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第１２回生産調整に関する研究会議事概要

○日時：平成１４年１１月１５日(金) １０：３０～２０：３０

○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12回生産調整に関する研究会を開会する。なお、本日は

都合により奥村（一）委員、加倉井委員、佐藤委員、中野委員、花元委員、廣瀬委員、高

橋（耕）委員、小熊委員、四位委員、福井委員が欠席。また、飛田委員、古橋委員、横川

委員、髙木座長代理は遅れるとのこと。

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、これまで委員の皆様から出された意見も踏まえ、ひとと

おりの論議を行ったところであり、論点もかなり明らかになってきたのではないかと考え

ている。本日は、前回も話したとおり、今月末の取りまとめに向けて、研究会としての方

向性を出し、更に詰めるべき点については、事務局に対して「宿題」の形で課題を提示す

るところまでもっていきたい。したがって、本日は、前回とは異なり、各検討項目に対す

る各委員の考えを開示して論議するというやり方から、更にステップアップして、最終取

りまとめに向けて、どのような点をどういう観点から検討すべきか、事務局に再宿題を提

示するとすればどのような課題として提示すべきか、この２つの観点から、論議いただき

たい。大変大きな課題と責任を持った研究会であるので、効率的な審議運営に協力願いた

い。そして最後に、最後の議論のパーツとして改革のステップ等について論議を行ってい

きたい。

それでは、まず、前回の研究会の最後にも申し上げたとおり、これまでの論議を踏まえ

て、本日の論議の素材を私と座長代理との責任で用意したので説明する。

資料１「取りまとめ方向と残された検討課題」を御覧頂きたい。

「１ 米づくりの本来あるべき姿の実現のプロセス」についての議論の概要であるが、

、 、 、これまで再三整理してきたように 内容と一体として検討するということで したがって

この論議が残っているということもあり、本日も先ほど申し上げたとおり、以下の議論に

ついて一定の集約が行われた段階で改めて提起させて頂く。

「２ 今後の水田農業の担い手のあり方」について、議論の概要であるが 「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

講じていくのかを更に具体的に詰めていく必要がある 「②行政や団体が担い手を『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 「③集落型経営体の育成については、米づくりの本来ある」、

べき姿に結び付くことを前提に、地域の実態に即して行っていくことが必要である 。課」

題の提示の素案ということで、今の検討項目についての課題を四角で囲った部分に整理し

ている 「以上のような観点からの議論を踏まえ、平成22年度の構造展望を実現するため。

の具体的な道すじについて、現場からの取組が促進されるよう、簡潔でわかりやすい形で

整理する必要がある 。」
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「３ 当面の需給調整のあり方」の「 １）客観的な需要予測と調整システム」につい（

ての議論の概要であるが 「①需要に応じた適切な需要予測が何よりも重要であり、その、

ような観点からの第三者機関的な組織の活用が必要である 「②都道府県段階、市町村」、

段階の第三者機関的な組織について、仕組み、機能、必置とするかどうか等につき、明確

化していく必要がある 、そして 「以上のような観点からの議論を踏まえ、第三者機関」 、

的な組織の助言のあり方、地方段階の第三者機関的な組織の仕組み、機能等の具体化に向

けた検討が必要である 。」

「 ２）需要先と結びついた取組とまとまりのある集団的な取組の取扱い」の議論の概（

要であるが、この表題との関連で、事務局から『安定契約生産者 、全中から『生産調整』

』 、 、 。実施者集団 という提案が出されているが この点に関して 次のような論議が行われた

「ア 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が必要である 「イ 生産調整を実施しない者を、売」、

り先があるからといって、生産調整の配分と結びつけた特別な取扱いをすることは、地域

において混乱を生じるため問題である 「ウ ブロックローテーション等の積極的な取」、

組を促進することが重要であり、この意味で集落等の単位での集団的な取組がもたらす促

進効果、個人で安定出荷する取組を認めることがもたらす促進効果が地域ごとに異なるこ

とに留意すべきである 「エ 行政が推進主体となって集団による生産調整の取組を実」、

施するのは、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あ

る 、そして「以上の議論を踏まえ、経営努力により開拓した需要先と結びついた生産を」

行う取組や地域においてブロックローテーション等のまとまりのある集団的な取組が、そ

れぞれの地域の実情に応じ、水田営農の中で、その長所が活かされるような支援のあり方

等を検討することが必要である 。」

「 ３）生産調整配分のあり方」についての議論の概要であるが 「①需要に見合った（ 、

売れる米づくりを促進する観点から、わかりやすく納得が得られる方策を採用すべきであ

る 「②この場合、前年の需要の実績（生産量に在庫調整量を加算したもの）を基本に」、

する方策に対して県間流通銘柄主体の調整を行う方策が提起された 「③この点に関し、」、

次のような観点からの論議が行われた 「ア 売れる米づくりの推進に将来とも資する」、

かどうか 「イ 生産調整目標の県間調整が阻害されるかどうか 「ウ 助成措置をか」、 」、

らめることが適当かどうか エ 実態的に対象となる銘柄の特定が可能か そして 以」、「 」、 「

上のような議論を踏まえ、生産数量目標の地域別設定の基本的な考え方について検討する

必要がある 。」

「４ 助成措置の内容」の「 １）総論・共通事項」の議論の概要であるが 「①市町（ 、

村の事務負担が増えないようにすべきである 「②助成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が発揮されるべきという制度改革の趣

、 、旨を踏まえること 大部分の生産者が参加するといった生産調整の実効性を確保すること

との双方の観点から、検討が必要である 「③単価・基準のとり方等の仕組みの問題と」、

ともに、一定の予算の制約があり、国民の理解を得ていく必要がある中で、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の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助成措置の統合も視野に入れて再検討すべきである 。」 」

「 ２）生産調整協力交付金」の議論の概要であるが 「①現在の稲作経営安定対策か（ 、
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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との関連で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 「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 。」

「 ３）産地づくり推進交付金」の議論の概要であるが 「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に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 、そして」

「以上（１ （２）及び（３）のような観点からの議論を踏まえ、全体の整合性をもって）

具体案を再検討する必要がある 。」

「５ 担い手に対する経営安定対策」の議論の概要であるが 「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、早期に措置することの可能性を更に追求すべきである 「②その際、生産調整との」、

リンケージ 『生産調整協力交付金』との関係について整理すべきである 、そして「以、 」

上のような観点からの議論を踏まえ、早期に措置することの可能性を再検討する必要があ

る 。」

「６ 余り米処理の方策｣の議論の概要であるが 「①豊作による過剰米処理について、

は、事務局案と全中案がある 「②この点に関し、次のような観点からの論議が行われ」、

」、「 」、「 」、た ア 費用対効果の面でどうか イ 費用を国民が負担する観点からみてどうか

「 」、「 」、ウ 自己責任で処理すべきとの関係はどうか エ 乱売により価格は低下しないか

「オ 豊作で供給量が増えると価格が下がるといった市場を重視した考え方との整合性は

どうか 「カ 準主食用ともいえる加工用備蓄は主食用に影響しないか 「キ 農業者」、 」、

に過剰であることが伝わるか 「ク 翌年の生産数量調整との関係はどうか 「ケ 生」、 」、

産段階と流通段階の有機的な連携によるシステムとなっているかどうか 「コ 有機栽」、

培や直播等の単収が低下する取組に適切に対応できるか 「サ 市町村等の事務負担の」、

面はどうか 「シ 実際に集荷が可能か 「ス ＪＡの集荷力に影響が出ないか 「セ」、 」、 」、

稲発酵粗飼料、青刈り等の収穫前調整の取組との連携がとれるかどうか 、そして「以上」

のような観点からの議論を踏まえ、事務局案と全中案の比較考量を行い、より実効性のあ

る効率的な仕組みを検討する必要がある 。」

「７ 流通制度改革のあり方｣の議論の概要であるが 「①安定供給支援法人について、

は、安定供給を確実なものとする観点から検討していく必要がある 「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を踏まえ、きちんと実行で

きるようにすべきである 「③今後の米流通においても、米の流通動向にも配慮した備」、

蓄米の運営ルールが必要である 「④規制を緩和する中で、行政の役割としてフェアな」、

」、取引が行われているかどうかをチェックするためのガイドラインづくり等が重要である

「⑤危機管理のためには、平常時から流通の実態を把握できる法的な仕組みを整備すべき

である 「⑥先物取引について 『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
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』 」、入の可能性を排除すべきではない という研究会の中間とりまとめを尊重すべきである

「⑦検査においてコスト低減の観点から、主食用のほかに加工用の規格を設定すべきでは

ないか 、そして「事務局案をベースに、以上のような指摘について応え得るものである」

かどうかを更に検討する必要がある 。」

それでは、これをベースに、改革の方向性に関する論議を行ってまいりたい。先ほども

申し上げたが、本日は前回とは異なり、各項目に対する各委員のお考えを開示して論議す

るというやり方から、更にステップアップして最終取りまとめに向け、どのような点をど

ういう観点から検討すべきか、事務局に再宿題を提示するとすればどのような課題として

提示すべきか、ということを中心に御論議いただきたい。

それでは、議事に入るが、全体を通してこれまでの論議の中で足りなかった項目、追加

すべき項目を明らかにした上で論議を開始したい。まず、今整理した検討課題について抜

け落ちている点がれば、御指摘、御意見を頂きたい。

（竹内委員）

前回欠席したので、ピント外れがあればご指摘願いたい。

今のような取り進めで基本的にいいと思うが、１つお願いがある。これだけ大きな課題

であるので、幅広い関係者、直接は関係しない関係者、国民、納税者、消費者を含めて、

どういう風に理解し、あるいは考えるかという角度から見ていく必要があり、それにはま

ず何を言っているのかわかることが前提である。

ということで、まず、私自身、ここに書いてあることで何を言っているのか理解できな

いというか、疑問がある。それについてまず教えていただくという段取りを取らせていた

だきたい。

（山田委員）

取りまとめの検討課題の論議の概要ということで整理しているわけだが、竹内委員の意

見と若干関連するが、私が思うのは、論議の概要が、必ずしも発言者はただ１人だけでは

なく全体としての意見だと座長も捕えているということは十分承知するものの、それにし

ても多くの人が一生懸命言っていることが、必ずしも伝えられていないし、真意が伝わっ

ていない。明らかに発言の意図とここに整理されている方向は、誤解である、場合によっ

ては、誤解どころか意図的である。ちょっと言い過ぎだが、そんなふうに考えざるを得な

い部分も率直に言ってあり、一生懸命発言しても誤った方向に引っ張られていくというよ

うな、そういうふうな整理になっているのではないかと思ったりするので、ここのところ

は、座長整理にもあったが議論のなかで言っていきたい。これが１点。

２点目は同じく論議の概要で、多くの意見が出ているのでこういう形でしぼらざるを得

ないとは思う。分厚い資料を作っても意味がないので、そういう点は了解するが、このそ

れぞれ整理する、さらに検討する、再検討するということが、各種のここに書いていない

発言も当然考慮されて検討してもらえるのだろうと思っている。あと、本日どうしても欠

席せざるを得なく、欠席している花元委員からこの件を言っておいてくれというのがあっ

たのだが、実は、その花元委員の注文もこの概要から抜けているので、そういう面ではこ

の機会に言わせてもらうが、食糧法について、この検討課題から一切抜けている。食糧法

の扱いについては、全体の検討の枠組みを作って、それで、法律の改正が必要なら、法律

、 、改正について検討するという整理だったと思うから その進め方でいいのだろうと思うが
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食糧庁の事務局の質問に対する回答案のなかで、政府備蓄の扱い、並びに備蓄米の買入に

関連して食糧法に言及していたところがあり、明確に食糧法における生産調整の規定をは

ずす、必要ないのだという整理になっていた。その点がこの検討課題から抜けている。そ

うすると、後に食糧法については、食糧庁の事務局の意見・回答案どおりに物事が進んで

。 、 、しまうのではないかという心配が率直に言ってある 私もそう思うが それで花元委員は

いずれにしろ食糧法の検証について、度重なって発言があったわけで、その点食糧法をき

、 。 、ちっと検証していくという部分について 項目案が必要ではないかと思う もう１点だが

ミニマム・アクセスについても度重なる言及があったわけであって、その点については、

針原企画課長から食糧庁の課長としてではなく、日本提案作成者としての見解が披瀝され

たが、それが議事録に出ているわけであるから、すごい論議をよんでいる。その点で、花

元委員としても言及せざるを得ないというふうに言っている。ＷＴＯの日本提案の実現に

向けてまさに大事な局面にきているときに、やはり大変興味深い針原課長の説明であった

というふうには思うが、適切であったかどうかということがある。この点のミニマム・ア

クセス米についてどう扱うのかということが課題に残ると思う。これが、花元委員の意見

である。

（生源寺座長）

今の点については、先程の竹内委員の指摘と同様で、まだ欠けている検討課題がないか

どうかということを確認した後で、必要に応じて事務局と議論していきたいと思う。

（門傳委員）

過剰処理のところだが、両案が出されて前回検討し、その案が良い・悪いという議論を

したわけであるが、ただ、もう少し振り返って、本当に過剰米処理の必要性というのを再

確認したほうがいいのではないか。本当に必要だという認識をきっちり共有した上で、過

剰処理システムについて、それぞれ両案についてやったほうが私はもっと前向きになるの

ではないかということが１つある。次に過剰処理をするということで、青刈りとホールク

ロップがある。あと食糧庁案と全中案があり 「備蓄」ということをどう考えるか。水準、

とかもろもろあるわけだが、１つの方策としての考え方「備蓄」ももう少し考えてみる必

要があると思うし、議論もあまりしていないのではないかと思う。私の記憶に無いだけか

もしれないが、そこのところをお願いしたい。あと、いろんな交付金を出されているかと

思うのだが、特に、団地化でやっているとこで、品目対策、麦、大豆・等が、その姿が全

然無くて、下手をすると改革後は品目対策があるのか無いのか全然分からない。そういう

、 。 、資料とかも無いから それが無いとするとかなり議論が難しくなるのではないか やはり

ある程度あるのか、財源的なものまではどうかと思うのだが、そういうものもシステムと

して品目対策もあるのかどうか、その辺を合わせてまさに私はパッケージの中の１つだと

思っているのだが、品目対策について事務局はどう考えているのか。

（生源寺座長）

指摘の点、山田委員あるいは花元委員の指摘、今の門傳委員の指摘については、当然こ

こで議論する必要があると思うが、申し訳ないがその議論に入る前に、項目として欠けて

いる重要なことはないかということを出していただきたいので、今の議論は、先程の山田

、 。委員への答えと同じように もう一度内容のところで発言してもらえばありがたいと思う

しばらくは項目として欠けているところがあるのではないかという指摘に限って頂きた
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い。

（奥村委員）

。 、 、 、その前に１つ提案がある 今回のこの研究会は 将来の水田農業のあるべき姿 そして

それを担っていく担い手が１日でも早く育っていく。そういう方策が結果的にまとめの目

的であるのはわかるが、各項目にあたって提案された幅広い議論が縮小された、あるいは

まとめられたというのは理解できるのだが、それぞれの項目が先程申し上げたように１つ

の目的に向かって進む時に、１つずつ論議していたのでは今までの論議の繰り返しになら

ざるを得ない。すべての検討項目が極端に言えば、非合理的な取り方をせざるを得ない部

分も多いだろう。それで、今混迷している生産調整と需給が均衡できるという姿を１日で

も早く求めていくことが必要ではないかと思う。それをするがための方策が論議されてき

た経過であると思うのだが、今までのこの会議のまとめは、Ｐ２に需要先と結びついた生

産組織がどうあるべきかということで書かれているが、１つは、生産者個々の需給環境の

認識を的確に伝えて、これからの生産調整は個人でやっていくのだという提案があったわ

けであるが、それに対して、我々ＪＡグループが提案していることは、なかなか個人の判

断をひとつにし、これだけ大きな問題の解決は難しいが、そうではなく、この需給の環境

の実態を的確に伝えながら、それを実施する実施者集団というのをつくって、それらが毅

然として取り組んでいく。この２つに分かれると思うところである。この生産調整の将来

の展望としてどっちの道を行くのか、はっきりと決めれば、自ずからそれに向けて確実に

実行できるためにはこういう方策が欠けているとか、これは国民のいろいろな認識に照ら

して過剰過ぎる対策であるとか、いろいろな角度からの議論がでてくるのではないのかと

思うわけだが、まず、何が中心となって生産調整をやっていくのかということが決まらな

いことには、それぞれの位で議論してても、その部分だけの議論になってしまうのではな

いかと思う。

（生源寺座長）

議論の進め方についての発言という前置きで、全体を一体のものとして議論すべきであ

。 、 、るという提案があった これは 今の段階の準備の発言が一段落して議論に入っていけば

当然そういう感じになっていくと思う。今、具体的に言われたことについても、先程読み

上げたものの中には、私どもで整理したものが含まれている。

（上場委員）

あるべき姿というのは、一定期間の経過措置の後の目標である。その目標と経過措置の

間の話とをさらに峻別する必要があると思う。だから、座長がまとめた３．以下のところ

は、あるべき姿としてのシステムなのか、経過措置としてのシステムなのか。そして今、

奥村委員が言われたが、ＪＡが実施集団で案が出ているのは、あるべき姿の話なのか、経

過措置の話なのか、そこの最終目的（姿）なのか座長と峻別して頂きたい。これが１点。

それから、あるべき姿が単純な経済合理性・マーケットの理論だけで成り立つのか。それ

とも、中山間地域も含めていろんな制限要因の中で、防災機能とか含めて経済の原理以外

の国土とか多面的機能とか、そういうものも含めて成り立たせるのか。あるべき姿は、こ

この部分の議論ができていないのではないのか。あるべき姿が市場原理だけになると、も

たないのではないかというのが今の現場の不安だと思う。そうすると、あるべき姿にマー

ケットの原理を入れるとしても、どういう前提条件なら成り立つのか。そこを詰めて議論
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して頂きたい。このペーパーは、そういう意味で当面のことなのか聞きたい。

（生源寺座長）

ここの部分は当面のことである。今の発言は、議論の進め方という面と、あるべき姿と

経過措置の部分を峻別して、新しい検討項目として提案されたかどうかは別として、議論

すべきあるいは提示すべきという意味であり、議論の取りまとめに向けて考慮すべき１つ

の点だと理解したい。

（岡阿弥委員）

この研究会は、マスコミの報道によって不幸なスタートしたと私は思っている。この研

究会では、需要の減少・高齢化・少子化という現実を踏まえて、生産調整を評価をし、生

産調整を引き続き実施すべきかどうかというところの方向性をまずはっきりさせなければ

ならない。報道では、生産調整は廃止というような報道がされて、現場に誤ったメッセー

ジが伝わってしまった。現実認識は、需要に見合った生産を行う必要があり、総需要が減

少するという中では、引き続き生産調整が必要であるということが基本認識であったと思

う。まず、この研究会のメッセージが誤解を与えないようなものとしてはっきりしておか

なければならない。一方では生産調整は自由と言い、一方では生産調整せざるを得ないと

いう現実があり、いったいどっちをとっていいのかというところが明確でないと思う。そ

の点で、そこの現実認識のメッセージをはっきりさせることが必要だろう。それから、需

。 。 。要というときに２種類に使われている １つは個別のニーズ もうひとつは総需要である

すなわちボリュームとして日本全体では、どれくらいの需要があるか。ここがうまく区別

されないまま、言葉が使われており、問題が生じていると私は思っている。だから、需要

と言う時にどういう類で使うのかということをここでは、明確にすべきではないか。総需

要で見る限り、これは減産せざるを得ないという認識が当初はあったというふうに思って

いる。それから、３番目の問題、要するに個々の対策はあるが、特に過剰処理等に関わっ

て、どれくらいのボリュームを想定するのかという前提が無い限り、過剰処理対策の議論

は成り立たないと思う。従って過剰処理対策の前提状況を明確にすべきである。前に言っ

たが、今は生産調整未実施者の米が30万トンあると言われているが、その分は生産調整を

やっている人達が、過剰に面積を減反している。しかし、生産調整実施者がそれぞれ自分

の配分のみ実施することになれば、生産調整をしていない人の30万トンが浮いてくる。そ

こをどうするのか。２番目に、10万トンか20万トンと見込まれる需要減少分をどうするの

か。３番目に、豊作になった場合に指数が103だったら30万トンくらい出てくる。そこを

どうするのか。この３つが合わさると70万トンくらいになる。それが出たときに、どう処

。 、 。理するのか そこを放置するのであれば これはすぐに経営安定対策をぶち込むしかない

それとも、過剰処理だとか、生産調整をうまくやる仕組みだとか組み合わせて、若干の流

通対策を組み合わせて処理できるのか。その時は、経営安定対策は原案のように少し後で

もいいのか。どんなスケールならこのスキームは機能するのかというような前提条件をき

ちんとしないと、どの案も検討ができない。そこが見えないと現実的な案かどうか議論が

できない。そこが心配なので、いわば事務局が検討すべき事項として、どんなスケールの

ときにこの案は成り立つか。それぞれの前提条件として、そういうことを明確にした議論

にして頂きたいというふうにお願いしたい。

（生源寺座長）
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今の発言だが、中身に入りにくいと言っておられるが、たぶん聞いている方には、既に

相当中身に入っていると感じられるのではないか。また、一体的に議論せよという提案に

ついても、当然皆さんもこれを踏まえて議論して頂いて、中身の問題として議論ができる

のではないか。先程のいくつかの発言も含めてだが。

（岡阿弥委員）

いずれ、入ると思うが。

（生源寺座長）

もう入られているのではないか。

（坂本委員）

将来、国が配分をやめた場合、我々行政としての立場は何をもとにすべきか。食糧法の

中できちんと示されるのかどうか。そういうものが、私はこの中から読み取れない。やは

り、最終的には一番末端で推進するのが重要なものになってくるので、配分がまとまった

にしても、第三者機関がやるにしても、この規定法の中できちんと推進・折衝するのだと

いうことがなければ、我々は今後の推進にあたっても、大きな問題も生じてくると思うの

で、その辺が読み取れないので、そこのところを明確にして頂きたい。

（生源寺座長）

ある意味、今の点は市町村の事務負担なり役割分担の問題ということで、御指摘の点を

もう少し超えた問題も含めて、ある経過措置のあとの姿について、今の段階の問題でどん

なことを詰めておくべきかという論点のように思う。

（藤尾委員）

産地の流通の合理化問題が全くはずれているので、これを入れて欲しいと思う。

（生源寺座長）

合理化の問題については 「中間取りまとめ」の中には、それほど詳しく書き込んでい、

ないが、含まれている。再度確認をしたいという発言かと思う。

（門傳委員）

繰り返しになるが、今日出されている「資料１」には、備蓄とＭＡの項目が見当たらな

い。ＭＡについては、当初かなりやった訳だが、そこの議論の部分が抜けているのではな

いか。備蓄については、過剰処理システムについて話したが、果たして備蓄の岐路という

。 、 「 」 、のはあるのか 備蓄運営研究会で出されていたが 項目としての 備蓄 はないのだから

この２つは項目としてきちんと入れるべきだと思うのだが。

（生源寺座長）

今のようなことを言って頂ければいいと思う。今の段階での議題にはフィットしている

御発言かと思う。中身については後ほど議論ということになる。

（三浦委員）

検討課題の中で、系統米事業方式の変革、あるいは、それの方向づけという部分はどこ

で読み取るべきなのか。それぞれ入っているような気もするが、これも大きな問題として

抱えて来た訳だが、どう扱うのか。座長の検討課題を整理した経過を踏まえて扱いについ

て聞きたい。

（生源寺座長）

この点についても今日の段階で議論をして、生産者団体の方に再度詰めて頂きたいとい
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うことが出てくるのであれば、どんどん増えていっては困るが、検討項目として、必要で

あれば詰めていきたい。中間とりまとめは、かなり広範囲なことを扱っているわけで、そ

の後も相当な時間をかけて議論してきたが、特段の発言がない、あるいは、こういう形で

良いというような確認があった点については、論点の中には盛り込んでいない。ここで論

点として整理したのは、欠けている点やまだ委員の中に意見の隔たりがあるような問題。

それから、研究会の方向なり意見の分布と事務局の回答の間にギャップのある問題。事務

局案と全中案という形で両者が出ているような問題。こういった問題について、主として

整理しているというこである。従って、ほぼこの研究会として「合意」だと考えられる点

については、改めてここで議論する必要はない。そのための中間取りまとめでもある。少

し一般的な話にも及んだがそういう状況である。

（三浦委員）

議論されるべきことは、系統米事業を今後どのように運営していくのかという部分の、

それぞれ部品であるかのように思う。それのことが頭になってみたり中間になってみたり

しているので、やっぱり、系統米事業を一括して「このように持っていくのだ」というこ

とがどこかにはまっており、パッケージでそのことを議論できれば、自ずから答えが出て

くるのではないか。こういうふうに思うが故に発言させてもらっている。

（生源寺座長）

必要であれば、今の段階での漏れている論点を拾う作業が終わってから、内容を詰めて

いきたい。

（上場委員）

ここに書き込むかは別にして、漏れていると感じていることだが、三浦委員から米事業

について話があったが、私は担い手育成について明確でない。担い手育成というと主力は

農業委員会であったり行政ベースが多いのだが、農協も営農、組合員のためのいろいろな

事業に取り組んでいるとすると、農協はどうやって主体性を持って取り組んでいくのか。

それが、実施集団の実現性であったり、あるいは中山間地域はこういうことなのだろうと

いうような、ある意味で農協の主体性のあるべき姿が欲しい。

（生源寺座長）

今の点については、三浦委員と上場委員の指摘にかなり共通する部分もあるので、こち

らで検討させて頂きたい。

（門傳委員）

ちょっと確認だが 「資料１」だが、四角で囲ってある部分は座長のコメントであると、

考えてよろしいのか。事務局が発言ないし議事録をもとにまとめられて、それについてこ

の四角については、座長または座長代理のコメントとしてこういう整理をなされたと捕え

ていいのか。

（生源寺座長）

整理をしたのは、私ども２人であるが、これはたたき台として出しているものである。

できれば、いろいろブラッシュアップなど補強してもらうことをお願いしながら、むしろ

研究会として事務局、それから一部は全中になろうかと思うが、両者に対して、研究会と

してのデータというか、もう一度現段階での整理が必要だという指摘あるいはお願いであ

って、そのお願いの原案ということである。和田委員が午後出席できないというこである
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が、もし、今の落ちている論点を指摘していただくこと以外のことでも結構だが、発言が

あれば、お願いしたい。

（和田委員）

申し訳ない。前回欠席していて、今いろいろと話を聞いたが、今の段階で発言すること

は何も無い。

（生源寺座長）

もし、退席する前に何かあれば割って入ってもらって結構である。その他の方も途中で

退席するようなことがあれば、言って頂きたい。

（岡阿弥委員）

米系統事業方式の関わりについて２点ばかり質問があったが、それについて、簡潔に申

し上げたいと思う。いろいろこの研究会で指摘、意見を頂いたが、その上で私もペーパー

のを何回も出しているが、もっと合理性を追求するだとか、生産者・消費者の間の情報を

もう少しダイレクトな形で流れるようにするとか、情報を敏感にキャッチできるような仕

組みに変える。それから、売れる米作りを促進するため、販売計画に基づく集荷という形

で、今までは食管制度の延長だったので、集めれば売れるという感覚を持っていたが、そ

こを切り換えるということを事業方式の基本としたいと思っている。これらのことは、現

在から将来まで、ある意味ビジネスの基本であり、そういうふうに切り換えるというのが

当然だと思っているが、その外に今までは、需給調整的な流通段階の調整という役割を背

負っていた訳だが、22年には一定の生産者の自主判断ができる生産主体が形成されて、そ

の時は、需給調整の度合いももっと減るであろうという想定がされるところであるが、系

統が今、行っている需給調整的な役割というのは、今後、いるのかいらないのかというこ

とが先程から私が言っている焦点なのである。そして、生産者の団体だから、価格の乱高

下は避けたいというのが皆の願いである一方、我々は経済団体なので、一定の幅でしかリ

スクを負えない。そうすると、生産者の所得の確保は、どういう形でそこはやれるのか、

やれないのか。やれないとすれば生産者のための生産所得安定対策ということをやらざる

を得ない。私にはそういうことが頭にあって、シミュレーションを描かないとどんな機能

を発揮するかということが読めないということを申し上げている。

（生源寺座長）

今の発言については、中身に入った部分もあるが、先程のお二人の提起については、検

討項目として起しておくことに特に異論があるということではないようなので、意見とし

て受け止めておきたい。

それでは 「資料１」の２以下について、内容がかなり多岐にわたっているので、前回、

同様に前から順にという進め方もあると思うが、すでにかなり圧縮・集約されているとい

うこともあり、また、一体的に議論したいという意見もあるので、特に、あらかじめ「こ

この部分まで」という形で限ることなく、いろいろ意見を承って参りたいと思う。

（竹内委員）

「安定契約生産者」と「生産調整実施者集団」との２つの提案があるが 「安定契約生、

産者」については、直接自分で消費者を捕まえてダイレクトに進んでいくそういう世界で

あろうが 「生産調整実施者集団」はイメージはわかるが違うテーマではないのか。どう、

いう関係があるのかわからない。おそらくボリュームからいったら「安定契約生産者」の
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米に対するウェイトはそんなに大きくはない。一方 「生産調整実施者集団」は、今まで、

「生産調整は全員でやろう 」という世界であって、需給の均衡が一番大事だと考える世。

界であった。つまり、この２つの概念が２つの提案として取り上げられているが、別の問

題ではないのか。これを１つにくくって最後にこういうような１つの提案があって、それ

ぞれメリット・デメリットその他問題があるのでそれを含めて長所が生かされる支援のあ

り方を検討するとしているが、こういう角度では論理的に支援のあり方を検討できないの

ではないか。基本的には違うものを一緒に整理することについて双方の提案者から答えて

いただきたいというのがまず１点目。

２点目であるが 「安定契約生産者」についてはわかるし、この問題をポジティブに位、

、 。置づけるというのは理解できるが これは生産調整を実施しなくていいという意味なのか

逆に「生産調整実施者集団 、生産調整を集団的にやっていこうというものであろうが、」

その集団に属さない者は生産調整を実施しなくていいのか教えて欲しい。

３点目として、県間流通の問題だが、流通は大事なことであるが、生産調整との関係で

はどういう発想なのか、県間調整つまり銘柄米の世界だけで生産調整を何とかやっていこ

。 。うということなのか 自県内で消費するものは生産調整しなくてもいいということなのか

２１世紀に向けた生産調整について、こういった形でいいというのであればその理由を教

えて欲しい。

次に、このいろいろな対策について、これは座長に見解を聞きたいが、この研究会でど

こまでやるのか。具体的な補助金、どの時期にどういった補助金が必要であるか、どうい

う単価が必要であるか、補助率はどのくらいがいいかということまでやるのか。通常は、

みんな最後は政府が折衝、調整をして出来上がったものが具体的な施策となる。その過程

、 。 、 、で生産者団体の要請 また陳情もある ここは折衝 交渉の場ではなく研究会なのだから

補助金が出るとするといくらの単価かということがわからないとイメージがわかないとい

うこともあるかもしれないが、そんなところまでやるのではないと思う。物事の考え方を

農家にも消費者にも流通業者にも国民・納税者にも説明して大体いいのではないかという

ものを出そうというものではないか。細かいところまでつめようとすれば２週間程度の期

間では取りまとめは不可能である。

最後の質問 「余り米」について、前々回の説明を聞いても両案のどこが違うのかわか、

らない。事務局案、全中案という言葉も適切でないと思う。仮にＡ案とすると、Ａ案につ

いてある委員から米価が下がってしまうという意見があったがどうしてそういう考えにな

るか、提案者から聞きたい。私の想像では、余剰だからすぐ売れば価格が下がるというこ

とだと思うが、そうではないのではないか。また、隔離というのは問題で、普通、一番品

質の悪いものをえさ米として売るというのがビジネスの常識であるが、品質に関係なくま

ず隔離してしまうというようなことがいいはずがない。だから、両案は、結果的に同じで

はないのか。そこのところがはっきりしないと意見の述べようがない。

最後に、全体の取り進めについて再度お願いしたいのは、研究会の場なので、生産者、

流通、消費者、納税者、国民といった全体の中で納得できる考え方をまとめるということ

ではないか。ここは国会ではないので、時間の制約もないので、皆に遠慮なく発言できる

ようにしていただきたいというのが１点。２点目は、折衝の場ではないので、食糧庁と交

渉するということではなくて、一緒に研究し「この施策はこちらのほうが合理的だ」とい
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ったようなみんなが考える場としていただきたい。

（生源寺座長）

研究会としてどのように議論をしていくかという観点については同感である。

さて、大きな質問が４つあり、中には、中身の議論として詰めていくべきこととして皆

さんの意見を聞きたいところもあるが、今の段階で、整理した者として、若干補足説明を

したい。

、 「 」最初に Ｐ２(2)の 需要先と結びついた取組とまとまりのある集団的な取組の取扱い

の見出しの下での「安定契約生産者」と「生産調整実施者集団」があるが、これらは別の

レベルの話ではないかとの指摘であるが、結果からいうとそのとおりである。そういう意

味では分けて整理することも可能と考えている。一緒に盛られていることについては、２

つの提案の当初の提起のされ方に関連している。まず、生産調整の仕組みの中に 「安定、

契約生産者」が位置づけられる形で提案されていた。一方の「生産調整実施者集団」につ

いても、例えば、メリット措置がそこを経由してメンバーにいくであるとか、全中の当初

案では、非実施者は別として、それ以外の者はすべてこの中に入るというように、生産調

整の形としてカチッとしたものとして提案されていた。したがって、生産調整の仕組みそ

、 、 。のものとして その出発点のところで共通性があったということで ここにまとめている

その後の議論について 「安定契約生産者」については、需要と結びついた販売を行う生、

。 、産者を積極的に位置づけるという点ではこの研究会でほぼ合意が得られたと思う しかし

そのことと、そういう生産者が生産調整を行わなくてもいいといった、生産調整の仕組み

の上で特別のステータスを与えるということには様々な疑問点、反対の意見が出されたと

いうことである。したがって、ここでいう「安定契約生産者」の論点は、需要に結びつい

た販売を行う生産者を積極的に位置づけていくということであって、生産調整面積の配分

を行わないといった特別のステータスを与えるものではない。一方 「生産調整実施者集、

団」についても、かなりの委員から「本当にこういったことができるのか、また、すべき

かどうか」といった疑問あるいは異論が出されたと理解している。そういった中で、山田

委員が何回か発言しているが、これを強制的な仕組みとして考えることには固執せず、こ

うありたいけれども例えば７割くらいの参加になるところもあるのではないか、また、や

むをえない場合ということであろうが、１人の生産者が１つの実施者集団ということもあ

りうるとも言われた。したがって、研究会での議論、それから全中を代表した山田委員の

発言を踏まえると 「生産調整実施者集団」を生産調整の仕組みの中で位置づけることは、

難しいが 「生産調整実施者集団」の提案の中にあるように、ブロックローテーションの、

取組を積極的に位置づけるべきであるとか、集落等を単位とする取組も積極的に位置づけ

、 。 、るべきであろうという点は 委員の中でおおむね合意が得られていたと思う したがって

当初の提案どおり、生産調整の仕組みの中に組み込む形の扱いは難しいであろうが、その

考え方の中で、研究会として、応援してもいいだろうというものは、ここに記載したよう

に地域の実情に応じて支援のあり方を考えていくという整理とした。大きな１番目の御質

問の最初のところは今お答えしたとおりである。

次に「安定契約生産者｣の取引をポジティブに位置づけることが、生産調整上の問題と

してどうかというお尋ねであるが、それをリンクさせることはこの研究会の議論としては

難しいという判断をしているということである。
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それから、実施者集団の性格について第１の問の３番目のパーツとしてあった。提案者

に答えてもらいたいとも思うが、今も申し上げたように、提案された当初はここを通じて

生産調整のメリット措置の交付を受け、それがいきわたるような形で仕組まれるというこ

とであったと思う。議論の中ではそういったリンクは難しかろう、あるいは、するべきで

ないという意見があり、切り離したということである。

それから２番目の県間流通の銘柄を主体に生産調整を行ってはどうかということについ

ては、中身の問題として後ほど議論して欲しいと思っている 「中間取りまとめ」では生。

産調整を配分する需要の予測については、前年の需要がまずベースになるという理解があ

る。それに対して、県間流通銘柄主体の調整を考えるべき、それに対してメリット措置を

付与すべきとの提案が全中からあった。そのことについて、前回議論があり、若干のデー

タの提出もあったが、ここはさらに議論いただければと思っている。

それから３番目であるが、補助金あるいはその単価、積算根拠についても議論すること

についていかがかという点に関しては、すでに具体的な例として出てきている点もあるこ

とから、これでは足りないといった議論があり、それは、かなり入り込んだやり取りとい

うことになるが、そこまでは踏み込むことは難しいというのが竹内委員の意見であって、

。 、そういう意味で委員の中にも多少意見に幅があるように思う 助成のシステムについては

その助成に求められている機能は何か、目的は何であるか、それから実効性の確保される

ものであるかどうか、それが予算の全体の枠の中でリーズブルであるかどうかといったこ

とについて、少なくとも基本的な考え方なり枠組みを提示するというところまでは、事務

局との対話の中で研究会としてできるのではないか。これをさらにもっと踏み込んだ形で

提示していくべきだという議論もあるので、議論していただければいいと思うが、私とし

。 、 、てはそこまで議論する必要ないと思う ただし シュミレーションという発言があったが

このくらいであればこうなるといったことを研究会として議論していくことは必要ではな

いかと思う。

それから４番目、資料１のＰ４の余り米の処理の方策について、事務局案と全中案、ど

こが共通でどこが違うかということであるが、委員の皆さんの中には、もともと事務局と

全中の出した案であれば当然水と油であろうという先入観があったかもしれない。私には

ないが。これまでの議論を聞いていての私の印象であるが、全中案も、非常に一生懸命考

えている。また、事務局案は、これまでのいろんな知識なり、システムの限界なりといっ

たことを踏まえて議論している。また、既に２回ほど議論をした中で、それぞれに欠けて

いる部分も出てきているように思う。それで、今までの議論を経た現段階で共通している

と思われる部分として、１つは、特に事務局案について、字面だけを見ると、自由に行動

する生産者を前提に、ローンレートといったシステムにすべてが任されているように見え

、 、 、 、るが 実際には生産者のある種の共同行動を前提にしていることであり また 全中案は

もちろん生産者の努力を前提にしているという意味では共通の面がある。これは自己責任

という言葉の意味することも含んでいる。それから、不公平感の問題にも絡むことである

が、現在、その旗を降ろしているのかどうかわからないが、全中としては、負担について

法的な措置をとってもとにかく強制すべきだという話だったと思う。公平感という観点か

らいえば、１つの提案は共通している点があり、拠出については、生産調整に参加する人

への交付金の交付要件とするということである。つまり、スキームの運営に必要な費用の
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負担については、生産調整の参加要件の一部となっておりここも共通している。ただし、

過剰米を区分出荷するかどうかについては、事務局案は生産調整の参加の要件とはしない

としており、全中案はここの段階までも要件で、ここに若干の違いがある。ここから先は

なかなか知恵が出てこないわけであるが、例えば生産者の拠出金、全体としてこれをどう

うまく使うかということには工夫の余地があるのではないか。もう一つ、ある意味では共

通点として見ているが、事務局案は、制度的にすべての過剰米を処理することを予定して

いないといえる。全中案は、制度的にはすべてをカバーしたいという願望が非常に強く出

ていると思うが、実態論としてすべてを集荷できるかという点については、かなり委員の

中から疑問の声があった。したがって、両者ともすべての生産者をカバーするというとこ

ろまではいかないのではないかという点も共通している。認識としては、新たな不公平感

の種になるようなことは困る、それから隔離の効果についても、私はかなり共通点がある

と思う。もちろん、数字の問題、翌年の生産調整に当年の状況をどう反映していくかとい

う問題、事務的な負担の問題、等々重要な問題でまだ開きもあるが、共通点もあり開きも

あるということもあって、比較考量を行ってより実効性のある仕組みを検討するという整

理をしたわけである。両案をにらんでいて現時点での私の理解を申し上げたので、両提案

者からここは違うということもあるかもしれない。以上が竹内委員からの基本的な質問に

対する回答である。なお、特に県間流通問題、助成なり施策の具体的な詰めをどのあたり

、 、 、 。まですべきか また それが出来るかということについては この場で議論いただきたい

（和田委員）

将来に向かっての具体的なところが出てきている項目が多いため、今の立場では発言で

きない。ここで検討していることは、自分で考えていた以上に、将来の米の政策のあり方

であるとか、生産のあり方であるとか、そういった具体的なところまで入ってきているの

で、限られた日数の中でこういった難しい問題をどこまでできるのだろうかということが

わからなくなってしまった。

今、話を伺いながら、説明は理解できた。はっきりと書かれているように｢国民の理解

が必要」ということと、理解を得る手前の段階でどのような議論がされたかということを

日々伝えるということは大切である。前回欠席しているので、少々わからないところもあ

って、欠席した立場で一つ一つ質問することではないと思うけれど、例えば、Ｐ５の２行

目「農業者に過剰であることが伝わるか」とあるが、｢伝わるか」といった書き方はちょ

っと理解できない。当然伝わらなければ困るわけであり、書いてあることがわからないこ

とと、そういうことでいいのだろうかということと両方あるので、国民の理解という手前

の段階でどういう議論をしているのかということが十分わかる取りまとめとなるようお願

いしたい。

(生源寺座長）

再開後はかなり専門的というか、農業あるいはお米、水田農業の現場なり実態を踏まえ

た議論となっているので、わかりにくい部分があることは否めないが、それだからこそ広

い視野から発言があることはありがたい。議論のわかりやすさについて注意喚起していた

だければ、それだけでも意義のあることと思っている。

（若林委員）

話を聞かせてもらっているが、まとめるということは大変だと思う。座長の考えでは、
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１つのものに集約していきたいということだろうが、これだけ考え方が違う中で１つに持

っていくのは危険が多いのではないか。竹内委員が言ったように、研究会なのでいろいろ

な意見が出たということでもいいのではないか。１つにまとめることにこだわるといたる

ところに歪みが出て、１つになりきれない要素のものでしかないような感じを受ける。ま

とめるときの姿勢として、多様的なまとめ方も用意をしておくということを前提としない

と、非常に不安がある。

（生源寺座長）

、 。私は 現段階では一つの形にクリアしていくよう努力しなければならないと思っている

例えば、先ほど「安定契約生産者」と呼ばれていたタイプの生産者、｢生産調整実施者集

団｣と呼ばれていた組織のあり方、そういった提案について、いいところを組み合わせて

いくことは可能であろうという判断を示している。したがって、組み合わせていくという

ことも含めて、ぜひ、１つのものに作り上げていくということで 「中間取りまとめ」で、

も相当多岐にわたる方向を出しているということもあるので、努力を重ねていただければ

と思う。おっしゃっていることは良くわかるが。

（山田委員）

、 。竹内委員から全体的な話があり １回休むと全体が見えるようになりいいのかなと思う

私なんかは、ずっとかかわっていると細かいところばかりが目に入ってしまって全体を見

失っているのかなと反省したところである。

竹内委員から折衝の場ではないという発言があったが、折衝の場にしているのは私ばか

りではなく、事務局も折衝の場にしていると思う。先ほど座長から話のあった余り米に関

して、全中案に対する事務局の批判たるや非常に激しいものがあった。私としてはあまり

批判しない方がいいと言ったが、なぜならば、この問題の解決のためには批判しあってい

るだけでは案にならないわけである。前回、事務局案が出されたときに、座長が評価した

共同の取組というものが、単なる安売り努力ではなく、共同の取組を尊重した動きがある

ということを共通の視点であるとしたことは正しいと思う。そうすると、全中の案につい

てもそういう立場で考えなければいけないが、いろいろな観点で納得いかないという決め

付け方であるので折衝の場にならざるを得ない。よりいいものを求めていくということで

進めて行きたいと思っている。

それから、国会の場でないという話があったが、私が発言すると細かい部分にこだわっ

て追求することとなるので、そういう印象になると思う。委員にお願いしたしたいし、理

解願いたいが、これを具体的に実施するというのは、私が現場まで行かなくても、それを

推進する組合長がいて、それから、その下に数万人の営農指導員が日夜悩んでいる。だか

ら、いいものを創って、できるだけ納得するものにして、私の立場として 「こういう場、

所でこう決めてきたのだからちゃんとやっていくということなんだ、大事なことはここに

決めてある」ということが言えない限り、到底、実践にならないし形にもならない。そう

いう意味で細かいことにこだわっているわけである。若林委員からも話があったが、それ

では誰がどこでまとめて判断するのかというところがあり、大変苦しいわけであり、迷惑

もかけるが、全体の枠組みを創り上げることまで我々がやらなければだめだと思っている

のでよろしくお願いしたい。

なぜこだわるのかといえば、先ほど座長は「安定契約生産者」について積極的に位置づ
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けることは、共通認識が得られたといったではないか・・・・。

（生源寺座長）

正確にお聞きいただきたい 「安定契約生産者」という名称ではなく、需要に応じた販。

売を行っている生産者と表現しているわけである。当初 「安定契約生産者」という言葉、

をキーとして、制度の中で生産調整の配分の仕組みの中に位置づけて提案されたものだっ

たが、そこであえて区別している。

（山田委員）

そういった誤解もあるのでついついこだわってしまう。

生産調整の配分の中に位置づけるとしても、その場合、この「安定契約生産者」という

のは生産調整をするのかしないのか。ここが重要なところであり、自己の努力で需要に結

びついた販売を行うとあるが、そうすれば「ガイドラインに従い、計画的な生産を行い、

自己の努力により需要に結びついた販売を行う生産者」ということでなければ、積極的な

位置づけなど何を言葉で言ってみても、到底納得できないと言わざるを得ない。そういう

面で、わざわざ｢安定契約生産者」と、生産調整に取り組まない、計画生産に取り組まな

い者を呼ぶことはないではないか。我が方の「実施者集団」に一緒に取り上げる話でない

というのは竹内委員の言うとおりであり、ほかの理由からも別にしたほうが良い。我が方

は 「安定契約生産者」とは呼ばないが、どんなに説得しても「実施者集団」に加わらな、

い人がいるので、そういう人は自己の判断で実施するのだろうから、その代わりメリット

もないということで、自分で選択して経営をするということでいいのではないかと言って

いる 「実施者集団」は、そこのところを認めたものである。従来は、生産調整をやらな。

い人の分まで集落や地区でみんなでカバーしないと助成金が出ないということだったか

ら、ほかの人がその分の負担を被ってやってきたという経緯がある。これでは不公平があ

り到底だめなので、その意味で実施者集団を描いた。だから、加わらないで自分で判断す

る人はそうすれば良い。ただ、そういった人を｢安定契約生産者」なんてわざわざ呼ぶ必

要はないではないか。ましてや積極的位置づけなどと言わなくてもいいではないか。

もう１点この部分で、例えば、Ｐ２のウで書いてあることはどういうことかといえば、

ブロックローテーション云々で集団的な取組がもたらす促進効果というのは実施者集団の

ことを言っているのかと思う。一方で、個人で安定出荷する取組がもたらす促進効果とい

っているが、これは「安定契約生産者」のことを言っているように見えるが、これはこん

な風に並べておく話ではない。団地的に生産するということは、水田農業の構造改革を進

めるためにも、新しい展望を開くためにも、担い手を育成するためにも必要なので、そう

いう部分で実施者集団の取組が１歩でも前に出てそれに役立つ仕組みにしようとしている

ので、そのことと「安定契約生産者」を意味するような個人でこうすることが効果的だと

いったことが並べられると、考えていることも言おうとしていることも違ってきてしまう

ので、ここは区分して整理してもらいたい。

（生源寺座長）

「安定契約生産者」については、当初の提案について議論があり、この部分については

全体の合意が得られないけれども、ほかの部分については大事にすべきだろうという区分

けをしながら進めていきたい。先ほど竹内委員からの質問への答えの中で申し上げたが、

わかりやすい形にするため分けて出すほうがいいのであれば、当然、皆さんに検討いただ
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いて対応したい。もう一度申し上げると 「安定契約生産者 「生産調整実施者集団」と、 」、

いう提案が当初出されたが、それは制度のかなり固い仕組みとして位置づけるということ

だったわけで、双方について相当異論があった。したがって、制度として生産調整の配分

とリンクしたような形というのは、この場で承認されたと考えることはできないだろう。

しかし、こういった提案がなされた背景なり、思いといったようなものはやはり尊重すべ

き面もあろう。ここは、大方の委員の賛同が得られたと思っている。本日のペーパーは皆

さん初見であるので一言一句の理解ということまでお願いするのは無理があるのを承知で

もう一度申し上げると 「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、

に位置づけること、強制感を伴う措置を改めること等が必要である 、次に行って、｢生。」

産調整を実施しない者を、売り先があるからといって、生産調整の配分と結び付けた特別

な扱いをすること」これが「安定契約生産者」という形で提起された内容であるが、これ

は「地域において混乱を生じるため問題である」という整理をしているわけである。生産

調整への参加との関係については、山田委員が言ったとおりで 「中間取りまとめ」の中、

にもあるように、｢安定契約生産者」であるかないか、そういう資格、性質を持っている

かどうかとは別に、自らの経営判断においてリスクをあえて負うという自己責任の原則の

下で生産調整に参加しないという者がいればこれも尊重すべきだろう。山田委員の言い方

では「しょうがない認めるか」ということかもしれないが。いずれにしても、そこについ

てある程度共通の認識が得られているわけで、さらに、その上特別扱いをすることには無

理がある。この整理は、何回かこの場で申し上げてきた。それを文章として表現したわけ

である。中身そのものに異論があるわけではないと思うので、議論の流れとしてはこうだ

が、表現としてこれは分けて書き込んだ方がいいということであれば、皆さんの賛同を得

てそうしたい。

（門傳委員）

確かにここのところは、この場にいる方は理解できると思うが、農業者が見た場合、理

解できるのかどうか。言葉遊びのようにとられるかもしれないが、わかりやすく整理する

ということは必要だと思う 「イ」のところで 「生産調整を実施しないこと・・問題で。 、

ある 」とあるが、ここの部分が意見の太宗を占めたわけであるから 「・・混乱を生じ。 、

るため問題であるという意見が太宗を占めた」としてはどうか。議論が出た中で、意見の

多い少ないものがそれぞれにあるわけなので、それを全部同じように並べると、この場に

いない人たちには、どういった意見が多かったとか、こういった意見も少数ながらあった

ということがわからないのではないか。数字で何％ということではなく、ある程度合意さ

れた多数の意見、しかし少数で尊重された意見もあるので、その辺誤解されないような表

現を工夫して欲しい。

（生源寺座長）

。 、 、提案として承っておく 文章としてわかりやすくするというのは当然であり それから

議事録なり資料がすべて公表されていることも前提である。その上で、この意見が大宗を

占めたとか過半を占めたとか、少数であるという書き方が、最終の取りまとめに向けてい

く場合に適切かどうかについては多少疑問がある。知ろうと思えば知ることができる材料

があるわけである。少数の反対意見があると記述すればそれは誰と誰だという話になるわ

けである。
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（上場委員）

座長の言うことで間違いはないけれども。先日、農家の方と話をしたが、座長が言った

ように話しても誰もわからない。言葉は平易にする必要がある。

その場で私が話したのは 「大豆は、それで豆腐を作ったり、みそを作ったりしてみん、

なで売っているけど、みんなが作った米は農協へ持っていったら終わりで、誰が食べたか

わからない。もっといろいろな品種でおこわ作ったり、もちを作ったりしてみんな食べて

よということは必要だろう」というと、みんなは 「そうだ、そうだ米についてはやった、

ことがないね」と言うわけである 「そういった努力は必要であるが、それを、転作をせ。

ずに自分だけがそうするとすると村の中が困るから、そこのところはどういう塩梅がいい

」 、 「 」 。かという議論があるのだろう という説明をすると みんな なるほど と言ってくれる

そういった努力は認めるべきである。ＪＡもいろいろだとは思う。カントリーがたくさん

努力して安定供給を担っているというのはそのとおりであるが、生産者も努力して、婦人

部も含めて努力することは大事ではないか。学校給食からすべて。それを否定しなくても

いいではないか。でも、そこから先でどうするかというのは議論があるので、自分だけよ

ければ良いという考え方の人はモラルとして困る。それがこの間の合意だったと思う。

（生源寺座長）

ここでの議論があるまとまりをもったものになって、その後、そのことの意義なりを現

場に伝えて行くときには、いろいろと注意をしていかなければならないという問題と、そ

もそもこの研究会での文章が判じ物のようなものであってはならないという２つのレベル

の話がある。まず、後者の問題についてキチンとしていかなければならない。

事務局から発言があるようであるが、関連で何かあれば。

（奥村(幸)委員）

「安定契約生産者」という語句を見たときから危惧していた。マスコミを通じて誤解を

受けないように。この提案がなされた当初は、生産調整とリンクしないという意味で出さ

れたと認識しているので、あえてリンクができないというと生産調整を地元で実施すると

きに大きな弊害になるという意味で反対すべきかと思っている。先ほどらい座長がまとめ

ているように、将来、こういった人たちは必要であろうという意味は私も賛成である。し

かし、前回の委員会でも廣瀬委員から「それは何も個人に限ったことではなく農協でもや

っている」といっていたように、北海道でもそういった取組をしているところがたくさん

あるので、あえて個人のことだけを強調してもらうことは困ると思っている。

（生源寺座長）

それでは、委員等の発言に関連して、企画課長から説明をお願いしたい。

（企画課長）

私の発言は、竹内委員から、提案者としての回答という質問に答えるものである。先ほ

どから議論の進め方について貴重な意見をいただいており、これに対する事務局からのお

願いということである。竹内委員の質問であるが、この２つを１つに論じる意味は 「安、

定契約生産者」は生産調整をするのかしないのかについて、当初はしないという前提で、

それをどのように位置付けるかということでＡ案Ｂ案Ｃ案と提示した。それについてはい

ろいろと議論があり、その過程で２つに分けたらいいかどうかということもあるが、そう

いうやり方よりも、実施者集団の中で個人を指すわけでなく、逆に協力してくれる人を取
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り込んでやったほうが、知恵としてはいいのではないかという示唆もあった。ではそうい

う人たちの生産調整の目標について、効果的には同じことを言っているのではないかとい

うことをお示しして、それがつながってひとつになるということだろうと思う。逆にいう

と事務局として宿題をもらう際、そういう集団を補助金でどう面倒を見るかということで

はなく、生産調整の中でどう位置付けるのか位置付けないのか、地域でどうこなしていく

のか、そういう指針なり考え方を落としていただいたほうがよい。こういう言葉を農政の

中で位置付けるのかどうかという宿題より、もう少し明確な宿題にしてもらったほうがい

いので 「安定契約生産者」はどうするのか 「生産調整実施者集団はどうするのか」と、 、

別々に答えを出すより、まとめて答えを出した方が処理はしやすいのではと思っている。

それから、余り米の処理についてであるが、事務局が折衝の場に使っているという議論

もあるが、竹内議員の質問に答えればどこが違うのかということで、前回の資料３の５番

目の資料は共同の取組の運用によってかなり知覚効果としては近づけることが可能という

ことを解説している。６番目の資料は、どこが違うのかということを明解するということ

で示したものである。前回これは、あら捜し資料であると酷評されたが、具体的に解説し

ていったら細かくなってしまったというものである。ただし、ここを折衝の場としないた

めにも、双方が非常に似た仕組み、ものの流れ、お金の流れを取っているという中で、両

方の長所を取り合ってどういう仕組みができるのかということは、検討する価値があるの

ではないかと思っている。

もう１つは、予算の単価、補助率というのは16年度以降の予算にかかわる問題であるの

で、事務局として一定の水準を約束するというのはなかなか難しいという事情をご配慮い

ただきたい。普通の生産調整対策と異なり、今回は１年間余裕を持って現場に浸透させた

いと思っている。その際、農家に対してわかりやすい目安となるべきデータがある程度は

必要だと思うが、再来年の予算なので一定の限界があることを承知いただきたい。

それから、研究会の事務局として、委員の皆さんの意見を、太宗、少数というふうに書

くかどうかについては、事務局にはこの研究会の委員の構成についてバランスを失した部

分があるのではないかという批判、あるいは、最近中身が専門的であり、通常のこういっ

た中身になれた委員のみの議論になりがちであり、注意してほしいという意見が寄せられ

ている点にご配慮いただきたい。

（生源寺座長）

取りまとめペーパーは簡潔にということだったので、このような形でスタートしたわけ

であり、議論の中で大体出尽くしたなと思われるところは除いて整理している。そろそろ

昼食をとる時間となってきたので、太田委員、坂元委員、門傳委員の３人で午前は閉じた

い。

（太田委員）

先ほど「安定契約生産者」議論があったが 「生産調整実施者集団」については余り議、

論がなかったので少し発言したい。座長の言うように制度の中にキチンと位置づけするよ

りも現場の知恵を働かすほうがいい。と言うのも、生産調整を推進する上で集落機能は大

切であり、それを前提としながら推進しているが、地域においては集落機能そのものが厳

しいところがある。現地検討会においても、役員の負担が大きくそのことについて何とか

。「 」 、すべきという意見もあった 生産調整実施者集団 となったら計画生産出荷だけでなく
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基金拠出の関係、区分集荷の機能等も当然ついてくることになる。逆にそういった機能が

なければ「生産調整実施者集団」の意味がないわけで、こうなると役員の負担がこれまで

以上に増えてくることとなる。役員のなり手の問題等、集落機能の状況を踏まえると、柔

軟に対応するとした座長の整理に賛成である。

（坂本委員）

「安定契約生産者」について、一番末端で作業を進めているものとして、一生懸命努力

している人を積極的に認めて支援していくことは大切であり、それが担い手育成と思って

いる。しかしながら一方で、自由に作って自由に売っている者もいるが、これも考えよう

ようによっては「安定契約生産者」ということになるわけである。それを最初から認めて

しまったら、需給調整が当然うまくいかない 「地域で混乱を生じるため」と書いてある。

がこのまま出したら必ず問題が生じてしまうに決まっている。私の立場としてこの点はっ

きり主張しておきたい。

（生源寺座長）

ということで 「・・・問題である」という整理にしているところである。坂本委員等、

の意見を踏まえた集約としている。

（門傳委員）

議論でぬけ落ちた点として少し話をさせてもらう。それは水田の多面的機能の議論がぬ

け落ちているのではないかと思うので項目として追加していただきたい。

（永石委員）

生産調整部会でも多面的機能なり、中山間も含めたラージパッケージの中で議論すべき

との発言があったが、この研究会の中で多面的機能を含めてすべて出すことは、最初の段

階で生源寺座長から不可能であると整理されたと理解している。中山間の直接支払いも別

枠サイドで検討されているし、水田の多面的機能は大学なりで研究され、これだけの価値

があると出されているけれども、まだ一定のルールでカチッと決まった方策はないと理解

している。もしそういう方向でちゃんと議論するならば農水省だけの問題ではなく、国土

交通省も入れた議論となる。そこまで広げてしまうと、とてもこの研究会では最終的にま

とめきれないと考えている。

（門傳委員）

確かに各省庁にまたがるものとなってしまうが、すくなことも装置としての水田利用に

ついては、考え方を整理するべき。効果の観点も入ることにはなるが、それをどういう風

にいうかということも抑えておく必要があるのではないか。おっしゃるとおり多面的機能

の議論はまさに大変なことになってしまうので、そこまで広くイメージしているわけでは

ない。

（生源寺座長）

その点については、午後議論をしたい。

（岡阿弥委員）

多面的機能の話があったが、確かに水田は維持しながら、一方、米の生産は減少傾向に

あるわけで、水田にいつでも転換できるようにといってもそこをどうやって維持するのか

が問題である。したがって、需要低下傾向の中では22年目標の麦・大豆の生産数量をもう

１回キチンと米との関連で見直していく必要があると思う。これを見直さなければ打開が
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できないのではと思っているので、その論点を入れていただきたい。

（生源寺座長）

その論点は、すでに門傳委員から提起されているところである。

（奥村（幸）委員）

麦・大豆の方策の取組を実施して３年が経とうとしているが、北海道も政府の方針に沿

って真剣な取組をしているわけである。承知のこととは思うが、北海道の麦は現実として

過剰感にあふれて、来年度からは正式に麦生産者がキチンと作付けの割り当て方式を取ら

ざるを得ないという実態になっていることも理解願いたい。大豆についても、今日の方策

の取組が進んで２年後には価格が半分に暴落したという実態を認識いただきながら、需給

率が低いからということだけで問題が解決できないのが農業の実態であるということを申

し上げておきたい。そのためには、以前から論議されている生産調整の各地の取組という

ものを認めてもらわなければならないと思っている。

（生源寺座長）

ここでいったん午前の議論を閉めたいと思う。午前の議論の中で、検討項目として今の

麦・大豆その他の振興の問題などを含めてほしいという点については、昼休みの間に、髙

木座長代理とも相談した上で、私の方で整理したい。内容については、午後、議論を深め

ていただきたい。午後の部の再開は、この場の時計で１時30分からとする。

（休 憩）

（生源寺座長）

それでは午後の部を開会する。なお、立花委員が午前中の会合後、所用で退席された。

立花委員の発言については、口頭でお受けしたものを事務局が聞き取って、私のところに

間もなく持ってくる手はずになっているので、到着した段階で皆さんにご披露する。竹内

委員も早めに退席されるということで、この段階でご発言があれば是非お願いしたい。

（竹内委員）

午前中質問して、皆さんの意見を拝聴する前に退席するのは心苦しいが、私の意見を何

点か申し上げて、次回以降は必ず出席できるように努力したい。

全体として私の考え方としては、中間報告でまとめられたことを前提として、その話題

にもう一度戻るということは避けた方がいいのではないかと思っている。備蓄の問題であ

るとか、多面的機能については、それぞれ大事なテーマであるが、研究会としては中間報

告で整理されたという前提の上で、テーマが拡散するのはどうかということである。

２番目は、生産調整はそもそも需要量と比較して、供給量が上回っているため、供給量

を減らして、需要に合わせるのが基本である。それから、大議論になっている国の配分を

いつからやめるかという点だが、最初は国が生産調整の実施主体であったが、途中から国

と生産者団体が実施主体となって生産調整を実施してきた。それが本質的な議論を重ねた

結果、生産調整の実施主体は、生産者が実施するという本来の形に戻る。国には責任があ

るということが新聞等に載っている。国はおそらくヘルパーの立場に立つと思う。国に責

任はないのかと言われれば、これは生産者による生産者のためのカルテルであり、したが

って責任は生産者にあり、自己責任である。しかし、国にもやるべきことがあるわけであ
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り、その国の立場でやるべきことをやるのが国の責任である。責任という言葉は整理して

使わないと農家に誤解を与える、消費者からも理解できない、国民、納税者からもわから

ないということになる。

それから、構造問題と生産調整については、総論的で恐縮であるが、まず農業の構造問

題については、日本の産業すべてについて、あらゆる分野について、競争力の回復と向上

ということがテーマになっている。したがって、農業についても競争力をどうやって回復

するのかということがテーマとなっている。それが構造問題であると思う。今いろんな産

業分野で一般的によく言われているのは、国への依存度を減らしていくと、結局その産業

分野の競争力が強くなるということが実証されていると言われている。そこが構造問題の

１つのベースではなかろうか。

それから、過剰米について、先程申し上げたように、やはり商品であるから、隔離とい

う言葉に非常に抵抗を感じる。隔離によって価格の暴落を防ぐということを一番大事なよ

うに言われるが、余った米をエサに回すのであれば、一番質の悪いものから順番に回すの

がビジネスであり、質の問題は抜きにして回すのはビジネスではないと思う。そこはそう

いった点を考慮してやらないといけないのではないか。

それから、５番目は、ＷＴＯ交渉において、農水省が努力されているのは当然のことで

あるが、ＷＴＯから抜け出るということはありえないわけである。その努力した結果、合

意にいずれ達する。その内容は予測できないが、そういう大枠の中で、政策が考えられる

ことになるわけである。その中で、具体的なことは別として、交渉事であるので結果を見

ないとわからないが、農業補助は削減する方向であるというのがＷＴＯの事務局で出てい

る、それに対して農水省が頑張って折衝している。しかし、そういう大きな枠の中で考え

ていかざるを得ないということである。

個々の施策の具体的な姿について、その性格、概要については、研究会としてもできる

限り整理した方が良い。しかし、その具体的な内容を詰めるのは最終的には政府の仕事で

ある。政府の中での折衝を経て具体化されるということで、研究会としてそこまで踏み込

むのは、研究会の性格上無理ではなかろうか。

あと、現行の稲経補助金について、そもそも補助金の説明ができない水準にあるもの、

これは見直さないといけない。それから、麦、大豆の生産・流通・消費の発展の上で、阻

害をしている関係になっている補助金、これは必ず見直さなければならない。

幾つか申し上げたが以上である。

（生源寺座長）

午前中の議論で、既に一部は中身の議論に入っているわけであるが、最初に、検討項目

として落ちている、やはりここで議論していく必要があるのではないか、こう思われる点

をご提案なりご指摘いただくように申し上げた。かなり多岐に渡っているが、一応私の方

で、次のように整理させていただきたいと思っている。整理にあたっては、この点につい

て、新たに項目をおこして、更に深めるべきかどうか、事務局なり生産者団体に求める、

再考を促すことがなければ、前に進まないという本質的な問題であるか否かを１つの判断

の基準にして整理をさせていただいた。なお、これは既に相当議論がされていて、良いの

ではないかという形で私共なりに判断した項目については、もう一度ご提案をいただいた

方に、その真意なり、今申し上げたように、この点を詰めなければ全体の取りまとめを行
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、 。うにあたって大きな支障があるというのであれば その点をもう一度ご指摘いただきたい

少し前置きが長くなったが、１つはＭＡ米について話があったが、この点については、

もう半年以上前にこの場で 「ＭＡ米の影響に関する評価 、それからＭＡ米の現在の仕、 」

組み、国際的な約束事についてどう対処すべきかということについて、基本は一昨年12月

のＷＴＯ農業交渉日本提案の実現に向けて国民の合意を得ていく、これについてこの研究

会としても努力をしていく、こういう取りまとめをしているわけである。この点を我々は

共有の財産として持っているわけで、この点についてもう一度議論することが、この取り

まとめに向けた議論の前提条件になるとは考えられないので、この点は、項目として取り

上げる必要はないというように整理したい。

それから、食糧法の検証についてである。前回、花元委員は食糧法の堅持という言葉を

使われ意見を述べられた。これについては、この研究会の議論自体が食糧法の下でのシス

テムの検証になっているというように考えれば、改めて項目としておこす必要はないだろ

うということである。また、食糧法の堅持ということについては、食糧法、あるいはその

システムに相当いろいろ問題があるというところを、我々の議論のスタートとしているわ

けで、前回私が申し上げた通り、食糧法の堅持を前提とした議論を進めてきたわけではな

いので、この点を改めて検討項目として取り上げるということになると、むしろこれまで

の議論と逆行することになりかねない。

尚、これと関連して、法律の改正の内容については、この研究会の仕事の範囲を超える

だろうと考える。むしろ私共は内容をきちっと詰める、その内容が二義的に取られないよ

うな明確な形で表現されている、そういうものを作り上げていく。そこが私共の仕事であ

る。それを受けて法律を作る専門の人に委ねていくということである。

それから、麦、大豆、飼料作物、あるいはその他の作物に関する問題、それから水田利

用のあり方、装置としての水田の問題は、改めて後ほど門傳委員、奥村（幸）委員に中間

とりまとめ、宿題返し、その後の議論を踏まえながら、更に検討事項があるかどうか意見

をいただければと思う。

あるべき姿と移行期間の関係について、書かれていることが、どちらに該当するかとい

う話であるが、これはもちろん個々に確認すべきものであるが、それぞれのパーツの概要

を議論した後に、いわゆるステップ論について議論していただく時間を取りたいと思って

いるので、その時にも併せてご議論いただく。

それから、市町村の事務の関係でご指摘があった。国が生産調整の配分、あるいは生産

調整のそういう形での関与を行わなくなった時の生産調整のあり方、姿が明確でないとい

うことだが、この問題についても本日の一番最後に用意したいと考えているステップ論の

議論の中で、併せて議論いただきたいと思っている。

それから備蓄のあり方についても検討の項目としてたてることはないのではないかと考

えているが、この点も、門傳委員からそこがないと前に進まないのかどうかご指摘いただ

きたい。

同様に系統米事業のあり方、さらには系統米事業と担い手との関係、この点については

三浦委員から最初に問題提起があったので、同様にこの点を詰めないと、取りまとめに行

きつかないのかどうか見解をいただきたいと思う。

流通全体の合理化、コスト削減の問題は、これも中間とりまとめ、宿題返し等々で一定
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のとりまとめがあるが、さらに詰めるべき点があるかどうか、それがなければ前に進まな

いのかどうかという点について、藤尾委員から補足的にご見解をいただければありがたい

と思っている。

幾つか項目としておこすべきかという点で、私の判断で、既にまとめられている点があ

る。これまでの研究会の議論の流れ等から、２ないし３点については検討項目として取り

上げないとしたが、これについて了承いただけるか。

（委員から異論なし）

（生源寺座長）

よろしいか。それでは、ＭＡ米、食糧法の検証については、項目として取り上げないこ

ととする。

それでは、中断するようだが、立花委員の残されていった意見が届いたので、ご披露し

たいと思う。意見は３点に渡っている。

第１に 「安定契約生産者」と呼ばれていた自己の経営努力により需要を開拓し、消費、

と結び付いた生産を行う者について、生産調整の配分と結び付けた特別な取り扱いをする

ことが問題ということが大勢であった。

、 、そうすると生産調整に対する助成金のことについて 提案されていた安定契約生産者は

オウンリスクで頑張るので助成金は支払われず、その代わり実施者は、高い水準の助成金

が支払われることにより参加が促されるという考え方が背景にあったはずである。

その前提が変わるとなると、助成金の水準を下げるべきではないか、ということになる

のではないか。実施者を優遇するということも、その度合が下がるのではないか。

第２に、余り米の処理いついて、区分出荷ということが、当初生産調整実施者集団が中

、 。心となって行うというご説明であったが そうではないということのご説明に変更された

それでは区分出荷の実効性が上がらないのではないか。

第３に、資料１「２ 今後の水田農業の担い手のあり方」について 「②」の中で「地、

域の中で自然に育っていくような・・・」とあるが、担い手育成は放っておいてもできな

い。地域でしっかりと話し合い、担い手を育てていく支援を政策として講じていくことが

とても重要であると思う。その面でこの表現は少し誤解を招かないか。

平成２２年の構造展望。米価の下落局面となっており 「地域の他産業並みの所得」と、

、 、 。の観点の目標であるなら その規模の目標を現時点で 検証する必要があるのではないか

以上が立花委員からの意見である。

それでは、もう一度検討項目の問題に戻りたいと思う。尚、あるべき姿と移行期間の関

係、国の生産調整の配分の関与を減らした場合についての議論は、ステップ論の中で行う

ことでご了承いただいているということでよろしいか。

（委員から異論なし）

（生源寺座長）

、 、 、 、それでは 麦 大豆問題 あるいは水田利用のあり方について門傳委員がご指摘されて

何人かの委員がご発言されていたが、この時点で詰めるべきかどうかの判断をお聞かせ願

う。

（門傳委員）

品目対策については、今の助成体系は、特に団地対策でいえば7.3万円と大変メリット
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。 、 、 、が大きい この部分が 例えば事務方が出した案によれば 稲経は生産調整協力交付金に

変形稲経のような形にされているが、7.3万円は、産地つくり推進交付金だけになって、

7.3万円の助成が無くなってしまうのかとよく言われる。手当するものなのか、あるいは

産地つくり推進交付金の中に入ってしまって、地域の中で品目対策をやるのか、一体どう

なるのかと、かなりいろんな所で意見が出ている。今まで麦、大豆を相当推進してきたわ

けだが、これが16年で終わってしまって何も無しになるのかと不安の声がある。ここの部

分が、事務局の案に入っているのかどうか確認したいと思う。

（上場委員）

多面的機能、装置としての水田の話が出て、永石委員から外縁的な部分であるのでここ

で議論をしなくてもよいという意見があったが、冒頭にもあったように、ここは意志決定

の場でもないし、折衝の場でもないし、当に研究会なのだが、新しい制度を設計した時に

それがどういうふうに余波がでるのかというシミュレーション、そのことの検証はいると

思う。何を申し上げているかというと、あるべき稲作、水田農業の姿といってもここは現

場ではない。現場は水田にあるわけである。それで、大別すれば広いところとものすごく

狭いところと、２つしかない。間があっても類型として３つ位のものである。その時に、

事務局案でも全中案でも具体なイメージを描かないと、机上の空論になるし、ものすごく

副作用があるかもしれないわけである。それは、外縁的な部分でいいので次までにもう少

しシミュレーションがいると思っている。

それから門傳委員が言うように、麦、大豆の奨励金を無くした時に、本当にどの位が止

めてしまうのか、定着しているのか、この間の事務局のぺーパーの整理自体、本当にそう

なのかと考えている。もっとペタっとやめるであろう。その辺りの議論は、資料を１枚だ

け配られて議論していない。本当はそこの所をどう考えるかが研究会だと思う。時間もな

いが、門傳委員の言っている事も私が言っていることも多分一緒だと思うので、外縁部と

して、是非とも資料の補強等をお願いしたい。そこに対する影響度によってこのシステム

が是か非かという判断基準にもなると思う。

（生源寺座長）

最後の部分だけは微妙である。今の段階の私なりの考えを申し上げると、直に接する外

縁部であることは間違いないことだと思う。この研究会のとりまとめが実現されたとする

と、当然それが現存の外縁部の政策の再調整を必要とすることはあると考える。直接支払

いの問題等いろいろな問題が当然出てくる。そういう形で外縁問題としてどういう問題が

あるかを指摘することは可能である。こちらで考えている政策の問題が当然余波をもたら

す。そこで政策の調整なり再調整が必要となる。今度はその調整が起こった時に、こちら

のシステムについてもさらにそれを予見をして受け皿を用意する必要があるかといえば、

私の考えでは問題意識として持っておくことは別として、原案の段階で研究会としてそこ

まで詰め切れるかといえば、ちょっとそれは難しいのではないかという印象を率直に言っ

て持っている。従って問題意識としてこういうものを持っているということをきちん指摘

し、また少なくともこの研究会の結論はこういうことに影響を及ぼすはずであるので、そ

こはきちんと整合性のあるものが必要になる。こういう形にしておく必要がある。現段階

の私個人の考えであるが、そういう指摘は可能であると考える。しかし、そこを含めて相

互の影響関係の全部となると、ベリー・ラージ・パッケージというか非常に大きなパッケ
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ージということになるので、制度設計の具体像に踏み込んだ形での外縁部の議論は少し横

においておきたいという感じがする。

（上場委員）

１つの制度設計の案をここで講じたとする。それにより外縁部が、枯葉作戦ではないが

潰れてしまうとなると、当に現場の理解と納得が得られないのかもしれない。少し抽象論

で申し訳ない。そこがものすごく大事であるという受け止めがないと、無責任になる。合

意を得るには、そこが大事な周辺部分であると思っている。

（生源寺座長）

非常に大切な問題であるということを、研究会全体として共通認識として持っていると

いう点は、おそらく皆さん賛同していただけると思う。制度設計の方にどう結び付けてい

くかということだが、当然多面的機能の切り口からも政策を考える必要があり、いわゆる

格差の８割を補填するという考え方についても、格差の構造が今回の政策によりどう変わ

るのかということも当然考えていくべきだということは、私個人としては相当強烈に意識

している。ただ、そこの部分まで完全にこなしきれるかという問題であり、こなしきれな

い程重要な問題が未だ残っている。こういう認識は、上場委員と私でほとんど変わりはな

いと思っている。

（奥村（幸）委員）

まず最初に、農業の構造展望、米づくりのあるべき姿をご議論されているが、今日本農

業の全般に、どこの分野が発展的ということが１つもないということが、北海道農業の立

場で感じている。例えば十勝の畑作地帯にしろ、酪農にしろ、米よりはるかに将来展望を

見出しながらいろいろ問題を抱えている。

、 、現在の北海道の生産調整は52％までいっており 転作から本作としての取り組みの中で

麦、大豆が奨励され、急激に麦の生産が増大したのが実態である。麦だけ99％輸入に頼っ

ていながら、国産麦が実需者から利用されるかというと、品質の劣化の問題もあり、これ

以上いらないと言われているのが実態である。北海道は既に、平成15年から麦の作付面積

を品質等を基準にした割り当てをしながら、生産制限に入る。

一方大豆も同様であり、国内でできた大豆が全部利用者から評価をされ喜ばれているか

ということになれば、機械利用体系に合った品種の開発が遅れているという問題もあり、

実需者からは素直に評価されていないのが実態である。

生産調整の将来展望では、平成15年の作付けが、今日の101万haを守っていても尚かつ

余剰がでるという実態がある。当然、来年以降の生産調整は増えざるを得ないということ

は認識しなければならない。その時、何を作るかが政策現場では問題になってくる。それ

、 、 、 。ぞれの助成体系の中で 麦 大豆 飼料作物の三本柱で取り組むには限界感を感じている

新しい取り組みについては、産地育成助成についてもご提案がなされているが、非常に大

切な助成体系の１つであるので、是非、新しい取り組みなり産地づくりを活かせる仕組み

をお願いしたい。

それから、もう１点、農業構造の問題について上場委員からご意見があったわけだが、

行政に携わっておられる方も、生産者である我々の立場も非常に地帯の利益を代表するこ

とになるので、利害が対立することはやむを得ない。しかし、今後米づくりのあるべき姿

と一言でまとめるとすれば、将来展望はどうあるべきだろうということであれば、今零細
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稲作農家が８割を占めている、そして高齢化になって将来的に稲作が継続されるかどうか

危惧されるということは共通認識であろう。１日も早く、資料Ｐ２の２に示されているよ

うな新しい姿が望まれる。北海道はここで示されている経営規模は、半分以上は現実到達

している。全国的にこういう形になれば、構造改革ももっと簡単に進むのだろうと思って

いる。しかし、中山間地域も含め難しい実態を踏まえるならば、日本のこれからの農政を

全国１把一絡げにすることには無理があると思わざるをえない。２つなり３つなりに割っ

て、それぞれの地域の実態を反映しながら、その地域の中で中核的な取り組みができる組

織づくりをするという努力が必要なんだろうと思う。そのことを今回の研究会のとりまと

めに反映するのは非常に難しいと思うが、例えば１つの方向が示されても、具体化のため

の議論の方策がその後についてくるんだということを踏まえながらの議論のまとめになら

ざるを得ないのではないだろうか、ということを申し上げて、私の北海道の取り組みの一

端をご理解いただきたいと思っている次第である。

（生源寺座長）

少し議論を整理したい。項目として議論すべきかどうかということだが、抽象的な話の

やりとりになっては余り生産的ではない気がする。

上場委員のご指摘の点は、中間とりまとめの前から議論が依然として未消化という点で

当たっている気がするし、門傳委員からのご指摘の産地つくり推進交付金についても、い

ろいろな懸念もあるということなので、ここは最後に柱を立てて、具体的にこういうこと

を最終的に事務局に注文して、その回答をいただきたい点があるかどうかを、具体的な形

で検討させていただきたいと思う。抽象的な議論をしているとなかなか実りがある議論に

ならない気がする。項目として、今日の議論の後半に改めてご議論いただく。

（門傳委員）

あるべき水田農業の姿ということで、売れる量を売れるだけ作るということだが、トー

タルではよいが、現実に平場があり、中山間があって、この議論を見ている人は、中山間

が大切だといっても、具体的に記述がされていないため、中山間を切り捨てるのかという

感じで、もしかして捉えているのかもしれない。それからすると、中山間の水田のあるべ

き姿について、トータルではわかるが、平場は平場、中山間は中山間の位置付けを当にこ

の場で明確にして、大雑把な位置付けをすることが必要だろうということを、改めて話し

た。

（生源寺座長）

既にご発言があった内容である。後半での議論の前に、少し事前にご発言いただいたと

理解したいと思う。

（藤尾委員）

流通部会でも話が出たが、系統経費は2,800円から3,000円かかっている。それは、かか

り過ぎだという意見もあり、あるいはという意見もあるが、現在計画外が多くでているの

は、そういう中で、売る人は経費が高いとか、手続きが面倒でないというメリットがある

からである。

10年、20年前から米の流通は同じことをしている。農家から袋に詰めたものをライスセ

ンターに入れる、センターに入れたものをそのままローリーで運べばいいのだが、また30

kgの袋に詰め、運んで消費地倉庫に入れる。そして、またそれを出して、我々の工場に運
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ぶ、あるいは問屋にいくということで、20年、30年前と同じことを繰り返している。

もう一つは、個々の農家が機械貧乏になっているように、隣が買ったので我々も買うと

いうことで、経費を大きくかけている。

いろいろなことで二重三重に経費をかけている。これは合理化しない限り、依然として

2,800円から3,000円の格差がつくということになる。このことは、できれば系統も国も真

剣に取り組んで欲しい。そうでないと、いつまでたっても、無駄な経費がかかる以上は計

画外が増えてくると考えている。その点を検討していただきたい。

（三浦委員）

、 。資料１の検討課題の中には 系統米事業方式のあり方について項目が挙げられていない

中間とりまとめには「系統米事業方式については、主体的経営判断を前提とした方式に変

革すべきである」とまとめられているが、全中の作成資料には 「系統米事業改革の見直、

しについては、農業者の主体的判断を前提に、需要に即した柔軟な販売を促進する観点か

ら、委託内容の見直しや一部買取、早期精算の実施や情報伝達の徹底、流通コストの削減

など、中間とりまとめの指摘をふまえつつ、ＪＡグループ自らの米事業改革として提起し

ている 」として、結果として具体的なイメージは描かれていない。これらは明確化され。

てこそ、何回か議論された集荷重点の米事業改革が行われて、売れる米づくり、販売に見

合う計画生産というものに移行していくのではないか。具体的なイメージが描かれていな

いので、果たして農業者の主体的な判断を誘導する事業が行われていくのかということが

見えない。この検討課題は「提起されている内容は、主体的な経営判断に見合う内容であ

」 、 、「 」るか という項目を立てて 四角で囲むなら 更に具体的なものを提示する必要がある

とされるのではないかと思う。事務局の報告では、例えば助成措置の内容については、助

成措置が低すぎると少ない、あるいは生産調整ができないというふうなことで議論できる

、 。 、が 系統米事業については議論すべき素材がない 議論が切迫する中で大変だとは思うが

是か否かの議論に至っていないのではないか。資料は用意されるべきである。

（生源寺座長）

今のご指摘は、おそらく全中から出ているものについても全中からご説明いただき、更

にその上で何かあるかということについては、一定の時間をとって、やはり項目を起こし

て議論していきたいと思う。流通全体の合理化の問題も、それと同じ時間帯で少し議論を

煮詰めていただければと思う。

（門傳委員）

これも過剰の部分と関係するが、このシステムは全中、事務局のどちらの案になるか、

新しい案になるかわからないが、当に豊作であるとか、急激な需要減の際に、このシステ

ムだけですべての過剰処理をさせるのか。あるいは、仮に作況103までは、このシステム

でやる、更にこれを超えるものについては、例えば備蓄の積み増し等でやるとなるのか。

備蓄というものをどういうふうに捉えるかによって、過剰米処理システムも変わってくる

可能性があるわけである。どの位までを処理するかということ、現実的に処理できる部分

はどの位かということをもう少し想定して、その上で備蓄というものをどういうふうに位

置付けるか、この辺りは在庫数量100万トンと絡むが、生産調整、過剰処理との関係で、

もう一度押さえておく必要がある。

（生源寺座長）



- -29

検討項目として立てるかどうかという議論をしていただいたわけだが、私の判断として

は、備蓄として項目を立てるのではなく、過剰米処理の問題の議論を今日まだ時間をかけ

てやるつもりであるが、その中で、関係が深い論点としてご議論いただきたいと思う。こ

れまでの事務局からのご説明では、制度上の役割は少し違うわけだが、そういうことも含

めて、これから項目を改めておこすというのではなく、過剰米処理の問題の中で、改めて

ご議論いただきたいと思う。

それでは、項目の整理を終了して、中身の議論に入っていきたい。午前中は「安定契約

生産者」と「生産調整実施者集団」に議論が集中したわけだが、その他の点についてもか

なり重要な問題があり、私どもとしては、一応こういう形でまとめていってはどうかとい

うたたき台を出しているわけである。忌憚のないご意見をいただければありがたい。

（岡阿弥委員）

資料１、Ｐ１の需要予測についてであるが、適切な需要予測が何よりも重要であるとあ

る。ただ需要を予測しても、その需要に対して供給サイドで、どんな供給があるかという

ことでは、ＭＡ米がある、備蓄の運用がある、そしてその年の生産があると、大きくいっ

て３種類がある。しかも、今度は加工用も含めて全部見ようということであるので、くず

米も見なければいけない。従って第三者機関が総需要を出したとしても、ＭＡ米と備蓄は

国が握っており、そこが決まらないと適正な、その時の生産量も決まらないわけであるか

ら、ＭＡ米と備蓄を含めた供給はどうであるかということは、国がきちんと計画化をしな

いといけない。私はそのことが大事なことだと思う。第三者機関は、需要を出しても供給

はわからないわけである。そこで、きちっとした需給計画、流通計画は国が責任をもって

出すとすべきである。そのことが生産者団体、主要な国内生産の指標になる。そういうふ

うにして国が全体をリードすることが極めて重要である。資料１の３（１ 「第三者機関）

的な組織の仕組み、機能等の具体化に向けた検討」と同時に、供給がどうあるのかという

ことについては、国の責任をもったガイドラインの設定であるのか、計画の明示であるの

か、そういうことが必要であるということを四角の中に入れて検討すべきであると思う。

（企画課長）

この点は既に宿題返しの資料でお答えしているわけである。その上で、まだ詰める必要

があるのかということだが、国の備蓄運営の方針、ＭＡ米も含めて、これは国の責任とし

て法律等に基づく一定の計画を７月、11月、３月の年３回明らかにする。これによってあ

らかじめ国の方針を公表する、市場の中に織り込む、こういうことを明らかにしている。

したがってこれ以上、今の段階で宿題をいただいても詰めづらいという気がしている。

（岡阿弥委員）

ああいう書き方だとよくわからないが、一覧性のある数字としてきちっと出すと考えて

いいのか。

（生源寺座長）

公表なり出し方、プレゼンテーションについて何か具体的に想定しているものがあれば

お願いする。つまり、需要の中身と供給の中身がマッチしているというイメージであると

思うが、何かあるか。

（企画課長）

不安定要素にならないようというのは、数量等があらかじめ市場の中に織り込まれない



- -30

と、不安定要素が生ずるであろうと思う。もう一つは買入の際に国がいらくらいで買うと

いうことが、あらかじめ出来秋になる前に公示しておかないと、生産に対する指針と言え

ないだろうと思っている。ただ、この点については、具体的な運用は、法律、政令等で詰

めるべき事項だと考えているので、この場でそういうご意見があったということを受け止

めさせていただきたい。

（岡阿弥委員）

一覧性のあるものを出してください。

（生源寺座長）

出てきたものを一生懸命加工して、ようやく一覧のものになるというよりは、一覧のも

のを含めて出していただきたいという希望が表明されたということである。

（早川委員）

資料１のＰ１の２のところで、先ほどから言われているように、めざすべき姿、米づく

りの本来あるべき姿が議論されたわけだが 「構造展望を実現するための具体的な道すじ、

について、現場からの取組が促進されるよう、簡潔でわかりやすい形で整理する必要があ

る」とある。めざすべき姿が実現された暁には、どのようになると想定しているのか。平

場でいけば、50 なら50 を目指すと。資料の中でも、都府県で12 、北海道で22 とha ha ha ha

書いてある。では、それを目指すときに、例えば生産調整で半分転作した場合に20 のha

内10 を転作する。それで持続的に営農ができていくのかということをきちんと示さなha

いと、面積数値だけを示しても、なかなか現場の農家では理解できないのではないか。非

、 、常に難しいとは思うが できあがった水田営農の姿として所得水準や経営のモデルなどは

、 。こういうことを想定しているんだということを 是非示していく必要があるのではないか

それから、もう一つ、需給調整に関することだが、今年は米が余ったから来年の作付面

積を減らせ、不作だったから来年の作付面積を増やせということは、今の営農体系ではな

かなか対応しきれない。少なくともブロックローテーションをしている経営体では数年の

スパンで営農計画を立てている。やはり、複数年、３年なら３年、５年なら５年にスパン

を区切ってきちんと決めていかないと、今年は在庫が積み上がったから、来年の作付けを

これだけ減らせ、今年は在庫が少なくなったから、来年の作付けを急激に増やせというこ

とに対応することは、なかなか至難の業である。これを実現するためには、今の日本の水

田の営農体系を根本的に覆さないと不可能であると思う。従って、こういうことを本当に

やろうとするならば、長い時間がかかるのではないかと、現場のものとしては思う。

（山田委員）

資料１のＰ２「３（３）生産調整の配分のあり方」の②に「前年の需要の実績（生産量

に在庫調整量を加算したもの）を基本にする方策に対して県間流通銘柄主体の調整を行う

方策が提起された」とあるが、県間流通銘柄主体の調整というのは、この「生産調整のあ

り方」に入れる話ではない。前回の研究会で、髙木座長代理に、事務局提案の余り米処理

に関する販売努力支援方式の関連で、前年産をどう反映させるかについて、そこに豊作分

も余り米も一緒に反映するのかといった指摘があった。我が方の案は、豊作分は豊作分と

して、販売努力支援対策で対応する。しかし、もう一方の県間流通銘柄は、生産量に在庫

調整数量を加算したものとして、この中で県間流通銘柄の調整は反映すると言っている。

ここに県間流通銘柄主体の調整を入れるのはまったくの誤解であると思う。文言の整理
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をお願いしたい。言うなれば、県間流通銘柄主体の調整は、あえてどこに入れるかといえ

ば、Ｐ４の余り米の処理のところに入れるべきである。

（生源寺座長）

この部分に関してはむしろこちらからお聞きしたい。県間流通銘柄主体の調整を提起さ

れていることは間違いないか。その前の前年度需要を実績とする方式において、中間とり

まとめで少し議論があったが、適格な需要の予測をベースに生産数量を配分する、そのこ

。「 」 、とが前提となるという基本線が出ているわけである それに対して と書いたわけだが

県間流通銘柄主体の調整という議論が重なるのか、やはり相当性格の違う要素が入るのか

ということについて、むしろこちらからお聞きしたい。つまり、県間流通銘柄主体の調整

というのは、前年の需要の実績を基本にすれば、オートマティカルに、自動的にそういう

姿になるのか。そういうことなのか、あるいは、そうではないのか。今山田委員がおっし

ゃったのは、過剰米処理との関係で、県間流通銘柄主体の調整は整理すべきだとされてい

るが、その辺りの真意もお願いする。

（山田委員）

整理して申し上げると、県間流通銘柄主体の調整は 「前年の需要の実績（生産量に在、

庫調整量を加算したもの 」の在庫調整量に自ずから反映されるものということである。）

現に、県間流通銘柄が、結果として売れ残りの形で、計画販売の結果として出てきている

、 、 。 、 、わけで その部分の調整は 現在でも自ずからやっている だから 資料のように書くと

二重にカウントすることになるので、こういうふうに書くのは間違いであると申し上げた

わけである。

それから県間流通銘柄の調整をどうするかということについては、事務局案に調整保管

的な取り組みも含めた形にするという考え方が前回の研究会で出されたが、その調整保管

に関わる部分として、県間流通銘柄主体の調整問題は出てきているので、そこの調整をす

るのでメリット措置も発生するという形で、申し上げているので、交通整理が必要である

ことは事実であると思う。

（生源寺座長）

交通整理として、生産段階での調整と、それができた後の流通段階での調整とがあり、

ここは生産段階の調整をＰ２に書いてある。それから、余り米処理のところはできた後で

の調整である。今の整理は、生産調整に関しては、あえて県間流通銘柄主体の調整という

必要はないと、こういうことであるのか確認したい。

（山田委員）

前段の「前年の需要の実勢（生産量に在庫調整量を加算したもの 」の在庫調）

、 、整量の中に 県間流通銘柄主体の翌年生産分の調整はその中に含まれているので

ここでいいということである。

（生源寺座長）

交通整理がつけば、そのまますっといく話なのかもしれないので、必要があれ

ば正確に全中の事務局の方でご説明いただきたい。

（三浦委員）

前回、私は計画数量内での余り米、豊作による余り米と２つあるとあるが、２つは一緒

なのかどうかと申し上げたが、そのことを踏まえて交通整理をお聞かせ願いたい。
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（山田委員）

三浦委員の話に従って言うと、豊作分は、豊作分として区分出荷して、一定の仕入れ先

を考えて対処するという考えで、過剰米処理の考え方を出している。

もう１つ、県間流通銘柄主体の調整に関わる内容は、ご案内の通り前回食糧庁に案を出

しいただいたが、県間流通銘柄米はどこで発生して、どんな内容になっているかというこ

とで県ごとの内訳を見ていただいた。あの中で相当主産地で県間流通している米が大きく

余り米として、需要に対する余り米、乃至は計画販売による結果としての余り米として誕

生しているわけである。だから、その誕生している部分について、これをどう的確に販売

していくかという取り組みが必要であるということで、県間流通銘柄主体の調整案を一定

のメリットを出しながら、対策を講じてもらいたいということである。

（生源寺座長）

、 、 、 、私としては この議論について賛成するか 反対するかは別として 理解として１つは

これまでの県ごとの生産、売れ行き等を見ると、県間流通銘柄に余りが出ている。こうい

うことが通常の状態であると。ここから先は異議があるということであったが、かくなる

上は、生産の段階でもそういうことが起こらないように、県間流通米を中心に生産の段階

でも調整すると。こういう理解で良いのか。

（山田委員）

それはあくまで結果論の話である。今後のベースは、生産量プラス在庫が余れば、翌年

に反映するとしている。中間とりまとめの報告もそうである。

（生源寺座長）

前年の需要をベースにという書き方をしている。

（山田委員）

だから需要は、生産プラス在庫調整量も反映するということであろう。とすれば、県間

銘柄米中心に余っている調整保管米は、翌年に何らかの形で生産調整が必要になる。これ

は一般論として申し上げている。これは一般原則の中で整理する話である。

率直に言うと、今朝、自民党の基本政策小委員会で出された資料でも、研究会の議論の

方向を示しているらしいが、書いてあることはどのようなことかというと、今後の生産調

整目標の配分のあり方について 「生産者団体が提案している県間流通銘柄米を主体に調、

整することについては」とあるが、こう書くとどのような誤解を生んでいるかというと、

今後の生産調整は、県間流通銘柄米を中心に生産しているところで、生産調整を拡大して

やっていくのかという誤解を生んでいる。だから、まったくもうそんな事をやってもらう

と困ってしまう。これはやらせたくないためにわざと情報を出しているのか。

（生源寺座長）

そういう誤解のもとで、妙な形にならないようにということで、今ゆっくりご

説明いただくことをお願いしているところである。

（三浦委員）

結果として過剰米処理は、計画数量内で発生する売れ残りと、豊作基調の下で出てくる

米があるということにしないと、おかしいのではないか。いずれにせよ、山田委員の思っ

ていることがわかってよかったと思う。

（生源寺座長）
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完全に理解できたかといえば、自信のない部分もあるわけだが、今の過剰米処

理の関係について企画課長お願いする。

（企画課長）

、 。 、事務局からのお願いであるが この時点で宿題が不明確になった気がする というのは

生産調整配分のあり方については、この研究会では、前年の需要をベースにするという中

間とりまとめの方向でいいということになる。

、 。この部分の宿題を私共はこなさなくていいのかどうか ご確認をお願いしたい

（生源寺座長）

今の点で山田委員いかがか。中間とりまとめの形でやれば、おっしゃってい

ることはもう含まれているということだが。

（山田委員）

あくまで、県間流通銘柄主体の調整を念頭においているということであれば、必要ない

と思う。

（生源寺座長）

ここは非常に大事な点であると思う。前回全中の方から出された資料について拝見して

いるわけだが、事務局の方で今の山田委員のようなお話で、これは問題としては解消され

たというふうに考えていいかという点について、少し見解をいただきたい。

（企画課長）

配分の問題としてはそうだとすると、次はメリット措置を与えるというところである。

メリット措置について私どもは、生産調整協力交付金と産地づくり交付金について、今日

の資料でもう少し考えなさいという宿題をいただくわけだが、その宿題をやる際に、県間

流通銘柄主体の供給量調整に対するメリット措置の要素を入れる必要があるのかどうか、

ここが今度は課題になると思っている。

（生源寺座長）

今ざっと見ている段階なので、正確を欠くと非常に申し訳ないが、生産の調整について

は今のお話の整理で、県間流通云々ということを言わなくても、自動的にそうなるという

認識でよいというお話で、メリット措置については、全中のご提案の中で言うと 「県間、

流通銘柄による販売調整等のメリット対策」という表現になっているわけで、先程お話の

あった通り、できた後の流通の段階の問題として、とりあえず整理したい。賛成か反対か

ということは別として、そういう理解ということでよろしいか。

（山田委員）

良いと思う。メリット措置については、資料１のＰ３の４（２）②「県間流通銘柄によ

る需給調整とそのための支援措置との関連で検討を行うべきである」というふうに書いて

あるので、なぜだというふうに思っているが、要は販売の段階、流通の段階での需給

調整の中で、安定的な価格形成を図るということで支援措置が必要だと考えてい

るわけである。

（生源寺座長）

前回提出された全中が作成した資料５のＰ７の右側の図のところがわかりやすいと思う

が、その中にメリット対策が３つある。販売調整対策については、そういう理解でよいと

思うが、次の経営安定対策が県間流通銘柄の問題と絡むのかどうかということと、その次
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の需給（減産）対策、これはパッとみると生産のところの調整について書かれてあるよう

な感じがするが、ここの整理を少しいただけると、次に進めるのではないかと思う。

（山田委員）

その点については、我が方にも事務方がいるので説明させるが、先程あったように、前

回の研究会の資料であったが、ご案内の通りここ数年間を見ると、県間流通している銘柄

米で在庫が貯まっていることは間違いないわけである。結果として、その米の販売努力が

されると、価格が下がるので、現に価格は下がっており、その下がった部分に対する対策

として経営安定対策を考えている。結果として、主産県の銘柄米が、一般原則で来年の減

産に結び付く。そこに集中的なメリット対策が必要だといっているわけである。

（生源寺座長）

今の最後のところはなかなか微妙な表現をされた感じがするが、非常に技術的な面もあ

るので、できれば全中の馬場課長に補足をいただきたい。

（全中馬場課長）

前回資料を提出したように、県間流通銘柄対策のメリットのイメージとして、販売調整

対策ということで、流通段階での調整であるが、販売調整に対して流通助成としての交付

が考えられないかということがある。県間流通銘柄は、事実として、在庫として余ってく

る可能性は大きいわけである。価格が下がる可能性も大きいし、翌年度の生産目標への反

映度合いが大きくなる。そういう状況を緩和する措置として販売調整をしながら、経営安

定対策を受けるということが考えられないかということである。

それと、いずれにしても在庫が貯まって次の年に、一般原則として生産目標を減らすと

いうことになれば、その前から在庫分を調整するということはできないのか。例えば、前

年産の在庫が貯まりそうであるならば、当年産の収穫前に在庫にならないように、青刈り

をするであるとか、豊作でなくとも過剰処理するというように、在庫にならないようにす

る需給（減産）対策も考えられないかということである。

これは具体的にどうだというわけではなく、議論の素材として提供している案である。

（生源寺座長）

ご説明をいただいたわけだが、まず理解をしていただきたい。

かなりややこしい部分があり、多少グレーなところもあるような気がするもの

の、ある程度の理解ができたところで、こういう県間流通銘柄米のシステムにつ

いて何かご意見いただければありがたいと思う。

（岡阿弥委員）

県間流通銘柄対策は、今の流通の実態を反映しているものだと思う。やはり、大消費地

の供給の大宗を担っているのが、県間流通の米である。従って、流通部会でも申し上げた

が、そういうお米は全体としては、消費地の安定供給を担っている。したがって消費動向

による影響も大きく受けることになる。そういう関係にあると見ているので、全体の消費

が減退をして、特段安売りをして他の県内産米を排除するような方法があれば別だが、一

方で地産地消で地域を大事にしようということもあるので、そういう流れの中では、需要

動向に対応していくことは必要かと思う。ただ、全体として県間流通の量は多いわけであ

る。ボリュームがあるので、全体の供給安定の任務も負っている。需給のバランスをとる

任務も、量が多いだけに担っているわけである。従って、端境期対策も背負うということ
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もあり、現在も安定供給のための金利、倉敷の助成等もあり、一定の需給調整対策要素を

担っているという状況である。それが今度は時期になると、過剰で売れ残りという形での

調整ができる、調整保管的なものとすると、こういう流れであるので、その辺りは全体の

安定供給の大きな要素であるので、一定の対策をきちんと置いておくことは必要であると

思う。

（三浦委員）

検討課題の中に、系統米事業の変革の方向を提出すべきというなかで、前回の資料５、

Ｐ７の姿を描いて、平成12年産、13年産の場合はこうなるというような、メリット対策等

の制度の問題が出てこないと、県間流通銘柄を持っている各県とも踏み込んだ議論になっ

ていないのではないかと思う。前回の研究会では基金創設して、県間流通銘柄による余り

米処理を進めると、金がかかってくるのではないかと聞いた。そのようなことも踏まえて

制度設計をきっちりしないと 「なるほどな」ということにしないと、生産者が主体的に、

経営判断できるかどうかわからない。よって、12、13年産をベースに、処理経費など数字

を入れたものをお示しいただければありがたいと思っている。

（木村委員）

私は秋田であるので、県間流通銘柄が多いのだが、いわゆる稲経が影響している。安売

りをかけて稲経の８割補填を貰うということで、モラルハザードを起こしているというこ

とが指摘されている。系統は仮渡金を払っている訳なので、ある程度価格も確保しないと

いけない。安売りをかけて稲経の８割補填を貰うといっても、そこにまだ歯止めがあるの

で、どうしても主産県は残ってしまう。それから、売り方の順序として、贈答品と計画外

が先に走る。国が出している案も、全中が出している案でも、メリット対策の関係で県間

流通銘柄も変わってくるかもしれないと思う。

（生源寺座長）

前回、やや一般的な意味で岡阿弥委員が価格の条件なり触れて、ポジションも変わって

くるということをおっしゃったこととも関連して、モラルハザードという言い方が適切か

どうかは別として、稲経を織り込んだ形で価格の形成が行われたときに、その対応が変わ

り、ポジションが変わってくるという話である。これはすべてこの研究会で織り込んで制

度を設計するのはなかなか難しい問題だと思うが、そういう要素もあるということは認識

しておく必要があると思う。

（山田委員）

問題はかなりある。この問題は、いずれにしても十分な検討が必要である。

主産県に対して、在庫が出たら、ただちに生産調整の配分を厚くするというのは困る。

（三浦委員）

資料Ｐ２「 ３）生産調整配分のあり方」についてであるが、県間調整が阻害されない（

ようにしていただきたい。配分の後の県間調整の円滑化に関しては、もっと重く捉えてい

ただきたい。

（藤尾委員）

各県の生産量、人口、需要量については、皆数字はわかっているわけである。各県が、

県内需要の分だけ県内で生産することができれば、すべては解決するのではないかと考え

ている。需要量に見合ったものを作り、余るものを把握して、それを県間流通としていく
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べきではないか。

（生源寺座長）

ビジネスでは、ここからは県外、ここからは県内という区分は難しいと考える。

（門傳委員）

まず、現在の備蓄と過剰米処理の関係についても議論すべきである。

（生源寺委員）

現在の仕組みということになれば、備蓄運営研究会の結論をベースにした中間とりまと

めと少しずれるということになってしまうが、この点に関連して、何かあるか。

（岡阿弥委員）

備蓄運営研究会でも申し上げたが、現実に市場が動いている時に、備蓄の買い取りが市

場に影響を与える。やはり、備蓄としても高値の時は買いにくいし、安値の時は買いやす

い。特に安値で動いている時は影響が大きい。ということで、50万トンをきちんきちんと

回転するといっても、一定の回転しない部分が出てくる。そういうことを十分考慮して備

蓄を運営すべきではないか、つまり、市場の動向によって運営すべきであり、固定的なも

のにすべきではないことを申し上げた。文章としても 「そういうことは結果としてあり、

うる」という様になっていたと思う。

今回の問題で、生産調整はやる人はやるし、やらない人はやらないとなっている雰囲気

があるので、やや心配なところである。生産調整をやらない人の分が、今30万トン程度あ

る。今は他の人が背負っているので市場に出てこないが、流通段階に出てしまった時に、

誰が背負うのかということが大きな問題である。全中案でも豊作分は区分集荷、消費減退

分は県間流通調整となっていたが、その量より生産調整をやらない人の分が量は大きいわ

けである。

そこで私自身としても備蓄を意識するわけである。備蓄が毎年30万トンずつ積み上がる

のはまずいと思うが、やはり、一定程度、過剰の際には備蓄を緩衝剤として利用、活用す

るということは十分考えてもいいと思う。

（生源寺座長）

備蓄運営研究会の中身についての詳しい議論は以前行われたわけで、100万トンで形式

的には２年間で回転させるということだが、若干のアローワンス、柔軟な対応も書き込ま

れていたのではないかという点が１つある。

もう１つの問題は、以前私の方からも発言させていただいたが、現在生産調整に参加し

ておられない方の30万トンをどう配分するのか、あるいは配分しないのか、についてであ

る。この点についても、オール・オア・ナッシングになるのかどうか、あるいは現行の30

万トン程度を１つの目安と考える等いろいろ考えられるが、今まで正面から議論せずに来

ているということである。

備蓄と過剰米処理の問題については、本来の役割としては両者は異なるものの、備蓄の

柔軟な運用の仕方があるのではないかというご指摘である。

（髙木座長代理）

備蓄の問題で色々話が出ているが、今までの米の需給操作で大変苦労したのは、備蓄が

常に積み上がり気味で経過してきたことである。備蓄が市場の余り米を引き受けると、結

局長い目で見ると、価格の抑制につながるということで、今まで非常に苦労して備蓄運営
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ルールを決め、備蓄運営研究会でも色々議論をして、１つの方向を決定したわけである。

さらに、今回は中間とりまとめにおいて明らかに方向付けがされているように、売れる米

づくりとの関連で更に備蓄の運営方式を考えるべきであるということで、宿題返しが出た

わけである。そういう経過を辿っているということを、この際きちんと踏まえないと、議

論が混乱するのではないか。私は、宿題返しの範囲で十分な状況ではないかと考える。

（上場委員）

今の座長代理のご指摘に尽きると思うが、もう１つの側面からの検討がいるのではない

。 、 、 。か 昭和６２年から水田農業確立対策が前期 後期とあったが 転作面積を配分していた

麦、大豆の生産には機械が必要だということで、集落営農を組むことに対して転作奨励金

を出していた。在庫が積み上がるので、生産調整面積を拡大する。しかし、今度は突然不

作になると、急に転作が崩れたではないか。今の議論は、在庫が積み上がらないようにし

て、価格が農家に伝わるようにするのが、あるべき水田農業の姿であるとしているが、で

は農家サイドは毎年そんなに大豆を増産したりできるのか。ある程度の範囲ではできるの

かもしれないが、機械の能力には当然限度がある。その両面をシミュレートしないと、毎

年変化すれば経営が成り立つのかと思う。ここは現実を踏まえないといけない。そうする

と在庫のバッファーを幾らか持っておくというのは非常に重要なコンセプトである。

（早川委員）

需要に敏感に反応する経営の確立は、そう簡単にはいかない。日本の水田営農を抜本的

に変えないとできないのではないか。

（永石委員）

宿題返しで示された４つの類型の中で、基本的には２、３類型の方向で検討しているわ

けだが、あるべき姿の段階までいけば、当然農家が皆で判断していくという方向から見れ

ば、その過程として、一定期間生産調整を認識させるために、すべての生産者に生産目標

数量、面積の配分を行うのは基本であろうと思う。それをもとに、やるかやらないかは生

産者が判断すべきであるという方向で検討してきたわけである。

計画外流通米の９割は生産調整に参加している米であることを考えれば、パイは決まっ

ているわけだから、一時的な過剰は出てくるであろうが、そう大幅には出ないであろうと

考える。やはり生産者自身が生産調整が必要か判断すべきである。

そういう原点を再認識する必要がある。予算も限られているわけであるから、過剰処理

ですべてがうまくいくはずはないわけである。全中は区分出荷、県間流通銘柄等の案を出

、 、 。しているが 今までの感覚通り生産調整を行い 価格も安定するということはあり得ない

過剰処理についても、すべてをきちっと計画的にできるわけはない。

リスク感覚を持って経営をするというようにしていかないと、うまくいかないのではな

いかと思う。

（永石委員）

全中が出している「計画生産 「計画出荷」というのはわからないでもないが、経営」、

の主体的判断を持って生産調整を実施するということで、全員に守ってもらえれば問題な

、 、 、 、いが 今の仕組みで行くとすれば 必ず一方では 系統に出荷せず自ら販売先を見つけて

生産調整に参加しない人も出てくるであろう。そうすれば、先程申し上げたように、岡阿

弥委員が言われたように、やはり在庫は持ちたくないので、稲経に代わる新たな制度とい
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うものが、今までのように８割補填というのは考えていないというのであれば、やはり安

売り合戦が始まるのかなと、主産県としては思う。

そういうことを踏まえて、過剰処理を考えていかないと制度一新はやはり無理なのだか

ら、競争原理を入れつつ、生産者が主体的に判断していく仕組みにしていかないとならな

いわけであるから、すべて全中案の方向でできるのかなと気がする。区分出荷をするの

であれば、ますます農協に米が集まらなくなるのではないかと心配している。そういう

意味で前回聞いたのだが、本当にこれでいいのか少し疑問である。

（生源寺座長）

ちょっと整理をしたいと思うが、配分の問題があるわけだが、その場合にどこまでおり

こむかということで全くパーというか、ある程度、生産調整に参加されない方の出ること

を予めある程度見越すか、全く見越さないか 、その辺りのところはまだ少し詰めるべき

点があるかと思う。今は、それをみる必要がないという１つのご意見だったと思う。それ

から備蓄米と過剰米処理のスキームであるが、過剰米処理のスキームというものをきちっ

と作るという議論が出てきた１つの背景として、備蓄というシステムがいわば市場からの

米の過剰の際の隔離のツールとしては、実は必ずしもうまく機能していなかった、むしろ

在庫が積み増すことによって市場に大変な圧迫がかかることで、むしろ逆効果というとち

ょっと言い過ぎかもしれないが、そういったようなことがあって、相当な議論を経て備蓄

研究会の議論が出ているわけである。ただし、それも岡阿弥委員のお話のように完全に杓

子定規の運用ということでは必ずしもないわけで、その点も含め､過剰米処理のスキーム

についてもう少しご議論頂きたいと思う。

（門傳委員）

備蓄運営研究会はこの研究会が始まる前には結論は出されていた。その時とは時間がず

れているから、その当時はそういう結論であったとしても、今日的に考えれば備蓄という

ものを､備蓄運営研究会の取りまとめを尊重しながら、今日なりにどうなのか、特に制度

が変わるという場合の備蓄の位置付けをしないと、吸収すべきものとして、水準はどうこ

うというのは別に、制度が変わったときに、備蓄での積み増しはしないと、生産調整に参

加した者だけが馬鹿をみるという話になるとこれはもう困るので、いざというときに何十

万トンもこちらで受け止めるという話はないにしても、適正な水準があってもよいという

気持ちである。

（生源寺座長）

その点についても、抱え込むことが隔離したことになっていなかったという経験等を踏

まえて、備蓄の役割と過剰米処理のスキームの役割を切り分けた流れだったと思う。

（髙木座長代理）

今､門傳委員のおっしゃられたとおり、いろんな角度や切り口から議論をするというの

はそのとおりである。ただこれまでこの研究会においての議論でも、実は当然備蓄運営研

究会がどういう議論をしたかはそれなりに紹介されたと思う。それも踏まえて議論を行っ

て、この研究会では需要に見合った売れる米づくりという観点からの買い入れ手法なり、

備蓄の仕方を含めて見直すべきとなったと思う。なぜそういうことになったかは、私の理

解だが､備蓄という手法によって市場から隔離することが結局価格の頭を抑え､生産調整を

、 。拡大する方向に結果的にはなってきたということ それがさらに価格の低下をもたらした
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そこで市場隔離の方法としては、これは一時的かどうかということもあるが、これからど

うするかということもあるが、調整保管という手法でやってきた。この調整保管について

もいろんな論議があったわけである。だから備蓄というところにもう１回話を戻すという

ことは、大変なこれまでの経験を踏まえた議論の結果をくつがえすことになりかねないこ

とを理解いただきたい。

（企画課長）

議論の結果は、髙木座長代理がおっしゃられたとおりである。一応議論して中間取りま

とめが出て、それを踏まえて宿題返しをしたという経過である。補足説明であるが備蓄と

調整保管の２つの手法が紹介された。備蓄の性格というのは､非常に保有期間が長いとい

うことである。むしろ保有期間が短いということは、新米を買って新米を出すということ

になるのでこれは隔離することにはならない。調整保管は１年調整保管ということで、こ

れは１年位の隔離効果しかない。従って即座に翌年の生産が調整されるということを前提

にしている。備蓄はもう少しスパンが長くて２年くらい持つこととなる。だから今100万

、 、 。 、トン 50万トンと流すと１年目に買い入れて それを翌年から売り出す それで50万トン

50万トンだから足かけ3年くらいかかる。髙木座長代理がおっしゃられたのは、１回買い

入れると、その間のコストがかかる。しかもコストをかけて3年も持つために3年間ずっと

価格を下げ続ける これは生産者にとって大変なコスト負担になる それから国民の負担､、 。

。 、備蓄米というのは主食用を前提に買い入れる 1万５千円～６千円くらいで買ってしまう

そうするとすぐに数千億円の負担を生じてしまう、そういうものである、そういう前提の

もとにたってこれまでの議論が行われてきた。

（生源寺座長）

だいぶ時間が経過してきたので、一旦どこかで休憩をとって、少し違う話題の方に移り

たいと思う。過剰米処理に関して。

（三浦委員）

過剰米処理についてもう少し踏み込む前に、全中案が実用的､実務的でありうるかどう

かということを２点にわたって発言するので対応いただきたい。第1点は作況見合で区分

出荷の枠を定めるとあるが、例えば新潟県の場合、コシヒカリは４銘柄地域区分になって

。 。 、 、いる 一方作況指数は６地域で出ている これが片一方どこかの産地が95 どこかが100

どこかが103、105となって県全体では100だと。こういうこともありうる。その際県全体

では100だけれども、作柄表示地帯区分でみれば100を超えているというところの扱いはど

うするのか。それでも区分出荷を作柄表示地帯区分ごとにやるのか。もう１点は10月15日

現在の作柄は、例えば本年の場合は10月30日に公表されている。この段階ではほぼ北陸、

東北は米の出荷は終わっているのではないか。そうすると区分出荷は結果としてできかね

る。従来の共計と変わらないのではないか。農家の意思の統率にはならない。余り米感を

認識いただくわけにはならないのではないか。 この２点は実務的､実用的であるかを議論

する上で大事なことではないかと認識している。３点目は区分出荷について市町村米需給

連絡協議会が定める基準単収を用いて云々というような資料の中にもあるが、私は行政の

介入は必要ないのではないかと思っている。特に地方行政の介入はここには必要ないと思

っており､させるべき、求めるべきではないと思っている。この決意を伺いたい。

（生源寺座長）
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この点については流通制改革の中で課題として整理されていると思う。

（山田委員）

三浦委員から心配な課題である的確なところをご指摘いただいた。心配な部分だから整

理しなければならないと思う。ところで、もう一方の事務局案の販売努力支援方式で

3,000円という仕組みでいいと考えておられるのかどうか。全中案は不十分なところがあ

るが、今のところを解決しつつ考えていくことではないかと提案しており、どちらの立場

で仰るかで答え方が全然違ってくる。

（三浦委員）

私は事務局案についても全中案についても、区分出荷は30万トンの販売努力支援の中に

入った量が産地銘柄ごとに公表されて、その産地は減産するとか品種構成を変えるとかあ

るいは売れる工夫の米作りとか、そういうものが進んでいくべきだと思っており、その際

参考になるメッセージをこの両案から出てくるべきだと思っている。事務局案にはそうい

うことから対象となる産地銘柄が公表されるべきだという意見を付している。よって、全

中案も共計のようにわからない処理ということよりも、区分出荷するということがあらか

、 、じめ明確となれば 翌年の生産に何らかの形に励みとなって反映されていくわけであるが

共計のような形で処理されるのであれば、結果として的確なメッセージが生産者に伝わら

ないのではないかという視点で申し上げた。

（全中馬場課長）

先程、三浦委員から２つのご質問、ご意見等があったが、１つ目の作況が地区別に違う

ということが出てきて、トータルとしてはこの県が100であったという場合どうするのか

、 。 、というご質問であるが 我々もそこは頭の痛いところである この提出した資料にも一旦

市場隔離というか、とめておいて、仮渡しをうっておいて、そこから主食用の状況、豊凶

のばらつきがあったら、全体としてとめておいても、主食用に販売可能という選択ができ

。 、るように検討している ただ先程の新潟のように全体として100になってしまったからと

一旦とめていた101とか103の地帯も売っても、そこから確定してからの時間等いろいろ問

題になると思うが、トータルとして100になれば主食用にまわすという条件つきの主食用

の販売というのを検討してはどうかいうことが１つあるが、実務的具体的にどうかという

のは、さらに詰めなくてはならないところだと思う。時期的な問題も頭が痛いところであ

り、今も需給調整水田という形で実験をしているが、結局どこかでオーソライズしてそこ

、 、で決めるという姿をしないと 待っていたら遅れてしまうということになってしまうので

作況を決める単位ごとの過剰米数量を決めれば、そこで一旦とめておいて後で調整すると

かそういう仕組みを考えざるを得ないのではないかと思う。的確ではないし具体的にはこ

、 、れからの課題だと思うが そうした面からすると市町村の米需給連絡協議会という役割は

関係者が揃ってここの単収はこんなものだとオーソライズしていただく機関がいるのでは

と思う。

（生源寺座長）

共計云々というのは案の中では、別会計というか別精算という提案であったと思う。

（奥村（幸）委員）

過剰それから備蓄問題、手法についてはいろいろあるというお話であるが、長年の備蓄

で莫大な金を使いながら尚且つそれに抜本的な解決の方策が見出せないというのが本音な
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のだろうと思う。議論が公開されている中で私のような言い方は社会批判を受ける性質も

あると思い自重していたが、あえて申し上げるが、結局生産者の将来性を考える人間らが

いろんな仕組みの中で一方ではきちんと生産調整をすると、しかし今日までの経過をみる

と、全く生産調整に協力をしない30万トンの米がある。市場はあふれているんだと。そう

するとまた一方では生産調整を強化すると、市場価格は一定のところで保たれるわけであ

る。そうすると協力しない連中が来年も作付けするということになると、主業、専業そし

て主体的な取り組みをしているところが限りなく生産の調整に追い込まれていく。価格を

維持することが本当に将来の日本の米作りのあるべき姿を早期に誘導することになるの

か。本当に求めているのであれば逆に１回暴落をさせてしまって、中途半端でどうでもい

い、生産調整に協力があってもなくてもいい、俺の作った米が売れるからやっているんだ

という非協力者、これらの方々が俺はやめたという、それからあるべき姿を考えるほうが

本当ではないのかという極論を胸に抱かざるを得ないと思っている。その時に将来の日本

農業の見直しについては、米価の下落に耐えるだけの政策をしてもらわなければならない

ということになると思うが、それだけの財源があるのかないのかという問題になれば極め

て不安要素が大きいということになるので、あくまでも私の意見は空論であり、思いのた

けを述べているだけということになると思う。しかしこれを解決するためには全生産者が

きっちりとした大きなペナルティなり何なりがなければ抜本的な解決の道筋はないのだろ

、 、うと思うし もしペナルティというと委員の皆さんが大嫌いな話ばかりになると思うので

、 、解決策を持たないで発言することは恐縮であるけども しかし何らかの規制なり強化なり

そしてそこの政府の関与がなければこの問題は解決ができないということを申し上げてお

きたいと思う。

（生源寺座長）

そういう所感をお持ちになったということで、お答えする性質のものではないかもしれ

ないが、１つ２つ申し上げると、そういうことを実際にやるという意味でお話になったの

ではないと思うが、いわゆる直ちにハードランディングということについても意見がゼロ

ではなかったと思うが、この研究会としてはとらないことに整理した。生産調整への参加

の仕方、それから流通制度、現在、計画米と計画外があるが、ここへの関与の仕方等々が

あって、農家、農業者の間にいろいろな違いがあり、その間にある意味では不幸な軋轢が

あるという点についてもこの研究会で相当議論し、認識を深めてきたわけである。それぞ

れの言い分があるということも、我々はその把握に努めてきたわけである。その意味では

私どもは両者というか全体を見渡して、そもそもそういう軋轢なり、そういったことが起

こらないようなシステムを作るべく努力していこうということで議論を進めてきたと私は

理解している。従ってそういう意味で仰ったのではないと思うが、どちらが悪い、どちら

がいい、そういう話の段階というものはある意味整理がついて、もう少し高い視野から議

論をしたいと思う。

（横川委員）

。 「 」座長のおっしゃる通りだと思う 研究会の発足当時は 未来への方向性を明確にしよう

という認識がはっきりなされていて、議論もそれをベースに明確に進められていたと思う

が、回を重ねるにつれて後ろ向きの議論が目立ってきている気がする。確かに、改革とい

うものには痛みが伴うから全員が納得したまとめ方をするのは実際難しいのではないかと
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思う。しかし、ここで、どこまで踏み込むのか、事務局案・全中案等どの方向でいくのか

という大枠を議論して定めた上で各論に進まないと、どうも声の大きな方に引っ張られて

いるような気がしてならない。

改革をせずにすむのなら何の問題にもならないのは当然である。会社の中では、よく堂

堂巡り議論に終始し結論を出せないことが往々にしてあるが、現実を踏まえながら順を追

って進めないとそれぞれの立間の言い分だけ言ってバラバラなだけになってしまい、何の

結論も出ずに終ってしまう危険性がある。

（生源寺座長）

この研究会があたかも１つの会社であるという気持ちで議論して参りたいと思う。

（門傳委員）

基本的な考え方だと思うが、過剰処理であっても結果的に何かを変えるという場合には

今までと延長線上であっても違うことをやるわけであるから、相当な手間暇コストがかか

る。ただその先にこういう風な形でということを思っていないと、本当にあっちこっち突

っつきあいばかりようなことになるので、覚悟しなければならない、制度を変えるという

場合には。みんな、当事者、全プレーヤーが同じように一様に傷つくかどうかは、具合は

わからない。ただ一旦、変えるということの合意はあって、めざす姿はある程度あって、

ただそれに移るのはみんな今までよりも逃げたいとか避けたいとか、またはもっとメリッ

トがほしいとか、そんなうまくいくことはないわけだから、全体が変わる場合には、それ

ぞれ大分の役割に応じた分の責任、痛みというか、そういうことがあるんだということで

制度設計をしていかないと、とてもではないが座長がまとめられないと思う。だからそう

いう視点でいってほしい。でないとまさに口では担い手がどうとか、あるべき姿といいな

がら、１個１個言ったらまとまるのとは逆方向、まさにバックギアに入っているような感

じである。その点をよろしくお願いしたい。

（生源寺座長）

それではこれからの進め方であるが、座長として次のようにいたしたいと思う。残され

た検討課題についての議論をもう少し継続していただきたいということだったので、新し

く項目として追加するものとして、麦・大豆政策の問題、あるいは水田利用の問題。すで

にかなり意見は出たと思う。それから備蓄の問題は今相当議論が出たのでこれで一応整理

する。もう一つ系統事業のあり方、また多少関連ある項目として、流通の合理化の問題、

これも多少意見があったが、このあたりについても議論いただければと思う。なお、資料

の１の中にもいくつかまだ議論をすべき点があり、そういった点についても議論をしてい

ただきたいと思うが、その議論を踏まえ、一定のところで、少し時間を座長、座長代理の

方にいただき、整理をしていきたいと思う。その際、本日は、特に四角で囲まれている、

次の会合に向けて事務局あるいは全中に対してお願いする部分については、文章表現等を

含めて整理をする。最終的な整理が今日となる。議論の概要については、例えば、ここは

分けるべきであるとか、先程来、県間流通銘柄米の問題は場所として不適切ではないかと

いうご指摘があったわけであるが、こういった点については本日は修文の方針を示し、実

際にどう修文するかということについては、今日の会合の終了後整理して、次回にこうい

う形で修文の方向に沿って修文をしたということをご確認いただく。すべての修文につい

てこの場で点検をすると相当それだけで時間がかかることもあるかと思うので、そういう
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ような可能性も考慮し、今日は、修文の方向を示し、ご了解いただいて進めていきたい。

従って、議論の内容に絡むような議論も色々出していただきたいと思うが、むしろこの四

角の囲みのところで、プラスと言うか、これをやはり付け加えるべきであるといようなこ

と等があれば、是非出していただきたいと思う。それでは、ご自由に議論いただきたいと

思う。

（木村委員）

それでは私の方からは３点あるが、１つは、第三者機関的な組織の話。これは例えば需

給予測が本来の仕事というか、役割とすれば、果たして地方の県、行政に必要なのか。私

は必要ないんじゃないかというような考えである。私共も組織で色々検討したが、県なり

市町村なりに落としてしまうと複雑になってしまい大変じゃないかと。むしろこれは国が

きっちりと「これだけ必要だ」この対応については各県がそれぞれ考えてもいいが、第三

者機関を各行政から求めるのはちょっと無理があると思う。それからメリット対策だが、

いわゆる事務局案については生産調整とリンクしないというような部分もあり、私は少な

くとも全てが生産調整実施者にリンケージすべきだと、特に経営安定対策は、原案では全

然リンケージしてないわけだが、むしろこれから構造改革をやっていく上で、リンケージ

するのが普通ではないか。特に当面の経営安定対策がなかなか目指すべき方向にいかない

のではないかと思っているので、経営安定対策の目標すべきものが実現した後にやるよと

いうのは、私は本末転倒ではないかと思う。そこに目指すべき方向に向かって経営安定対

策をやって、安心して営農ができて、目指すべき方向が実現できるというようなプロセス

を私は構築すべきだと思う。

（坂本委員）

。 、 、関連すること２つ質問したいと思う 私もこの第三者機関 Ｐ１の第三者機関について

話をしていきたいと思うが、先程、木村委員や三浦委員からも町村を外してもいいのでは

ないかという、大変ありがたい言葉をいただいた。それでよいならば大変嬉しく、町村会

に帰っても、おほめいただくかと思うが、そうはいかないと思う。やはり市町村が農業を

抱えているうちは、そうは簡単にいかないだろうと思っている。そこで今も生産調整推進

本部会議という組織の中で最終的な配分を決定し、おろしている。名前は全国米需給検討

会議、仮称だが、名前が変わっただけで、仮に消費者代表を入れたり、第三者として学識

経験者を入れたりするくらいのもので、そうは変わらないということであれば、何ら今進

めているものと大きな差はない。尚且つ、町村が加わって町村から配分するということに

なれば、やはり押し付け的なものになり、農家側にすれば今までと変わらないだろうとい

う思いが大変強く感じられる。このへんをもう少し具体的に議論をしていただかないと、

、 、町村としては 今までと何ら変わらない状況のものとして受け止められがちだと思うので

全国段階でも、農林水産大臣、全中会長、更に知事、県中、市町村長と段階的組織では、

、 、今と何ら変わらない状況のものであり 名前だけが変わったんだという感じにとれるので

もう少しご議論いただきたい。我々は十分支援する。何ら逃げるつもりもない。ただ、最

終的に１つだけ申し上げておきたいのは、今はものすごい 100パーセント違うというプレ

ッシャーがある。それだけは今度の政策の中ではきっちりとなくしていただきたい。これ

だけはっきりと申し上げたい。

（古橋委員）
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遅れて来たので、ダブって質問するかも知れないが、私共は流通段階の改革に最大の関

心を持っているわけである。川上から川下に至るまでの改革の総合的なパッケージという

考え方の中で、系統米事業の集荷販売、これの見直しについて今一つはっきりしないと思

っている。この点をもう少し明確に示していただきたい。例えば、委託になるのか買取に

なるのか。この１つをとっても相当流通がかわってくる。系統米事業の見直しをこの中間

取りまとめの中で言っている。もう少し明らかにしていただきたい。

（生源寺座長）

今のご指摘については、系統の米事業のあり方について、宿題があり返ってきているわ

けである。そこはあまり議論が行われていない。従って、そこをもう少し詰めるべきであ

るという意見がすでに出ている。更に、古橋委員からも関連するご指摘があった。この点

は以前資料としては出ているが、系統組織としての米事業のあり方について何かここで。

（岡阿弥委員）

どっちにするかという詰められ方をされているのかも知れないが、私は流通部会からず

っと色々実態も含めて話をしている。例えば、委託なのか買取りなのかという風におっし

ゃられても、今、ここの家は200俵、ここの家は500俵、ここの家は大きいから何千俵と、

そういう形で一定の集荷をしてそれぞれの米の売り先というのは、また銘柄として売る時

期も売り先もまた色々出てくるという実態の中でやっているわけである。さらに月々相場

が形成される。個々の農家のものが相手先ニーズに対してボリュームとして個別に該当す

るかどうかということになると、相手に対しては一定の何軒かの農家のボリュームないし

は何十軒、何百軒という形のボリュームで相手に合わせて対応している。これが実態であ

る。そのことを農家間でいうと時期別にも売り先別にも違うものはどうしてもプールで計

算をして精算せざるを得ないというところがある。委託を受けて販売するという形は基本

として持たさないというように考えている。そのことは何回か述べている。今回もそれは

言っている。しかしながら、特徴的な米とかそれから長期的な契約の中できちっと玉を確

保して相手に届けるとか、それから契約条件の中で価格が一定見定め易いとか、そういう

場合については要望に応じて買い取って供給するとか、いろんなパターンがそれはあり得

るというふうに考えており、そういうことも含めて色々なバリエーションを作っていく必

要があるだろう。生産者、実需者それぞれのニーズがあるわけだから、それについて対応

したバリエーションを作っていく必要があるだろう。また委託を受ける場合についても、

品質区分であるとか、銘柄区分であるとか、そういうもう少しメニューを広げた形での委

託、それから区分出荷というものがあるから、委託を受ける条件の中にそういうことを入

れ込んで、取引条件、農家との取引条件を整理するとか、そういうことも含めた検討が必

要になってくる。具体的にはそういうその農家との契約も含めてそういういろんな条件の

バリエーションということが必要だろうというふうに考えている。従って、委託なのか買

取りなのかというに二者択一的なものの考え方は今していない。

（古橋委員）

いろんな組み合わせの中で仕組みがなるだろうというふうには想像しているが、具体的

に示されていない。具体的にというか、なかなか説明がないことから理解しにくいという

のが実際の問題である。更に細かいことを言えば、例えば計画流通米と計画外との区分が

なくなったときにはいったいどういう流れ方をするのかというのも議論されていない。実
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務的な話になるので、なかなか申し上げられなかったが、そういう実務的なところの部分

がこのまとめの中ではどういうふうに扱われるのかということも含めてお尋ねしたかっ

た。

（岡阿弥委員）

流通部会なり、前の中間のとりまとめでもＪＡグループとして実質的にそこは自らの問

題として検討して改革するというまとめになっており、自らの問題としてまとめたものを

エッセンスをここにお出ししているというのが現状である。もっと具体的で、組織的に今

検討してこうやるというのは既に業界紙に流れている。従って私の方は非公開ではない。

そういう中で、業界の中でも色々検討している。見られてる。だいぶ変わるんじゃないか

と見られているところもある。そういうことを細かくやるということは、多分、この場の

のテーマではないだろうと思い、出していない。

（生源寺座長）

ある意味では細かな検討が進行中であると。そういう裏づけがあるという中で新しい仕

組みを少しお出しいただけないかというご指摘だと思う。

（門傳委員）

やはりこの系統米事業方式の問題も大変大きいことである。そうは言ってもそれぞれの

農協ってみんな独立した法人であって、それぞれの事業体なものであるから、ここで色々

ご意見をいただくことは大変ありがたいことだと思うが、誤解があって縛るとかというの

は無理なわけであって、やっぱりこの研究会の意見としてのとりまとめとか、ある部分は

いいと思うが、これを丸々下々までこうしなければならない的なものとか、そういうこと

はやっぱり無理だと思う。例えば農協等の担当であったり、県であったりそれぞれの戦略

が違ったりすることで売り方が違ったりしてくることから、そこの部分が民間経済事業の

部分とある程度線を引かざるを得ないという部分がある。研究会でどこまでやっていいの

か意見をいっぱい言っていただくのは極めて結構だと思うが、そこの部分くらいまでが限

度なのではないかと私は思う。

（生源寺座長）

多分、仮にそういう投げかけがあるとすれば、今おっしゃられたことも踏まえながら、

現実的な答えを出すということになろうかと思う。

（三浦委員）

今の系統米事業は、資料№１の最後に議論になる、あるべき姿の実現のプロセスにも影

響があるのではないかという観点から、先程提案させていただいたが、米主産県はいずれ

も転作率は全国平均から低いにもかかわらず、限界感とか強制割り当て感とか閉塞感とか

言って、もっと米を作りたいという欲望なり願望が常に横たわってる。一方、系統米事業

は米集荷にものすごい勢力を注いでいる。そうすると計画生産というのはいったいどこい

ってるんだと。それは一番川下の売れる状況を川上へ上げていけるのは系統しかいないわ

けだから、一連のプロセスと合わせるいろんなバリエーションがあるとおっしゃるが、い

、 。つどこで誰が どういうふうに切り替えていくというメッセージを伝えるべきではないか

そのことが何回か議論された、誰のため何のための生産調整かというふうなことになるの

で、これはけして避けて議論したのではだめではないかと思う。やはり、パッケージ論も

あるが、あわせ技でいかないと一番最後に議論になってくる実現のプロセスをいったいど
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、 。う見て 実行プログラムをどう描いていくかというところに大いに関連する問題だと思う

再三、制度設計らしきものを見せて欲しい、メリット、デメリットを提示できないかと、

。 、 。言っているわけである 出ないのであれば出ないでいいが 私の意をくんでいただきたい

（生源寺座長）

今議論しているスタンスというか、繰り返しになるが、四角で囲んだ形で、次回までに

少し時間があるわけだが、それまでに何をお願いしたいかということを明確にするという

ことでご提案をいただきたいということで、この場で全てやりとりが終わって終焉すると

いうことではない。それから今の発言の中にも生産者の組織という系統の顔と流通の担い

手である系統の顔の２つの面があることが示唆されている。

（岡阿弥委員）

転作率が低いところがかなり米の生産意欲が高くて、余っているのにまだまだ作りたい

と、そこはおかしいのではないか。そういう話かも知れない。私が思うのは、先程、県間

流通米を出している県ということであったが、主なところが昔米の単作地帯と言われると

ころであり、米中心という形で農業を営んでいたところある。そういう県の中でも徐々に

。 、野菜を作ったりしながら色々転作率を高めてきた 他の作物の生産を広めているわけだが

まだまだ米依存度が高いという実態であり、そこの農家がやはり米で頼っているという実

態は免れない事実である。私は先程、平成22年の麦・大豆の目標というものをもう１回見

直しして、もう少し拡張計画を立てていかないとそういう県で米でなければ何をやればい

いのかいう誘導をはっきりしないと、米が余ってると言っても米依存から抜けないんだろ

うと思い、申し上げた。そういう全体の政策を含めてやらないと、私の方は販売計画に基

づく生産に転換するというふうにして、これから事業をやっていこうと思っているが、に

もかかわらず、じゃあ、そこの余ったものをどこに誘導するんだ、という答えを用意して

いないとそこの全体の所得の低下だけになってしまう。農業として生産力を持っていると

ころであるから、国民的にはそういうところをどんどん耕作放棄にまでもっていくという

ことにはならないだろう。そういう観点で、系統米事業が何をするんだとそこで全部おま

えのとこで始末しろいうふうには私はならないというように考えている。

（生源寺座長）

三浦委員それから岡阿弥委員の議論は最後に議論していただくステップの話にもかかわ

るところであるが、一応、以前この再開後の会議の中で、施策のあり方の検討と取り組み

のあり方の問題と改革のスケジュールは一体のものとして議論するという整理をしてい

る。今の議論はまさにそういう問題があるというご指摘であろうと思う。それから今の岡

阿弥委員のご指摘は、もう一つの要検討項目である水田の土地利用のあり方について、麦

・大豆・飼料作物やそれ以外のものを定着させていくがまだまだ弱いのではないかという

ご指摘とも絡んでいる。この点の議論があればお願いしたい。

（横川委員）

ここでは、２つの問題があると思う。１つには減反後の土地で何をするかということ、

も１つは農産物の商流が今後どうなるのかということである。

減反後のことだが、大豆や麦の生産について、私は１人の消費者としては日本の麦には

価格競争力がないと割り切っている。国として考えると１トン当たり10万円もの助成金を

出し続けることが出来るはずがないのは明白である。そうなると農業全体として考えれば
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良いとは言えない状況である。一方で 「野菜の空洞化」も進んでいる。、

昨今、漬け物の材料となる野菜がどんどん外国産のものになってきているという。これ

は、５年後くらいには生鮮野菜の輸入も増えることを示唆している。海外で日本に追いつ

く品質の野菜を安く作ることが出来るとなれば、それを買いたい人が輸入するので日本の

農業が空洞化していくのである。残留農薬問題のため今は少し足踏み状態だが、中国に限

らず生産をさせて欲しいという話は山ほどきている。外国側では100％顧客ニーズに対応

すると言っていると聞く。

そんな中で転換作付けをするのが大豆・麦、または他の野菜で良いのだろうか。例えば

何かの野菜を作ったらその価格が暴落するとしたら米と同じではないか。自給率を上げよ

うといいながらそれにかけるお金はないのだから、話の筋自体がおかしくなる 「補助金。

を出さない」形の解決策を探らないといけないはずである。

一方、転作物としての野菜についても、その商いとしての流れが米同様市場流通と直接

取引に分かれており、こちらでも市場取引がどんどん減少している。市場を使わないとい

けないと決めたとしてもその実態がユーザーとしての生産者と消費者にメリットがなけれ

ば市場外流通が増えるのは自然なことである。また、資料のＰ５にある「行政の役割とフ

ェアな取引」の中の「フェア」という言葉の範囲・中身の確認をしないと後で誤差が生じ

ると思う。

（生源寺座長）

こういった形で今、何人かの方から四角の中の文章の構成にも有意義なご意見をいただ

いたと思う。

（奥村（幸）委員）

資料１のＰ４の５番目の担い手に対する経営安定対策で１つだけお願いしておきたいと

思う。今までもご意見の中で担い手という言葉が非常に将来に向けて不安とされていると

あるが、私自身、担い手というのはいったいどこからどこまでの範囲を含めて担い手と認

識されているのかということについてはまだ、皆様方のご意見を承った覚えがない。ただ

言葉の上での担い手という位置付けであると思っている。そこに決して反対するわけでは

ないが、現実の対応の中で確か平成６年か７年度に認定農業者制度というものが発足し、

その後、なかなか思うだけの認定農業者が育っていないということが私の地元の問題点で

ある。それは何故かと言えば、１つには大きな認定農業者制度がそれぞれの地元に説明さ

れ、それに参加される農業者がいるわけであるが、その後急激な米価の低落が起こり、１

つには将来あるべき姿の中に約800万くらいの所得構成を目標にしてそれらが認定農業者

に認定をされたという経過がある。しかしこれは５年毎の見直しということの中で最近も

見直しがあり、当時作った目標到底米価の低落によって到達できないという残念な状況の

中にあり、この認定農業者が現在営農の中心を担っていながらなかなかここに位置付けら

れていないという問題がある。担い手に対する経営安定対策、前回の委員会で申し上げた

が、このことは実現に向けてご努力をいただきたいと改めてお願い申し上げる。その際に

今の認定者の認定農業者というものの位置付けを再検討いただき、改めてここに１つの担

い手に位置付けていただくようご配慮をお願いしたい。

（岡阿弥委員）

物流の問題、ご意見が２、３出ているが、物流なり、価格なり、このことでこれから我
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々は工夫しなければならないということを申し上げたい。長期県間定期的な取引きという

ところで国鉄コンテナ等を利用する最も安い物流料金の体系なりなんなりというもの全農

自身は持っているが、価格が月毎に変動するとその契約が壊れるという中で 「こっちの、

ものとるから と言って期末ぎりぎりにトラックを着けて取ると物流経費がかかっても そ」 「

っちの方がいいよ」といろんな変動が起きてなかなかコスト軽減だけで世の中済むわけじ

ゃないという世界がある。それは一定の取引きについて完全な市場連動をしてしまうとそ

ういう合理的な物流を目指しながらも、それが発達しないという側面がある。従って、今

回のまとめの中にも入っているが、市場価格と完全連動方式というものを少し見直してい

かないと物流の発達なり定期的安定的取引の発達なりこれがなかなかうまくいかないので

はないかということでそういう項目が入っている。それとフェアな取引きとはなんだと。

市場になるとやはり市場価格で、びちっとやるのがフェアじゃないというような話が出る

かでないか、このフェアの中に。私自身はこれからの米の取引きをもっと合理的に安定的

にということそれから安定的な需要が安定的な産地を育成するというようなことを考える

と、くるくる変わったりするという要素を少しづつ排除しながら完全連動方式を見直して

いくというワンセットで考えるというような、大量取引きは大事であり、そういう見方で

もって進めるべきではないかというように考えている。今の月々の市場価格連動だとか、

ＪＡＳ法の取り締まりの関係で相場が動くとかいろんな要素が今あるが、それに振り回さ

れたのではまずいのではないかという感覚を持っている。それから、もう一つは安定供給

支援法人のところで、話がそれるが、役割としては、債務保証等と書いてあるが、流通部

会の時は、今まで計画流通米が大都市に対して安定的に供給をし、役割を評価すべきだと

申し上げたが、このことは流通部会の取りまとめの中に入っている。そういうことがきち

っと出来たというのには、一定程度、長期在庫について助成があったという背景がある。

そういう機能も安定供給支援法人の中に位置づけていただきたいと考えている。もう一つ

の問題は、支援法人として債務保証をする時に、全体の公平性というものをどのように考

えるか。中身がわからないので、それだけで止めるが、公平な仕組みとして隔離されない

と今まで２ルートあったから、不公平であったということで、そこを一本化するという。

２ルートが不公平を生んでいた。そういう指摘があってそこを一本化するということにな

ったわけであるから、どう公平になるかというところもきちっと整理した上で位置づけが

必要であると考える。

（横川委員）

私は、このところ食品流通の研究会にも出席しているが、その中で売れる米を追求する

という点で皆さんにお知らせしたいことがある。日本には米の種類が500から600ほどもあ

るが、消費者が実際に米を選ぶ決め手はどうも「イメージ」の占める割合が多いようであ

る。例えば千葉には千葉のおいしい米があり、茨城にも長野にもあるのだが、お客さんは

「お隣が新潟のコシヒカリだから私も」というように実態とは関係のないところで、ある

種のブランドに飛びつくところもあると思う。そうなると売れる産地はいいが、売れない

ところはいつも価格がバラバラで苦労をする。そこでイメージに左右されない、はっきり

した基準として、例えばブレンドにより食味値80を達成したら、これくらいの価格とある

程度わかってくると、買いつけ・物流・ブレンド等すべてに透明性が出てくるのではない

かと思う。以前から日本の米とコーヒーのブレンドは信用できないと言われていたが、コ
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ーヒーは改善が進んでいるようであるが、米はブレンドを信用しきれないからブランド名

に頼らざるを得ないのである。どうか、最良の方法を探る議論を是非していただきたいと

思う。

また 「担い手」という言葉については、私は「米を一生懸命作る人」のことだと思っ、

ている。年齢も関係ないのだが、今はどうも、高齢になって農業を辞める人があると担い

手がいないといったように違う形で使われているような気がする。米を作る人の数が減る

ということが、即ち米の生産減少に直結するわけではなく、生産性を向上させるか営農規

模を拡大すれば１人当りの生産量が増える。また、魅力ある「米づくり 「農業」に変え」

ていけば担い手は増えるはずである。生産調整のやり方を変えたら担い手がいなくなると

断言する必要はないと思う。

（生源寺座長）

確かに、担い手という言葉は多義的であり、整理が必要である。今の食味値について消

費改善課長の方からお願いする。

（消費改善課長）

食味の件については、流通部会等で、食味値について表示し、こういうものでブレンド

米を積極的に、有名銘柄以外でも美味しい米を売ってはいかがかという議論があった。古

橋委員からもご提言があり、これらを踏まえ７月～10月まで「米の表示等についての検討

会」が開催された。その中で、食味の表示についても生産者や流通業者団体の方々、消費

者の方々、学識経験者の方々に検討いただいたが、結論的に申し上げると 「食味の銘柄、

間格差は縮小していること等から、産地、品種、産年に偏重した表示実態に疑問が呈せら

れたものの、現在の食味計に対する信頼感は消費者においても流通業者においても未だ十

分ではなく、そもそも食味を数値化することの妥当性についてもコンセンサスが得られて

いない状況にある 」また 「食味計自体についても発展途上の段階にあり、今後更に物。 、

理的な特性等を踏まえて、検討すべし」との報告をいただいているところである。特に、

消費者の委員の方々から食味は個人個人異なるものであるとして、強く疑問を呈せられた

ところである。

（横川委員）

それが会の方向ということは確認した。ただ、個人として言いたいのは、米を買いつけ

する立場として実感しているが、同じ種類の米で同じ県の同じ産地でも味は違うというこ

とである。そのような状況下での消費者の判断材料として私は食味値のほうがふさわしい

と思うので、食味値としての表示をもっと検討してもらいたい。

（生源寺座長）

改めてそういうご提案があったということで、受け止めていただければと思う。

（長谷部委員）

表示について、消費者の信頼を回復する表示ということで、今、表示の問題がクローズ

アップされている。そういう中で今回計画流通制度をなくすということで、結局は、米と

いう流れになって来ると思うが、その中で、表示を担保するものはやはり、農産物検査法

による米の検査ということであるので、そうするとＪＡＳ法による表示をきちんとやると

いうことになるとどうしても検査を受けた米の流通ということが必要になってくるので、

今回、この民間による検査に移行途中であるが、あるところでは民間検査員からよからぬ
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結果が生まれているということも聞いているので、１つ検査制度については、国がリード

するような方向に持っていただきたいと思う。また、民間検査機関に対して、強い指導態

勢をとっていただきたいと思う。今までずっと論議されてきた米の流通の流れについて前

々から申し上げているが、従来の計画外流通米、安定契約生産者が非常にたくさんいる。

私もそういう方と随分交流を持っている。その人たちも結局、自分が米だけを直接うるの

ではなく、野菜も作り、他の穀類も作って米だけではない供給をしていることも事実であ

る。そういう人たちは団体的な生産調整はしていないが、自らが生産調整を行っていると

いうケースも多々見受けられる。この人たちがいわゆる流通業者なり消費者と直接結び付

いているということは年を追う毎に増えているような感じがする。末端の小売業者になる

といろんな流通経路を通って流通コストが加算され、高い価格で購入するという自体にな

ってきている。こういう制度の中で、直接買えるルートもできているので、なるべく、流

通ルートの経費の節減等をしていただかないとどうしても、安定契約生産者との取引きが

増えていくのではないかという懸念もある。そういう方達がまだ少ないとはいえ、相当の

流通をしているので、そういう方も視野に入れた政策を考えていかないと、食糧法が５～

６年で見直さなければならなくなったことと同じで、また４～５年先にはこれを見直さな

ければならないという結果になったのでは、ここで議論していることが何もならなくなる

ので、検査制度を含めて意見を頂きたいと思う。

（山田委員）

全体の枠組み、四角で括ったところの意見を申し上げたい。１つは、Ｐ２の四角で括っ

た部分については、午前中意見が出て、これを一緒にしてもらっては困る、一緒ではない

ということであるので、書きぶりの整理が違うのであろうと思うが、それにしても、ここ

にあるように 「以上の議論を踏まえ、経営努力により開拓した需要先と結びついた生産、

を行う取組」これが安定契約生産者ということで考えているとすれば、これの取組に対し

て「支援のあり方を検討することが必要である」とあるが、ここは違う、議論をしてここ

。 、 、は当然手直しがあるというように考えると申し上げておく ２つ目として Ｐ３に入るが

いずれにしても県間流通銘柄主体の調整という部分は配分のあり方とは区別して整理いた

だくということで、三浦委員がおっしゃったようにＰ３の枠の中は、こういう書きぶりで

はなく、あるとすれば生産調整目標の調整手法の関係等の手法、生産調整の配分のあり方

に関わる議論をしていただくことになるかと思う。その次にＰ３の、助成内容のところ、

助成措置の内容のところであるが、②のリンケージのあり方について、これは賛成だが、

担い手の自主的経営努力が発揮されるべきと書いてある限りでは制度改革の主旨であり、

制度改革に賛成ではあるが、ここの部分が経営の主体的判断により生産調整を行わないで

やる人というのは、安定契約生産者を意図されているのであれば、それを制度改革の主旨

とまで言うのか。大部分の生産者が参加する生産調整の実効性の確保といった観点は制度

改革の主旨ではないのか。細かいことを言って悪いが、どうしても言いたくなるので、そ

この部分をよく検討していただきたい。その上で、Ｐ４の産地づくり推進交付金について

であるが、議論の概要は２点しか書いてないが、議論が無かったということかもしれない

、 、 。が 産地づくり推進交付金の算定の考え方とあるが 算定の考え方をよく承知していない

相当不明なものではないかと思う。一定の面積固定を算定基準にしたものであれば、これ

はリンケージしない。生産調整の規模を拡大したり、取組が多くなったり、ガイドライン
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で多くやると、うまくリンケージしないのではないかと思う。そういう面で、２行しか書

いてないが、全部ひっくるめて全体の整合性をもって具体策を再検討するということであ

ればそういうことだと思う。それからＰ４の５番のカッコにについて、経営安定対策につ

いてであるが、私が一貫して主張していた、いつどんな条件の下で実施するのかというと

ころが大変不明瞭である。色々な資料に書かれているが、議論しても書かれている書きぶ

りは変わらないままだし、新しい資料を読んでみても意味がわからない。仕組みは提案さ

れたモデル経営との比較という形しかないのか。どう考えてもどういうことなのか 「早、

期に措置することの可能性を再検討する必要がある」というのはここに出てくるのは初め

てであり、何を検討するように指示することになるのか。はっきりと可能性を再検討では

なく、早期に措置することを検討しろ、とはっきり言ってもらわないと、一貫して主張し

ている委員の意見に答えたことにはならないのではないかと思う。Ｐ４～Ｐ５にかけて、

過剰米処理の件についてア～セまで、色々な検討課題が詳細に示されている。それだけ、

難しい問題であると思うが、項目それぞれについて意見がある。内容について、意見交換

したいが、それは置いといて、これらを全部念頭に置いて、実効性のある効率的な仕組み

を作ると言っているのであるなと思うので、その線でやってもらいたいと思うが、枠の中

にわざわざ、事務局案と全中案の比較考慮を行い、と入れなくてもいいのではないか。ど

ういう意味なのか迷っている。あまり対決姿勢でやっていても前に進まない。ここはお互

いに悪口を言い合わないで、いいものを作るという線で、お互いやってはどうかと思う。

最後に水田利用の姿について、将来の構造展望と関係して、10月の研究会でやったが、思

い切った水田利用の転換が必要であり、28万ヘクタールは埋まらないみたいだという話が

出ている。先程、奥村委員からも麦・大豆等の話も出てるわけであり、水田利用の構造改

革をどう進めるか、目標面積をどうするかという大変大きいことであるので、宿題をおく

ということであるので、私も是非、その点はおいていただいたらと思う。

（髙木座長代理）

次の段階がいつになるかということだが、今予定されているのは26日となっている。そ

して今月中に取りまとめるということを目指して29日が予定されている。それで、その整

理の仕方についてであるが、もう検討が必要という段階ではないのではないか。従って、

文章の整理はともかく、Ｐ２でいえばあり方を検討するのではなく、あり方を示すという

段階ではないかと思う。であるから、Ｐ１も検討が必要なのではなくて、示すと。特に先

程、色々な議論が出たが、Ｐ４の第５で、何か書いてあるので安心しているのではないか

という感じがしないでもないが、これでは、本当に何をこれでするのか分からないと言わ

れれば確かにそのとおりである。少なくともこのカッコ内は、検討ではない、可能性では

ない、きちっとした案を示すという整理をすべきである。上のカッコについてもそうであ

る。そうでないと26日に招集したけれども、これからつめるというようなことでは困るわ

けで、きちんとしたものを示していただかなければならない。

（生源寺座長）

これは、山田委員の提案の中に含まれていたことである。あるいは、いろいろな委員の

方から言われていたことを総括していただいたということである。それぞれの項目の内容

について若干考えるところもあるが、26日には示していただくということで、そこから、

行きつ戻りつというようなことがないようにしていただきたい。
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（上場委員）

研究会の事務局を食糧庁にして、苦労をかけている訳だが、６月までは企画部会、今回

は全体と。今日までの議論の中で、もう少し事務方でよく練っておいてくれればいいのに

と思うことが非常にたくさんあった。今生産調整を示すとして、その原案を事務局だけで

作るのか、それとも起草委員会とでも言うか、全中さんも入り、何か第三者的に入るとか

そこをどういう形で作っていくのかということを質問したい。

（生源寺座長）

再開後の議論の持ち方で、当初は、全体の研究会で煮詰めて、企画部会を開催し、そこ

が起草委員会的な役割を果たすということも考えたわけであるが、論点が絡み合っている

、 、 、ということと 論点の煮詰まり具合に進度の差があるということもあり 現在の段階では

26日、29日と予定されているが、私と座長代理で、当然事務局等、関係者の方々と詰めな

がらではあるが、最終の案を作成する。そのためにこの数回皆さんにご議論いただいたわ

けである。今のところそういう方針でいこうと考えている。当然のことながら、皆さんに

了解頂ければということであるが、懸案になっていることについても最終的にはきちんと

入るように検討いただくという前提で用意できるところは用意し、最後まで残されたとこ

、 、 。ろについてはぎりぎりまで 26日 29日の間で調整してよいものを提案することとしたい

（門傳委員）

今の上場委員のことに関連するが、特に、意見が分かれていることが多いのは過剰米処

理の関係のところである。ここの部分をまた26日にやるとなるとまたここで、話が行った

り来たりする状況になる。時間的にも相当ロスするので、公開か非公開かわからないが、

まとまるのに時間がかかりそうなところについて座長から場を設けてみてはどうか。

（生源寺座長）

今の門傳委員のご発言、それから先程の山田委員のご発言にも関係するが 「以上のよ、

うな観点からの議論を踏まえ、事務局案と全中案の比較考量を行い、より実効性のある効

率的な仕組みを検討する必要がある」と整理されている。やや第三者的な表現になってい

るが、ここは26日までに事務局食糧庁と全中の共同責任で一本化した案を示していただく

よう提案する。かなりそのための地ならしは議論されていると考える。

（永石委員）

先程の山田委員の発言について、全中案の全生産者から過剰米処理の拠出がこの中に入

っているのかどうか、取り下げるのであればそれでも良いが。

（山田委員）

含まれている。

（永石委員）

わかった。もう１点は、過剰米はいずれどうしようもない時が必ず来ると思われる。そ

の時のためにも、余ったら輸出する方向も検討すべきではないか。

（生源寺座長）

先程私が申し上げたのは思いつきではなく、以前から全中案、事務局案それぞれを厳し

く点検してきたが、いくつかの点で共通する面や要素がある。どちらかにするという問題

ではなく、両者が責任を持って一本化する案を示したらどうかと提案している。

（若林委員）
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この問題は内容的に重過ぎはしないか。勝った負けたで終わってはいけない。対立する

両者の案が一本化できるか心配である。場合によっては、併記もやむを得ないのではない

か。

（生源寺座長）

そこも含めて検討して頂くということである。水と油の関係にはなっていないと理解し

ている。また、重いというが、両者には原案を作ってもらうということであり、最終的な

結論はこの研究会の場で出すこととなる。

（山田委員）

米政策の見直しの中で、あるべき米づくりの姿に近づけるために構造改革をいかに進め

ていくか重要な問題と認識している。しかしながら、同時にわが国の水田の実態の中で構

造改革を進めていくわけだから、モデルケース的あるいは理念的に進むとは思えない。地

域の実態を反映した形でしか進まないと思われる。そういった実態の中でも、過剰米処理

というのは制度的にも最も課題の多い、困難な問題であると認識している。そのことは、

水田農業の構造改革を実態に合わせどのように進めるのか、実施者集団を含め担い手をい

かに育てていくのか、ということとも関連してくる。当然、先程話した県間流通銘柄米に

ついても、伸びる産地をいかに延ばしていくのかとも関連する。まさに過剰米処理の仕方

の案は根幹に関わる問題である。農水省と一緒になって26日まで作るなどということは、

容易なことではない。

（生源寺座長）

あくまで原案を作るということである。また、実務に精通している方に入ってもらうこ

とも考えられる。いずれにしても、どこかで成案を作らないと、研究会として取りまとめ

ができないことになる。相当の時間をかけて論点を整理してきたと理解した上で投げかけ

ている。難しい問題であることは重々承知の上で、しかしやらねばならないことである。

（高橋委員）

難しい問題と理解しているが、幸いこの研究会には３部会あり、座長始め、３部会長あ

るいは県中、全農等も入って食糧庁に提出するという方法しかないのではないか。

（生源寺座長）

私の案としては、食糧庁にも入ってもらうという案である。

（上場委員）

この研究会のことの起こりは、政策決定のプロセスが非常に不透明であったということ

から始まっている。食糧庁と全中とのプロセスが国民にも農業者にも分かりにくかったか

ら、情報公開してこの場を設けている。現在議論は尽きたと思われる。癒着があってはい

けないが、さりとて食糧庁と全中のどっちの案を取るかという話でもない。そうなると、

誰かが起草しなければならない。事務局はどうかというと食糧庁の看板を持っているし、

座長がやるのもおかしい。全中と食糧庁だけでやるのもどうかと思う。主とした議論を踏

まえ、このペーパーに基づいてどうするかということになるが、県の委員から三浦さんが

入ってもいいし、全農から岡阿弥さんが入られてもいいと思っている。企画部会からまで

出てもらうことはないが、４～５人位のチームで議論すれば、余程いいものが出てくるも

のと思われる。

（生源寺座長）
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どのようなメンバーにするかは別として、提案者である全中、食糧庁ははずせない。メ

ンバーについては検討させて頂くが、共同原案を作るということ自体については如何か。

（山田委員）

26日までと期限が区切られているが、米政策の見直しを進めている中で、依然として考

え方に役所との間に溝がある。課題に従って努力するができないかも知れない。その場合

どこがまとまらなかったのか論点を明らかにする必要がある。何がなんでも26日まで原案

を作らなければならないということではなく、場合によってはまとまらないこともあり得

ることをご承知願いたい。

（生源寺座長）

今日の午前に、竹内委員から予算の問題はこの研究会の性格として一定の限界があると

の発言があったが、過剰米処理のスキームについても完全に細部にわたって原案をお願い

することは無理である。山田委員の心配もよく分かるので、骨格を作るため最大限努力し

て頂ければ、最終的にこの場で責任を持って決定する。

（企画課長）

私が言いたいことを今座長に言って頂いた。再来年の予算の問題があるが、生産者団体

サイドの考えが明らかにならないと我々としてもそれに乗っていいのかどうか分からな

い。その意味で、我々も原案を作るために最大限努力することを誓う。また、原案作成の

場については、公開、非公開どちらでも良いと考えている。

(上場委員）

ワーキングチームであるので公開である必要はないと思う。

（門傳委員）

今、全中と事務局の１つの案がある訳だが、47都道府県それぞれの米作りの姿がある中

で、地域の実情に合わせて例えばいくつかの方策の中から選ぶとか、組み合わせができる

、 。といった 柔軟な対応ができるような原案となるようワーキングチームにはお願いしたい

（生源寺座長）

柔軟な発想を持って双方に考えて頂きたいと考えている。それでは、資料１について、

山田委員始めそれぞれの委員から包括的な意見があったが、ほぼ出尽くしたようなのでこ

れから休憩に入る。休憩に入る前に一言申し上げるが、今日提出の資料１の四角で囲んで

ある文章については、これまでの議論を踏まえ、本日この場で委員の同意を得られるよう

修文したいと考えている。なお、議論の概要については、物理的な作業も必要なので修文

の方向性を示し了解を得たいと思う。修文後のペーパーについては次回の研究会で確認を

して頂く。また、今焦点となっている過剰米処理のスキームの共同原案の作成にあたって

のメンバーをどうするかについては、こちらで検討した上で提案したいと考えている。も

う１点は、かなり長時間になったが、修文の了解後に、米づくりの本来あるべき姿の実現

のステップをどうするかという課題も残されているので、自由に意見交換の場を設けたい

と考えている。それでは修文作業に入るので、１時間後の６時30分から再開する。

（休 憩）

（生源寺座長）



- -55

それでは再開する。資料は２種類配布してある。まず１つは「取りまとめ方向と残され

た課題」の表題のもので、これは、今日配った資料１に対応するものである。もう一つは

「あるべき姿における水田利用のあり方」の表題のもので、これは本日検討の中で追加的

に検討項目として取り上げたものに対応するものである。それでは、休憩前に申し上げた

とおり、議論の概要については修文の方向性、考え方について報告をし、四角の中につい

ては検討項目にしたがって文章をまとめてきたのでお諮りする。まず「取りまとめ方向と

残された検討課題」であるが、２の「今後の水田農業の担い手のあり方」について、議論

の概要については修文の必要はないと判断した。四角の中の表現については「～簡潔でわ

かりやすい形で整理する必要がある 」を「～簡潔でわかりやすい形で示すべきである 」。 。

と修文した。３の「当面の需給調整のあり方」についての1)については、議論の概要につ

いては変更なしとする。四角の中については「以上のような観点からの議論を踏まえ、第

三者機関的な組織の助言のあり方、地方段階の第三者機関期間的な組織の仕組み、機能等

の具体化に向けた検討が必要である 」を「以上のような観点からの議論を踏まえ、第三。

者機関的な組織の助言のあり方、地方段階の第三者機関期間的な組織の仕組み、機能、必

置とするかどうか等について具体化に示すべきである 」と整理した。(2)の「需要先と。

結びついた取組とまとまりのある集団的な取組の取扱い」についてはかなり議論のあった

ところであるが、１つに分離して「需要先と結びついた取組の取扱い」を（2)とし 「ま、

とまりのある集団的な取組の取扱い」を（3)と整理した。その上で四角の中について（2)

「 、 、は 以上の議論を踏まえ 経営努力により開拓した需要先と結びついた生産を行う取組が

地域の実情に応じ、水田農業の中でその長所が活かされるよう、その取扱いにについて再

検討し、示すべきである 」とし （3)については「以上の議論を踏まえ、ブロックロー。 、

テーション等のまとまりある集団的な取組が、地域の実情に応じ、水田農業の中でその長

所が活かされるよう、その取扱いについて再検討し、示すべきである 」と整理した （4)。 。

の「生産調整配分のあり方」については、ここも議論のあったところだが、議論の概要に

ついては県間流通銘柄に係る議論は全て削除することとする。ただ、③イの生産調整目標

の県間調整が阻害されるかどうかについては議論のあったところであり、活かしたいと考

えている。その上で四角に中は「以上のような議論を踏まえ、生産調整目標の地域別設定

の基本的な考え方について検討する必要がある 」と修文した。４の「助成措置の内容」。

の（1)「総論・共通事項」については、修文の方針としては、②の「生産調整の助成措置

の水準や生産調整とのリンケージのあり方について」の後の部分の「担い手の自主的経営

努力が発揮されるべきという制度改革の趣旨を踏まえること、大部分の生産者が参加する

」 、 「 」生産調整の実効性を確保すること～ の箇所について 前段の 制度改革の趣旨を踏まえ

という表現が非常に堅いため 後段と並列にするためこの箇所を削除する方向である 2)、 。（

の「生産調整協力交付金」については変更なしである （3)「産地づくり推進交付金」の。

議論の概要については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 」の算定の考え方の中には、需給調整規模の変動に応じた算定。

を行うかどうかということも含んでいるということで理解願いたい。これを踏まえ、四角

の中の表現は「～具体案を再検討する必要がある 」を「～具体案を再検討し、示すべき。

である 」と語尾を修文した。５の「担い手に対する経営安定対策」については、議論の。

概要は変更はない。四角の中の表現は「以上のような観点からの議論を踏まえ、早期に措
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置することの可能性を再検討する必要がある 」を「以上のような観点からの議論を踏ま。

え、早期に措置することを前提として、米政策全体の改革の中で他の施策と統一的・整合

的な措置の具体案を示すべきである 」というように表現を変えている。６の「余り米処。

理の方策」については、議論の概要の変更はない。四角の中の表現は「以上のような観点

からの議論を踏まえ、事務局案と全中案の比較考量を行い、より実効性のある効率的な仕

組みを検討する必要がある 」を「以上のような観点からの議論を踏まえ、事務局と全中。

を含めたワーキングチームを設置し、より実効性のある効率的な仕組みを検討し、一本化

された検討原案を示すべきである 」に修文した。７の「流通制度のあり方」の議論の概。

要については、本日の議論を踏まえ２点ほど修文する方向である。１つは、安定供給支援

法人の役割について、安定流通の確保のための支援、この機能を加えるべきではないかと

いう意見、もう一つは表示に関する消費者の信頼を回復するために民間検査機間に対する

。 、適切な指導を行うべきであるという１つの意見を加えたいと考えている これらを踏まえ

四角の中の表現は「～更に検討する必要がある 」を「～示すべきである 」と他の項目。 。

と同様に語尾を修文することとした。以上が、予め用意された検討課題の資料についての

修文である。引き続きもう一つの資料「あるべき姿における水田利用のあり方」という表

紙の資料であるが、これは追加的に検討された項目である。まず 「あるべき姿における、

水田利用のあり方」についての議論の概要については、本日の議論を踏まえコンパクトに

。 、まとめた形で整理したい 例えば28万 の活用されない水田が生ずる可能性がある中でha

有効策についての更に突っ込んだ論議が必要であることなどである。これらを踏まえ、ま

とめとしては「以上のような観点からの議論を踏まえ、米の需給ギャップの縮小を推進す

る方向で、水田の多面的機能等を踏まえつつ、地域の特性に応じて水田の有効利用等を図

るために、さらなる具体的方策を示すきである 」と整理させていただく。次に「系統事。

業のあり方」であるが、これも議論の多かった項目である。集荷方式等実効性のある方策

等を含めてより具体的な見直しを進め、あるいは担い手の育成についても系統の主体的な

取組が重要との議論を踏まえ、これに沿った形での議論の概要を取りまとめたい。その上

で、四角の中については「以上のような観点からの議論を踏まえ、米系統事業の見直し及

び系統による担い手育成対策については、さらに具体化した案を示すべきである 」と整。

理した 「今後の麦・大豆等の生産振興のあり方」であるが、需要に応じた麦・大豆の生。

産等の議論を踏まえ、整理としては「以上のような観点からの議論を踏まえ、麦・大豆の

生産振興のあり方、耕蓄連携の推進について、さらなる具体策を示すべきである 」とし。

た。最後に「生産・流通のコスト削減」についてであるが、流通コストの削減が十分では

ないといった議論が多かったこと等を踏まえ「以上のような観点からの議論を踏まえ、生

産・流通のコスト削減のために、更なる具体策を示すべきである 」と整理したところで。

ある。以上検討項目にしたがって考え方や修文について提案をしたが、先ほど申し上げた

とおり議論の概要については、文章で整理したうえで次回の研究会で確認を頂くことにし

ている。また、過剰米処理のスキームについてのワーキングチームについてであるが、専

門的かつ実務的な知識を必要とする分野であり、詳細について集中的にやる必要がある。

メンバーについては、全中と事務局のスタッフは当然であるがその他のメンバーについて

は私と髙木座長代理に任せて頂きたいと考えている。委員の皆さんにもお願いする場合が

あろうかと思う。なお、この検討については、実務的な作業になることから公開とはしな
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いこととしたい。もちろん、検討のための原案ができあがったところで、原案及び原案が

できた経緯等についてこの研究会できちんと説明して頂くこととする。これらの提案につ

いて意見等があれば承る。

（上場委員)

大変よくわかった。感謝申し上げる。１点だけ文章の表現の仕方であるが、追加の分の

あるべき姿における水田利用のあり方の項目の整理文について、一文の中に「踏まえ」が

の表現が１つあるため読みにくいことと 「有効利用等を図るために」は「有効利用等を、

図るための」にした方がいいのではないか。

（生源寺座長）

「踏まえ」の箇所については前段部分を削除することとする。もう１点の指摘について

は文法的にはどちらでもよいのではないか。上場委員の指摘を踏まえ、むしろ前後の文脈

の関係からすれば「～水田の多面的機能等を踏まえつつ」は「～水田の多面的機能等に配

慮しつつ」の方がつながりやすいので、そのように再度修文したい。

（奥村（幸）委員）

よくまとめられたことに感謝する。これまでも申し上げてきたが、特にこれまでの生産

調整のあり方の中で、需給率の向上のための麦・大豆の振興が需要と供給のミスマッテを

起こしていることが大きく取り上げられてきた。これに対抗する捉え方として、特色ある

産地づくりのための助成金体系の見直しを含め、新たな助成金体系の中で行えるよう申し

上げてきた経緯があるが、今回整理された論点では麦・大豆等の生産振興のあり方という

ことで、麦と大豆に絞った捉え方をしている。私は、従来から麦と大豆だけの捉え方では

問題があると申し上げてきた。願わくば、この他にもう一つ地域の特色ある取り組み方も

ぜひこの中に入れていただきたい。先ほど座長の説明の中に、あるべき姿における水田利

用のあり方についてのまとめのところで、水田の多面的機能等に配慮しつつといったまと

めがあったが、その具体的な方策として地域の実情に応じた取組があってしかるべきであ

るといった表現を、この項目でなくともいいのでどこかに入れて頂きたい。

（生源寺座長）

今の指摘については、Ｐ１のあるべき姿における水田利用のありた方とＰ３の今後の麦

・大豆等の生産振興のあり方を一体として議論してきた経緯がある。Ｐ１の整理の中には

地域の特性に応じたという表現が入っており、Ｐ３の整理においては麦・大豆等と表現し

ておりその等の中にかなりの意味合いを含ませているので理解願いたい。

（門傳委員）

奥村(幸)委員の意見と関連するが、麦・大豆等の等の箇所で、これまでの議論の経緯を

踏まえれば、麦・大豆・飼料作物等という形で整理するほうがメッセージとしてより分か

りやすいのではないか。もう１点は、備蓄の取扱については具体的にどのように整理する

のか。

（生源寺座長）

まとめにおいては、耕畜連携の推進という表現で整理してあり、飼料作物についてはこ

の中に含まれているが、より分かりやすくということであれば表現として追加することに

異論はないのでそのように再度修文したいと思う。２点目の備蓄の取扱については、今日

議論された過剰米処理のスキームの中で話が交わされたことであるが、これまでの議論の
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経緯を踏まえれば、備蓄の問題と過剰米処理の問題は基本的には別であると考えられる。

過去の備蓄ルールのシステムを過剰米処理に対する方策としたところに問題があるといっ

た整理のもとで今日の資料ができあがっていることを理解願いたい。備蓄の運用において

色々な議論があったということは承知している。

（門傳委員）

制度が変わる時でもあるので議論の概要の中にぜひ入れて頂けないか。

（生源寺座長）

議論の概要において、そういう方針で再度修文することとしたい。

（岡阿弥委員）

系統事業のあり方の整理で、系統米事業の見直しが触れられているが、これまでの議論

の中でもできるだけ応えてきたつもりである。何か不足なものがあるのか、さらに具体的

にと言われても何が具体的で何が具体的でないのかはっきりして頂けないと、我々として

も対応の仕方がわからない。

（生源寺座長）

さらに精一杯検討して頂くという趣旨であって、何が何でもこういうことにせよという

話ではないし、やりとりがあったということを踏まえている。

（岡阿弥委員）

やりとりの中で答えてきており、まだ何か不足のものがあるのかを聞いている。

（生源寺座長）

議論の概要として整理したのは、系統米事業については、中間取りまとめで農業者の主

体的経営判断を前提とした方式に変革すべきとされ、このような観点から系統米事業方式

の見直しについては、集荷方法等の実務的な見直し等を含めさらに具体化が必要であると

している。これは多くの委員からの意見であったが、これに対し岡阿弥委員からは、買取

か委託かの二者択一的な性格のものではないという話があったことも承知している。

（岡阿弥委員）

そういうことから、これ以上に何か不足なのかと聞いている。これは１つの事業であっ

て、空論の問題ではない。物が動き金銭が絡んでいる事業である。

（生源寺座長）

今、岡阿弥委員から系統米事業についての見解が出されているが、この点について、問

題を提起された三浦委員及び古橋委員から意見を求める。

（三浦委員）

先ほど岡阿弥委員から業界紙に詳しく載っているとの話があったが、何の業界紙なのか

よく分からなし、やはりこの話は中間取りまとめに沿った形で分かりやすく整理されてい

いくべきと思う。もう１点は、前回配布された資料の全中のぺーパーのＰ１の担い手の水

田農業の将来像の姿のところで、ＪＡグループの取組みだとかＪＡグループを通じた云々

という記載があるが、具体的な系統米事業改革実行のメッセージが伝わってこない。ぜひ

わかりやすく整理して頂きたい。

（古橋委員）

これまでの議論の中で、流通改革のパーツパーツはわかるが全体の流れが分かりにくい

というのがあって、特にＪＡグループの系統米事業の改革として提起しているという文言
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はあるが、具体的な内容がわからないのでぜひ提示してほしい。

（岡阿弥委員）

必要ならば示すが、いつまでもわからないと言われても、この問題は主体的な問題であ

って、流通部会の中でも系統自らがきちんとやるということに整理している。

（山田委員）

先ほど座長から、生産調整の配分のあり方についての議論の概要について、県間流通銘

柄の関連については削除するとの話があったが具体的にどのように削除するのか聞きた

い。

（生源寺座長）

（3)生産調整配分のあり方の議論の概要の②を全て削除するということである。なお、

②が削除されることにより、②の県間流通銘柄との関連していた③のイの県間調整が阻害

されるかの表現については、県間調整を活発にすることが必要であるという論点として修

文したい。内容的には同じである。

（山田委員）

もう１点伺うが、生産調整の配分のあり方のまとめの中で、生産数量目標の地域別設定

とあるが地域別設定とはどのようなイメージなのか。

（生源寺座長）

これは中間取りまとめの中でもいっているが、前年の需要をベースに需要予測を行うと

いうのが基本的な考えである。

（山田委員）

主産地とか地域とか何か特別な深い意味があるのか。

（生源寺座長）

地域の性格別とかそこまで踏み込んでいるわけではない。特に深い意味があるわけでは

ないし、これ自体はそんなに大きな問題ではないと考えている。

（山田委員）

最後にもう１点聞きたい。３の当面の需給調整のあり方の（2)の需要先と結びついた取

組とまとまりのある集団的な取組の取扱いを、修文によって１つに分けて整理することと

したこと自体はいいと思うが、並列にしていいのかという疑問が残る。

（生源寺座長）

需要先と結びついた取組とはマーケットの観点であるし、まとまりのある集団的な取組

とはいわば土地利用の問題であって、どちらかが大きくなればどちらかが小さくならざる

を得ないといった性格のものではない。その意味で並列にしている。その他に何か意見は

あるか。なければこれで修文についての意見は終わりにする。なお、今委員から指摘を踏

まえ、修文すべきところは手直しをした上で次回の研究会で報告し、確認をいただくこと

とする。最後に、残された検討課題が１つだけある 「米づくりの本来あるべき姿の実現。

のプロセス」について配布した資料のように取りまとめたところであるが、改めて確認を

頂きたいと考えている。プロセスの問題と移行期の措置、あるべき姿が実現された時の市

町村の関与等の議論を踏まえ整理したものである。資料に沿って読み上げて素材提案とし

たいので、これに対し自由に議論をしたいと考えている 「米づくりの本来あるべき姿の。

」 。 、実現のプロセス の議論の概要については以下のように整理した ①本研究会においては
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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はずれがある

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。②はこのように整理したが、この点については、前回の午前中の冒頭に山田

委員からいくつかの指摘があって、第１類型が中間取りまとめの方向と違うのはそうであ

るが、第２類型、第３類型を素材として議論を進めるといったう整理にはなっていないの

ではないかということであった。これについては過去の議論を整理していくと、前々回の

髙木座長代理からの第２類型、第３類型を素材として議論を進めることがいいのではない

かといった提起や、委員の皆さんから書面で提出頂いた意見に第２類型、第３類型を素材

として議論を進めることが適当といった意見がかなりあったことを踏まえ、このように整

理したものである。次に、③国による生産調整の配分を廃止することありきの議論ではな

く、米づくりの本来あるべき姿をどう実現していくかを論議すべきである。④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、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一切ない状態の４つが想定されるところである。この４種類

について、個人的には、エについては相当将来の姿であり、制度改革としての議論はアか

らウまでが射程距離に入っていると考えている。⑤としては、私の整理として発言したも

のであるが、米づくりの本来あるべき姿の実現のプロセスについては、そのために必要な

施策のあり方や農業者等の取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。以上のように、整理したところである。この項目について

は、一体のものとして議論を進めていくとはいっても、中味の問題をかなり詰めてからで

ないと実現のプロセスの議論に入るのが難しいであろうとの判断のもと、これまで棚上げ

してきた項目である。いきなり今日、実現のプロセスがどうだという具体的な議論はしに

くいと思われるので、実現のプロセスについて取りまとめをしていく上で、どのように整

理していくかという観点から、フリーに議論して頂きたい。

（上場委員）

地元の農協と市町村についての話をするが、鳥取県内では農協の大型合併が進み、大き

な農協が３箇所と東伯町に１箇所で、普通の農協は15市町村の範囲となっている。このよ

うな状況の中で、現在市町村合併のスキームについて盛んに議論されている。実際に合併

が行われる向こう２年間は、人事の異動等を含め市町村は混乱期に入り、市町村の担当者

が今まで行っていた仕事以外のことを行うことを念頭に置く必要がある。また、生産調整

目標面積の配分は市町村ごとに行うため、例えば15市町村をかかえた農協は町村ごとの営

農協議会に15市町村分の対応をしなければならず、効率的でない。昔みたいな１町村１農

協の時代ではなくなっている、という現場の状況である。その中で米の需給調整もカント

リーの話もあったが、生産も流通も含めてとなるとＪＡは１つの単位である。需給調整を

行い、営農を組み立て、営農主体と流通を絡めた体制ができないのか。市町村、県もサポ

ートするのがあるべき姿であり、市町村合併と広域農協を前提にアプローチの検討をお願

いしたい。
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（門傳委員）

「米づくりの本来あるべき姿の実現のプロセス」②の「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」となっているが、メリット措置の内容につ

いて検討することはいいが、国の生産調整の配分廃止については前提条件となっているの

で、議論に乗れない状況である。座長の見解を伺う。

（生源寺座長）

施策に関する整理の意味は②である。時間的な軸の整理としてはむしろ、５番目のとこ

ろで議論があった。中間取りまとめのあるべき姿の要件には国と生産者団体の役割の分担

の見直しも入っている。

（三浦委員）

実現のプロセスをプログラム化するとなれば、10月17日の宿題返しの時点で、目標年次

は平成22年の実現となっている。座長が⑤の中に入るといわれているが、時期についても

う一度議論をするべきではないか。

また、あるべき姿が実現するまでの間は、目標年次は③と⑤のどちらにはいるのか。

（生源寺座長）

進行スケジュールを組んで、あらかじめ時期的な提示をすることについては、中間取り

まとめの中で「対策のスケジュールを組んで定めるということが必要である 」としてい。

る。時期については、研究会でも議論を行っており、平成22年は基本計画の目標年となっ

ている。生産調整の問題等その他にもやるべきことがあるので、いくつかの要素をにらみ

ながら、時間的なスケジュールを考えたい。

（山田委員）

国が手を引くということは、それでは誰の責任で行うことを考えているのか。地域農業

をどうするのかということになれば、ＪＡとしても自分で取り組まざるを得ない。米づく

りの本来あるべき姿の実現に向けて、同じ地域内で県、市町村とＪＡの関係は今後も重要

である。国が手を引くというから反発するのである。

米づくりの本来あるべき姿の実現のプロセスの②「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こと」の表現をここで切っていただき

たい。第１類型ではないから、第２類型、第３類型だという話ではないので分けていただ

きたい。

（奥村(幸)委員）

プロセスの問題は中間取りまとめ以降、最大の話題であった。４つの分類が提示された

後、②の考え方が大勢であったと伺った。現在年説を示すと肝心な議論に入っていけない

のではないか。改めて個別議論が終了した段階で提案をいただきたい。第２、第３類型を

これから論議の柱にしていくべきである。

（生源寺座長）

今の指摘は門傳委員と同様に②については横に並べ、議論の焦点を定めていくべきとい

うことである。その時に節目を例えば平成○○年という形にする。その点は⑤であり、政

策を伝えて１～２年経過後、市町村、ＪＡいろいろな意味での変化が生じていって、その

中で国の関与のない姿が無理のない形で実現できるというビジョンである。

（上場委員）
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米づくりの本来あるべき姿にたどりつくまでの間、県の配分の段階で市町村ではなく、

ＪＡに配分することが可能かどうか。県が市町村に配分するからＪＡの主体性が発揮され

ていない。それを一旦、15市町村を持っているＪＡに配分するようなことが可能かどうか

、 。「 」については 宿題返しには入っていない 米づくりの本来あるべき姿の実現のプロセス

④のイに該当し、そのような手法が可能かどうか具体的にシミュレートする必要がある。

（山田委員）

ＪＡが生産調整目標面積の配分ができる実力がつけられれば、そういう役割を背負って

もいいと思っている。ところが、稲作農家の中には、ＪＡの事業に加わる人もいれば、加

わらない人もいる。政策的には、計画外流通米とか、安定契約生産者の話がある中で、Ｊ

Ａに配分できるかといわれても無理である。ＪＡに対して期待される政策が大きく、その

政策の裏側でＪＡの基盤を崩すことが提案されている。その矛盾は非常に大きい。営農指

導員、組合員が一番苦しんでいるのはそのことである。

（上場委員）

広域ＪＡが各市町村の転作率を達成していくようにする仕掛けをセットアップした上で

ＪＡが経過措置の間、実施していく、そういう新しい要素で訓練していくことが可能であ

れば、流通から生産まで一体となったシステムを設計し、セットアップするべきである。

（生源寺座長）

過去に全中自身が行った調査の結果によると生産調整目標面積の配分を市町村長と農協

組合長が連名で行っているところがあった。農協単独による生産調整目標面積の配分は制

度上ありえないが、農協がリーダーシップをとって配分しているケースがあれば、参考に

なるのではないか。

（永石委員）

この研究会で構造政策については問題がない。したがって、生産調整目標面積の配分を

行わなくとも、構造政策を通じながら生産調整の計画の取りまとめることは可能である。

その過程の中で今後、ＪＡとして取り組めることは取り組んでいくことが重要である。

また、構造政策を進める中で安定契約生産者がでてくるが、ＪＡとしてそういう人たち

とどうつきあっていくかが課題である。そういう機能を発揮すればＪＡは地域でもっとや

れる力を持っている。全体をまとめるのではなく地域の中でＪＡの役割として何ができる

のか。ＪＡとして一番欠けているのは自主性であると認識しているので、その辺を実行し

ていただければ、かなりＪＡの地位も変わるのではないか。

（奥村（幸）委員）

行政に携わっている委員の皆様から、各地域の基幹産業である農業についてなぜこれほ

ど批判的な意見が出るのか疑問を持っていたが、それは今までＪＡの事務を１つ１つ行政

が行ってきたからではないか。北海道の生産者も喜んで生産調整を受けてきた人はこれま

で１人もいない。しかし、生産調整の過重がかぶせられて、組合長や地区の理事を中心に

それを受けざるを得なく、米価の価格下落等、営農に重要な心配がなされながら今日に至

っている。北海道全体で生産調整を100％達成してきたが、農協を含めたこのような取組

によって今日がある。集荷率の１つを見ても、今日農協の姿が大きく変わりつつあるのが

現実である。生産調整をこれから進めるにあたっては、今までできなかったから自分たち

はできないとなれば今日までの議論は何であったのかに尽きてしまう。行政はいっさい手
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を引くから農協はやってくれという趣旨の発言ではないと伺いたいが、ＪＡも巨大組織で

あり、１つの農協を統括していく責任者の苦労は想像もつかない。１つの組織とすれば仕

事の分割をしながら、自分たちの地域がどう進めるかについては今まで以上に心配りをせ

ざるを得ない状況に追い込まれていると思わざるを得ない。ここ数年は行政の力を借りな

がら、ＪＡは取り組むぞという申し合わせがなければ、これまでの長年の議論が無になっ

。 。てしまう気がする お互いにがんばっていくということで話し合いを進めていただきたい

（三浦委員）

三者一体で議論を進める時、どの部分から進めるのか。また、あるべき姿を実現するた

めには、その間は政策的な生産調整体制を確立していくべきであり、22年までにしかるべ

きことをやるという考えがなければ、現状と何ら変わらないのではないか。生産調整実施

集団は、生産調整をするための集団ではなく、むしろ水田農業を改革する集団と呼称して

はどうか。そして、この集団を各機関の支援を受けて種々実践するという選択肢を準備す

べきで、そのためプロセスをたてるという議論をしてみる必要があるのではないか。いつ

までも県や市町村等の指示がないと取り組まないということでは何も変わらない。もう少

し自由度の高い米づくりに各産地とも取り組んでいくべきである。

（上場委員）

奥村委員の話は非常に大事であると思って聞いていた。つまり、思い込みを捨て、将来

の日本の水田や主食のために自ら汗をかくということをＪＡの組織の人にも国にも我々地

方自治体も思っていただきたい。どこかがすべてをやれといってもできないはず。

（門傳委員）

行政、ＪＡとともに農業委員会の位置づけについても地域においては欠かせない。その

視点も必要ではなかろうか。

（山田委員）

三浦委員が画期的な発言をされたのでそれに応えなければならない。前回、生産調整実

施者集団の発展イメージを提示したが、その内容を見るとこういう形で発展する集団もあ

る。水田農業改革集団の表現も悪くはない。

（髙木座長代理）

本来あるべき米づくりの姿の実現は基本計画の目標年次である平成22年となっている

が、三浦委員が本来あるべき米づくりの姿が実現されたら支援措置はいらないとの御発言

があったが、いずれにしても、どのように国が関与するのか。支援措置の内容はどうなる

のか。このプロセスの中で共通認識にならないといけないのではないか。今までの論議を

さらに高めるような素材を提供していただきたい。

（企画課長）

感動しながら今の発言を聞いていた。それぞれの立場でどのようなことができるのかと

いう素材を作っていきたい。

（生源寺座長）

ステップに関係の深い役割分担の問題についても、様々な考え方があるわけである。事

務局にお願いであるが、事務局としての素材の提供とともに委員の皆様がそれぞれの立場

でどういう考えであるか教えていただきたい。あらかじめ委員の皆様にお願いすることを

伝えていただきたい。
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（計画課長）

本日発行予定のメールマガジンは記念すべき100号である。購読者には豪華景品を用意

している。是非御購読の上、御応募いただければ豪華賞品がもれなく当たる。

（以 上）


