきではない。集落営農についても、やはりいわゆるソフトランディング

を行い、取り組めることから取り組んでいただく。そして将来の日本の集落単位の目指

すべき農業というものを是非とも作っていかなければならない。その中で米価が安定さ

せ、そして米に代わる作物を作っていく。もう10年もすれば生産調整面積と水稲の作付

面積が逆転すると思う。そうなった場合は、国産の小麦をもっともっと国内の製粉業者

に使ってもらわなければならない。言ってみれば、麦と水稲は逆転するような日本の農

業にならなければならない。極端に言うと、もう麦の外国からの輸入を止めて、むしろ

米は輸入して、麦は国産麦ですべて粉をまかなうというようなことにならなければ、日

。 、本の農業の担い手のあるべき姿というものはないのではないかと思う いずれにしても

大きくすればするほど需給は均衡しないので、生産調整になって、水田以外の作物を作

らなければならない。果たして北海道から沖縄まで麦と大豆だけでいいのかどうか、地

域にどういうものを求めていくのか。耕畜連携農業も言っている。また環境農業も言っ

ている。果たしてそういうものの道筋を、どこにきっちりつけていくのか。それと先ほ

ど北海道の方も言っておられた所得安定対策、これは米価がいくらになった時には、こ

の所得安定対策を講じるという試算をはっきりと示して、それに基づいて方向を打ち出

していって、そこに到達できるように経営というものが必要になってくるのではないか

ということを申し上げておきたいと思う。

（三浦委員）

安定契約生産者については、私は前回で議論が尽きていると思うので蒸し返すつもり

はないが、過剰や価格下落に対するリスクを承知の上で、需給調整、生産調整に参加し

ないことを選ぶ者を作る、容認するという立場からすれば、この安定契約生産者は評価

すべき者であると思っている。そこで、先ほど座長も少し触れられたが、生産予定数量

の配分にあたって、Ａ、Ｂ、Ｃの案が示されている。ここについて、議論を深めておか

ないと、配分にいった際に、議論の蒸し返しが始まるのではないかと懸念している。す
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なわち、Ａ案、Ｂ案は、安定契約生産者の数量を需給調整に参加する者が負うというこ

とであるし、Ｃ案は再配分しないということになっていて、私は中間取りまとめを踏ま

えた評価からすれば、Ｃ案が方向という考えでいるが、このＡ、Ｂ、Ｃ案について、前

回も発言しているのだが、資料２の論議の概要の中にこのことがないのはいささか不満

である。この辺について、この資料２にもこのことを触れておくべきではないかと思う

がいかがか。

（生源寺座長）

交通整理をしたい。今、三浦委員の御発言の前半で、前回この部分についての議論は

ある意味で尽きているとおっしゃり、後半におっしゃった部分が留保ということになる

わけである。その他の点については、先ほど私が申しあげたように「安定契約生産者」

ではなく、自己の努力により需要と結び付いた販売を行っている、こういう生産者を今

後積極的位置付けていこう、これは合意できる。しかし、そのことと、リスクを覚悟で

参加を選択するということを超えて、ある意味で優遇というか、生産調整の制度の中に

仕組むということについては、異論ないし色々な疑問点が出されていて、これ以上前に

進むことは難しい。これは前回の議論でも、安定契約生産者の議論をであるが、同時に

、 。議論の過程で あるいは議論の最後のところで２つの問題が提起されているわけである

１つは、生産調整の仕組みといわばリンクした特別扱いということがないにしても、ど

ういう形でこういう生産者をいわば精神的支援のみならず地域地域において支援できる

。 、のかについての検討が必要であるという提案があったわけである それからもう一つは

今、正に三浦委員のお話にあった、生産調整の配分の際に、生産調整の参加を選択しな

いという方々の生産の量、この部分についてどう考えるかという問題である。この問題

は、前回にも企画課長から安定契約生産者に関連する問題として提起されているが、む

しろ生産調整の方式全般というか骨格に関わる問題として依然として残っているわけで

ある。つまり、安定契約生産者という議論を通じて、自己の努力による販売を行う生産

者をどういう形で支援したらよいかという問題と、それから参加しないということにな

った方の部分をどう配分するかという問題。これは「安定契約生産者」とは、やや異な

る問題として議論できる論点として、この研究会としてどういう判断をするかというこ

とも、実は宿題として我々の方に投げかけられている。

（花元委員）

少し話が戻るかもしれないが、本来のこの研究会の目的は、米づくりのあるべき姿を

作り出すということであるが、米づくりをする主人公は生産者である。我々が研究して

いく案に対して、生産者の理解を作っていくのが一番大事だと思う。そういうことで、

10回以上、生産調整に関する研究会をやってきて、色々なところで研究会の経過がマス

コミ等でも発表されているし、インターネットでも発表されている。それで、私どもの

経過を申しあげると、今47都道府県の中で30件ぐらいから、この事務局案に対する意見

メモが提出されているが、国の配分を前提とする検討は認められないという結論が出て

いるわけである。この前も我々生産者側からこの研究会で議論して、座長の方からある

程度の取りまとめをいただいているが、問題はこのことがきちんと整理できないとやは

りなかなか先に進まない。このことを踏まえずやろうとしたら、とてもじゃないが答申

はできないのではないかと私は思う。もう一つは、この研究会でも私は当初から、食糧

法の検証というものが一番大事な論議であると言ってきたが、これがほとんど論議され
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。 、 、ず終わりつつある 先ほどから流通の中でも出ていたが 流通をきちんと改革するなら

生産がきちんと生産調整ができるということが前提で、改革ができる。価格も同じこと

である。やはり生産調整が具体的にどうやってできるかということが一番大事なことで

ある。問題は、なぜ生産調整が30年間も成功しなかったかということである。その大き

な理由は、やはり計画外の未届者、こういう人たちが野放しになっているということで

ある。これは、食糧庁からの答弁に、これと生産調整とは関係ないということが出てい

るが、186万トンの未届数量があって、届出数量は47万トンぐらいである。こういう未届

出者という人は、生産調整をしない人たちであって、ここのきちんとした整理ができな

ければ、ここでいくら論議しても生産者は納得しない。実際、生産調整を実行するのは

生産者であるから、我々は生産者が納得してできるように配慮してこの問題を整理して

。 、 、いかなければならない それから 我々のＪＡグループで今出している試案というのは

食糧法が堅持されるということを基本として検討している。研究会でも我々はそのこと

を基本に意見を申しあげているわけである。そこのところは、食糧法を堅持するとうい

う前提で生産調整の検討が進められているということを是非確認しておきたいと思う。

それから、色々な問題がでているが、日本の主食は米であるという位置付けをあるべき

姿の中に整理をしておく必要があるということを申し上げておく。

（生源寺座長）

我々はこの研究会の議論の結果としてとりまとめを行えばよいと考えているが、やは

り、現場の生産者、市町村等の意見を踏まえておく必要があると思う。今の花元委員の

発言の中で国が生産調整の配分を廃止することに回答のあった全ての県が反対している

、 。 、 、との情報があったが 私はそうであるという認識はしていない もし そういうデータ

情報をお持ちであるのならば議論の参考としてお示しいただきたい。様々な意見につい

て、正確なものを基に議論を進めていきたい。今の意見に対して事務局から、どうぞ。

（企画課長）

事実関係についてのみであるが、未届けの計画外146万トンは生産調整未実施者から出

荷されているとの発言だが、これまでの流通部会、生産調整部会、それぞれで資料を提

出しているが、計画外に出されている方の９割は生産調整実施者で、これについては奥

村一則委員も何度も発言されているところであり、計画外の問題と生産調整未実施の問

題については、少し次元の違う問題であると思っている。

（生源寺座長）

それから、食糧法の堅持を前提で議論をすべきとのことであるが、この研究会は食糧

法のシステムそのものについて、時代遅れとなったもの、あるべき姿に向けて障害とな

るものを見直そうということで議論を進めてきたところであり、食糧法に則して 「この、

部分が必要である 「この部分については変更すべきである」といった形で議論を行っ」、

てきているので、今後ともそういうことでよろしくお願いしたい。

（佐藤委員）

今、企画課長が言われたように、大部分の生産者は生産調整を実施している。このこ

とが継承されるような研究会の結論にすることを基本としなければいけない。私の地元

では、降雪、長雨等で大豆の刈り取りが遅れており、まだ８割も残っているところであ

るが、そんな中でも、研究会の議論の成り行きに大変関心をもっている。私は今後のあ

るべき姿は、大自然を相手にしている生産者が、大部分が生産調整を実施しているよう



- 26 -

に、農村の中で他人様を犠牲にして自分だけがよいということではないと考えている。

、 、 、したがって 生産調整実施者にメリットを限定するぐらいの 分かりやすい結論として

、 、 、今の生産調整実施者が引き続き 生産調整を行うということ柱にして 現場が困らない

混乱しないようにすることがあるべき姿の基本であるということをお願いする。

（上場委員）

まとめまで時間がないが、私も言いたいことは、山ほどあるのだが、ここで言っても

よいものか、議論のとりまとめの方法、スケジュールについて次回と合わせて整理をお

願いしたい。

（生源寺座長）

まず、先ほど、安定契約生産者については、意見をいただいたが、今日の議論を受け

て、もう少し整理できる部分があれば整理し、また、暗黙のうちに理解されているよう

。 、 、 、 、な部分なども整理していきたい また メリット措置 経営安定対策については まだ

議論に開きがあるところであるので、次回に、再度、事務局に何を投げかけるかを整理

していきたい。さらに過剰米処理については、本日この後、いくつか案が示されるが、

これを絞り込むにあたってどの部分とどの部分を判断材料とするのかということをまず

、 。 、 。決めて 投げかけしていくという形にしたい そういうことで 今のところ考えている

したがって、これで終わりという整理はなかなかしにくいとろであると思うが、ここが

決まれば結論が得られるという判断材料となるポイントを絞り込んでいきたい。

（上場委員）

まとめ方については、今回、次回で判断のポイントを絞っていくということで了解で

ある。私は日本国全体が条件不利地域だと思っている。その中で、もっと大型の経営が

伸びる地域もあり、また、そういう努力も必要であるが、一方で、北海道の現状につい

て話があり、また、山形の気象条件についての話しがあった。私の所、中四国ではほと

んどが中山間地域である。生産性の向上の余地のないところもある。政策には二面性が

あり、もっと伸ばすべきところ、そう思っても伸ばせないところがあるので、その両方

にきちんとした見定めをさせていくことが必要なのでないか。議論を聞いていると、一

方は伸ばすべきところを、もう一方では伸ばせないところを言っている。これはどちら

も正しいので、議論としてきちんと整理をしていくべきである。さて、そこで、最初の

研究会が始まる時に大臣は遅れて来られ、最初に長官から挨拶があったがそれは、生産

。 、 、調整にあり方について検討をお願いするということであった その後 大臣が来られて

水田農業全体のことについて検討をお願いするということであった。それで６月28日の

「中間とりまとめ」はラージパッケージとしたはずである。その中に私の申し上げた装

置としての水田の重要性に鑑みであるとか、担い手の問題といったことを含めた内容と

して、具体的な推進のエンジンをどうするかといったラージパッケージの内容であった

。 、 、 、と思う そこで 仮に国が生産調整の配分をやめたとしても 生産者は生産調整をする

農協の関与も必要である。そうした中で国の関与は必ず必要となるであろう。それが担

い手対策となるのか、何になるにせよ、今、議論の中でストレスが貯まるのは、岡阿弥

、委員が流通の問題が生産調整とのパッケージでないと議論できないとの言われたように

議論の前提となるパッケージが見えてこない。この研究会の議論として、どこまで議論

するのか、前提条件を仮置きとして議論してよいのか問題提起をさせていただく。

（生源寺座長）
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今の後半の部分については、先ほど、申し上げたように 「ここと、ここと、ここの部、

分の国の関与はどうするのか」といったような形に絞り込むような議論をしていただけ

たらと思う。条件不利地域の問題については、私も同様の認識をもっており、米の政策

が変われば、例えばそれに合わせ、現在の中山間地域対策等も変わるであろうと考える

が、そこまで踏まえてこの研究会で議論できるかというと、なかなか難しいのではない

か、私自身にとってもジレンマであるが、考えている。最終的には、今後、検討すべき

宿題があるというまとめ方もあるのではないかと思う。

（若林委員）

、 。ここまで議論が来てしまったら あまり元に戻ってしまっては方向性を失ってしまう

また、これだけ公開で行っている中で、国民、とりわけ生産者の関心は、１つに新しい

時代の生産調整をどうするのか、その中で国の役割はどうするのか。これらについては

これまでかなり議論され関心が高い。２つ目に過剰米処理をどうするのか。３つ目にそ

の手法。生産者が生産調整を選択するためのメリットをどうするか。これらの３つの大

きな点をきちんと整理できれば、この生産調整研究会として大きな成果であると思う。

細かい手法、政策までこの場で要求されているとは考えていない。もっと重点なフレー

ムで全体の方向付けができればよいのではないか。そういう視点からすれば、安定契約

生産者の問題は少し別の次元の問題として良いのではないか、そして次に移るべき課題

としては、過剰米処理問題である。過剰米処理問題については、食糧庁案では、販売努

力の結果で、よいということであるが、それでよいのだろうか。生産調整に参加する者

と参加しない者がいて、過剰米が生じた場合にはとにかく売るんだ、ということであれ

ば片手落ちだ。生産調整した者が必ずしも報われない仕組みで生産調整そのものがうま

くいくのだろうかという疑問を持っている。過剰米処理については、100％の結論にはな

らないにせよ、何らかの結論を得た上で、その後のメリット措置、経営安定対策等につ

いて議論を行うべきではないか、そうしないと、この研究会の報告も出来ないのではな

いかと思うので、そういう手順で議論を進めていただくよう提案させていただきたい。

（生源寺座長）

私自身もある程度共通認識が出来ている部分については、区切りをつけたいと思う。

安定契約生産者、国の役割については、ある程度まとまってきているのではないかと思

っているが、メリット措置、経営安定対策、過剰米処理の問題、そして派生的な問題と

なるのかもしれないが、県間流通銘柄の問題についても意見の集約の見通しが見えない

ので、その辺を中心に議論をお願いしたい。それでは、まずメリット措置について、前

回かなり議論をしたところであるが、事務局から資料の説明をお願いして、その後で過

剰米について議論を行いたいと思う。メリット措置について、事務局お願いする。

（企画課長）

資料３をご覧いただきたい。前回、口頭で説明した事柄をいくつか文章としたもので

ある。メリット措置については、Ｐ１，Ｐ２に示してある。Ｐ１ 「１．全国一律に講じ、

られなければならない米政策について 、そのような政策は、次の２つの課題に対応した」

ものに整理され、①全国的に統一された基準をもって講じることが必要な課題、②全国

的に普遍性のある政策課題として位置付けられる課題である。①については、規格や表

示基準、検査制度、規制を課す場合の基準等が該当するものと考えられる。②について

は、現在の担い手が育っていないといったような生産構造の状況を踏まえた場合に水田
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農業の構造改革のための諸施策、あるいは消費者があまねく一定の重要性をもって食す

るということからはこれを安定的に供給するための施策等が該当すると考えられる。な

お、②の普遍性のある政策課題については、地域の特色ある農業の展開のための施策と

の境界が不明確な面もあり、施策の合理性、効率性等の観点も踏まえながら、全体的な

パッケージを検討する過程において更に研究していく必要があると整理しているところ

である。次に経営所得安定対策については、経営政策課長から説明する。

（経営政策課長）

資料３のＰ２ 「２．経営所得安定対策の内容及び実施時期について」であるが 「検、 、

討結果」においては、国が生産調整のメリット措置として、稲経のような米の価格下落

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要件とはしない経営所得安

定対策とは整合的ではないと基本的に整理していたところである。したがって、この対

策を導入する典型例としては、生産調整達成誘導のために、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可能になると考えている。経

営所得安定対策の仕組みについて基本的な考え方は、担い手を対象として、水田営農の

担い手の単位面積当たりの収入又は所得が一定の基準を下回った場合、その差額の一定

部分を補填するものとし、これを保険制度として仕組むことを考えているが、直ちに安

定的な保険の仕組みとして実施できない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としているところである。したがって、いずれにして

も、米政策全体のシステム改革の結論と一体的になるものと考えられることから、そう

いう観点から議論をお願いしたい。

（生源寺座長）

では、メリット措置、経営所得安定対策について意見をお願いする。

（三浦委員）

メリット措置は、生産調整の参加意欲を高める上で必要であり、また、今、説明のあ

った経営所得安定対策についてもそうあるべきと考えるが、その場合にメリット措置の

下落幅の４割相当を補填するという、この４割は、保険制度として経営所得安定対策が

仕組まれた場合にどう繋がっていくのか、その辺のお考えについてお聞かせ願いたい。

（生源寺座長）

今の質問は、メリット措置から経営所得安定対策に移行した場合にメリット措置の４

割補填はどうなるのか、その連続性はどうなるのかという質問であると思うが、回答を

お願いする。

（経営政策課長）

将来の経営所得安定対策の仕組みの内容については、資料に書いているとおり、経営

の単位面積当たりの収入が一定の基準を下回った場合、その差額の一定部分を補填する

ものとしているところであり、現在、お示ししている４割が、直接、連続するものとは

今のところ考えていない。

（三浦委員）

単位面積当たりの収入に対した補填をするという仕組みについては分かったが、価格

が下がれば収入も下がるのであるから、メリット措置の４割が直ちに繋がらないという

説明は分かりにくい。

（経営政策課長）
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基本的に経営所得安定対策は、米価の下落よる農家の所得の減少に対するセーフティ

ネットである。今の稲経や今回、提案している生産調整協力交付金は米価の下落に対し

て何割か補填するというものであるのに対し、経営所得安定対策は米を含め農家の所得

の低下に対する補てんであるので、基本的に米の価格に対するものか、農家の経営、収

入に対するものかという違いをご理解いただけたらと思う。

（生源寺座長）

議論を整理すると、生産調整協力交付金と経営所得安定対策の間に、直接の連続性は

ないということで、ここは納めさせていただきたい。今の資料の中には、それ以上にこ

の場で議論すべきことがあり、それは経営所得安定対策は将来の姿であって、これが直

ちに実施できない場合に「つなぎの対策」が考えられるということ、また、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時期について、どう考えるかということに

ついて、本研究会において議論を踏まえて対応することと書かれており、これらのこと

について、しっかりと議論すべきであり、この資料の中で提起されたことを踏まえなが

ら議論していただきたい。

（山田委員）

１つ目は、資料３の「２．経営所得安定対策の内容及び実施時期について」の説明を

伺ったが、１～３に書いてあることが非常に分かりにくい。４で研究会の議論に委ねる

ようなことが書いてあるが、そうであるならば、我々で議論を行う。生産調整と経営所

得安定対策は別であるというようなことであるが、経営施策研究会のまとめでは、生産

調整の実施と経営所得安定対策は連動して考えざるを得ない、また、品目ごとの経営安

定対策と将来の経営所得安定対策の合体については、今後十分検討を行うということで

整理がされているところであることを申し上げておく。２つ目は、交付金について、生

産調整協力交付金、産地づくり推進交付金と２本立てになっているが、当面の措置だと

しても生産調整のメリット措置として対策を行ったことにならないのではないか。金額

についても、200円とか、４割とかいっているが、産地づくり推進交付金については額も

示されておらず、財源的にも厳しいのであろうと思うが、内容については貧弱であると

言わざるを得ない。まして、産地づくり推進交付金については、生産調整との関係も不

明瞭であり、リンケージとか、バランスとか言われているが、具体的に中身がよく分か

らない。率直に言えば、全面的に見直し、もっと分かりく、簡潔なもので、例えば、２

つの交付金を１つにするようなものにするぐらい、分かりやすいものでないと研究会の

議論として到底受け入れられないと考える。

（生源寺座長）

私の立場で申し上げれば、資料の１～３と４については、時間的視野が異なるので、

極端に言えば１～３は置いておいて、４の部分の研究会に問題提起された部分だけを見

ていただければと思う。

（企画課長）

今、山田委員の方から２つを１つにという大胆なご提案もあったが、事務局から提案

したものは、あくまでプロトタイプであり、２つの交付金は、片方は稲経の、もう片方

は生産調整に係る助成金の機能を受け継ぐものとしてご提案したものである。あくまで

プロトタイプとして提案しているものであり、これを素材により良いものがつくられる

よう、大胆な発想で議論をお願いする。
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（生源寺座長）

これまでの説明にもあったが、生産調整のメリット措置と経営所得安定対策について

は、かなり性格が違うので、これを一緒にするのはやや大胆すぎるかと思う。

（奥村（幸）委員）

経営安定対策について、先ほど北海道の実態もお話しながら、お願いしたところであ

るが、考え方としては、生産調整のメリット措置とリンクはしない、日本の農業の底辺

を支えるための措置であるということは理解できる。ただ問題は、その実施時期をいつ

にするかであり、生産調整の混迷が10年来続いており、平成12年の101万ヘクタールを契

、 。 、機に先の見通しがつかないということで 問題が年送りされ今日に至っている しかし

米価の低落は一層、市場原理が反映され、この３年間をみてもどんどん大幅に落ちてい

る。北海道の米も、つい最近の入札結果をみると１俵13,000円台に入ってきている。全

算入生産費は13,800円で、入札価格を生産費が上回るっているのが現状である。そんな

中で幸い、今年は稲経の補填が1,600円位で設定でき、仮渡し金を12,000円に定めても、

どうにか営農を続けらているにところである。こういう状況に、生産調整の将来をどう

。 、するか以前に早急に対応していただきたい 国家予算が影響を与えるというのであれば

先ほど上場委員も言われたように、全国一律の方策でなくともよい訳で、食糧庁の方々

はこういった状況を既に実感として、あるいは統計データとしてご存知であると思うの

で、これ以上が言わないが、地域の実態に即した諸対策を早急に考えていただきたいと

いうことを重ねて申し上げる。

（太田委員）

メリット対策の関係であるが、新しい生産調整に対する現場段階の気持ちと、ここで

議論されていることの間には相当なギャップを感じている。現場の声としては、全中案

に対しては 「実際に現場でできるのか。実効性について疑問である 、事務局案に対し、 。」

ては 「メリット措置等が不十分で、ソフトランディングを目指すとしながらもハードラ、

ンディングするのではないか」ということである （財政的な制約は承知しているが）今。

回の生産調整の見直しでは、市場重視ということで価格は下落することが予想され、そ

うなると消費者がメリットを受けるので、生産者に対してそのメリットの一部が還元さ

れてもしかるべきはないかと考える。

経営所得安定対策については、議論がよくわからないのが正直なところである。議論

されている段階が、生産調整している段階でのことなのか、ある程度需給が改善され、

あるべき姿に近づいている段階なのか、そこが分からない。必要なのは、米価の下落が

懸念される中で、当面、農家の経営対策、産地対策をどうするかである。経営所得安定

対策の整理について、米政策でここまで手当するので、当面は経営所得安定対策は要ら

ない、あるいは米政策での対策はここまでなので、経営所得安定対策としてこのような

対策が考えられるとの整理をすべきである。将来の対策も大事であるが、米政策の見直

しにより米価下落が懸念されるので、当面の対策に絞って議論をお願いしたい。

また併せて、私の方から中山間地域直接支払制度の実施状況について、資料をお願い

したところであるので、振興局の方から説明をお願いしたい。中山間地域は、先ほど上

場委員の発言にもあったように、どんなに努力しも生産性向上、合理化といったことに

は限界があり、別途の対策が必要であるというのが、私の思いである。

（生源寺座長）
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今のご発言にもあったが、経営所得安定対策、またそのようなものについて、この研

究会で議論していただきたいのは、当面の期間における対策の必要性・内容であり、将

来についても重要ではあるが、そこに到達するまでのことに絞って議論をお願いする。

それから、今の中山間地対策について、事務局で何かコメントを願えるだろうか。

（農村振興局次長）

資料４の「４．平成13年度中山間地域等直接支払制度の実施状況及び中間点検の結果

について（抄 」をご覧いただきたい。まず最初に、集落協定における農用地面積別協定）

数をまとめている。表は北海道を一番上に、一番下に全国計を載せている。北海道とそ

れ以外の都府県を比べると違う傾向が出ており、都府県では１ヘクタール以上５ヘクタ

、 。ール未満が全体の約５割を占め 20ヘクタール以上の階層が約１割を占める状況である

北海道ではいろいろな階層に分散しており、一番高い1,000ヘクタール以上層で１割を占

めている。次は、今の集落協定数を営農上の一体性の形態別にまとめたものである。交

付金の交付対象となる農用地は、１ヘクタール以上の団地、あるいはそれに満たなくと

も営農上の一体性のある複数の団地の合計が１ヘクタール以上ある場合には交付対象と

なる。この営農上の一体性の要件を適用しているところは、全国でみると約６割を占め

ている状況である。次に、営農上の一体性の形態別団地数であるが、集落協定数が全国

、 、 。約３万であるの対し 団地数は全国９万であるので １協定あたり３団地となっている

なお、この中山間地の直接支払制度の目的は、中山間地における耕作放棄地の解消に向

けての取り組みを支援していく観点からの措置であり、経営所得安定対策とは、また別

の観点からの措置である。

（生源寺座長）

直接支払については、基本的には生産性の格差の８割を埋めるという考え方で行われ

ている。

（太田委員）

今、説明があったように、今回の経営所得対策と集落協定の現状をみると、50ヘクタ

ール以上の集落協定の締結割合は全体で３％、北海道を除くと２％である。これは平坦

地を除いた数値であるが、中山間地域においても平坦地があることを考慮して、30ヘク

、 。タール以上まで基準を下げたとしても全体で７％程度 北海道を除くと５％程度である

さらに集落型経営体の法人要件等ということで、形態別集落協定数の「同一生産組織

・農業法人等」の状況をみると４％程度になっている。集落型経営体の要件の充足状況

を単純に計算すると、７％に４％を掛ければ0.3％で１％にも満たない。今回、示された

集落型経営体の要件では、中山間地域はほとんど対象とならいので、中山間地域に対し

ては別途対策が必要である、このことを強くお願いする。

（生源寺座長）

今の点に関しては、先程、上場委員からも発言があったところである。

（上場委員）

先程の私の発言に少し追加したい。タウンミーティングを通じて、畦畔の草刈りや、

水利の問題にまで様々な意見が出たことを思い出していただきたい。研究会の取りまと

めについては、研究会での議論として取りまとめればよいとは思うが、そういった現場

の方も見ながら、全体を見渡したまとめの議論をしていかないと、我々も現場に戻って

説明することもできない。したがって、全体に目を配ったまとめであってほしいという
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ことを要望する。

（三浦委員）

経営所得安定対策について、資料に「担い手の経営の安定確保のための措置 （イメー」

ジ図）があり、第１類型では当面の経営安定対策をすることが示されているが、例えば

生産調整協力交付金では、200円プラス４割補てんされるということが分かりやすくでて

いるのであるから、同様に第１類型について、当面の米価が500円下がった場合には、こ

のような措置を行うことが考えられるというようなことが書き込めないだろうか。書け

ないとすれば、それはなぜか。

（生源寺座長）

今の意見に対して事務局から答えてはいただくが、資料について、分かりにくいとい

う意見が先ほどから出ているが、議論の素材として提出しているものであり、これが成

案になるということではなく、これを基に研究会として議論をしていただきたいという

趣旨であるので、よろしくお願いする。

（経営政策課長）

確定的な制度のようなものをお示しすることは難しいと思うが、何かイメージが湧く

ような資料を用意したい。

（門傳委員）

経営所得安定対策について、稲作専業農家だけなら仕組みを考えやすいが、実際の担

い手は畜産等、いろいろな品目の組み合わせで経営を行っているので、それぞれについ

て、何らかの措置があって、それでも不足する場合の安定対策だと思う。稲作専業だけ

の対策というのはありえないと思うので、その辺の、麦、大豆等、それぞれの品目につ

いて合わせていかないといけないと考える。それがないと対象となる担い手もどういう

形で経営をしていくべきか方向が定まらないと思うが、それについてどの様に考えてい

るのか。

（経営政策課長）

基本的に経営安定対策については、品目別の経営に着目しなければならない対策もあ

るし、経営全体について着目する対策もあると考えている。そもそも経営全体について

着目しなければならないのは、例えば稲作の場合には、転作が必ずあり、米単作は考え

られず、米だけで経営対策を考えていたのでは実状の合わない。一方、畜産などの他の

品目で専業的に経営が行われているものついては、品目別に対策を考えることも可能で

あり、現にそういう形で行われているところである。経営全体で考えなければならない

ものとしては、先の経営政策研究会の中では水田稲作と北海道の大規模畑作が代表とし

てあげられたところである。

（生源寺座長）

今の説明は将来の経営所得安定対策についてのものであるが、そこまでの移行期の対

策を考える上でも、大いに参考になる説明だったと思う。

（門傳委員）

財源がいくらでもあるのであれば、全くリンクさせずにバラバラにやることもあると

思うが、税収の増加も考えられない中で費用対効果、効率的な対策実施によるソフトラ

ンディングということを考えれば、リンクをさせるか否かとういうことに議論の余地は

ないと思う。まず、最初にリンクをさせて、やってみないとうまくいかないと考える。
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（生源寺座長）

今の意見については、事務局が答えるよりもここで議論していただいた方がよいと思

う。ただ、今の意見は、生産調整協力交付金、産地づくり推進交付金、経営所得安定対

策とあって、あるべき姿の移行期において、経営所得安定対策を行うとするならば、そ

れは生産調整メリットとリンクさせないと、効率的に対策が実施できないという意見で

あったと思う。

（永石委員）

質問として、事務局案は、あるべき姿が実現するまでは、生産調整協力交付金、産地

づくり推進交付金とメリット措置としての経営所得安定対策の３つを併用してやろうと

しているのかということが１つ。もう一つは、生産調整協力交付金の500円はうまく整理

してあると思うが、補填基準価格として、過去３カ年の平均価格を基準として考えて良

いのか。新しい制度を実施した場合の下落幅はかなり大きくいと想像されるので、先ほ

ど全算入生産費の話しもあって、私は全算入生産費までみなくてもよいと思うが、せめ

て一次生産費はカバーできるような、そういう基準価格の考え方もあって良いのではな

いかと考えている。なお、産地づくり推進交付金については、どのような単価設定にな

るのか。

（生源寺座長）

今の意見については、質問というよりも少し整理してほしいということであると思う

が、当初、事務局案では、当面16年度までは、生産調整協力金と産地づくり推進交付金

の２つについては措置する、しかし、経営所得安定対策については、まだ分からないと

いうことであった。それがこれまでの議論において、移行期においても、何か所得安定

。対策的なものついても措置すべきでないかということで議論がされているところである

ただし、予算的な枠もあるので、その中で効果、効率性等も踏まえ考える必要があるの

ではないかということもある。それと下落幅については、引き続き事務局で検討してい

ただきたいと思う。単価については、今のところ議論していない、ただし、全国一律で

はなく、南北に長い日本であり、地域ごとに事情が異なるので、それに合わせた単価水

準の設定をすべきということでは合意が得られているところである。

（加倉井委員）

メリットについて、生産調整は農家の自主性で行うべきと考えているが、今のメリッ

トでは、農家は参加しないのではないかという心配をしている。経営所得安定対策とい

うのがあって、これを生産調整とリンクさせるべきではないかとの議論があり、経営所

得安定対策は基本的には生産調整とは違うものであると考えるが、今回の場合は生産調

整メリットがあまりにも弱いので、生産所得安定対策と結びつけるべきではないか、結

びつけないと誰も生産調整に参加しないのではないかと考えている。私の考える農家の

自主性を重んじる生産調整は、やりたい人とやりたくない人がいなければ成り立たず、

やりたくない人が全部では、メリット措置にならないわけで、その辺は考えなければな

らないと思う。

（坂本委員）

色々議論を聞いてきた中で、生産所得安定対策があり、これは担い手を育てるための

、 、 、措置として このような対策があると認識しているが これの範囲を広げてしまっては

その意義が薄れてしまうと思うので、そういった視点も踏まえて議論いただきたい。
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（若林委員）

私は、結論から申し上げるが、協力交付金にしろ、推進交付金にせよ、これをどう組

み換えようと現状よりもレベルが上でないと、とても生産者は自ら生産調整には付いて

こないと考える。それでやっても、もしかしたら需給調整はうまくいかない場合がある

かもしれない。それがこのメリット部分では成功するかどうかの鍵であると思う。ある

一定の助成アップ配慮があって、生産調整が必然となってくれば、それ程、メリットを

付けなくとも生産調整が行われるようになるかもしれないし、この研究会での議論はそ

れを目指しているのだと思う。そういう観点でみたとき固定部分200円プラス、変動部分

４割というのはどういうことで考えているのか。また、稲経で１対３で出しているもの

を国が全部みるからこの程度の水準であるということかもしれないが、どうにも理解し

づらい。例題として出されているにしても、なぜ、このような計算になるのか、非常に

理解が難しい。

（三浦委員）

地域づくり対策について、先ほど、永石委員も単価のことを言われたが、推進交付金

について、交付単価をどう決め、財源をどう予算措置するのか。生産調整協力交付金に

ついては、200円プラス４割という数字がでているのであるから、地域づくり対策につい

ても、今日でなくとも15日でかまわないので、示していただきたい。

（生源寺座長）

その点については、非常にデリケートな問題でもあるので、出来る範囲で対応するよ

うにさせていただきたい。それでは、時間も限られているが、メリット措置、経営所得

、 、安定対策について議論も出尽くしたのではないかと思うので 山田委員の意見を伺って

一度、休憩をとりたい。

（山田委員）

三浦委員が、産地づくり推進交付金の単価について聞かれたが、生産調整協力交付金

でさえ、あの水準であり、全く期待できないので、聞かない方がよいのではないか。そ

して、仕組みについても生産調整実施面積と連動するのか、しないのか、固定的に出す

ような考えもあるのか、それもよくわからない。そのように不鮮明なものに単価まで出

して、余計とんでもないものになってしまうのではないかと思っている。

（生源寺座長）

単価という言葉が非常に強い意味をもっているが、基本的な仕組みとその効果という

ことで、効果を判断する上で単価ということが非常に大きなウェイトを持っていると思

う。ただ、この場でそれについて詳細な議論を行っても意味がないので、我々が効果等

々について判断をする材料となるような程度のものにを何か示していただければよいと

考えている。それでは、一応、ここまでの議論は出尽くしたと思うので、ここで10分間

の休憩としたい。

＜休 憩＞

（生源寺座長）

再開の時間になったので議論進めたい。再開後は、過剰米処理の問題を中心に議論い

ただきたい。立花委員が所用で退席されるのでその前に発言をしたいとのこと、よろし
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くお願いする。

（立花委員）

先程の山田委員の発言に少し引っ掛かった。生産調整協力交付金、産地づくり推進交

付金について、正確な表現は忘れたが「非常にわずかな金額なんだろう、それなら聞く

までもない」という発言があったが、農家の皆さんがプールしたお金ではなく国民の税

金である。税金である以上、金額の多寡ではなくそれが制度改革全体にワークするのか

しないのか、そういう観点からの議論が本来の筋であって、自分の財布からの金だった

ら鐚一文出さないが、他人の財布からはいくらでももらう。それは分からないでもない

が、金額の水準はさることながら、制度改革全体にとって加速させることにつながるの

かどうなのかが大事な論点であり、国民の税金だということを我々忘れてはならないの

ではないか。老婆心ながらそんな感じを持ったので。

（生源寺座長）

それでは過剰米の処理の問題に柱を移したいと思う。この点について前回、事務局、

全中の方にさらに分かりやすく説明していただきたいと、また、その準備をしていただ

きたいと話してある。この問題を議論し、その後、県間流通の問題もあるので、分けて

進めたい。まず、過剰米処理のスキームについて、最初、事務局からお願いしたい。

（企画課長）

、 、 。 「 ．冒頭の説明ということで 資料３の５ ６を説明させていただく 資料３のＰ15の ５

販売努力支援方式について（補足説明 」これは前回、私が口頭で説明した内容を再度文）

書で提出したものである。この支援方式の本来の意図、あるいは何人かの委員からこれ

。 、は乱売を促して価格が下がっていくのではないかということに対する部分である まず

中間とりまとめとの関係であるが、自己責任を基本ということを中心に販売努力を支援

。 。 「 」する形で提示している ２番目のところを見ていただきたい 私どものいう 販売努力

とは販売環境の整備も含めた概念である、すなわち、一時的に市場から隔離して、翌年

の供給量調整を待って、翌年減らすんだと、売れる米づくりということで、供給量調整

を待って販売することも視野に入れている。したがって「自己責任」ということについ

て、市場で競争して乱売するということではなく、責任をもって販売環境を整備して、

余り米が発生した場合の対応を行うことを意味しているわけである。したがって、活用

方法についても出来秋の段階で農協単位で豊作分を特定する、調整保管的な取扱いを行

い、翌年の生産目標数量を作況に応じて減少させる等、販売環境を整備することを前提

に、翌年の出来秋までの間に、主食用として、計画的に販売する、現在の調整保管的な

運用を前提にした問題提起である。また、豊作分を担保として、契約により質権あるい

は譲渡担保、質権と譲渡担保の中間的な無名契約になると思うが、設定することから現

行以上に隔離効果を得ることができる、したがって計画的販売の実行が行いやすいシス

テムである。また、カントリーやライスセンターのふるい下を再選別し、豊作分に見合

う数量について、農協が短期融資を申請し、代表者申請ということであるが、その米を

翌年の出来秋に現物弁済する、あるいは翌年の出来秋までに主食用以外の加工用に販売

する、こういった対応も可能になる。そうすると、現在の流通段階の調整との比較であ

るが、現在は過剰が仮に発生すると出来秋に全国の団体、全農、全集連が県別に過剰分

を特定し、それを配分する形をとり、その上で配合飼料用処理を実施している。その処

理経費は各県の団体の共計で負担しているので処理数量は県の集荷量の5.1％を上限とい
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。 、 、 、う運用になっている したがって 過剰が多くなり 上限を上回ったものは処理できず

全国のオーバー分は個別の地域におろした場合に不足が生じるという事態も発生してい

る。その上限を上回ったものは余り米として調整保管をせざるを得ない。調整保管分は

本来、翌年の生産量を削減することにより、販売することを想定しているが、生産調整

の拡大が難しい101万ヘクタールの拡大ができないということであるので、翌年において

新古交換、新米と古米を差し替える形、結局、新米の調整保管が恒常化し、残った古米

が値引きしても売れない、その値引き分が新米の価格形成に影響を与える、こういった

悪循環が繰り返されている。もうひとつは主食用として高い価格で集荷した米、これを

安く飼料用として処理する、処理に伴い多額の差損が発生するので、生産者の拠出によ

る負担、これは1,500円基金の負担である。あるいは各県団体の共計負担、それと国の助

成、この差額を補填をしなければならない。さらに、農家の経営マインドという面では

主食用として農協に出荷すれば仮渡し金がもらえるため、どうしても売れたということ

で錯覚し、売れる米づくりを阻害してしまう。現在の方式は岡阿弥委員が言われたよう

に生産と流通段階を連結させた仕組みで、一定の生産段階の過剰の抑制の取り組みが流

通でも連結していき、それが全体をとおして効果的なシステムとしてワークするという

ことを目指しており、そのような態様を実現しようとしているわけである。また、行政

の関与であるが、行政が出来秋の段階で個々の生産者までこの分が豊作だとこの方式で

は特定する必要はない。一定の地域の中で統計学的にこの分は余るというものを特定し

てそれを農協単位で担保に供するということでレッテルを貼っていく、あるいはハンコ

を押していく、いろんな方法があるがそのような取り組みを行おうとしている。それを

離れて、全中案のとおり、区分出荷まで行政が関与して行うとすれば、その確認に対し

て、地方自治体における膨大な人的、経費的コストが発生する。したがって、私どもの

方式だと米がきちんと隔離されているか否かについて、生産者団体と行政、行政という

のは市町村ではなく食糧事務所、現在も食糧事務所を使って確認しているが、行政の確

認で行うことになると思う。

次のページで大きな表をのせているが、前回、示したが、もう少しわかりやすく両案

を比較してみなさいという宿題が出ていたので、再整理した。概要は省略する。生産調

整との関係で事務局案は、生産調整の達成要件として義務付けることにはならない。た

だし、翌年以降の生産数量を調整する前提にたっている。もうひとつは現在の1,500円基

金であるが、過剰処理対策にかける拠出金を生産調整に関するメリット措置の交付要件

化にしている。現在、稲経ついては、1,500円基金の拠出を要件にしているが、転作確立

助成については要件にしていない。現在、示している案は産地づくり推進交付金も生産

調整協力交付金の場合も拠出を要件にしており、補足率を山田委員は、６割から7割と示

していたが、そのようなことをすることにより7割以上の補足率が実現できるのではない

かと思っている。それに対して全中案であるが、区分出荷、農業者拠出を生産調整の達

成要件として義務付けている。区分出荷を出来秋で調整するので翌年の生産数量の調整

には結びつかず、豊作になるたびにこの対策が必要ということになる。それで、区分出

荷しないと生産調整のメリットは一切受けられないので、現場での推進が混乱する、強

制感が増大する、不公平感が拡大するという問題があるのではないかと思っている。コ

スト面であるが、国の助成とも合わせて整理した。30万トンというものを処理すること

。 。を前提としている 事務局案は3,000円ですると当面の融資原資としては150億円である



- 37 -

全中案は前回8,000円の最終精算水準を示しているので、最終的には400億円がかかる。

効率的な運用の結果であるが、3,000円で調達した米を（一番安いのはエサ処理700円ぐ

らいであるが）例えば米粉パンの原料であると3,000円より高く売れる可能性がある、こ

のような新規用途の開拓を行えば、総平均の販売単価は3,000円に近づけることが出来る

のではないか、資金の回収ができれば、拠出金等の減額が可能になる。国の助成につい

ても1,500円基金と同程度の農業者拠出とすれば、国からの助成は金利なり、物流経費等

の支援のみで運用が可能となる。全中案については8,000円は最終精算であるので、販売

代金が回収できれば、8,000円の内数になり、それが追加精算にまわっていくということ

である。国の助成は最終的に400億円を手取りを水準として農家に支払うとすれば、拠出

金が1,500円基金と同程度となり、それを全部が当てたとしても250億円程度の差額が出

。 、 。る それで国費が必要になるとすれば どのような理解を得ていくかということである

手取り水準にも関係するが、豊作になるたびにこの対策を実施する財政発動が必ず必要

になる。実行可能性であるが、事務局案は、過剰分の特定、区分集荷に関する推進、確

認事務等の必要はない。現在の仕組みをさらに効率よくやっていくということである。

全中案はなんども言うが区分出荷の可能性、あるいは集荷率の低い地域においてどのよ

うに特定し確認していくか、系統以外に販売される方についてはどうするか、あるいは

地域では豊作でも個々の農家からみると去年よりもいい努力をしたので単収が８俵から

10俵になった方もいる、地域が豊作でも去年よりも取れなかった方がいる、そういう中

で生産調整メリットを受けられるかどうかというところまで、そういうことについては

新たな不公平問題が発生することになるのではないか。ふるい下米の利用については、

これは事務局案も全中案も両方活用し得る効率性を追求したものとなっている。加工用

米制度との関係であるが、事務局案はこのような3,000円の発動があるかどうかは不明確

であるので、加工用制度は存続させなければならないことを前提にしている。したがっ

て技術面、品種面それから別途の条件整備を行いながら、需要を拡大し、開拓された需

要に対して、安定供給する。戦略としては、たまたま出てきた3,000円の米を重点的に使

って新規用途の開拓を行い、その間に生産段階で努力をして安定的な米づくりを行うこ

とによって需要をむしろ拡大していこうという戦略をとるわけである。全中案は現行の

加工用米制度は、原則廃止というか全て取り込んだ形で行われるので、したがって、加

工用需要への固定需要があるので、安定供給しようとすれば、豊作にならなくても一定

の区分出荷が行わなければならないということになるのではないか。その他であるが、

、 、 、 、新たな需要の開発にどうつながるのか あるいは 前回 藤尾委員から提示があったが

出来秋において価格を上げるために努力することの効果が果たして想定したとおり出る

のかどうか、例えば、集荷状況がよくなれば価格は上がる、ところが販売条件について

は計画外の販売条件もよくなる、計画外の販売条件がよくなれば、結局、計画外の集荷

条件もよくなるということで、努力をして計画外の集荷条件を整えてあげてるというよ

うな効果もあるのではないかということである。

（生源寺座長）

全中の方から馬場課長にお越しいただいているので、説明をいただきたい。

（全中：馬場課長）

資料５のＡ３版の大きい資料である。最初の３枚は、生産調整実施者集団という提起

をしており、そのことが具体的イメージがわからないという意見が前回出されたので、
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１枚目は我々として考える、水田農業の将来像。そしてその中での母体となる２枚目の

実施者集団の取り組みイメージということで、構造改革を実現しながら、本作化、自給

飼料の拡大、そして安定的な計画生産を進めていく生産者の主体的な参画のもとに集ま

る集団。これに向かってわれわれとしても取り組んで行こうということを２枚目に整理

している。３枚目には実施者集団が地域の中で集落型経営体になったり、あるいは大規

模農家がその対象を面的にまとめていったり、さらには外の担い手に任していくという

ような発展イメージを持ったものである。生産調整実施者集団という言葉に名前が悪い

ぞという指摘もいただいているところであるが、もっと広い意味で我々は構造改革、計

、 、 、画生産 担い手作りというところに あるいは本作化に向けた取り組みを推進していく

集まりの総称を言っているわけである。前回、議論になった過剰米の区分出荷について

説明する。Ｐ４の１の生産面積については我々も同様であるが、まず、生産者に面積を

配分する。その過程において基準単収を用いて数量を面積に換算するという作業を右の

１の前提に示している。市町村の需給連絡協議会が単収をもちいて面積換算する。とな

れば、一定の単位でもって、単収は一定とみなした上でその面積がはっきりして、それ

を確認していく、これをもって生産調整実施者、達成ということになる。数量から面積

に換算する段階ですでにある程度のそこには個人ごとの管理が入っていないというか、

いわば言い換えると大雑把というか、統計上の世界も含めて特定されることになる。そ

うすると２にあるが、生産面積の管理はそういう面積で確認するということであるが、

その際、生産出荷実施計画を提出して共済ととつごうする。その場合、出荷先別生産数

量というものをはっきり出していただくということも入っている。そうしたことを考え

ると、我々として考えられる過剰処理の確認、豊作分の区分出荷の確認方法として、ま

ず、どれだけ豊作になったかということを特定しないといけない。だから、生産面積単

位ごとに右にあるように、生産者が農協に持ってくる、その場合、豊作分は先ほどの市

町村の需給連絡協議会の中で単収が決まるわけだから、そこへ地域別作況で統計上の数

字としてこの地域は作況105とい数字であると10アール当たり25㎏という過剰分が出るこ

とですねということをオーソライズしていただく。地域単位に統計上の数字をもって協

議、今でも作柄検討委員会等で需給調整の対策をやってる際には県毎に一定の「この地

域はこういう作柄だ」という特定することをやっているが、そういうことを市町村段階

まで考えていく仕組みにして、その地域は生産者ごとに作柄に凸凹があったとしてもそ

。 、こは一律の過剰分ということを特定していただく その上で農協へ出荷してくる場合は

②の計算例にあるが、農協に出荷してきたものに対して過剰分を特定する場合には、主

食用と過剰分に分けて仮渡金を交付する。その際には10アール当り25㎏と特定されば１

ヘクタールの農家であれば250㎏、それを過剰分としてよけていただく伝票を打つ。です

から主食用と過剰分と分けて支払い伝票で明確化していく。ということが考えられない

かということである。先ほど企画課長から発言あったが、右下の課題として書いている

農協に出荷しない人、飯米農家いろいろあるが、我々としては農協に集まっている米だ

けでやるということでは、とうてい今の不公平感と同量であるので、そこは生産調整の

リンケージということで諸対策との交付要件とリンケージしていくということがどうし

ても必要である。併せて農協に集まっている米はいいが、それ以外のところに出される

業者は食糧事務所とあわせた取り組みが必要だということである （２）に書いているが。

市町村米需給連絡協議会のもとで単収を特定する作業がある。農協以外のところの分に
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ついてはとりわけ食糧事務所の協力をいただかなくては出来ない。さらに技術的な問題

もある。次のページの③のカントリー等のふるい下を活用し、例えば先ほどの10アール

当たり25㎏の部分をふるい下1.7以上のものを区分出荷するということでもって、過剰処

理として当然作柄に入っているので、仕分け伝票を切ることによって切り分けられると

いうことも、やりやすい方法としては考えられるし、ふるい下が主食用へ回らないとい

う状況を作ることも可能というふうに考える。④の支払伝票を市町村へ提出することに

、 。よって生産調整達成というふうに考えられないか 現物を見るのは農協なり業者である

市町村では伝票を見ていただくだけである。３の検討すべき事項であるが、いずれにし

ても区分出荷をしないとそれがそのまま主食に回るあるいは仮渡しを同じようにうつと

いうわけにはいかない。当然、作柄対策として主食用とは大きくことなるという仮渡を

打つことによって、初めて生産者に需給動向等を伝えていくことが出来る。また、計画

内、外との不公平感を解消する意味から生産調整実施者ということでリンクすることに

よって、生産段階での豊作処理ということができる。生産者の主体的な取り組みという

ことになるのではないか。事務局案でもどれだけどう隔離するのか、生産者段階の主体

的な取り組みですねといわれても、豊作分として隔離して後はそれぞれ販売の取り組み

をしないかぎり、豊作分をごっちゃにして売ることになりかねない。そのことが価格の

下落につながると考える。②は生産者全体の拠出ということも、いずれにしても求めて

いかざるを得ないということである。全国各地で豊作が出来る、そのことは全国に影響

を及ぼしているので、全国の取り組みとしてまず、一定の負担を求めていく。その場合

に、ここは事務局案にもあるが生産調整メリットの交付要件として統一化し、現状以上

の拠出を求めいく。ということでさらにいろんな取り組みを検討していくことによって

幅広い拠出だできないのかということである。③の豊作分の仮渡水準については、事務

局案の3,000円ということであれば、それこそ3,000円を少し超える価格で売りあい競争

になりかねない、または農家は持ってこないということが想定される。主食用とは大き

く値段違うがそれでも、生産調整の達成要件とし実行をあげつつさらにメリットある水

準を助成していくことが必要なのではないかそのための拠出なり助成も考えてくべきで

ある。

（生源寺座長）

今、かなり詳しく説明いただいたが、これを基に議論いただきたい。

（山田委員）

農水省の補足説明の６の豊作による過剰米の処理についての事務局案と全中案の比較

について、これは見出しが違っているのではないかと思う。これは全中案粗探しとして

もらいたい。いろいろ指摘してあることについて反論はできるわけであるが、しかし、

逆に言うとこれだけ全中案をたたくと後で困るのではないか、なぜかというと、全中案

も大事なところがある、大事なところは場合によっては、座長、座長代理は、こういう

選択せざるを得ない局面があるのに、これだけたたくと引っ込みがつかなくなるのでは

ないかと大変心配している。個別の内容に入るのは呆れてものが言えないので、比較表

。 。の意見はやめる 同じ資料の５のところの販売努力支援方式について４点ほど言いたい

１つは販売努力について２以降に説明していながら、ここで調整保管と同じだという形

で、既存のＪＡグループの取組みと同じ調整保管の概念を出している。一方、後段にな

るとそういう調整保管はおかしいと批判している。６の最後の表では全体としていくつ
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かの部分について、調整保管はおかしいとなっているのではないか。要は調整保管とい

いながら調整保管を批判している。この矛盾があるわけで、過剰米の処理の問題は難し

いが、難しいからこそ言っているわけで、そいう面で批判したら済むというものではな

いということだけ言っておきたい。矛盾がまずあることを。２つ目は、区分出荷につい

て批判しているが、今、言ったように調整保管の概念を入れ込んでいる、調整保管の概

念を入れ込んでいるといことは一定の数量をきちっと確認するということである。区分

、出荷はだめだといっているが調整保管で数量を確認することにならざるを得ないわけで

その面でも矛盾がある。３つ目は区分出荷について行政がやると書いてありその点が膨

大な人的、経費的コストがかかるということで行政の皆さんに脅しをかけているが、馬

、 、場課長が説明した内容ではもっと工夫ができるわけで 区分出荷についてはＪＡがやる

後は区分した伝票、在庫を確認していただく、そういうふうなことで、行政の皆さんの

的確な指導をいただき、負担かけない形でちゃんとやるということである。区分出荷ま

で行政がやるということは考えられないことである。４つ目は、販売努力支援方式とい

いながら、結局は、安売り競争を誘発するだけで前々回の藤尾委員の発言にもあったよ

うに1,000円でも2,000円でも安ければ、みな買うよ、売れるよ、という発言があったわ

けで、これも極端に言えば3,000円よりも500円、1,000円高ければ売れるということにな

る。販売支援で融資をもらった人は、その部分は翌年の生産から減らすといっている。

翌年、生産が減らされることが分かっていれば3,000円いらないから、3,500円で売ると

いうことになる。それが新たな需要拡大につながるというふうにいっているのか、それ

とも、総体として全体の値段を大きく下げるということになるのかどっちなのか。これ

をよく考えていただきたい。生産調整交付金は、200円もらったり４割補てんするといっ

ているが、米価下落に伴う影響緩和対策をやるといっても、この仕組みと平行してやっ

ていれば、そっちの方で財源がかかってしょうがないのではと思う。だから、この仕組

みをどう作るか、もっと粗探しをする前に検討することがあるのではと思う。

（三浦委員）

今、食糧庁と全中の方から資料に基づいて説明があったわけであるが、全中案につい

て１つ聞きたいことがある。豊作による過剰米処理のスキームとなっているが、ポジ数

量内の売れ残り、これの処理はどのような仕組みになっているのか、今、米をめぐる状

況を見ると、計画生産に取り組んでも需要が伸びない、よって、産地ごとに過剰米、在

庫が発生するということになっているわけで、本日、冒頭、岡阿弥委員から生産サイド

できちんと数量管理ができないといけないと発言があったが、私はそれらを踏まえ全中

案ではポジ数量内の売れ残り米の処理は、ここに入っているのかいないのか、入ってい

ないのであればどういう処理スキームを提案していこうとしているのか、1つお願いした

い。

（生源寺座長）

粗探しという強い言葉も出たが、どちらもこういうメリット、デメリットがあるとい

うことで、あるいは共通のところも若干あるわけだが、いずれにせよテーブルには２つ

の案があり、これは私のだ、これはあなたのだということではなく、少し距離をおいて

冷静に議論いただければと思う。今、三浦委員から質問があったので、馬場課長の方か

ら、それに答えてもらいたい。

（全中：馬場課長）
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過剰米対策の次の県間流通銘柄のところで説明しようと思ったのだが、過剰米対策の

スキームは、豊作分は全国各地で生じるため、その分は制度として国の仕組みとして全

国の取り組みとして処理した上で、あとは産地の中で需要に見合った量で生産されるわ

けだから、販売努力ということになる。ところが現実からいうと三浦委員の指摘のとお

り短期的な需給変動で売れ残りとなる可能性がある。これについては、次年度の生産調

整に反映する考え方は、われわれも具体策の中で提起している。需要に応じた生産に向

け、その分はガイドラインに反映させていこうという方向である。ただ、豊作というど

うしても避けられない天候上のものを、それをいっしょにして全国で競争させずに、そ

れをよけようと提起しているのが過剰米対策のイメージである。

（生源寺座長）

それでは後ほど、説明いただきたい。

（廣瀬委員）

過剰米処理について、基本的には山田委員の言うことと考えは同じである。いずれに

しても全国47府県、生産県と消費県がある。生産県は輸出県であるから、当然、需要を

オーバーしたものは過剰になってくる。その分を早期から区分出荷をして需要に合った

ものは主食としてまわして、過剰なものは区分出荷をして整理をする。これはもう県か

ら細分化していくとそれぞれの市町村、ＪＡということで、数量的にここに書いている

ように整理ができる｡そのことにより、主食の価格の安定が図られるのではないかという

ふうに思っているので、基本的に全中案で対応しなければならないと思う｡それと資料３

のＰ16の真ん中に⑤で「さらに、農業者は主食用として農協に出荷すれば売れたものと

錯覚し、需要に応じた売れる米づくりを阻害」とこういう表現をされている。ＪＡの米

も売れる米づくりをやっているところがたくさんあるし、また、逆の場合もある。ここ

に書いてある売れる米づくりの全てが、農協に出荷されたものは、生産者のそういう意

欲を阻害しているかというと、決してそうではない。そのことは検証すればすぐ分かる

と思うが、このことはＪＡだけに出すものは全てこういう表現で書かれているというこ

とは、何か一方的にこういうことを決め付けて、売れる米づくりという名代にあてはめ

ていこうとしているのではないかと強く感じる。

（門傳委員）

生産する人間の過剰処理の反省からすると、1,500円基金、共計の中でやってるという

ことで、実際自分で「実は過剰なんだ」という実感する機会がなかったわけである。当

然、主食用で主産地は全て売れると思って全部出して、結果としては最終精算に２年か

ら３年かかってやっているわけだが、ただ、そういう思いはずっとあるわけで今までそ

ういうシステムでやってきたわけだから、それからすると今までの流通段階での処理で

はなくて生産者の段階できちっと処理することがないと、まさにメッセージとして売れ

る米や必要な量や銘柄など感じる機会がない。いくらしかるべきところで情報をながし

ても。生産者が売れる量を感じるのは生産段階でこの部分は過剰ですよということがな

いとメッセージ性が弱いんだと思う。それからすると全中案は完璧ではないが、大きい

意図とすれば生産段階で生産者にまさに分かりやすく伝わる。できるだけダイレクトに

伝えるという意味での有意性はあると思う。今はどっちが良い悪いを比較しているのか

もしれないが、団体がこういった形で自ら責任を持ってやるという形で案を出してきて

いるわけだから、先ほど山田委員のほうからもあった「粗探し」ではなくて、むしろ団
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体が責任を持って提案したものであるから、色々意見をいただき修正、修正してこれで

あれば、実効性が担保されるんではないかという、そういう部分でいかないと過剰処理

は必要だと言いながら、あまり全中案をボコボコにたたいてしまってもどうかと思う。

。そういう意味で質問していただければ全中案もっといい形になって行くんだろうと思う

あと、岡阿弥委員教えていただきたいが、全体の中で売れる銘柄産地というのは、毎年

、 、 、そう大きく変動しないと聞いているが 特別 今後素晴らしい品種が出てくれば別だが

それからするとあまりブレがない、多少、作況、作柄で変わるかもしれないが、産地の

銘柄による極端な需要の変動はないと聞いているが、それからすると、事務局案は決ま

った需要にさらに販売努力的なもので過剰米を主食用の市場に放り込むというのは、ど

う考えても価格の低下を起こすというのは明らかである。ここのところ私は理解できな

い。

（生源寺座長）

今の議論で何か岡阿弥委員からあるか。門傳委員からの質問めいた発言があったので

何かあればお願いしたい。

（岡阿弥委員）

県間流通銘柄は、自県内消費よりは県外向けのほうがはるかに多く流通している、特

に大都会に向けて流通している。そういう銘柄は主食用向けいくら、業務用向けいくら

という形で実質の需要の中で配置されている。全体としては主食用向けが停滞気味であ

る。そのため、業務用向けの品種に転換しようとする産地の傾向がある。そういう点で

は業務向けの新品種開発でその面積を少しずつ増やすという動きはある。もうひとつの

問題として、産地ごとに自分の銘柄米が、だいたいどこに需要があってどのくらい売れ

ているというのはあるが、今度は価格の変動によって居所が逆転したりするとスーパー

の棚から消えるというようなことが起こり、需要としては減少してしまった一方で、高

く売れたから逆に好まれていると理解されて、生産段階では増やしたりするんだが、結

果的にそれは、需給ギャップを拡大させるという問題が起こる。だから、価格が上がっ

たからニーズが伸びるということではなく、上がると今度は消費者の選別、業者の選別

含めて新たな選択をされる。逆に言うと価格上昇のメッセージをストレートに受け取っ

てはいけない。そのことによって業者の利益はどうなるのか、消費者の選択はどうなる

のか、よく研究をして生産に反映しなけれいけない。というのが実態である。だから、

、 、そういう面ではあるポジションを維持していれば そんなに大きな変動は起きてこない

徐々の変動しかおきてこないが、銘柄間の価格の変動がしばしば起きると、今度ポジシ

ョンが変わってくることで、そういう問題がある。

（生源寺座長）

それでは髙木座長代理から発言をいただいた後、事務局からお願いする。

（髙木座長代理）

先ほどらい、過剰米処理で話が出ているが、事務局案と全中案を比べてみると豊作分

の確定というのが本当にここに書いてあるようにうまくできるのかという点に疑問があ

、 、 、 。 、る これは また さらにシステムとしてどうするのかということとも関係する ただ

もう一つはいずれにしても翌年の調整の範囲がどうなのかというところが大きく違う。

これもさらに詰めていかなければならないこと。加工用に備蓄すると、相当量が米どこ

ろの米になるのではないか。相対的にであるが、消費県は実態的に余るわけではないの



- 43 -

で、おそらく生産県で米どころの米が相当豊作の場合でも相当余る。これが加工用にな

る。加えて需要減に伴う余り米も処理しなければならなくなる。これも米どころの銘柄

米が中心となる。加工用で集める米は、今の全中案で行くと8,000円という水準かもしれ

ないが、いずれにしても加工用という形で備蓄するんだということになると、これは準

主食米が備蓄されていることである。要するに今まで調整保管をしたものが最終的にエ

サに処理されたことが何度かある。これはおそらくエサに処理しないでおけば、やはり

市場を圧迫するということで、いわゆる主食の世界から完全に消し去る、そのためにそ

ういう手法をとったんだと思う。今回、加工用という備蓄であるが、主食用にも品質的

にも回りうるものが相当量あるということになれば、おそらく市場がいつか出てくると

。 、判断する 加工用という世界で出てきても変形加工とか相当のコストをかけて徹底して

その主食用の世界に回らないようにしなければ、おそらくどこかからだんだんとにじみ

出て主食用の世界を圧迫するということになる。ここが非常に重要な点でこれから論議

を詰めていく中で共通認識を持たなければいけないと思う。今、主食用の備蓄は十分に

ある。それに加えて加工用米の備蓄が仮にこういうシステムでできたとしたら、さらに

圧迫要因になるのではないか、こういうところについて共通の認識を持たないといけな

い。事務局案はそこを確かに価格にどういう影響を与えるか、いろいろあると思うが、

少なくとも翌年の数量は調整するんだということである。また、だから売り込み競争に

なるという意見があるが、そこが先ほど門傳委員の発言のようにきちんと生産者が自ら

の責任で考える。それを感じるということに、正に明確なメッセージとなる、というこ

とだと思う。その点の共通認識、是非、必要だと思う。それから消費県と生産県この場

合にいったいどのように考えるのか、豊作分が仮に特定できたとして、消費県はどうす

るのか、そう困らずに売り抜けるのではないか。ここらへんもよく考え方を整理しなけ

ればいけないと思う。前回、発言したが、結局このシステムは農業者が最終的に全てリ

スクを負うというシステムではないかと思う。集荷業者は仮渡金のところで前回、岡阿

弥委員からそこでリスクをおっているのだと言われていたが、販売ということを考える

と仮渡金の水準がリスクというふうには言えないわけで、集荷をした以上それをきちん

と売るということだと思うので、販売リスクではない。販売リスクのところは結局全て

農業者が負っている。それは共同計算の中で担っているのだと思うが、その辺も議論す

るときによくよく、今度のシステムがいったい農業者にどういうリスクを負わせるのだ

ということも考えた上で、先ほど言われたように実効性のある、または農業者のリスク

として合理性のあるそういうものにしていただきたい。

（山田委員）

今、髙木座長代理が言われた部分は豊作分だけの話ではなく、需要減による売れ残り

も含めて話されているので、話が混乱してはいけないので県間流通銘柄についての一定

の考えを馬場課長から説明した上でこの議論をした方がよいのではないかと思う。今、

髙木座長代理がおっしゃった部分については、県間流通銘柄をどう扱うかといことであ

る。これは相当苦労に苦労して完璧な案ではないが、苦労してシステムを考えたわけで

ある。そういうことも連動して議論しないと不十分だと思う。

（生源寺座長）

そこは私も、十分承知しているつもりである。先ほどの門傳委員と岡阿弥委員のやり

とりの中でその部分に関係するところもあったわけだが、この論点にはもう少しあとに
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。 、 。今のやり取りを含めて移りたいと思う あっちこっち 行ったり来たりすると困るので

（若林委員）

今の髙木座長代理の発言の反論のようになるが、私もずっと言ってきたことは豊作と

いうのは凶作の裏返しだと思う。今、私たち生産調整問題を論じているのは売れる米づ

くりという視点で生産調整をどうするかということで整理がされていると思う。ところ

がこの豊作というものは、実は我々が論議した部分から超えてるものから出てくる課題

である。どんなに生産調整を努力してやってみても、天候相手で出てきてしまうところ

が、この部分によって生産調整が左右されるという関係にもあるので、この問題が重要

だと理解している。そういう視点に立ったときに市場からは隔離して考えていくという

のが原則だと思う、そうしないと天候によって左右されるものまで生産調整に入れ込ん

で、それが次年度に影響してくるという話になると、うまい米づくりという視点が非常

にぼやけたものになり、これは説明がつかなくなると思う。したがって、そういう意味

合いで全中から出された意見は、一考も二考もしていただける要素のものではないかと

思うので、それをお願いしたい。もう一つお願いしたいのが、そのとき話題になってく

るのが生産調整に協力、非協力という問題が出てくるが、食糧庁の案の中では、生産調

。 。整に協力しない人には倍額のものをとるのか それを取る仕組みを教えていただきたい

（生源寺座長）

今、質問という形でご発言があったので、この議論が終わったあと花元委員にお願い

する。

（髙木座長代理）

私の話しに対しての質問なので答えさせていただく。今、言われたように確かに天候

によることである。それでは不作のときどういう対応をするかといえば、不作の時には

在庫の状況もあるが基本的には生産調整で今までであれば面積で対応している。そうす

ると今のような話になると豊作の時だけのことではなく、不作の時、一定の価格が上が

った、これは仮定の話しであるが、価格が上がった部分を積んでおけけばいいではない

か、今まであまり不作はないから、そうするとおそらく積んだ基金はすぐに無くなって

しまうかもしれないが、そういうことに裏腹にならないと、生産調整に豊作分を影響さ

せないという理屈にはならないのではないか。不作の時は影響させてる現実があるわけ

だから、そうするとそこのところは説明しにくいのではないか。ただ、このところをど

う扱うかというのはもちろんこれからきちっと議論をさらに詰めるべきだと思うが、一

般的に言うとそういう議論が反論として当然でてくるということである （若林委員：不。

作の年の次の年の面積は増えると思っていない）それは、その時の需給環境である。今

までは備蓄の数量が相当減っていれば、ただちに復元しているわけである。よいかどう

かはともかく今までそういう操作をやってきた。これからどうするかは別であるが （若。

林委員：そんなにない）過去の例をずっとみれば不作の時、不作が３年続いたりしてい

る （若林委員：過去のことではなくて）これからもそういうことは起こるから、そうい。

うことを申し上げた。

（生源寺座長）

若林委員、今の発言をもう一度マイクで発言いただきたい。

（若林委員）

今、髙木座長代理の発言は、豊作になった次の次の年のところは復帰も含めて回復が
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あるのだということであるが、今、論議をしている私の理解の中では、もうそういう生

産調整はありえないであろうというふうに私は思っている。豊作という課題が生産調整

の仕組みをいつも脅かしている。需給に大きな影響を与えた凶作は１年だけである。30

数年の間で平成５年の時だけである。小さいものはあったにしても、私はそう思ってい

る。したがって、細かい論議の中には入っていないのでわからないが、これからの生産

調整は、豊作で出てきたからそれをどうするか、凶作だったからそれをどうするかとい

う、１年ごとに変化させるような生産調整ができないのではないかと思う。だから豊作

対策ということはどこかできっちり整理しておかないと、それが全部生産調整の方に入

っていってしまうという形になると、これは生産調整はかなり現場では混乱を起こすの

ではないかと思う。

（髙木座長代理）

これから不作があっても生産調整に影響しないということか。

（若林委員）

一定の期間は、同じ量だけする。豊凶の差に左右されると生産調整現場が混乱する。

（髙木座長代理）

不作についてである。

（若林委員）

不作の時も今までどおりである。一定の期間の需要の関係が変化するまでは同じ量の

生産を継続させる・・・・。

（髙木座長代理）

それは需給環境の中で判断するということ。

（若林委員）

そういうことである。

（髙木座長代理）

そこは同じである。そこは豊作の対応だけというのは理屈としていかがかと申し上げ

た。

（生源寺座長）

今、三浦委員からの発言から一連の議論の形になっており、統計学的というか作物学

的豊作の部分についてどうみるかということと、それが見ることができたとして時期的

にはどうか。あるいは事前に予測しきれないものがある時にどうか。こういう対象をど

うつかむかという議論が１つあり、隔離効果という点で２つのシステムについてこれを

どう見るのかという論点。全中案については、今の髙木座長代理の発言では一種の準主

食の備蓄が存在することになってそれがプレッシャーになるのではないかという話。最

後の議論は不作の場合と豊作の場合に別途のものとするかどうかという、やや次元の違

う面も含んでいるので、これ以上ここで議論を続けることはしなくてよいかと思う。

（花元委員）

過剰米処理で一番難しいことが避けて通られている気がする。今、論議されているの

は需給調整の結果の余り米をどうするかということがいわれている。しかし、国から米

の需給調整をするので一番大事なことはやはり米の生産調整。需給に見合う生産数量を

確立するということに全力投球するというのがまず1つ。民間の需要量が確実に設定され

るということが私は一番必要だと思う。単収の取り方。毎年、毎年、豊作だといってい
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るが、本当に年間の需給量が確実に設定されているのか。それが不安定だとどうしても

収量が不安定になる。農家が一人一人計算をすることは非常に難しい。これは国の管理

の中で年間の需給量は、この量が正しいのだ、この量を超えると過剰が起きるのだ、と

いうことをきちんと整理しないと、同じことの繰りかえしを30年やってきたことを今回

しっかり改正しなければならない。生産調整は作柄によって変わる。作柄が良い時は米

が余る。悪い時は米が足りない。そういう作柄調整を徹底してやっていく。余り米を出

さないシステムをしっかり構築するということが一番大事なことだと思う。もう一つは

生産調整をしない面積、届出をしない集団、この両方が1つになりどうしても手の届かな

い過剰米として発生してくる。これは何としてもくい止めなければならない。我々も生

産者になぜ「あるべき姿」があるかということで、これは説得する義務もある。また、

実施者としてきちんと入ってくる枠組みをしなくてはならないが、どうしても生産調整

しない者がいる、ここまで数字が大きくなったら、国とＪＡが一緒にやらないと変えて

いくことは非常に難しい、そういう面では国の役割が機能していないと、今、人の分ま

で減反している人がかなりいる。国の役割がしっかりしないとそういう農家も止めてい

くおそれがある。その点については先ほどから言うように食糧法の堅持が要だという前

提で私は考えていきたいと思う。食糧法の中には罰則規定が必ずある、何のためにある

かきちんと検証すると、米というのは野菜と違い、水路があり、施設があり、ため池が

あり、全体で管理してそれが公共的に使われている。水を使う農家はみな水利権を持っ

ている。これは機能があると思う。全体で生産数量やってどれだけがその水路を使って

田んぼをつくるというのは、これはおかしな話である。届出の制度をきちんとやらない

から、作る自由、売る自由が認められているとなる。罰則があっても一切かかったこと

はない、このことは生産調整のあるべき姿のなかでは一番難しいことだが、避けて通っ

、 。 、たら私はこの米の問題 生産調整の問題確実にやれるということにはならない だから

このことをしっかり踏まえて過剰米の処理は検討をしていただきたい。

（三浦委員）

今、議論されている過剰米処理、すなわち出来秋に区分出荷で主食用から外す。すな

わち市場隔離するという形は、米の集荷が系統に集まらなくなるのではないか、こんな

懸念を持つ。先ほど門傳委員は出来秋にこそ過剰米の負担感を生産者から分かってもら

う手法として、こういう形が提案できるのではないかという話であるが、出来秋に市場

隔離し販売環境を整えれば、系統に米を出さずに計画外に流れてしまって、系統米事業

を危うくするのではないかという懸念を持つ。系統に集まらない米は販売促進費、需給

調整コストの負担をしなくてもよい米である。そういう米がでるような形での販売環境

を整えてやる出来秋隔離は、私は系統米事業を危うくすると思うことから、計画生産数

量の余り米、豊作による過剰米、これらは１年たってから新米に価格影響を与えない処

理の方が系統米事業も元気が出てくるのではないかと思っている。やはり産地ごとに状

況は異なるのかな、こんな感じがしている。

（企画課長）

一連の議論の中で比較表ではなく、あらさがしであるとか、せっかく責任を持ってき

たものであるのでそれを伸ばすような議論をということであるが、これについて先ほど

から手を上げていた。そういうふうになるのでこの資料は出したくなかったというのが

実感である。だから、前回出したのは非常に分かりづらい資料になっていたと思う。た
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だ、それをさらに詳しく分かりやすくとなると、こういうふうな形になったわけである

が、その背景は先ほど来の議論が生産サイドの議論であり、確かに系統の案は参考にす

べきことがたくさんある、融資の手法をとった、今までの販売の中で自主流通の米が過

剰になったときの経験を踏まえている。ただ、かといって納税者の一定の負担を前提と

する以上、やはりそれはどうあるべきかというのは、生産サイドだけではなく、国民全

体の負担という観点から考える必要がある。また、行政に一定の役割を期待するとすれ

ば、それがどの程度のものになるのかはっきりしないと、確認、例えば出荷伝票で出し

ていただくといっても突合する作業だけで生産者何万人の方をわずか３人の市町村の職

。 。員で確認する作業になってくる そういうことができるかどうか考えていく必要がある

もう一つは、実態上、全国有数の卸売業者である食糧庁として言わせていただくと、６

年産の過剰、これで食糧庁は2,000億円の国税を費やした。７年産のものについては

1,500億使っている。８年産は1,200億使っているがまだ40万トン程度行き先が見つかっ

ていない。毎年このことが200億円ぐらいづつかかていく。主食用としてそれを買ってし

まったから、そのような事態に発展したわけである。したがって、この隔離してある程

度、手取りを保証しないと集らないという前提に立つのではなく、隔離すべき米の本当

の価値はいくらであって、それを実際に当初から実現するためにはどのような円滑な仕

組みが可能であるかといことからも議論していただきたいと思っている。

（横川委員）

本日は、外食業界団体の会員と生産・メーカー側をつなぐ展示会があり遅れた。この

催事会にはいくつかの経済連からも米や野菜を出品していただき感謝している。

翻って、この研究会に戻ると、実需者である外食業界から見てみると、会議の内容が

異常に思えて仕方がない。私個人としては、他意があるわけではないが、話の進み方が

どう考えても普通ではない気がする。もちろん、ここに至る過程があったので、それを

無視することはできないが、本当に米の改革をするのならば、焦点をどこかに絞ってや

っていただきたい。この場で、技術論の何百円とか何％という話になると私にはもう全

くわからない。

価格が乱れるというのは生産者の論理である。生産者のシステムがうまく機能しない

場合に過剰米やあみ下米が発生して価格が乱れるのであって、消費者とすれば需給バラ

ンスが崩れているのに価格が崩れないのかと不思議に思うのが当然である。豊作で収穫

が増えれば価格が安くなるのは自然なので、豊作となっても価格が変わらないというと

ころに矛盾があるというのは、今のやり方によっている為なのは明らかだ。それなのに

それは当然というような、今のこの会議の様子を一般国民が耳にしたら、その異常さに

は本当にビックリしてしまうと思う。

だからこそ、今、透明性が求められているのであって、もっと一般の人の意見も聞き

ながらやっていくことを考えていただきたい。例えば、やり方の1つとして、財源がない

のであれば、ないなりにそのお金を有効に使う生産調整をおこない、かつ、ソフトラン

ディングすることによって自由経済システムに徐々に入りこむようにすることも必要な

のだと思う。

議論が無駄だとは思わないし、やるべきことが沢山あるのも確かなことであるが、細

かいテクニック論は実務家に任せて、大局的な肝心なことの検討ができず、結果的にこ

の会議が無駄になることのないように、是非、有効に進行をお願いしたい。
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（生源寺座長）

。 、 、 、感謝する 先ほど来 様々な議論があり 中にはあら探しと言った発言まであったが

あらであれば問題ない訳であり、根本的な問題があるといけないということである。む

しろ、率直な議論を交わしていただくことになり、よいと思う。関連して県間流通につ

いて全中及び事務局より説明をお願いする。

（全中：馬場課長）

資料５のＰ６に前回議論になった県間流通銘柄対策の考え方について再度、説明用と

して記載してある。まず、前提として１の需要に応じた生産に向けた県別目標設定の考

え方については、基本的に事務局案と考え方は一緒である。移行初年度の問題は別とし

て、原則として県別ガイドライン配分は前年産の在庫状況を基本に、販売状況に応じて

。 、 。 、設定していかざるを得ない そのことが 需要に応じた生産に向けた基本となる なお

101万ヘクタールへ目標面積を拡大した際は１％を全国一律として貼り付け、残りは在庫

を抱えているところで、なおかつ転作率の低い県を中心に配分している。２の県間流通

銘柄の流通の位置づけについては、前回においても地図を出して説明をした。自主流通

米だけであるが、県間流通数量の販売数量に占める割合として約６割が流通を占めてい

る。また、持越し在庫のうち、県間流通の多い上位15県で7割程度調整保管しており、在

庫の太宗がここに発生している状況である。次年度に古米で売るにしても価格下落は、

このような県間銘柄を抱えているところに大きな影響を与えている。需要に応じた生産

の徹底を図る上では、影響が大きくかつ流通の大宗を占める主産県の主体的な取組みを

図っていく対策がいるのではないかとして、議論を深めてきたところである。７ページ

に考えられる県間流通銘柄対策として、図も含め説明をした。右図で説明をすれば県間

流通銘柄を抱える県が主体的に拠出・加入した形で協議会を作り、そこで県間流通の一

定の指針（計画）を策定し主体的な流通量調整を行い、全体の需給と価格の安定を図っ

ていく取組みを③販売調整対策の実施としている。しかし、結果として在庫が貯まる状

態になった時に影響を緩和するメリットは、例示として販売調整対策、経営安定対策、

（ ） 。 、需給 減産 対策等を検討している 主体的な取組みを進める一方でメリットを措置し

これを機に改革論としてこうした取組みを打ち出した。なお、三浦委員より、転作の県

間調整について現状はあまり動いていない、その要因はいったい何かという質問に対し

ては、Ｐ８の右下に目標面積の都道府県調整の実績表があり、全中が間に入ってやって

きた面積について、11～14年産まで記載してある。12年産までは増えているが、それ以

降は生産調整面積が101万ヘクタールに拡大をしたことと、豊作に対する緊急需給調整対

策をやってきたことに伴い、自らの県の対応で一生懸命であり、その結果、出し手とし

て出てくるところがなかったことが現在の状況である。この点、配分のあり方、調整の

あり方等についても、今後の検討としていく必要がある。

（企画課長）

資料４の３番としてＰ６からＰ11まで用意してある。事実として資料要求のあったも

のであり、銘柄別の調整保管の状況をはじめとした３年分の資料である。Ｐ６は13年産

において北から南までの調整保管数量276千トンの内訳であり、Ｐ７は12年産について記

。 、 、 、載してある 大宗については 岡阿弥委員より説明があったが ここ数年は移動がない

しかし細かなポジションは、価格の居所によって変動が見られる。Ｐ８は配合飼料用処

。 、 。理の県別数量が３年分を記載してある 米についても 作況によって大きな変動がある
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Ｐ９は今後の需給調整規模あるいは生産予定数量、生産目標数量を考える上でのプロセ

スの考え方として事務局案が示してある。供給量を明示しそれをベースに考えており、

主食用生産量と計画流通米の在庫の増減を加味すると県別の全国の消費量が解り、その

年度の流通数量の座布団取りとなる。これが、需要に匹敵し、ベースに考えているのが

事務局案である。これと県間流通銘柄の関係は、結果として在庫が出てその分を翌年に

調整をするものとベースとなる消費量との違いが非常に微細にでるかもしれないが、余

った時は非常に大きく出る。これが事務局案と県間流通銘柄主体案との違いである。発

想は、両案とも売れ行きをどう勘案するかということになっている。

（門傳委員）

過剰処理について、今、話をしているのは結果としての収穫後の話であり、実際的に

、 。はホールクロップサイレージや青刈りといった手法もある訳でるが 議論されていない

検証を踏まえて考え、間口を広げ考えてはどうか。なお、今、ここで議論をしなくても

明後日までに事務局が資料を用意できるかということもあるが、ここの対処について議

論をお願いしたい。また、事務局案、全中案についても比較は際限がないので、どこか

で切っていただき、実際に取組んでいる収穫前の調整の可能性について将来的にどうな

のか資料を提出していただきたい。その上で重要な議論であることから、もう一度、時

間をいただければ別な角度から議論できると思うのでお願いしたい。

（生源寺座長）

今の点については、これまでも宿題返しの中にホールクロップサイレージの可能性に

ついて記載されている。私の認識としては、ホールクロップサイレージ等を見込んだと

しても依然として余るものの処理の問題について議論をする必要があると考えられる。

（山田委員）

今、全中案の説明があったが、豊作分と県間流通分の扱いについて分けて説明があっ

た。先程、髙木座長代理からの豊作分と需要減による余り米は一緒に議論をするとした

意見は、一つの案としてあると思う。しかし、別にして議論をしているのは、翌年の生

産に影響を与えることに意味があることとしており、全中案にはそれがないとされ、確

かに翌年の影響については触れていない。県間流通の需要減に相当する分といわれるも

のについては翌年の生産に反映して整理している。豊作分については、翌年の生産に反

映はできるのか。誰がどのように確認をするのか、誰が何の資格を持って判断し、生産

者個々にどう減らすことができるのか、実効ある仕組みとして話が前に進むのか。こう

した細かいことについては、十分な整理が必要である。一方、需要減については、理由

も明確にでき翌年に反映させることができる。このことから、一緒に議論はできない。

この問題は非常に難しいと思う。長年やってきたがいい案がなく、拠出金等の不公平感

の問題も生じており悩んでいる。全中案にしても粗を探せば一杯あるが、この問題に挑

戦していかない限り、座長代理の言っている形で自由にして、翌年に反映させて自覚を

持って放り投げたいが、放り投げるという社会実験が出来ないし、また負担も被むりた

くない。この点を詰めて頂かないとこの研究会の意味がないと思っている。また、三浦

委員から出来秋では系統に集まらないのではないかとされた。確かに集まらないかもし

れない。逆に三浦委員にこの点につき、どのような絵を描くのか案を教えていただきた

い。

（三浦委員）
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２点程あり、まず１点目が豊作時の市場隔離に問題があり、出来秋調整はできないの

ではないか。生産者は誰も売れない米を作った覚えはないのであって、市場に出し１年

間売り、その後、新米に影響を与えないよう非食用に処理をする仕組みを考えた方が、

より余り米対策としてはベターであると前回に発言した。また、産地・銘柄ごとが明確

になるべきであると考える。２点目の県間流通銘柄については、あら探しをするわけで

はないが、系統米事業の見直しを行うのにもかかわらず、新たに基金を創設して需給調

整コストの負担を求める出来秋区分出荷方式では、販売促進費を負担しない米が豊作時

に大量に出ることになりかねず、系統米事業において幸せでない。県間流通銘柄のイメ

ージ図からは基金創設が問われるが、系統に集まる米に一層の負担金を強いることとな

り、重荷を背負わせることになるのではないか、身軽にした米の流通を考えるべきであ

る。前回において飛田委員は、栃木県中は反対をしていたと言われたが、新潟県中につ

いては今後議論をすると聞いている。全中よりＰ８について説明を受けたことについて

は、広域地域間調整円滑化センターを置いているが、県間調整は進んでいない。なぜか

と問う。超過達成助成制度の中に飲み込まれたのではないか。ガイドラインの貼付けは

販売状況に応じて設定するとされているが、実際はあまりうまくいっていないのではな

いか。県間調整が活発に行われるよう路線を複線又は２車線から３車線にするようなこ

とを考えてもよいのではないか。

（花元委員）

ホールクロップサイレージは、事務局では３万ヘクタールとしているが、私の調べた

ところでは需給がどれくらい見込まれるのか試算をしたところ、25万ヘクタール程度は

可能ではないかとなった。ここの判断の差が大きい。食糧庁も再度検討をして欲しい。

なぜ、ホールクロップサイレージに力を入れて話をするかは、これからの畜産もトレー

サビリティーについてはかなり厳しく、余り米対策の飼料用としての取組みだけではな

く、総合地産地消の中でとして農耕・畜産等のブランドを作り、将来的に新たな所得安

定の取組みが可能ではないか。日本の水田農業対策の中で大切ではないか。ただし、色

々な問題があるのでどのようにすれば実行できるのか議論して頂きたい。

（生源寺座長）

この問題については、先ほど、門傳委員からも共通する発言があった。今日は無理と

思うが、これまでに提出した資料等で何かあれば生産局からお願いする。

（生産局農産振興課長）

今までに提出した資料は、これまでの生産状況及び各県から今後の需要予測をとった

上での数字であり限界であると考えているので、花元委員から示された25万ヘクタール

が本当に実現性があれば評価したいので、根拠を提出していただき検討していきたい。

（生源寺座長）

花元委員、資料を事務局へ提出していただき、必要があれば説明をお願いする。

（加倉井委員）

国民の立場からお願いしたい。今までの余り米の処理費用は、日本の農業に対して前

向きに役に立っていなかったのではないか。２兆円、１兆円と言われる金を出したが、

後ろ向きの費用で日本農業をよくするために役に立っていなかった。また、農家には全

然関係ないところで処理されることから、農家に聞いても「えっ。そんなにお金を貰っ

たの」という感じである。農家の者に２兆円出てることを知らせると「嘘だ 「冗談じゃ」
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ないよ」と答えてくる。後ろ向きの費用は、なるべく少ない方がいいと国民の立場から

申し上げる。次に、全中案に対し、単純な疑問が１つあり、有機栽培のような単収を減

らす栽培方法は生産調整に効果があるが価格が高いものについて、豊作分処理、区分出

荷はどうするのか、一方、収量は見込めないがこれから普及しそうな安上がりの直播き

栽培についてはどうするのか。これが、ローンレートでは意味がよく分かり、有機栽培

は高いから売らないのでローンに入れる訳がないし、直播きで安い米はすぐローンに入

れる。要するに、多様な需要があって多様な生産をするべきだと中間取りまとめにおい

て言っており、多様な需要、多様な生産に対し、余り米対策はどう処理をするのか単純

な質問である。

（生源寺座長）

今の質問に対し、全中より今の時点での考えをお願いする。

（全中：馬場課長）

今の有機栽培や直播きは減収でカウントしているが、一定の豊作分に対する基準を作

り、出荷が超えないとなれば、計画生産が達成されているとなる。青刈りと同じように

収量を抑えていくことは１つのインセンティブを与え得るのではないか。片方で青刈り

という仕組みがあるが、それでも豊作分として出てくることに対し、対策を作らざるを

得ない。加工用等の需要については、安定供給をする仕組みを作り込む必要があるので

はないかという意見もあり、内部で議論をしたところ混同することから、この制度の中

に取込んでいく方法を考えている。しかし、産地の意向や生産調整の今後の取組みの中

で加工用等に向けた取組みを産地がどう受取るかを基に更に検討していかなければいけ

ない。

（永石委員）

今までの過剰米処理について聞いていると、全中案は系統の計画出荷米シェアが６割

～８割占めていれば実現性の高いものと考えるが、現在の５割に満たない状態で従来型

の過剰処理の考えであれば、更に系統シェアは下がるのではないか。過剰米を生産者に

判断させるには、ローンレートで生産・集荷の仕組みを作りあげることが必要であり、

生産者に対するメッセージになるのではないか。自分たちで判断をするとしたシステム

が必要であり、過剰すれば国や系統がエサ等に処理をする仕組みでは解決出来ないので

はないか。

（奥村（幸）委員）

過剰処理については、色々と議論のあるとおり非常に頭の痛い問題である。基本的に

極力過剰を生まない生産調整の均衡ある作付けにすること。また、豊作・凶作について

は現在取組んでいる青刈り等を含め、制度として位置付けながら豊作の米が出来ない方

法を優先させるべきである。莫大な金を使っておきながら、生産者は恩恵について少し

も感じていない。だからこそ、全中の提案の１つには生産調整は実施者集団を持って行

い、その中で面積・数量の生産者ごとに設けた基準を超えて豊作分で出てきたものにつ

いては、農協または農協外へ区分出荷が確認できて初めて生産調整に参加しメリット対

策を受けられるとして構築すれば問題は解決できる。

（門傳委員）

かなりの意見が出尽くしたと思う。また、どちらも立場がありその立場で意見を言わ

れているので今日はこの辺りで終了とし、次回以降に実効性の上がるように双方とも再
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。 、 、考してはどうか 過剰米対策にしても 両方とも不安であるとした意見がでているので

双方とも更に知恵を出し、もう一工夫ある案の提出をお願いしたい。その後、もう一度

議論してはどうか。

（生源寺座長）

本日は、10点程度あるいはそれ以上評価の物差しになるような論点が出たと思う。ほ

ぼ出尽くしたのではないか。整理していく箱が用意出来たような感じがする。議事録の

整理の具合もあるが、本日の議論についてメモを取っていると思うので早急に整理して

。 、 。 、いただきたい 更に 付け加えるべき論点の必要があるならば発言をお願いする また

いくつかの論点又は視点から、分けた方がいい項目等の整理があれば併せて発言をお願

いする。

（髙木座長代理）

。 、 、本日も相当遅くなった 門傳委員の提案どおり 今日出た論点は余り米だけではなく

、 。 、色々とあるので整理をしていただいた上で 次回議論をお願いする 余り米については

豊作分と県間流通を混同している訳ではなく、主産県を中心に県間流通している米は豊

作時に余るし、これと単なる売残りの米の問題は相当に難しい話となるということであ

る。また、有機栽培米は、有機栽培米が天候によって豊作になれば区分出荷の対象にな

ると整理してよいか。

（生源寺座長）

先ほどの説明では、有機栽培米や直播きにおいても事前に面積・数量の基準があり、

超えたものについては対象となると説明を受けたがそれでよろしいか。

（全中：馬場課長）

今の仕組みの中を前提として考えて発言をしたので、もう一度、内部で詰める。技術

的なことまで含め、よく詰めているかということについては、協議会についても考えて

いかないと答えにならないのではないかと考える。

（生源寺座長）

色々な観点から評価をする必要があり、正に色々な観点が出そろったところである。

ある観点については、今日の議論の中では事務局案を素材として、またある観点では全

中案を素材として議論してきたが、基本的な観点に即して両者を評価する必要があるの

で、それぞれの観点で両方きちんと分かるような整理をお願いしたい。その他に過剰米

処理等の問題についてあるか。本日は、各検討項目に対する考え方の全体像に従って進

めるプランであり、ある程度までは順序に従ってできたが、最初に残したステップの問

題については議論できていない。これについては、一体として議論するので中身が詰ま

ってからにしたい。経営所得安定対策等については色々と議論を伺った。また、米政策

、 。等については まだ議論をしていくが委員の中で大きく論点が分かれていると思わない

次回は本日までの議論を踏まえ研究会としての改革の方向性を出すための議論を行いた

い。論点あるいは柱によってはある程度出口が見えてきたので集約が出来そうなところ

がある。過剰米処理については，評価する観点や評価そのものについてはもう少し時間

が必要である。それから、この点については事務局に更にきちんと判断する素材を出し

ていただきたいとした点もあったかと思う。経営所得安定対策についてまだ議論が必要

であるなど、分野によって進捗状況が違うが、この点を含めて次回の議論を円滑に進め

るため、本日、提出した資料と同じように意見の概要や今後の事務局等への検討事項が
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。明らかとなる資料を私及び髙木座長代理の方で整理したものを提出させていただきたい

作成については、私と髙木座長代理に一任させていただいてよろしいか。最後に事務局

から何かあるか。

（計画課長）

本日、メールマガジンの第98号を配布した。研究会を踏まえ今日中に第99号を出す予

定であり、今週中には第100号を出す予定としている。

（三浦委員）

次回の11月15日の研究会の進行について教えていただきたい。また、取りまとめまで

時間がないことから、６月28日の中間取りまとめをしたときの覚悟がいるのか。

（生源寺座長）

私は、明後日の金曜日の夕方に講義があるが代講を依頼したので、一日ここにいるこ

とができるようになった。休憩を挟みながら進めていく。長時間やればよいというもの

でもない。他になければ、本日はこれまでとさせていただく。

（以 上）


