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第１３回生産調整に関する研究会の議事概要

○ 日時：平成１４年１１月２６日（火）１０：３０～１９:１５

○ 場所：農林水産省共用会議室Ａ～Ｄ（郵政事業庁）

（食糧庁：企画課長）

定刻となりましたので、只今から第13回生産調整に関する研究会を開会する。

なお、本日は都合により加倉井委員、立花委員、永石委員、早川委員、福井委員が欠席

する。また、竹内委員、和田委員におかれては遅れるとのこと。

開会に先立ち、熊谷農林水産大臣政務官から御挨拶申し上げる。

（熊谷農林水産大臣政務官）

農林水産大臣政務官の熊谷市雄である、よろしくお願いする。

第13回の生産調整に関する研究会の開会にあたり、一言御挨拶申し上げる。今日は大変

お忙しい中、御出席をいただいたことに対し心から厚くお礼申し上げる。さらに委員の皆

さんには今日まで44回という議論を重ねられ、実に真剣にそして精力的に房づくりをいた

だいておることに対して心から敬意申し上げ感謝を捧げたいと思う。皆さんの議論と並行

して今、与党・野党問わず熱心な議論が展開がされているが、農水省として当初の目標通

り今月いっぱいで米政策の改革の大綱取りまとめを答申どおり実行したいと考えている。

米政策の大綱というのは、稲作あるいは日本の農業のこれからのあり方を左右する大変重

要な性格のものであり、皆さんの御指摘のとおりである。米政策の大綱に対してこの研究

会の議論は大変な影響力を持っていると思う訳である。そろそろ改革の全体像というもの

をまとめられる頃だが、立派な成果、まとめが出来るよう真剣な御議論を頂戴したい。こ

、 、れからの稲作農業の行く先に大きな指針を与えていただくよう 重ねて御期待とお願いし

簡単だが挨拶とさせていただく。よろしくお願いする。

（食糧庁：企画課長）

ここからは生源寺座長に議事進行をお願いする。

（生源寺座長）

それでは早速議事に入る。前回はこれまでの議論を踏まえ最終取りまとめに向け研究会

としての方向性について御議論いただき、さらに詰めるべき点については農林水産省並び

に生産者団体に対して再宿題の形で課題を提示したところである。本日はこの宿題に対す

る回答をまず伺い、その上で最終的な取りまとめの方向に向けた論議を行っていただきた

いと思うのでよろしくお願いする。

、 。 、 、 、まず 議論に入る前におはかりしたい 前回 第12回の研究会の論議を踏まえ その際

御提示した「取りまとめの方向と今後の検討課題」の修正を行っている。修正の方針につ

いては前回の研究会で御説明を申し上げ、また了承をいただいている。さらに委員の皆さ

んには事前に事務局から送付されたところであるが、この整理についてなにか特段あれば

お願いする。

よろしいか。それでは確認させていただいたということで次に進みたい。

続いて、先程申し上げた残された検討課題の宿題に対する回答である。議論の進め方に



- -2

ついて予め少し整理しておきたい。これからの時間については、農林水産省及び生産者団

体から宿題に対する回答を説明していただき、それに対する質疑応答を行いたい。この段

階では、改革のステップに関する部分は除きたい。この部分の議論については、現在も準

備を進めているところであり午後になるかと思う。昼休みの時間も使いながら更に準備を

進めたいと考えている。私の方から研究会としての取りまとめの素案を作成の上、皆さん

に提示し、この素案をもとに論議を進めてまいりたいと思う。午後の時間帯に改革のステ

ップに関する議論も行う運びにしたいと考えている。

したがって、午前中は宿題に対する質疑ということにしたい。宿題についての意見につ

いては、なかなか難しいと思うが、後ほどお示しする取りまとめの素案の中に宿題返しの

内容も盛り込んだ形で提示するで、できればその際にお願いしたい。

午前中については多岐に渡る内容を正す質問という形の議論に絞らせていただきたいの

でよろしくお願いする。議論の時間については、午後しっかり取りたいと考えている。そ

れでは農林水産省及び生産者団体から順次、説明をお願いする。

その前に座長代理から発言がある。

（髙木座長代理）

座長にお願いをしておきたい点がある。今、座長から本日の取り進め方について、中間

取りまとめ以降の論議を整理したペーパーを基に議論いただきたいとの提案があった。本

日これから回答がある訳だが、これまでの宿題返しの状況をざっと見ると確かに経営安定

対策のところが、もう少しという状況かなと思う。それからあまり議論にはなっていなか

ったことだが、農地制度の見直しの問題について、これまであった回答ではどうも不十分

なのではないか。この宿題は構造政策推進の観点から農地を農地として利用することを基

本とした農地制度の見直しを行うことで宿題が出た訳だが、その第１回の宿題返しの内容

を見ると必ずしもそうなっているかどうか極めて疑問ということである。したがって座長

にお願いしたいのは午後の議論の中で、農地制度の見直しについて、今回の宿題返しには

入っていないけれども、そろそろ取りまとめの段階に入るということであるから農林水産

省の事務当局からしっかりした考えをまず聞くように取り計らっていただきたいと思う。

よろしくお願いする。

（生源寺座長）

素案を作成する作業をまとめてきている訳だが、今の農地制度の問題も同様、午後の議

論でしっかりとやっていく。それでは宿題返しの説明に入る。

（食糧庁：企画課長）

まず資料２－１、２－２であるが資料の２－１は「残された検討課題」に対する考え方

について短く項目について要点、何が書いてあるかの整理がしてあるので、今回の説明は

資料２－２の具体的な詳しい資料で御説明するが、これを資料２－１に換えて思い出して

いただきながら、午後の御議論をしていただきたい。したがって資料２－１は省略する。

資料２－２を御覧いただきたい。１番目の項目はステップに関する検討・課題であるの

で、ここでは掲載していない。

２番目の今後の水田農業の担い手のあり方についてであるが平成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、簡潔で分かり

やすい形で示すべきである。まず第一に地域における水田農業の将来像の明確化を行う。
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ということで(2)で構造改革を加速するための計画を講ずるということで整理している。

それから将来像の明確化であるが、将来像としてはなんといっても構造改革の展望だが、

法制面事業面で用意されている展望は容易ではない。その際には地域ごとの目標、地域の

合意として明確化し、一体となって推進していくことが必要であるということである。

具体的には今回の米政策の見直しを契機に、改めて地域の担い手の特定、あるいは集積

の方策や目標ということを現場段階における地域自らが作成する地域水田農業のマスター

プラン、これは水田農業構造改革計画と後で謳っているが、この中で明示する。

この計画の中で明示された認定農業者制度の見直し・改善を行っていく。もう１つは集

落型経営体という経営体を新たに制度的な位置付けを行う。更に担い手ニーズを重視した

農地の利用集積の加速化をするといった施策をこれから実施していく。更に各種支援策を

集中化・重点化していくことで、後ほど説明するが『産地づくり推進交付金』についても

水田農業構造改革の下で推進していくことで、水田農業構造改革が、構造展望の実現と生

産調整を実施する地域の産地づくりの両方を合わせた施策となる。また各種支援補助事業

については、この計画の実現ために優先採択しようと省全体で取組みを行っていく。

次のあるべき姿における水田利用のあり方については生産局・農産振興課長から説明す

る。

（生産局：農産振興課長）

Ｐ２のあるべき姿における水田利用のあり方について、先程のＰ１と重複項目がある。

地域の特性に応じた水田の有効利用の観点から１つは担い手への水田利用の集積、もう１

つはブロックローテーション等の土地利用、畑作物の産地化等を推進することにより、水

稲と畑作物を組み合わせた効率的かつ安定的な農業の展開を推進していきたいということ

である。そのための施策として１つは地域での話合いを通じた合意形成、これは先程もあ

ったように地域の水田農業のビジョンとも言うべき水田農業構造改革計画を作成していた

だきたいということである。中身については担い手の明確化、あるいは担い手ごとの農地

、 、 、 、利用集積 あるいは作業受託への取組目標 それからブロックローテーション 田畑輪換

固定団地等の土地利用方式、その上に作る作物作付計画、こういったものから構成される

ビジョンを作っていく。そしてそのビジョンに基づいた取組みを支援をしていく。その支

援の１つとして産地づくり推進交付金であるが、これは後ほど説明があるので省略させて

いただく。Ｐ３であるが産地づくり交付金と合わせて関連施策による集中的な支援をして

いきたい。この支援の取り組み例をいくつか挙げている。環境保全型農業の拡大・定着と

しては生産目標数量の面積換算に当たって環境保全型農業の減収率を的確に評価をしてい

きたい。あるいは現在も進めているが、持続農業法によるエコファーマーの推進、あるい

はそういった技術の確立・実証を進めていきたい。それから加工用等多様な米需要への対

応ということで供給用途に応じた米づくりの推進、あるいは直播栽培を利用した低コスト

生産、品種の開発、あるいは生産技術の確立・普及、さらにそういった営農が確立される

基盤整備を推進していく。また麦・大豆のブロックローテーションの推進についてはミス

マッチと言われているので実需者のニーズに対応した実績評価方式での支援をしていきた

い。それから耕畜連携の推進、多様な取組の推進については担い手となる畜産経営に水田

の集積をしていく、そういったことに対して支援していく、畑地化等の推進としてニーズ

に応じた基盤整備等による畑地化の支援していく。
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（食糧庁：企画課長）

Ｐ４の客観的な需要予測と調整システムである。まず(1)の全国段階のつくる組織の紹

介がされているがその御説明の前に現在のシステムを少し御説明する。現在の生産調整面

積を都道府県別に配布する際には10月15日の作況、これが10月末に出るがこれ出た段階で

全国的な１年間の需給予測、在庫、それから需要の予測をしてその上で議論していただき

現在101万であるが、来年はどうするかを決定する。その上で県別配分についてはいろい

ろな議論をしてある時パッと出てくる、その間の議論は農家にとっては非常に分かりづら

いということで、そういう御指摘を受けて現場で御苦労されている実態がある。そういう

。 、実態とこれから説明する内容を比べていただきたい 今回のしくみは６月末で在庫を一回

区切る。米穀年度を変えるかどうかは別だが、国が在庫を締める期間は、毎年６月末とす

る。したがって７月から翌年の６月までの１年間を期間とした在庫の増減が出てくるとい

うことである。その上で７月からだいたい11月頃までを１つの期間として需給の一連の流

れの仕事をしていくということになる。まず、７月段階だが６月末段階の在庫数量をもと

に生産量と足し算した需要実績、生産量と在庫の増減が算出され、全国と都道府県産別、

都道府県ごとの需要量を公表する。消費量の変化、価格形成の状況、銘柄別販売状況につ

いては、前年産の銘柄が決着しているので１年の状況が明らかになる。これを事務局、国

が取りまとめて第三者機関にお示しする。その際には需要動向を分析する。実需者による

産地評価の分析を行っていただき、国が行っている米の需給等に関する分析が妥当なもの

であるかを審議していただき、７月段階で前回説明したが国による「米の需給等に関する

情勢報告と備蓄運営のための基本方針」が策定される。ここで一度米需給情報白書第一弾

というか７月白書が出来る訳である。さらに第三者機関は審議を続け、８～10月段階で数

回程度検討する。都道府県別の事業の実績が出ているので、後で御説明するが、翌年、今

年、来年と２年間経過した時の需要予測をしなければならない。その予測をするために、

いろいろな方からヒアリングを行う。また、県の方、産地の方からも聞いて『こういう事

情があり需要が落ちたが、実力はもっと高い』ということも聞かなければならない。数回

程度、２カ月に渡ってヒアリングし、それが終わった段階で、今度はそれを踏まえて事務

局、国が各種情報を整理した上で、翌年の県別需要量はどうなるのか、全国の需要量がど

うなるかという予測を仮の姿として立てる。さらに数回、透明な審議をしていただき、翌

年の県別の需要予測をする。これがこれからの配分のベースになる。減反面積はいくらに

するから、拡大しなければならないから、みんなで平等に割らなければならないというこ

とではなく、あくまでも需要がどのくらいあってそれがどう予測されるか。過去の実績か

ら将来に引き延ばしてどうかというデータを８～11月頃までの間、順を追って公開討論の

形で検討していただく。事務局の示す案の妥当性について御審議いただき御助言していた

だいた上で、都道府県別の生産目標数量につき国及び農業者団体が決定し、共同で配分す

ることが当面の仕組みとして考えられるのではないかということである。

全国的なものを決めて、その後の配分は地下に潜った形でやっているのも、需要につい

てはある程度実績が７月に出てしまうため、それから公開討論の中で農家にも分かりやす

く情報を伝えなぜそのような決定が行われたか説明し、分かるようにしていくことがこれ

からのポイントになるかと思う。

次はＰ６の地方段階の第三者機関である。アにあるように第三者機関の設置理由は２つ
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ある。配分数量の検討過程、決定理由を透明にする。都道府県からの配分、市町村からの

配分、その決定理由・検討過程を透明にするということである。もう１つはそれぞれの産

地の産米の需要動向をきちんと農家に伝えること、あるいは消費者の方に伝えるという透

明化と伝達という２つの役割を持っている訳である。ただ、この研究会で御指摘があった

ように集荷率が低い所、あるいは県一本で共計を行っている所、消費地などでも必置であ

るとすることは、かえって事務的な負担が増大する。透明と伝達という面でより適切な手

法があれば必ずしも設置する必要はないのではないか。また、現在の市町村段階でいろい

、 、 。ろ協議会ができており 生産調整の協議会もあるので これを活用することもあると思う

具体的にどういう手法があるかについては12月以降、この研究会のもとに「専門委員会、

実務検討委員会」を設けるのでそこで詰めていただきたいと思っている。

Ｐ７の需要先と結びついた取り組みの取扱いである。ここで注意していただきたいのは

安定契約生産者という言葉は使われていないことをまず確認してもらいたい その上で(1)。

経営努力により開拓した需要先と結びついた生産が、それぞれの地域において活かされて

いくことは極めて重要であり、このことは研究会でも確認されていることである。(2)に

あるように現在でも地域の中で地域に根ざした取り組みが様々ある訳である。したがって

今後は、このような先進事例について全国的な調査を行い、事例を収集・整理した上で生

産現場にお示しすることで先進的な事例が各地で活かされ、地域内の合意の下で需要先と

結びついた生産が活発に行われるような環境を整備するということが必要かと思う。この

問題についても「専門委員会」の場で、地域における円滑な推進方策等について実務的な

検討を行って参りたいと思っている。

Ｐ８のまとまりのある集団的な取り組みの取扱いについて、議論にもあったが単に生産

調整を円滑に進めるだけでなく、経営体の発展という面からも１つの入り口というか重要

な推進方策になっていくかと思う。実際に取り組みを通じて地域の農業の活性化が図られ

ている訳である。前の問題と同様であるが全国的な調査を行い、要は自分の地域に合った

、 、方策をきちんと生産現場で選んでいただき 取り組んでいただけるやり方を収集・整理し

時にはＪＡサイドの取組強化を含めた必要な環境整備を行っていく必要があるのではない

か。この点についても「専門委員会」でさらに検討していきたいと考えている。

Ｐ９の生産調整の配分のあり方についてであるが、手続きについては先程、７月から11

月までの第三機関の流れを説明したので、この場では内容について説明する。基本的な考

え方については、都道府県別生産目標数量は前々年産の生産量であり供給量である。そし

て、期首と期末の在庫増減により産出された数量が都道府県別需要量であり、生産量プラ

ス在庫調整量がベースとなる。これが基礎需要量であり、各県ごとの売れる実力となる。

つまり基礎となる実力がそこで出る訳であるが、それが１年前の実績であるので今年を通

り越して来年の政策の指針にするためには２年間の補正、２年後の予測をしなければなら

ない。したがって配分については基礎需要量、県別基礎需要量、売れる実力をベースに算

定する訳である。ただ豊作分をどうするかであるが、基本的には豊作分は供給量が上がる

ので、豊作により在庫となった分を引かないと売れる実力というのが出ない。逆に、後で

出てくるが、短期融資制度を活用して出来秋において過剰米処理を行った場合には、その

数量を補正しないと供給不足が生ずる可能性があるのでそういう補正が必要かと思う。つ

まり、基礎需要量の県別の実績値、１年前の実績は出るが、いくつかの補正が必要である
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ということ。１つ目は２年間のタイムラグを補う必要がある。去年のものから来年につな

ぐ方法では、全国の需要が増える、減るとかした場合は同じ数字があてはまらない。

そこで県別の需要をどう移行させるかということで２つの手法が考えられる。県別需要

量について、過去からのトレンドに基づき、段々伸びてきている地域はこれからも伸びる

だろうと増やす。逆に減っている地域は減らすという県ごとのトレンドで見るやり方があ

る。もう１つはｂであるがプロラタ方式というかウエイトで単純に比例配分するというや

り方がある。その時々の状況でそのベースとなるやり方を選びヒアリングを通して修正し

ていくというやり方になる。もう１つは作況変動が基礎需要量、需要量のベースに影響を

与える可能性があること。例えばある県の生産量が減った時によその県の米がその分、市

場にたくさん流れるので、減った県は基礎需要量が少なめに出ることになり、少し実力が

過少評価される。作況が悪くなった場合に実力が過小評価される可能性があるので、そう

いうものを補正する。要は真の実力にする必要があるので、これについては一定の平準化

が必要である。それから、在庫積み増しを行う場合は市場リサーチで増やす分を各県に割

り振るということであり、ただ予め決めておくことはなかなか難しいのでその時の状況に

応じて第三者機関において議論していただくことになる。

Ｐ10であるがこの第三者機関、最初の年であるので来年は少し早めに設立して、このよ

うな議論を基礎から検討していただきたいと思う。それから地域間調整のしくみはこれま

で全中・全農が中心になって地域間調整をやっている。新しいシステムにおいても同様の

考え方であるが、基本的には面積から数量に置き換えて数量で調整する。数量でやりとり

することになる。その際に③にあるようにインターネットを使ったやりとりをする、ある

いはホームページでオークションする、このようなやり方も工夫していければいいと思っ

ている。この問題についても「専門委員会」でやっていきたいと思っている。

Ｐ11の助成措置の内容については これまでの説明から大きく変えた点が１点ある 生、 。『

産調整協力交付金』という名前を使っていたが、この名前をやめたこと。その上で産地づ

くり交付金と統合してその間の資金の流用を認める柔軟なやり方にしたというのが最大の

相違点である。それを御説明した上で生産局の方から産地づくり対策の本体の部分を説明

いただく。

（生産局：農産振興課長）

それではＰ11の仕組み、産地づくり対策というところから説明申し上げる。前回も説明

、 、 。しているとおり まず水田農業構造改革計画を市町村 農協で構成する協議会で作成する

農業者は水田農業構造改革計画に基づいて営農計画を協議会に提出する。そして国から都

道府県段階に基金を造成し、都道府県段階から協議会に助成金を交付する。協議会は農業

者に助成するということである。助成金の使途であるが国が一定のガイドラインを示し、

その範囲内でやっていきたい。その例はＰ14に挙げているがあくまでも例であり、15年度

に各地域から交付金の使い方について御提案いただきたい。それをフィードバックしてで

きるだけ地域のアイデイアを投入していきたいと考えている。

Ｐ12である。交付金の算定方法は後ほど説明する。４番の需給調整とのリンケージであ

るが、まず協議会の区域の水稲作付目標面積の超過度合いの合計に応じて減額ということ

になる。それから個人交付する場合については生産調整の実施者であり、かつ後ほど説明

のある過剰米短期融資制度への拠出を行っている者としていきたい。また、その他にある
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需給調整の円滑化を図る、あるいは麦・大豆の品質向上とか水田放牧による中山間地域の

農地保全などを図る観点から水田の畑地化を対策の中で積極的に支援していきたい。交付

金の算定方法については、Ｐ16、３の産地づくり推進交付金の考え方である。左側に『水

』 。『 』田農業経営確立対策 とあるが時間の都合もあるので省略させていただく 改革の方向

、 。であるが 交付金算定の考え方としてやはり構造改革を促進するものでなければならない

自給率の向上、麦・大豆の品質向上等に一層重点化した算定の仕組みとしていきたい。ま

た地域が計画的、戦略的に特色ある水田農業を展開することを支援する観点から、対策期

間中に安定した一定の交付額とする仕組みにしていきたいと考えている。それから算定の

考え方については、下の方に図で整理している。先程申し上げた観点から麦・大豆飼料作

物の担い手に、特に傾斜配分をしていく。それからその他一般作物でも担い手の方に傾斜

をかける。それから別対策であるが、麦・大豆の品質向上への取組とか、耕畜連携の支援

がある。このように算定するが実際の助成金の使い方、あるいは助成水準については地域

でそれぞれ決めていただきたい。また、その中で水田の畑地化についても推進していただ

きたい。地域でどのような助成水準を作るのかということは地域によるが４つのタイプを

示してある。例えば麦・大豆を重点的に生産ということで担い手による麦・大豆生産、そ

の他の作物の生産の２つに単純に分けてしまう、あるいは飼料作物を重点的に生産する、

あるいは作物ではなく担い手とか集団などの育成に視点を置いた配分のやり方もある。そ

れからＰ21にこのようなやり方にすると返って事務が増えるのではないかという御心配が

あったが、これは私の方から言うとやり方しだいだと思っている。一般的に言えばこの方

が改革だと思っている。ただ交付金の使い方を現行対策と同じように生産調整の態様ごと

にすべて定めた場合には当然確認が必要である。しかし先程申し上げたように重点化した

使途にしていただければ、それだけを確認すればいい訳だから非常に単純に確認ができ、

事務の簡素化が図られる。その具体的な例についてはＰ22以降にある。

（食糧庁：企画課長）

Ｐ12に戻って米価下落影響緩和対策である。これは前回まで『生産調整協力交付金』と

言っていたが、その名前を改めて『米価下落影響緩和対策』として産地づくり対策の中で

実施する。①にあるように都道府県段階で、対策の契約実績等を基準に交付された助成金

を算定し、基金の勘定の中に一括交付する。その上で県ごとにこの対策を講じるか講じな

いかを判断できる仕組みである。講じる場合は基金から生産者の拠出に対して経済連等を

通じて助成する仕組みであり、講じない場合には産地づくりの本体と合わせて市町村・農

協等の協議会に一括交付する仕組みになる。それから国からの助成金の１割程度について

は後で説明するが過剰米処理の達成具合に応じ減額するシステム、これによって区分出荷

を促進する措置としても活用していきたいと思っている。米価下落対策を講じる都道府県

については全国段階で示す仕組みを基本としながら補てん単価を減ずる。その減じた分は

産地づくり本体の部分に回すということである。それから対象となる生産者をさらに絞り

込むことができる。他方、一定限度内で補てん割合を手厚くすることも可能としている。

米の方に手厚くしたり、産地づくり本体からお金を持ってきて手厚くする。例えば補てん

割合を上げることや、固定部分を引き上げるということもできる。ただし、対象数量につ

いて基準を緩めると県に対する助成総額が人工的に増えてしまうこととなるので、そこは

認めることはできない。そこで全国段階で示す仕組みであるが、これまでと変わっていな
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い。水稲作付面積が作付目標面積を超えていない農業者を対象とする。つまり生産調整実

施者が対象となる。

次にＰ13では、過剰米処理に係る拠出を交付要件とするのも変わっていない。対象米穀

については、検査米であること、安定供給支援法人を通した米であること、一定の限度を

設けることはこれまでと同様である。単価については、例示単価として200円・４割、こ

の分についても低過ぎるのではないかと意見もあった。しかし現在のところ全パッケージ

の中ではこの程度しかお示しできないということであり、拠出についても同じである。基

金勘定の相互関係であるが御説明したとおり、産地づくり対策と米価下落影響緩和対策は

相互に資金の移動が可能になる仕組みである。少し簡単な仕組み図がＰ15にある。国から

県段階の基金と説明したが、必ずしも県ということにはならない。特に地方補助金につい

て厳しい制約がかかっているので、この県段階の基金のあり方については、今後16年度予

算と同時に検討することになるが、ここでは県段階としている。２つの勘定を設けて『産

地づくり勘定』と『米価下落影響緩和対策勘定』をそれぞれ交付して相互に融通が可能と

いうことである。県段階への交付総額は産地づくり勘定については水稲作付目標面積の超

過度合いに応じ減額、要は生産調整の達成度合に応じて減額するということ。米価下落勘

定については過剰米の達成度合いに応じ１割部分について減額するという措置を講ずる訳

である。以上が助成措置である。

Ｐ26は余り米処理の方策についてである。ワーキングチームで一本化された検討原案を

示すことから、ワーキングチームを５回開いた結果の報告である。題名を過剰米短期融資

制度（検討原案）としている。趣旨については、豊作による過剰米処理について自己責任

の考え方に沿って、需要に応じた売れる米づくりの促進を図るとともに、価格の低下によ

る農業経営への影響を防ぐ必要があること。そのために短期融資の仕組みを活用して、出

来秋時における農業者による過剰米の区分出荷を促すとともに、集荷団体による主体的な

販売環境整備の取り組みを行いつつ、返済が米の引渡しでなされた場合にはその米を新規

用途等に向けていくという制度である。基本的な考え方については、新たな需給調整シス

、 。テムとの関係で 自らの経営判断によって過剰生産が回避できるシステムを志向している

したがってイにあるように生産段階での調整については、需給情報の透明化の下で、メリ

ットを納得の上で参加する。流通段階においても農業者が需給状況等の市場シグナルを敏

感に感じ取れるように豊作による過剰米の処理を行う。そういう中で一環した調整を実施

する必要があるということが第１点であり、２つ目は需要に応じた売れる米づくりの促進

の観点である。農業者・集荷団体の主体的取組に対して、政府が数量確認や一定の支援を

行うというシステムにする必要がある。

Ｐ27にいき農業者が需給状況等の市場シグナルを敏感に感じるということが必要である

が、出荷段階においては過剰分を区分して出荷するということが必要である。もう１つは

販売環境の整備のためには、過剰分の処理状況を翌年度の生産目標数量に反映させること

が重要である。ここは先程の目標の設定、配分のところで御説明した通りである。３つ目

の考慮要素としては、効果的な制度運営として、一定数量の米を合理的な価格で確保する

ことが課題であり、その枠組みを整備する必要がある。またふるい下米のうち主食用に供

される米についても制度の対象とする必要がある。

公平性については、この制度の効果は全ての農業者に等しく及ぼされるので、公平性の
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確保に配慮するための措置が必要であり、その前提に立って仕組みを構築する。まず出来

秋について、需給情報を適切に伝達する。その上で過剰米の区分出荷を促進することが必

要である。

融資の申込みについては、区分出荷された米を対象に短期融資を行う。この対象者は生

産調整を実施し、かつ、過剰米処理に係る拠出を行っている農業者、その際には集荷団体

による代理申請も可ということで、集荷団体の販売環境整備の取組を行いやすくする。申

込み期間は出来秋からの１年間とし、窓口を１年開けておくということである。融資は申

請の対象となった米に譲渡担保を設定し、安定供給支援法人から融資期間１年間の無利子

融資を受けるということである。

Ｐ28であるが、この融資は過剰米発生状況に応じた数量を限定とする。融資単価につい

ては、融資の担保である担保価値として転売予想価格が一般的である。回収可能な水準、

転売された場合に売れる水準ということで融資単価を考える必要がある。弁済方法につい

ては、売れた場合にはお金で返していただく。売れなかった場合には、そのまま市場隔離

したものをエサや新規用途に供し、現物で弁済するということである。

行政による推進支援であるが、食糧事務所は数量確認等の面で支援を行う。都道府県・

市町村は、需要に応じた米づくりの必要性を周知しながら、水田農業の産地づくりを推進

する。農業者別に配分された生産数量を農業者が守り、超えた分は区分出荷していくこと

が重要だと農業者が判断するような指導を行っていただくということである。

現物弁済された米の販売は新規加工用、エサ用等に供給していくことになる。

農業者からの拠出金は水稲作付面積に応じ、○○○○円の拠出を募るということで、現

在の1,500円の考え方を踏襲している。生産調整に関連する助成措置の対象となる農業者

は、この拠出金を払っている農業者とする。産地づくり交付金の２種類のタイプも、それ

ぞれがこの拠出と関連・リンク付けを行っている。

区分出荷を促進するための措置として、地域に対する米価下落対策に係る助成金総額と

区分出荷の達成状況をリンクさせる。ただ、このリンク問題については、ワーキングチー

ムでさまざまな議論がなされ、賛成論、反対論がほぼ二分していたが、最終的な書き方を

このように整理したところである。また、リンクによって生ずる個々の農業者の負担のあ

り方については、更に検討することとした。

Ｐ29の今後の検討課題については、２点残っている。第１点は今の論点と関係するが区

分出荷を促すための措置については、アイウとあるように実行可能性、農協、市町村にお

ける事務量、生産調整に与える影響、生産調整の達成のハードルを高くすることによって

今まで協力していただいた方が協力しなくなるという御意見がワーキングチームの中であ

った。そういうことを踏まえて先程の紹介した『専門委員会』で検討を行ってはどうかと

いう、一応のまとめをしている。

２番めの問題は融資単価、例示されている3,000円の問題である。研究会に示された

3,000円はチームの中の意見では低すぎるので、引き上げるべきではないかという意見も

提起されている。他方で、融資単価はあくまでも物権の担保価値・転売可能価格で、お金

を貸す際の条件として見ると3,000円は、実際に売れるエサ処理価格960円と比べて高すぎ

るのではないかという意見もあった。いろいろ議論したが融資単価の問題と農家への最終

精算水準、いわゆる農家の手取りとは分けて考えるべき問題である。したがって、農家の
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手取価格については、いくらで売れるのか、農業者拠出金の全国基金からいくら精算の時

に加算されるのか、あるいは国の助成がいくらあるのかという問題である。農業者団体も

10アール当たり○○○円とまだ金額については今後の検討課題であり、政府にしても16年

度予算であるので、16年度予算の検討課題である。この問題については16年度の予算編成

の過程において更に詰めていくこととにしたところである。

以上がワーキングチームの検討結果である。Ｐ31からＰ33の３枚に渡ってワーキングチ

ームの検討状況について、座長の御指示によりまとめている。17日・日曜日から24日・日

曜日までの計５回、４回・５回は座長、座長代理、流通部会長にも加わっていただき、ま

た座長の御指名により、県の委員の方あるいは山田委員にも加わっていただいて議論した

ところである。

Ｐ34からは流通制度の改革である。まず、安定供給支援法人の問題については、Ｐ34の

真ん中から下の①の安定供給支援法人は販売業者団体、生産者団体、あるいは現在、債務

保証業務を行っている組織、そういう関係者と十分調整し、一体となって取組める体制が

つくれるように検討したいと思う。それから通年安定供給のための支援措置の取扱いであ

るが、これも16年度予算の問題であることから、16年度予算に向けて検討させていただき

たいと思っている。

備蓄運営については、先程の基本方針において備蓄運営の方針がきちん策定され、検討

経過も含めて明らかにする。政府が売ったり買ったりすることがきちんとした予見性をも

って、市場に織り込まれるようにしたいと思っている。それから備蓄方法であるが、中間

取りまとめにおいて、需給調整とは切り離した形で、国民の理解の促進と透明性の確保を

図り、より効率的な運用を行うこととされている。その方針で行っていきたいと思ってい

る。

Ｐ35については、なお書きで備蓄運営研究会報告が紹介されている。買入れではなく売

渡しの方が、豊作になればなかなか売れないことになる。つまり備蓄の場合には、売渡数

量の増減が自ずから生ずることになる訳だが、その結果、急激な需給変動に対するクッシ

ョンとしての効果を持ち得る。ただしこの効果というのはあくまでも臨時的で、副次的な

ものだから、なるべく早く適正在庫水準100万トンに回復する措置を講じなければならな

い。こういう形で備蓄は、需給変動のクッションの役割は果たし得ることになる。

次に価格形成システムでガイドラインづくりという御意見があった。センターにおける

差別的な取扱いの禁止、不当な取引を規制する、あるいは代金決済、与信に係るルールを

。 、確立するということである 先物取引については中間とりまとめを尊重するということで

御指摘のとおりである。表示・検査制度であるが登録検査機関に対する指導については、

指導監督業務に加えて、例えば研修内容の充実、技能確認会などをやっていきたいと思っ

ている。加工用の規格を作ってはどうかという意見については、規格はなんといっても関

係者の合意の下で作られるべきことであるので、今後の制度運用上の課題として検討して

いきたいと考えている。

Ｐ36の危機管理体制については、届出の実効性の確保である。制度趣旨の徹底を図ると

ともに、既存の業者で登録されている方が改めて登録しなくていいような法的な措置も考

えていきたいと思っている。それから通常時もきちんと実態を把握すべきであるというこ

とである。
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食糧法体系の緊急時というのは、かなりの非常事態だけではなく、在庫を放出しなけれ

ばならないといった情報もきちんととっていきたいので、かなり幅広い概念である。した

がって既存の報告聴取、立入検査、すでに法的枠組みは用意されており、現在、食糧庁は

いろいろな調査をやっている。さらにそれに届出義務を加える。既存の制度と新しい制度

を総合的に組み合わせて、平常時から流通量の実態を把握していきたいと思っている。

（全中：水田農業対策課長）

Ｐ37、12番の系統事業のあり方として、米事業・担い手対策について宿題があったが、

「 」 、具体的な課題として 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 とあるが

農業者が主体的に売れる、売れないの状況を判断しながら生産するために、我々としては

従来にも増して需要動向を的確に伝達しながら、事業方式についても委託販売・共同計算

、 。を基本としつつ 的確に情報が伝わるように事業の中身を見直していくことを考えている

具体的な内容としては、(1)需要情報に基づく販売を起点とした事業方式への転換、(2)安

心・安全を核としたＪＡ米の確立という大きな柱にして15年産からできるものは実施して

いく考えでいる。①の需要に応じた販売・集荷という点では、需要動向をタイムリーに伝

え、かつそれを販売計画と生産計画の策定・指導につなげていく。②の委託販売・共同計

算の見直しという点では、品質格差、市場評価を踏まえた仮渡金の設定、低価格米需要へ

の対応、あるいは一部買取り販売する等、多様な集荷手法を検討している。また、多様な

集荷手法に対応し、委託条件も多様化してくる。出来秋に後からもってくる者と、きちん

と計画を出す契約者とは、当然条件が変わってくる。そういう面では計画をきちんと契約

する生産体制を促していく。

また、共同計算の透明化の問題もある。共同計算の単位を区分していくことや、早期精

算を行うため一定時期に最終精算を実施する方法を検討している。更に③地域に応じた役

割分担の再整理と事業の展開については、地域実態を踏まえてＪＡ、県域の販売力強化に

向けた役割分担を大きく見直し明確化していくこととしている。(2)の安全・安心を核と

したＪＡ米の確立については、全て安全・安心でトレーサビリテイが確保できる米を「Ｊ

Ａ米」とするとしている。100％種子更新、100％農産物検査の受検、トレーサビリテイが

できるよう、栽培暦に基づく栽培・記帳の実施、残留農薬のモニタリング検査体制の構築

など、自らの取り組み強化とともに国からの支援をいただきながら進めてまいりたい。

Ｐ39の担い手の育成という課題については、ＪＡの主体的な取組が重要であり、我々は

生産調整の実施者集団づくりという提起をしている。名前はいろいろ誤解を招くところも

あるが、地域を単位とした生産調整に取り組む生産者のまとまりと取り組みの支援に、主

体的に取り組むということである。これを基礎に地域ごとに集落営農を含む「新たな担い

手」の明確化、更には集落営農の一層の組織化なり法人化、担い手への利用集積、ＪＡ出

資法人づくりなど水田農業の構造改革に向けた取組を最大課題として進めてまいりたい。

このためＪＡ総会・総代会できちんとした方針を立てて、当然、集落座談会とか理事会と

、 。かを経て 実施者集団づくりに向けてＪＡの最大課題として営農指導を進めてまいりたい

また、担い手の確保・育成対策については、これまでのＪＡ全国大会での決議を踏まえな

がら、担い手の規模拡大とか事業支援とか自らのチエックリストにより取組状況を把握し

ながら進めているところであるが、担い手の確保という観点では担い手のいない地域にお

いて、ＪＡは出資法人の育成、あるいは集落営農の組織化・法人化にこれまでも支援して
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きたところであるが、目標としては16年までに100の出資法人を目標と立てながら進めて

いる。また、利用集積という点ではＪＡにはから農地保有合理化法人という機能がある訳

だが、その16年度の目標として36,000ｈａの農地保有面積を目標にしながら今まで取り組

んでまいったところである。更に強化する観点で、実施者集団を核として進めていく。

また事業面からは現在進めている状況を示しているが、経済・信用事業等における対応

ということで、例えばアラジンという肥料の担い手への直送、大型・大口機能別価格条件

の設定をしたり、あるいはインターネットでの情報提供などをやっている。また販売力の

強化という点で、担当部署・者を確実に増やしながらＪＡとしてのマーケット力をつけ、

そこで担い手を巻き込んで販売を支援する。今後の取り組みとしては 「第23回ＪＡ全国、

大会」の議案の検討がすでに始まっている状況であり、この改革の議論と併せて方針を定

めながら実施していく。以上である。

（食糧庁：企画課長）

Ｐ42の生産流通コストについては、後ほど全中さんの方から御説明があるが、事務局か

らはこの宿題は生産・流通という長いタームの中のどこの部分のコストダウンが戦略的に

可能かという観点からの宿題であると考え、補足的に資料を作らせてもらった。１３年産

で21,645円これは小売価格であるから、10㎏に直すと3,600円位になる。この3,600円につ

き生産・流通のそれぞれの段階でどういう経費がかかっているか、ということをいろいろ

。 、 、な調査データを分析して一応推計している 生産段階では14,000円 出荷段階は3,100円

卸・小売でこれは２段階であるから、だいたい2,000円、2,000円くらいで4,300円。そう

いうことで、その経費内訳を書いてある。生産経費で最も多いのは物財費である。出荷経

費・需給調整負担金については、計画外流通米はこの分がないので、非常に不公平感があ

ると御指摘をいただいている。需要に合った生産をすれば、この分がぎゅっと圧縮される

ということである。それぞれその他、競争原理の導入、それから更なる削減努力というこ

とでお取り組みいただいている訳である。卸・小売経費であるが営業利益率がかなり減っ

ている。それから多角化ということで量販店さんに主体が移った中で、ギリギリの対応を

しておられることがまとめられてある。これを御覧いただき、米ビジネス全体として経費

の相談であるが、どこ部分にコストダウンの要点を持っていくかということを、ビジネス

界全体で考えていく必要がある。その上でＰ43、Ｐ44の稲作のコストダウン、生産段階の

コストダウンの可能性である。この14,000円程度のコストであるが、現在の技術・現在の

ほ場、三反価格でも集落営農化あるいは作業受託で３割のコストダウンは可能であろう。

この３割をやるのは構造政策、連的主役そういうものが戦略になる訳である。３割の根拠

については、今でも全国平均と500ｈａ以上の方、あるいは全作業受託の組織において、

３割のコストダウンを実現されているということで、平均的な運営で３割。その上で大区

画化、大型機械化、これをやれば４割、５割の世界になってくる。ただそのための投資が

必要になってくる訳である。Ｐ44、技術を変えるとどうなるかということで、直幡等の低

コスト技術で１割ダウンするが、ただ反収が少し落ちるので、効果はトータルで５％程度

である。以上、総合すると４割から６割程度のコストダウンは可能だろうということであ

る。

Ｐ45にそのコストダウンの中身として、研究会でも御説明したが17年度、平均的に6.8

％の資材費の低減、農協改革の一環としても最大20％のコスト削減ということで、都道府



- -13

県別に実行プログラムが作っておられるということである。その上でＪＡグループとして

のお取組みを御説明いただきたいと思う。

（全農：川崎米穀企画グループリーダー）

Ｐ46、生産・流通コストの削減であるが、削減に向けて、枠の下①から④まで書いてあ

るが、運賃の削減、一貫パレット輸送の拡大、ＪＲコンテナによる定時定型輸送の拡大、

フレコン回収率の向上、包装容器のコスト低減、13年７月に設定した「ガイドライン」に

基づく販売対策費の削減などである。また流通コスト削減はＪＡグループだけでは完結し

ないので、バラ流通の拡大等について、卸・小売段階とも連携した取組が必要である。生

産資材コスト低減に向けた取組は、低コスト資材を重点品目とし、ＪＡグループ全体を通

じた業務・物流改革によるコスト削減および大口ロット対策等を積み上げ、最大20％のコ

スト削減を目標として取り組むこととする。

（生産局：農産振興課長）

続いてＰ47の15番、今後の麦・大豆・飼料作物等の生産振興のあり方である。２つから

成っているが、１つは麦・大豆の需要と生産のミスマッチを解消する支援策のイメージと

いうことで、米の生産調整規模の変動にかかわらず、麦・大豆を実需者のニーズに応じて

安定的に生産・供給する体制の確立を図るということである。考え方としては一定規模の

出荷数量を満たす担い手によって生産される、ニーズに沿って生産される麦・大豆を生産

物の品質やロットの大きさ等の実績を評価して助成を行う。計画で助成するのではなく、

実績で、一定の出荷数量を満たす担い手の生産に助成を行う。２つ目は耕畜連携による飼

、 、料作物生産拡大の推進策のイメージということで 安全・安心な畜産物の供給体制の構築

自給飼料に立脚した畜産経営への転換を図っていきたい。そのために稲作経営と連携した

飼料作物の作付を推進する取組を支援するということである。仕組みとしては水田の利用

供給協定を締結し、一定規模の土地利用集積を行う担い手が、ほ場の団地化だとか、ある

いはホールクロップサイレージの生産、又は水田放牧等の取組を行うことに対して支援を

していきたい。この２つの麦・大豆の生産振興あるいは耕畜連携の推進については対策期

間を通じて毎年の交付額の総額は一定としたい。当然、需要に応じた生産を図るというこ

とでなので、実績に応じて総額を配分する仕組みということである。

（食糧庁：企画課長）

最後であるが、宿題の項目の９番目担い手に対する経営安定対策についてである。現在

のところ政府部内の調整がとれていない。したがって、経営局担当課長が今その調整を行

っている。そういう状況であることを御理解いただきたいと思う。

（生源寺座長）

先程申し上げた通り、午前中は細かな部分も含めて報告いただいた内容の質問という形

で時間をとりたい。なお、本日は様々な事柄を昼休みに行いたいので、遅くとも12時20分

までに休憩を取りたい。従って午前中に終わらなかった質問については午後の冒頭にお願

いしたい。

（若林委員）

１点目は水田構造改革計画（マスタープラン）についてであるが、毎年作らなければな

らないものなのか。中身の柱からすると、かなりのスパンを持っていいと思う。２点目は

第三者機関の課題について、需要・供給の動向の部分は理解できるが、問題は生産数量配
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分時の単収が大きな課題として出てくると想定されること。地域間・県間の単収が関心事

としてあがってくると思われるがこの問題に対してどのように考えているのか。３点目は

産地づくり推進交付金について、米価下落の緩和対策の部分は当初出された生産協力金と

似たような水準で考えているとのことだが、先程の流通コストの所で見させていただいた

ように安定契約生産者から見ると約7,000円からの差が出ると思われる。従って7,000円と

いう差の部分から見たときに、緩和対策を話のような200円、格差の４割の400円程度につ

いてはどのように考えているのか。その観点を聞きたい。

（生産局：農産振興課長）

マスタープランは、地域の水田農業のビジョンに当たるものであり、毎年作成し直すこ

とは考えていない。地域の創意工夫で検討いただきたい。

（食糧庁：企画課長）

単収の問題だが、県まで、及び県から市町村までは需要に応じているので単収は考慮さ

れない。ところが農家のところは面積を示すことになるので、市町村から農家に配分する

場合は単収が考慮される。そこで市町村別に統一的な単収を作って、そこで市町村段階の

。 、 、 、 、協議会で確定する 但し 有機農法 環境保全型農業は単収が低くなるので 個別の農家

あるいは集落毎にも設定できる道を開くという取扱いにしたい。米価下落対策については

現在全体パッケージで示しているが、200円４割というのは500円程度の米価下落があった

場合に現在の８割補てんの制度と同水準が保たれることを想定している。従って、今回生

産数量配分ということで、かなり需給が引き締まることにより、需要に応じた生産をして

いただく。米価下落を500円以内に収めるようなインセンティブが働くようなものとする

ことからきた水準である。

（門傳委員）

座長にお願いしたいが、項目ごとに１つ１つ区切ってやっていただきたい。いろいろな

項目について、まとめて質問すると、一人で時間を費やすことになり申し訳ないので、区

切って進めていただきたい。

（生源寺座長）

それも１つの考え方だと思うが、ここの部分ではそれほど多くの質問はないと思ってい

る。それと、かなり議論を重ねてきた経過があることから、今のままの進め方で御了解い

ただき、混乱する部分があるならば私の方で整理したいと考えている。

（門傳委員）

Ｐ４の国による「米の需給等に関する情勢報告と備蓄運営のための基本方針」が第三者

機関としてあるわけだが、現在の基本計画との関係はどのように解釈すればよいか。

（食糧庁：企画課長）

計画経済的な手法は、今後取り組めないだろうということで、国は情報提供と自分達

（ ） 。 、国 が行う備蓄運営については自分達の方針を出すのが筋だと思っている したがって

基本計画なるものは廃止する。基本方針に置き換える。代わりに米需給情報白書を年３回

発行して市場関係者・生産者・消費者に適切な情報を伝達する、これが今後の国の役割だ

と思っている。

（廣瀬委員）

３点ほど質問する。１点目、Ｐ２の「あるべき姿における水田利用のあり方」の中で、
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今まで無かった地域への参集を通じて水田農業構造改革計画を作成する、とのことだが、

この場合全国の市町村・集落を対象に方向を打ち出していくのか具体的に地域に下ろして

いくのか。２点目、Ｐ７の「需要先と結びついた取組の取り扱い」の中で、地域の合意の

もとに生産調整を配分という文言があるが、今までは地域の合意なしでそれぞれが独自に

行ってきた農家と集落で十分、話し合いができるのか。今後、集落で話し合いがつかなか

った農家の扱いをどうするのか。３点目、ブロックローテーションであるが、これは麦・

大豆をやる場合にはどうしてもこういう方針がベターだと思うが、いずれにしてもこのコ

ストを下げるには、いろいろなハード面の施設がある。従来はＪＡが育苗センター、ある

、 、 。いはライスセンター カントリーエレベーター それから豆の施設とそれぞれ持っている

国の構造改革の中で広域的な業務を進めていることと、今こうした更新を進める場合にそ

ういった施設との整合性はどうか。先程も物流の御理解の中でバラ流通を中心にしていく

、 。 、と いろいろなことでコスト削減といわれている ＪＡがそれなりのカントリーから買受

あるいはバラ出荷、需給上の施設の広域化という側面があるから、このへんのかねあいは

含むとして、どのように考えているのか。

（生産局：農産振興課長）

Ｐ２の水田農業構造改革計画の作成にあたって、集落まで下ろしてやるのか、という質

問だが、産地づくり交付金のところにも書いてあるとおり市町村の協議会で作成するとい

うことである。したがって、その作り方については市町村・農協・地域の方々で話し合っ

て、どういう意見の集約の仕方をするかを含めて決めていただきたい。恐らく、集落まで

下ろして話をされることになると思うが、それも含めて市町村協議会の中で、議論して進

めていただければと思う。それから、先程の既存のカントリーエレベーター等の施設があ

る。それは確かに広域的な流通ということも考えて整備したものもある。ただ、既にそう

いう施設があるわけだから、水田農業構造改革計画を作成する時にそれぞれの市町村にあ

、 。 、る施設をもう一度 どういう位置付けにするのか 作った時の経緯からある程度離れても

現在ある施設をどう有効に活用するのか。今後の水田農業を進めていく上でどう活用する

のか。場合によっては３つあるカントリーエレベーターをこれは麦専用に、これは加工用

専用にだとか、そういう重点化を図るという手もあるかと思う。その点も含めて協議会の

中で決めていただければと思う。

（食糧庁：企画課長）

需要先と結びついた取組と生産調整の配分の関係については、Ｐ７の(2)の②・③の部

分で書いて紹介したところである。①の例は、米については拡大ということで、大型形態

が地域の麦・大豆生産を受託するという形で生産調整面で、つまり集約している中でそう

いう契約をきちんと確保できるというものである。②は逆に、有機米を部会が、そういう

結びついたことをやる。その分地域で生産調整を背負ってあげるというもの。これは生産

目標を一度農家に配分して、重点的に取り組める代わりに外の農家は逆に引き受けてあげ

。 、ようという農協の中の運用上の方針としてやっておられる取組 それから一旦配分した後

農家間のやりとりをして、自分はお客さんがあるんだからちょっとやって欲しいというこ

とで、生産調整の面積を売買する仕組み、調整することである。こういう例があるので、

全国一律の枠組みの中で、ある程度全国一律のシステムで考えるのではなく、地域のこう

いう取組を出し合って考えていくことが必要だということを前提に考えていただく、そう
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いう方向で模索して参りたい。

（生源寺座長）

今の点はおそらくこれ以外にもあるかと思うが、地域の知恵を集めて提案されたものを

いろいろなところで使っていただきたいという趣旨だ。

（上場委員）

今の廣瀬委員の質問とも絡むが、まず事務局の御苦労に対して感謝したい。前回の研究

会で申し上げたとおり、現在ＪＡは１つのＪＡが15市町村を包括し、１つのカントリーエ

レベーターも数市町村を包括している。今回のまとめは、１市町村１ＪＡで数集落という

昔のパターンから脱皮できていないと思う。担い手・構造展望の道筋もそうだが、なるほ

ど集落で基礎単位で話し合う必要のあるところもあるが、小学校校区（旧市町村）位で出

来ている所もあるし、カントリーで数市町村にまたがっているところもある。１つそこを

十分に斟酌していただきたい。実はそのことが第三者機関についても言えるわけで、ここ

を市町村という行政区域で切るのがいいのか、ポジのブロックローテーションということ

になると改良区かも知れない。市町村はまたがるかもしれない。それから流通と生産流通

ということであればカントリーの範囲かもしれない。市町村という行政単位で切るのか、

どういうエリアで切るのか、それをどういうふうに泳ぐのかということは是非、深く御検

討いただきたい。その組み合わせを新しくすることで、より加速的な構造政策が実施でき

ると思う。もう１点、ＪＡ案の方で、流通と担い手対策を御用意いただいて結構だが、担

い手対策はＪＡだけでできないというとおかしい（してもらえばいい）が、やはり普及と

か、市町村の農業委員会とか、いっぱい絡むわけである。ここにあるぺーパーは非常にい

い具合に書いてあるが、全部をＪＡでやると言わなくても、ここは県で頼む・市町村もこ

うだよ、というふうに役割分担を明確化したほうがより現実的ではないか。こういうふう

に書くと、外の機関の入りようがない。是非そこはよろしくお願いしたい。

（生源寺座長）

御意見の部分もあったかと思うが、コメントはあるか。

（食糧庁：企画課長）

上場委員の今の質問の部分はかなり協議を重ねた。当面、行政が絡んだ配分となるとこ

の発想が抜けきれない、前提であるというのは承知しているが、その上でいろいろな緩和

措置を講じて参りたいと思う。数集落が１つとそれぞれに計算するというような方法もあ

るし、協議会についても需給調整で数市町村を単位とした協議会というのができないかど

うか、今中心になっているところである。

（奥村（幸）委員）

今回説明を受けたものは、随分以前から見ると分かりやすくなったと思う。ただ、１点

だけちょっとＰ10の地域間調整の仕組みの中で最後に書いてあるが、具体的なこれからの

地区間調整にインターネットを通じたり、あるいはオークションをすることも可能と、極

めて奇抜な発想を取り入れている。それぞれ、生産調整の基本は地域農業をどうするかを

地域の話し合いによって始め、またそれが具体的に生産者の理解を得て取り組んでいくと

いう基本的に地域が核になっているわけである。しかし、地域を超えて個人的なこのオー

クションのようなことを取り入れての県間調整は、いかにも現場に混乱を与える元になる

のではないかと思われるが、そのへんの解釈はいかがか。
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（生源寺座長）

これも質問半分、意見半分というところである。

（食糧庁：企画課長）

昭和52年の県間調整開始以来、常に今の御指摘が課題になってきた。現場では話が出来

るが、広域のエリアの地区は費用対効果、受検定とか買入競争が出来なくなってしまうと

いう問題である。この点はむしろ午後、御提案された委員もおられるので、考え方を説明

していただいた上でやり方や取り組みについての検討の方向でやっていただきたい。

（太田委員）

資料（２－２）のＰ１の地域水田営農の担い手のことであるが、各施策、事業によって

担い手の概念が異なり、この異なった概念のままでの使われ方がしている。ここでの担い

手というのは、構造政策での概念なのか、経営安定対策での概念なのか、それとも生産調

整の世界での担い手の話なのか。どのような考えによる担い手なのか。その場合、中山間

地域等についてはどのように考えるか。

もう１点はマスタープランの関係だが、現在、各事業毎にいろいろな形のマスタープラ

ンがあり、これに対して府県段階、市町村段階それぞれに不満がある。このマスタープラ

ンについて、もっと整理を行うべきと考えるがどうか。

（食糧庁：企画課長）

担い手の概念は各分野ごとに異なる使い方をしており、例えば今までの生産調整の計画

では生産調整上の担い手ということだった。構造政策上も計画や担い手というものがあっ

た。今回両者の新しい発想として、２つを融合した１つの計画のもとに構造政策と生産調

整を進めていくということで、局・組織を越えた状況にある。今まで慣例的に使っていた

「担い手」という言葉をどう整理していくかは課題になると思うので、周囲に十分注意し

ていっていただく。

（生産局：農産振興課長）

、 、マスタープランの作成と既存事例いろいろあるじゃないか どうするのかという話だが

御指摘はそのとおりであると思っている。その辺の整合性なりやり方を考えていきたい。

（小熊委員）

この間会合がバッティングしてなかなか出席できず大変申し訳なかった。今回改めて整

理されているものを拝見して、大変よくまとまっていると思うが、その前提の上で２つ、

確認のような質問になるかと思うがさせていただく。１点がＰ４にある全国米需給検討会

議だが、どうしても供給側のことを意識したトーンに読み取れてしまう。消費者の立場か

らすると、食生活の変化・暮らしの変化・家計の動向というようなことも踏まえて需要を

正確に読み取ることがこれからますます大事だと感じているが、当然そういうことが視野

に入った中身と理解してよいのか。もう１点は、Ｐ38に安全・安心を核としたＪＡ米の確

立ということで具体的なことが書かれているが、ＪＡとしてあと何年後位に私たち全国の

消費者がこうしたお米をちゃんと（手に）入れることができるのかという年度の目途、目

標をどのくらいで確立すると考えているのかを教えていただきたい。

（食糧庁：企画課長）

Ｐ４の第三者機関のところで、例えば人口・消費・生産・流通の構造、こういうところ

で当然家計面等々、当然配慮していかなければならないと思っている。少しここは生産数
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量目標の県別配分のところを意識してこういう書き方になっているが、実際にはそういう

ものは均等に配慮していきたいと思っている。

（全中：水田農業対策課長）

確かに年次が入っていない。実は組織の中でも議論があって、一度年度を提示して作成

したみたが、これでは遅いということで再検討となっている。

（生源寺座長）

一旦提示した年度はいつなのか。

（全中：水田農業対策課長）

あるべき姿に向けた、ということで提示したが 「これでは駄目だ、早急に」というこ、

とで再検討すべきということになっている。

（生源寺座長）

22年ということで一旦提示したが、もっと早急にということで、そういう方向で検討さ

れるということで良いか。

（全中：水田農業対策課長）

早急に、ということである。

（小熊委員）

現時点ではそれでやむを得ないが、御努力いただいて早急に消費者に見えるようにして

いただきたいと思う。

（岡阿弥委員）

２点伺いたい。１つは客観的な需要予測についてである。私は前回、ＭＡ米の供給・備

蓄米の供給・国産米の供給が、総需要にどう対応するかの一覧性のあるものを示すべきで

はないか、ということで質問したが、この文面の中ではなかなか読み取れないと感じる。

また、先程基本計画は作らないと明言されたが、全体の需要がはっきりすると、ＭＡ米を

いくら投入し、備蓄米をいくら投入するのか、その時に国内生産がいくら必要かといった

ことを公表するということは実態として計画にならざるを得ない。第三者機関がどうしよ

うが、国が見通しを立てて出せば計画になる。供給が多様なため、そういう性格を持たざ

るを得ない。そこのところをどうお考えかということである。従って、基本計画というも

のはある程度法律に盛り込まれるべき性格のものと考えているので、考えを伺いたい。

２番目は安定供給法人についてである。私が前回御質問してその答えがＰ34に載ってい

る。Ｐ34の質問は、前に出た全体像のＰ９にある「計画流通制度の廃止により、場合によ

っては出来秋における小規模な投げ売りが横行し、通年安定的な流通への支障、価格の不

必要な低落により、安定的な生産体制の構築上も問題が起きる自体が想定される 」とい。

う指摘があり、これに対して、安定供給支援法人を設置し買受代金の債務保証等の支援を

行うという書き方をしている。そこで、買受代金の債務保証の支援だけでなく、安定的な

流通に対する支援も行うべきではないか、ということで御質問した。ところが、その答え

が「可否について 「16年度予算に向けて検討していく」となっている。たしかに予算の」

規模もあるかもしれないが、やはり支援を行う方向で予算の検討をするというのが答えで

はないのかと考える。その点を御質問する。

（食糧庁：企画課長）

ＭＡ米・備蓄米等を含めた一覧性のあるものを繕うのではないか、この宿題は、需要予
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測の立て方が中心であったため、あえてポイントだけを書いたものである。したがって考

えを変えた訳ではない。計画かどうなのかという点については、記載内容は確かに今まで

の基本計画を包含し、かつより広い需給状況白書になると思われる。ただ、その制度的な

位置付けが計画と言ってよいものか。計画とはそれに基づいていろいろな規制をかけるも

のである。指導するということだが、そういうものであるかどうか。計画という名前は、

全体の位置付けに発生する名前の問題であると思う。通年安定供給の可否については、前

回申し上げたとおり、来年度予算も決まっていない段階であり、さらに制度が変わるとき

に再来年の予算について、前向きに検討する、何とかするとは、なかなか言えない事情が

あることを御理解いただきたい。

（生源寺座長）

率直なお答えをいただいたが、次の関連の御発言で、一応午前中の議論を閉じたい。後

の質問については午後にお願いする。

（岡阿弥委員）

危機管理の発動と計画は関連すると思う。そういう点からも、計画を放棄するのはおか

しいのではないか。危機管理との関連も含めて計画について御検討いただきたい。

（生源寺座長）

ここで午前中の議論を終了する。午後の再開は、作業等もあるので２時30分に再開した

い。

＜休 憩＞

（生源寺座長）

午前中に前回の宿題に対する回答を事務局と生産者団体から示していただき、それに対

、 。 、 、する質疑を行った訳であるが 午後も引き続き質疑を行いたい なお 午前中の説明では

現在協議中ということだった「担い手経営安定対策」について一定の整理がついたような

、 、 。 、 、ので この点について 経営政策課長から説明していただきたい そして これを含めて

質疑を行いたいと思う。

（経営局：経営政策課長）

午前中の説明に間に合わなかった担い手経営安定対策について、現在検討中の案を説明

させていただく。机の上に１枚紙のペーパーがあるのでそれを御覧いただきたい。まず、

検討状況について説明したい。この課題については、本研究会でも担い手の経営安定の重

要性、緊急性を指摘していただいて、まず①にあるように国による生産調整の目標配分が

継続される中で、②として生産調整の実施を促すための一般的なメリット措置として、産

地づくり推進交付金の中で、米価下落影響緩和対策が講じられることを前提として、これ

に加えて、担い手に対する上乗せ的な経営安定対策を講ずることを現在検討しているとこ

ろである。２つ目の○にあるが、この検討については生産調整の改革の方向だとか生産調

整を実施する者に対する助成のあり方、過剰米処理のあり方等についての議論が必ずしも

収束していない中で、あくまでも全体パッケージの中で検討すべきだということで、この

対策を具体案として措置し得るか否かも含めて検討していかなければいけないということ

が、現時点での正直なところの状況である。そういう前提を置いた上で、現在検討中の仕
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組みを説明する。対象者については、担い手対策として講ずるということなので、認定農

業者または構造政策のところで説明した集落型経営体であって、一定規模以上の経営を行

っている者。また、冒頭説明したように生産調整が継続される中での対策だということな

ので、生産調整を実施している者であって、産地づくり推進交付金のうち米価下落影響緩

和対策に加入している者。こういうことを担い手の要件として、対象者の要件として考え

ている。認定農業者または集落型経営体であって、一定規模以上の経営を行っている者の

その一定規模以上の「規模」の考え方については、本研究会でも22年構造展望を実現する

見通しが見えないというような指摘を再三受けていたところである。こういったことも踏

まえて経営展望における平成22年の経営規模の２分の１という考え方を基本にして、認定

農業者にあっては北海道では水稲作付規模６ｈａ以上、都府県では水稲作付規模３ｈａ以

上、集落型経営体においては水稲作付規模20ｈａ以上というような要件を考えている。次

に仕組みであるが、下に絵があるがこの仕組みは経営における稲作収入に着目して、米の

価格ということではなく、いわばｐ×ｑの稲作収入に着目して、稲作収入が一定の基準を

下回る場合にその差額の一定部分を補てんするという仕組みである。まず、基準収入をど

のように考えるかというのが①である。都道府県毎の単位面積あたりの直近３年平均の稲

作収入の８割を基準収入として、当該年の単位面積あたりの稲作収入がこれを下回った場

合に、補てん単価は、③のところにあるように、その差額の８割の水準から産地づくり推

進交付金の米価下落影響緩和対策で補てんされる補てん金を控除したものとする。これを

補てん単価として、これに加入者の加入面積を乗じた金額を支払う。助成率だが、生産者

と政府が同比率で出していく。概略、以上のようなものだが冒頭申し上げたように、この

対策については全体パッケージの中で検討すべきだという段階に留まっていて、あくまで

制度の仕組みを中心に出した検討の出発点の案だということである。

（生源寺座長）

今の担い手経営安定対策の仕組みについての説明も含めて、引き続き質問を受けたい。

（門傳委員）

経営安定対策について、例えば３年間で１千万の収入があったとして、もしそれが８百

万だとするとどういうイメージになるのか。分かったような分からないような感じだと困

るので、数字で説明してもらいたいというのがこの経営安定対策に対する質問。２点目と

して、午前中に説明してもらった中で若干あるのだが、まずＰ２にある「あるべき姿にお

ける水田利用のあり方」だが、構造展望で22年においては28万ｈａの不作付地が出てくる

、 、 、と予想されているが やっぱりこれもそのまま出てきていい訳がないわけであって 特に

飼料作物等不足しているものについては、もっと拡大して、農地はできるだけ水田として

使えればいい訳であるが、もっと明示をすべきではないか。あと、Ｐ16の別紙のところだ

が、よく分からないのだが、改革の右端のところで担い手とあるがこの意味は何なのか。

経営所得安定対策を言っているところの加算なのかそれとも産地づくり交付金の中で、そ

の地域で担い手としてやってみたらどうなのかという意味なのか。この辺がよくわからな

い。それと、その上の対策期間中安定した一定の交付額とする仕組みというのがあるが、

一定の交付額の意味がいわゆる予算全体である程度、例えば１千億円か２千億円という枠

組みで決めてしまうという意味の交付額なのか。例えば、単位面積あたりの一定交付額と

いうのがちょっと理解できない。そこのところの回答もお願いしたい。
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（生源寺座長）

１点目は経営政策課長。２点目、３点目、４点目については農産振興課長からお願いす

る。

（経営局：経営政策課長）

この２枚紙の下の方に図があるが、稲作収入についてもこれは単位面積あたりの収入で

あって、前提として単収なり価格がどういうものであるのか。１千万円が８百万円になっ

たと言っても、前提として、稲作収入の価格がどういう時点のものなのか。あと途中で説

明したようにこの対策は、単独の対策ではない。産地づくり交付金の中の米価下落影響緩

和対策との２階建て部分を構成するような対策として考えているので、一概に１千万円が

８百万円になった時にどうなるのだというようなことは直ちにはなかなか説明できない状

況である。

（生産局：農産振興課長）

２点目以降は私の方から申し上げる。Ｐ２の水田農業構造改革計画の中で、当然全体と

しての長期見通しなり情報なりを逐次説明していきたいと思っているが、ここではあくま

でも、地域いわゆる市町村段階の協議会で計画を立てるものであると思っているので、国

から示す情報を参考にしていただいて、地域で飼料作物も含めて需要に合った生産をどう

やっていくのかという計画が大事なのではないかと思う。次に、産地づくり交付金の関係

で、算定単価のところに書いてある事柄について２つ質問があったが、１つは黄色で「担

い手」と書いてある部分であるが、これは例えば先程経営安定対策で言われた担い手と同

じ意味かと言う質問だが、厳密に言うと違う。これは、ペーパーにも書いてあるように麦

・大豆の担い手あるいはその他・一般作物の担い手であり、作物別の担い手をある程度設

定をして積算をしているということである。それから、もう１つ頭に入れていただきたい

、 。のは あくまで積算の基礎であって実際に現場とか地域で交付される時の要件とは異なる

当然その地域毎に決めていただくのだから、経営安定対策の担い手とピッタリ合うもので

。 、 「 」はない それから その上に書いてある 対策期間中に安定した一定交付額とする仕組み

と書いてあるが、これは総括として期間中に生産調整、需給調整規模に関わらず、一定の

金額で補てんをするという考えを明記したものである。

（生源寺座長）

今の担い手については、午前中の事務局からの回答にもあったように、言葉の使われ方

が少し違っている部分があるかと思うので、これは今後調整する必要がある。

（門傳委員）

経営安定対策について、他の条件ですべて３年間同じだったとした場合に、今の答えだ

と全然イメージがわかない。全体として、地域にいろいろな積み上げがあって結果的に合

、 、 、うような形に持っていかなければならないと思うので 全体として 各作物のバランス等

道筋がきっちりとした計画をやらないと、地域重視も大事だが運用上で問題なのではない

かと思う。Ｐ16のところで、必死になって地域が取り組んでいる、まさにあるべき地域論

理としてやっていく中で、一生懸命やったけれども結果的にだんだん薄くなるような形に

なると果たしてどうなのか。

（廣瀬委員）

担い手経営安定対策の仕組みに、今、門傳委員の方から数字を当てはめてということだ
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が、これはどういうイメージなのか。これもいろいろなケースを言っていただいて「こう

いうことなんだ」ということを教えていただかないといけない。気持ちとしては理解でき

るが、これに加入した者が都道府県でどのくらいになるのかと言われた場合、説明がしに

くいのではないか。それを噛み砕いて分かるようにお願いしたい。それから、産地づくり

推進交付金だが、これも門傳委員の方から質問された中で、Ｐ16の別表だが、対策期間中

安定した一定の交付額とあるが、この「安定」というのは安心して安定できるのか。例え

ば、安定もあれば不安定もあるという考えもあるし、その集落の面積等も十分加味しなが

ら考えていくのか。そういうことができれば是非お願いしたい。

（生産局：農産振興課長）

それでは、まず門傳委員の方の全体需給計画と言うか、それとの整合性の問題だが、こ

れも意見として承っておきたいと思うが、非常に難しい問題だと思う。私としては、国か

ら情報を提供して地域で判断して作るということで、それ以上のことは産地づくり対策の

マスタープランとして、それ以上のことをやるのはふさわしくないと思うが、関係者の意

見も聞きながら、進めていきたい。それから、産地づくり交付金の安定の関係で、廣瀬委

員から安定が安心につながるのかという意見があった。また、門傳委員の方から将来薄く

なるのではないかという話があったが、最初の年に図のように当該地域のそれまでの本作

化を進めようとしている麦・大豆・飼料作物に一定の規模要件をかけようと思っている。

担い手への集積状況等を見ながら、地域別に交付金の算定をする。そして、その算定した

金額を期間中は固定して、県段階に配るということであるので、年によって薄くなるよう

なことはない。それから、先程、廣瀬委員から話があったが、集落の面積を緩和した配分

なのかということだったが、少なくとも積算はそのようにして配分している。ただ、地域

での使い方はそれぞれの地域で重点の置き方を変えてやっていただきたい。

（門傳委員）

そうすると、今の安定した一定の交付額というのは、その予算全体をはめ込むのではな

、 、 。く その一定期間中その採択された地域に対しては 一定額を交付するということなのか

、 、 、例えば 生産調整規模が拡大されようがされまいが 認められた地域に対しては一定期間

一定額を他の地域に影響されずに交付するということでよいのか。

（生産局：農産振興課長）

そのような理解で結構だと思う。ただし、先程もあったように、生産調整というか需給

調整の達成度合いで、それを達成していないところについては、その達成してない度合い

に応じて減額をするということである。

（三浦委員）

資料２－２のＰ７からだが、ここでは需要先と結びついた取組みということで、一定の

リスクがあることを承知の上で、需要先と結びついた人に対する対策だということで検討

されてきた項目であるが、(3)を見ると、需要先と結びついた生産が活発に行われるよう

な環境を整備していきたいと書いてあるが、ここにはどんな思いがあるのか聞きたい。そ

れから、次の産地づくり対策について、現行では経営確立助成対策でのことと理解してい

るが、その際、産地づくり対策はどのようになっていくのか。経営確立助成がベースとな

ると、産地毎に交付金の額が変わってくるのではないか。すなわち、麦・大豆・飼料作物

に高い助成金を払うということで、これは水稲作付面積の超過具合に応じて減額となって
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いる。地域ごとに異なる額の交付とした時、電算事務が非常に複雑になるのではないか。

先程、廣瀬委員の質問に集落の面積に応じてということがあったが、地域によりいろいろ

、 。 、なパターンを選択できるため その分も検討視野に入れておかないといけない それから

下落防止対策については、これは県毎、産地毎というような書き方である。全国一本でい

いのではないかという私の考えから、検討経過で、産地づくり対策をすべて下落防止対策

に当てる。しかもそれを全部固定額とするような政策を採るとすると、米づくりに非常に

強い影響力を与えて、あるいは、これをベースに加熱した販売対策を打つというモラルハ

ザードとなるのではないか。それから経営安定対策についてであるが、対象者の要件とし

て、認定農業者は水稲作付規模で北海道では６ｈａ、都府県では３ｈａとあるが、これは

麦・大豆を除いた水稲だけの作付規模なのか。

（生産局：農産振興課長）

まず理解していただきたいのは、この産地づくり対策は経営確立対策の思想とか仕組み

を若干引きずっているが、全く違うものである。とも補償についてであるが、この産地づ

くり対策については従前のとも補償は考えていない。あくまで国からの交付金だけでやる

という考えである。それから、麦・大豆・飼料作物の本作化ということで、この部分が経

営確立対策を少し引きずっている。国で積算する時は麦・大豆・飼料作物、特に、その中

の担い手、あるいは一般作物の構造改革を進めるということでその担い手にシフトして積

算して地域毎の交付金が決まってくる。その中で地域が麦・大豆ではなく飼料作物に重点

を置いてやりたいとか、あるいは作物を問わずに担い手に集中して交付したいという判断

でやれるということである。その地域の実施方法に基づいて積算をしていった単価を比較

すると、若干地域ごとにその差は出てくると思う。それはある意味、この制度の抱えてい

る矛盾だと考えてもらわざるを得ないと思う。それから、パターンの選択というのが話に

あったが、あくまで参考にパターンを示しているのであって、この中から選ぶという考え

。 。は捨てていただきたい それぞれ独自に地域で考えていただきたいというのが本質である

（食糧庁：企画課長）

、 。 、需要先と結びついた生産の環境整備のところだが この場で何回も議論した その結果

こういうことは将来の取組みとして１つの芽になるのだということがだんだん明らかにな

った。その上で「だったらどうするのだ」という宿題をいただいたと思うが、そのような

議論をすることがまさに環境整備であると考えている。まず、需要があって生産があると

いう考えを普及していくのが１つの環境整備だと思う。もう１つは、産地づくり交付金の

うちの米価下落対策であるが、これを産地づくり本体の資金で米に手厚くしてたくさんの

補助金をつけるとすると、かなり米作が加熱するのではないかと思う。Ｐ12を見ていただ

きたいが、米が余っている時に加熱してはいけないという意味から一定限度内ということ

で、他方で米価下落対策から産地づくりに持っていくのは全額持っていってもいい。米価

下落分はなくしてもいいという思想になるのではないかと思う。この限度については、予

算の課題で検討する必要があると思っている。

（経営局：経営政策課長）

担い手経営安定対策の対象者の水稲作付規模のところだが、実作付面積ということで考

えている。

（中野委員）
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今日説明をいただいた中で、国内需給の中でＭＡ米の占める影響力・割合は非常に高い

と申し上げてきたが、それがまったく入っていないので、これに対してどのように考えて

いるのか。75万トンも入ってきているのに、心理的影響しかないというのでは、私は通ら

ないと思う。

もう１つは、Ｐ16の産地づくりの交付金の問題について、対策期間中安定した一定の交

付額とする仕組みとあるが、金額のことについては今までに質問があったが、対策の期間

中という言葉が気になるので伺う。助成については、それぞれ対策期間を通じて毎年交付

額の総額は一定とすると書いてあるが、期間中というのはどのように考えているのか。あ

、 、 。 、るいは 当然今回の仕組みからいくと 毎年面積が変わるわけである そういう意味では

一定の額というのはどのくらいになるのか、具体的に出ていないので分からないが、いず

れにしろ対策の期間中というのは非常に大事だと思う。今の段階で例えば自給率を上げる

ために45％にするとかいろいろな議論があるが、対策期間というのをどの辺までを目途に

考えているのか。あるいは、対策期間中に自給率をどの辺まで引き上げようと考えている

のか具体的に伺いたい。

（生源寺座長）

まず、ＭＡ米の関係だが、この件については今回の事務局あるいは農業者団に対する宿

題として投げかけた問題の中に入っていないので、当然答えの中にもない。この問題につ

いては、再三議論を重ねているわけで、この場で答えてもらう必要はないと思う。２点目

以下についてお願いしたい。

（生産局：農産振興課長）

対策期間というのは、今すぐに「何年」と議論すべきでないのかもしれない。この考え

は、あるべき水田の姿、米政策の姿に持って行くまでの移行期間にこの対策をするという

ふうに位置づけられている。その期間に需給規模あるいは生産調整規模が当然変動がある

と思うが、それがあってもそれに応じて産地づくり交付金の金額は変えないで済むように

したいということである。

（中野委員）

その場合に、期間を決めないにしても目標が22年ということもある。やはり、自給率を

上げるために麦・大豆・飼料作物を本作化するということでやった訳であり、私は、対策

期間というのは日本の土地利用型農業が落ち着くまでと考える。やはり、ある一定の目安

を作らないと大豆や麦は国内ではおそらく生産できないと思う。そういった意味で、この

水田農業を考える上で、この書き方はものすごく重要なのである。それにはやはり、ある

一定の目標を示していただかないといきなり終わってしまうということにもなり兼ねな

い。全く信頼できないような政策になってしまうかもしれない。

（生産局：農産振興課長）

この産地づくり対策が始まる時に、これは「いつまで続くかわからない 「いつ終わ」、

るかわからない」ということで進めるものではない。この後に議論されるであろうステッ

プ論を踏まえて、移行期間をどのように考えるのかというのが決まってくると思う。その

間の対策である。それから麦・大豆・飼料作物の本作化だが、これは当然捨てる訳もない

し、平成22年までに自給率45％という目標もある。ただ、一方でさんざん議論してもらっ

たが、麦・大豆についてはどうしても需給調整の規模に引っ張られたり、あるいは助成金



- -25

の多い、少ないに影響されて必ずしも需要に合った生産になっていない。そこを需要に合

う生産に持っていくということで本作化あるいは自給率の目標を達成していくということ

である。

（奥村（幸）委員）

基準価格の取り方について、問題があるのではないかと思う。対象者が水田の作付実面

積６ｈａとなると、北海道は50％の転作率という角度からみて非常にハードルが高いとい

うふうに言わざるを得ない。また、平成に入ってからは規模拡大をしているので、当然多

額の負債も背負っている。経営経費の中の利子負担も相当大きいといったことがある。直

近３年間の平均稲作収入については、急落な下落が最近３年間は続いているのだから、北

海道の立場で申し上げると、生産原価を割っているということである。平成１２年の生産

費は13,800円という試算があるが、今年のつい２回前の入札でも13,500円という落札価格

になっている。このように生産原価を割ったことを基準にその８割を補てんしてもらって

も、とても大きく期待を膨らませていたこの安定対策には、取り組むとしても期待はずれ

といったことにならざるを得ないと思っている。発足の初期には、なんと言っても生産費

が基礎になる訳であるから、生産費を当然考慮の中に入れていただきたい。

（上場委員）

担い手経営安定対策について、集落型の経営体の話だが、鳥取県の場合だと一集落平均

の水田面積が15ｈａを割っていて、水稲の作付面積でいけば当然平均で10ｈａを割ってい

る。中山間地域では水田面積が３つ４つの集落を合わせても15ｈａを割っている。そこは

もう限界であって、団地の加算がもらえないということになる。そこはディカップリング

で別途の対策があるとはいえ、20ｈａという時にそういう要素を我々はどのようにカバー

して現場に説明すればいいのか。そこに対して、質問と合わせて要望もしておく。

（経営局：経営政策課長）

地域の実態がそういう状況のところもあるということで承りたいと思う。これは現段階

での検討なので今後はっきりとするよう詰めていきたいと思う。

（四位委員）

安定供給支援法人について、この中で法人の役割がよくわからない。Ｐ34にある安定供

給支援法人が行う支援の一方式として位置付けることの可否について、16年度予算にむけ

て検討しているとあるが、これはやろうとしているのかあるいは予算次第でわからないと

言っているのか、ここのところは、どのように解釈したらいいのか聞きたい。２点目は、

危機管理体制について、緊急時だけでなく不作時に政府備蓄の適正な運用も絡んでくる。

要するに危機管理の機会が今まで説明のあったイメージよりも増大されたように聞こえる

が、業者の届出義務、既存の報告徴収などいずれも新しいものがない。やはりこういうも

のは、今までの反省として考えると、計画外流通米の未届出の問題から、計画外流通米の

流通の実態というのが把握しづらい。それはやはり、既存の報告書など業者の届出義務に

期待した結果、いわば、受け身的なものだからうまくいっていないと思う。私は、当初か

ら言っているように実効性を確保しないとうまくいかないと思うし、危機管理態勢の中で

の対応であるから、待ったなしの状態なのである。だから 「失敗した」ということでは、

許されないわけであって、こういうものを総合的に組み合わせることによって把握すると

書いてあるが、総合的に組み合わせれば既存の報告徴収、立入検査、届出義務など新しい
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実効性を確保できるような姿が見えてくるのかどうか。私はむしろもっと強制力を持たせ

て平常時の措置を届出とか報告を求めるという「待ち」の姿勢ではなく、強いものがなけ

ればこういうものの実効性というのは遂行されないと思う。ここのところの見解を聞きた

い。総合的に組み合わせればどんな姿が出てくるのかを教えていただきたい。

（食糧庁：大澤調査官）

、 、 、まず 安定供給支援法人については 通年安定供給のための支援措置の取り扱いであり

全体の予算額なり全体の改革の姿との関係で、16年度予算に向けて検討するということで

ある。もう少し詳しく説明すると流通問題について、安定供給支援法人は流通システムの

関係では、今後は特に新たな市場づくり、公正中立な市場づくり、それから生産と需要を

結び付けるために非常に重要だということで長期安定的な契約の促進、この２つの方向で

やっていこうと思っている。２点目については、どういうふうに既存のものが生きてくる

のかというのは、業者届出義務については、既存の計画外を専門にやっている流通業者も

含めて考えているので、計画外を専門にやっている業者に「待ち」の姿勢ではなく、報告

を徴収するということで重点的な危機管理のための必要な情報収集をやることができるよ

うになってくる。今までは、届出義務等が無かった訳であるが、その点について不十分な

ところがあったということである。そこを米の流通の大層を占めるような形で行っていき

たい。

（太田委員）

産地づくり推進交付金についてであるが、この一定額ということの積算については、マ

スタープラン、いわゆる将来に向けての計画を基礎として考えているのか、それとも過去

の実績、いわゆるこれまでの取り組みの評価を基礎とすることを考えているのか。

（生産局：農産振興課長）

これは、過去の実績に基づいて算出している。

（坂本委員）

２つほど行政側として質問したい。まず、第三者機関を全国の都道府県に設置すること

になっている。そこで、今、国が関与するか否かで大きな議論になっているが、国や農業

者団体が目標数量を決定し配分するということは、国が最後まで配分に関与していくとい

うことなのか。それと、配分は第三者機関で決定して降ろす訳であるが、降ろしてからか

なり強力に推進しないと、なかなか目標達成するには難しい。その中心になって推進する

のは誰なのか。

（食糧庁：企画課長）

まず、国が配分に関与するのは最後までかどうか。これからの改革のステップ論でその

議論をしていただきたいと思う。これは当面のシステムとして、問題提起している。それ

から降ろしてからの推進は誰なのかということだが、これも役割分担やステップ論と密接

に絡む問題なので、その際に十分議論していただきたいと思う。

（若林委員）

産地づくりの推進交付金だが、今論議があったように大豆とか麦とか飼料作物について

は、一定の金額を決めて、固定するということは理解できる。しかし、問題はそうではな

く、交付金の合計は固定されているものなのかどうか。それとも、生産調整が拡大されて

くれば、スライドされて交付金額が、相対で膨らんでくると思うが、それはそういう考え
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方でいいのかどうか。もう１点は交付制度の中に出てくるところで、米価の下落影響緩和

対策は理解できるが、下落対策という名前を使うには、そういうものだけが下落対策では

ないような気がする。今まで論議をしてきたような県間流通米の需給調整をする時の対策

も、当然価格下落対策であるから、そういうものも基金の対策の中に入るというような認

識でいいのか。

（生産局：農産振興課長）

産地づくり交付金は、先程も申し上げたように、生産調整規模に連動させないというこ

となので、仮に生産調整規模が１割増えたからといって産地づくり交付金が１割増えると

いう形は取らない考え方である。

（食糧庁：企画課長）

県間流通対策ということだが、いまひとつ中身がわからない。仮に銘柄別の価格の下落

幅が違っていたとすると、県別に一本の下落幅を作るので、それは地域の交付金額に考慮

されるということになると思う。問題は国から基金にいくのは、固定部分、変動部分通じ

て一定割合の基準数量に応じた割合なので、基金から農家に対する支払ベースの部分は考

、 。慮されるが 基金造成ベースでは基準数量に対して一定額であるという性格のものになる

そういう意味では、支払ベースで考慮されたものになるかと思う。

（山田委員）

Ｐ12の産地づくり交付金の需給調整とのリンケージだが、区域の作付面積の超過度合い

の合計に応じて減額とあるが、未達成者がらみの未達部分について減額という理解でよい

のか。もう１点は米価下落緩和対策の国からの助成金の１割部分というのは、このように

明確にされていてよいのか。実効性ある対策ということになると、１割というのは適切な

のかどうかわからない。また、Ｐ16の民間の改革の方向で、算定単価の基準として「別対

策として」と書いてあるが、この別対策はどのような算定基準なのか。それとも助成金の

財源の出所が違うという程度のものなのか。

（生産局：農産振興課長）

需給調整とのリンケージだが、未達成者分とすると個人交付する場合は当然未達成者に

係る。地区としての超過度合いは、未達に応じて減額することになる。別対策としての算

定基準については、Ｐ47に今後の麦・大豆・飼料作物等の生産振興のあり方を記載してい

る。ここで説明した内容が別対策となる。

（食糧庁：企画課長）

１割については今まで200円４割を出していたので１割と言っているが、これについて

もいろいろあれば、また検討いただきたい。

（山田委員）

Ｐ12の超過度合いに応じて減額という点で、未達成率と言われたが、場合によっては地

区達成要件等に該当して強制感を伴うのではないか。市町村で協議会を作り、その中で未

達成の割合が高いと10ａ当たりでいく部分について減額されるという話にならないか。

（生産局：農産振興課長）

水田の利用となると需給調整と無関係ではいられないので、減額となり、そこにいかな

いとなれば非常に強い強制感になるが、リスクに応じて減額というところで折り合いをと

った。
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（横川委員）

Ｐ35の価格形成システムについての部分で 価格形成センターにおける取引について 公、 「

正性・中立性の確保」とあるが、その内容についての方向はどうなっているのか？参加者

の範囲は自由であるか否か、市場外流通米はその場に出すことが出来るのか否か、そうい

った枠はどのように考えているのだろうか。

次に、検査制度についてである。現在も市場外流通米は検査義務がないが、今後は流通

の末端で検査を受けた米と受けない米が混ざる可能性もある。検査制度は市場流通の米に

限るものではなく、全ての米に適用すべきであるが、規格として設定するのかしないのか

を明確にする必要がある。そうでないと、消費者は米の検査結果を判断材料として使うこ

とが出来ない。そして、その検査を扱うのが第三者機関であるとしたらそのことは言葉で

明言しておかないといけないと思う。

最後にトレーサビリティーの問題であるが、Ｐ38にあるのはＪＡ米についてということ

のようだが、対象となるのは日本の米全てではないのだろうか？

（生源寺座長）

この段階では、ＪＡとしてどう取り組むかという投げかけをしているので、ＪＡの答え

は答えとして、もう少し広げるべきであるという議論があれば、これから検討していただ

きたい。

（横川委員）

このまま、とりまとめとなっては困ると思ったが、議論がこれからならば問題はない。

（生源寺座長）

後ほど素案として示すものにも含んでいるので了解願いたい。

（廣瀬委員）

Ｐ35の表示検査の関係について、民間検査員に対する適切な指導を行うべきであるとし

、 、 、 、て 登録検査機関に対する指導等については 従来と同じ 今後は云々と書かれているが

これで果たして消費者に対して安全表示を果たせるのか。国はどういうスタンスで取り組

むのか。また、予算措置はどのように考えているのか。考えているとしたら、どのような

方向を念頭に置いているのか伺いたい。

（食糧庁：大澤調査官）

価格形成システムにおける公正性・中立性の確保についての具体例として、市場取引に

おいて、特定の相手に特定の有利な条件を与えるような差別的取り扱いの禁止をセンター

の業務規定に明記する方向で考えている。市場に参入することは自由でなければならない

ので、代金決済や基本的な市場のインフラについて新規参入を円滑にするシステムを考え

ており価格形成センターの検討小委員会で具体案を検討する。検査について総合的に話す

と、今回の考え方では今までの農産物検査はあまりにも取引業者間の規格であったので、

消費者に選ばれるような検査でなければならないということで、検査規格等で若干厳しい

方向を出していくとともに、Ｐ34の新たな精米規格の制定を新機軸として打ち出し、農産

物検査と連動させていく。精米として一定の品位を確保したものを消費者に対して精米表

示として表示する。それと農産物検査をリンクさせ、結果的に流通業者・量販店がこれを

使わないと売れないという体制を作ることを目的として、検査を促進する考えである。

（食糧庁：消費改善課長）
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(4)の表示・検査制度であるが、登録検査機関に対して、現在は、年１回監査を実施し

ており、問題があれば随時立ち入り検査も実施している。

今後であるが、年数回、同じものを見て同じように判定できる訓練 「程度の統一」と、

いった講習会に、検査員に参加していただくとともに、研修内容の高度化を行う。更に、

現在の検査員は、一度登録されるとずっと有効であるが、この年限を切って、運転免許の

更新ではないが、途中でチェックするようなシステムを考えている。

安全性については、農産物検査制度の埒外であり、生産段階でキチンと農薬を使ってい

ただくことで確保されると考えている。加工用米の検査規格については、現在でも策定で

きるようになっている。生産者と実需者の双方で、こういう規格を作りたいということで

あれば、農産物検査法第１１条に基づいて、農産物の検査等に関して経験を有する者及び

関係者からなる農産物規格検討会を開催し、合意が得られれば、設定できるということで

ある。前回の研究会で御意見があったので、主要な米加工６団体に確認したところ、１団

体は加工用規格は不必要であると答えられ、残りの５団体はあった方がいい・望ましいと

いう答えであったが、具体的にこういう規格がほしいという案は、今のところないという

ことであった。もし、具体的な案があって、出していただければ対応したい。

（生源寺座長）

先程からかなり議論に渡る部分が増えてきている。質問に限定したい。後ほど、今まで

に出していただいた資料に関連の深い素案を出すのでそこで議論をしていただきたい。

（古橋委員）

流通問題について、聞きたい。前回の会議で、系統事業の内容について聞いたが、お示

しをいただき感謝したい。系統事業に関連する問題だと思うので質問する。Ｐ46に生産・

流通コストの削減という項目があるが、①に運賃の削減があるが、これは、どのようなイ

メージを持っているのか、お聞きしたい。

現行の計画外との競争においては、運賃問題は大きな問題であり、今後も、この問題は

キーポイントになるのではないかと思っている。この削減というのは、現行で行っている

プール計算の中での削減なのか、もしくは、在姿決済も視野に入れたものなのか、また、

特別に考えているのか、お尋ねしたい。

（生源寺座長）

これは、全中水田農業対策課長にお願いする。

（全中：水田農業対策課長）

全農の担当課長がきているので、回答させる。

（全農：川崎米穀企画グループリーダー）

質問が、かなり専門的なことであり、どう答えればいいのかと思っている。質問にある

ように、プール運賃とか、在姿取引とかそういったところまで、本来、突っ込んで整理す

ればいいのであるが、正直言って、そこまでの整理はできていない。

、 、 、 、 、 、ただ 今の運賃体系の中で 遠い所 近い所も対応しているが 我々としては 運賃は

流通経費の中で、１番削減できる余力があるのではないかと思っている。したがって、一

般的な答であるが、この部分について、下げる努力をしていきたいということである。

（花元委員）

Ｐ４の客観的な需要予測と調整システムについて、実際この予測は、客観的な需要予測
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であり、第三者機関的な組織に委任する形で、本当に需給計画に狂いが生じないのか、こ

。 、 。 、こに心配がある 統計事務所の役割が ここになってくると非常に重大だと思う それが

第三者になっていくと、統計事務所と第三者と違うと、それだけ需給計画に狂いがないの

かどうか。

それから、需要先と結びついた取組の取扱いであるが、将来の需要量をどの程度とみて

いるのか、どの位の結びつきになるのか、予測はどうやってやるのか聞きたい。

また、Ｐ９の生産目標数量の地域別設定であるが、基本的な考え方が主食は新米とする

ということで進めてほしいと言っているが、今度の構造改革が、政府の在庫200万トンが

古米販売は不可能であると、そうすると政府在庫は、棚上備蓄に回されるのではないか、

これは、大きな構造改革ではないか。

それから、Ｐ36の危機管理体制であるが、業者の届出については、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、きちんとできるようにすべきである。これは、具

体的にはどうするのかを聞きたい。

（生源寺座長）

４番目の点は、先程、説明があったと思う。

その他の３点について、順にお願いする。

（食糧庁：企画課長）

客観的な需要予測を、第三者機関に委ねられるのかということであるが、委ねているわ

けではない。事務局が統計情報部のデータもすべて把握する。食糧庁も統計調査を行って

。 、 、 、 、いる それから いろいろな業界筋の情報も全部集めて そこで まとまった資料として

意見をもらう。意見は、少し実態とは合わないとかいう助言はもらう。原案は、食糧庁が

作るということである。したがって、第三者機関に調査から取りまとめまですべて委ねる

ということではない。

次に、安定契約の数量については、いろいろな取組がある。農家から消費者へ直接売買

、 、 。 、される数量は 推定100万トンから 120～130万トンまで伸びたのではと思われる ただ

、 。 、その方々の大宗は 生産調整を実施しているというデータもある 将来の見込みとしては

急激に増えているが、ここ２年位、全体の数量が310万トン位で横ばいであるので、そん

なに増えていないのではという状態である。

また、棚上備蓄の問題については、今、実質的に棚上げ的な備蓄運営をしなければなら

ない状況になっているが、ただ、これを本当に棚上げしてしまうとすれば、数千億円の国

家損失が見込まれる。ここを、国民の皆さんに納得していただけるのかどうかという重要

な問題がかかっている。少し苦しくても、今は、少しずつ価格の動向へも配慮しながら、

供給を続けているという段階である。

（生源寺座長）

届出の問題について、追加することはあるか。

（食糧庁：大澤調査官）

１点だけ追加させていただく。Ｐ36にもあるように、制度的には、まず既存の登録業者

については、改めて登録をしなくてすむようにする。むしろ今まで届出されていないとこ

ろに、業務を集中していく。

（門傳委員）
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米価下落影響緩和対策について、Ｐ13であるが、単価のところで、全国一律に○○円と

か、○割とか，あえて単価を示すならば１つの例として固定部分200円・変動部分４割と

されているが、これは、あくまでも今後の検討課題ということで、専門研究会とかを作る

ということでいいのか。そこで具体的に詰めるという整理でいいのか。ここの４割とか

200円を既成事実かのごとく、若干、私も認識しているものであるから、そうではなく、

ここは、あくまでも１つの例であり、さらに詰めるところがあると考えていいのかという

のが１点である。

拠出の部分は、はっきりと同比率と書いてあるが、この部分は、是非、考え直していた

だきたいというのが２点目である。

次に、余り米の処理であるが、予想以上の需要減とか、生産調整の未実施者の分の対策

を、やはりある程度、想定していいのか。そこまで、考えているのかどうかというのが３

点目である。

４点目としては、需給調整水田、青刈り等の部分であるが、過剰米の処理の中で、議論

したのか、考慮したのかどうか。

最後に、麦・大豆の関係であるが、実績評価に代わる形ということであるが、確かにそ

れは、そういう部分も必要であると思うが、すべて、実績評価に代わってしまうのかどう

か、麦・大豆の場合は、米と比較して、収穫量とか品質にかなりばらつきがある。このと

ころを、あまり実績評価が強調されると、需給のミスマッチを解消する上ではいいが、あ

、 、まりウエイトが高くなりすぎると 積極的に取り組むという部分が阻害されては困るので

その対策を何か考えているのか。

（食糧庁：企画課長）

200円・４割の件であるが、何回言われても、200円・４割としか出さないというのは、

それ以外、出せないということである。したがって、16年度予算の事項であるが、全体の

対策がパッケージであるので、担い手対策も含めて、セットされるわけである。このよう

な状況では、これまでしか出せない。

それから、２番目の質問の拠出の関係も、同額としか出せないということで、理解いた

だきたいと思う。

余り米の関係で、需要減等について、ワーキングチームの議論の中では、確かにここは

豊作による余り米ということで議論してきたが、途中からその２つの問題をどうするのか

ということになり、その点も視野に入れて、ある程度の柔軟な運用をできるような仕組み

という扱いにすればどうかという意見もあった。たしかに、検討課題としてそのことは意

識していた。青刈り等について、考慮しているのかどうかについて、私の記憶している限

りでは、今後もこの中でやっていくのかということは、その場では議論に出なかったと思

う。むしろ、青刈りというのは、なかなか実効が上がらないので、また新しい仕組みを考

えるというのが、議論の前提ではなかったのかと思っている。

（食糧庁：大澤調査官）

先程の届出の実効確保について、もう１点追加説明する。

今まで、制度の中で、第一種出荷取扱業者、第二種出荷取扱業者、卸売業者、小売業者

という、細かな区分があり、しかも、計画流通米と計画外流通米があった。報告義務につ

いては、計画流通米のみであったが、今回の制度改革によって、業者区分を単純化しよう
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と思っている。極端にいえば１つでもいいのではないかと思う。いろいろな理由で分ける

ことになるかもしれないが、いずれにしろ、流通業者として一端把握された以上は、計画

流通米であろうと計画外流通米であろうと、あるいは、通常は小売であっても、農家から

米を集荷して計画外に売ることもある。そういったことに関わらず、その業者が、どれだ

けの米を扱って、どこから集荷してどこへ販売しているのかという全体を情報収集すると

いう考え方でいる。そういう意味では、制度が単純化された中で、全体を把握するという

仕組みにしていきたい。

（生産局：農産振興課長）

麦・大豆の実績評価の関係であるが、根こそぎやるのかということであるが、Ｐ16にあ

、 、 。るように あくまで この麦・大豆の対策は産地づくり対策の上にあるという考えである

産地づくり対策の積算の考え方は、土地に着目して積算している。それに対して、麦・大

豆のミスマッチの解消対策の考え方は、担い手が作ったものに着目していることから、実

績評価としている。

（木村委員）

Ｐ１の担い手のあり方について、(2)水田農業の構造改革の加速化方策の①にアからウ

まであるが、言葉は何となく分かるが、どのようなものをイメージしてこういう３項目を

挙げたのか教えていただきたい。

（経営局：経営政策課長）

、 、 、 。(2)の加速化方策のところは ア イ ウの３つだけでやっていくということではない

担い手育成施策、農地流動化施策として、ずっといろいろな手段が整備されてきているの

で、それに加えてこの３つをやっていくということである。

認定農業者制度の見直し改善については、たしか、ペーパーで出している。すぐにどこ

の何ページとは言えないのであるが、確認いただきたい。

（生源寺座長）

まだ、質問があろうかと思うが、意見を述べたい方もおられると思うので、本日出され

た検討課題の考え方をベースにしながら、私の方で取りまとめの素案を準備したので、事

務局の方から配布願いたい。

これからの進め方であるが、事務局から素案を朗読していただきたい。その後、若干の

休憩を取ったのち、本日の議論と29日のある時間帯までの議論を、連続した議論として行

いたいと思う。今日は、項目を限らず全般についての意見をいただければ有り難い。

また、先程から、かなり専門的な事項の議論になっているので、消費者代表の方、ある

いは、生産・流通に直接関わらない方にとって、発言しづらい状況が、率直に申し上げて

。 、 、あったかと思う こういった皆さんにも 積極的に議論に参加していただきたいことから

休憩後の最初の時間帯は、そういった皆さんの発言の時間を確保したい。

では、米政策再構築の基本方向（案）の朗読を事務局からお願いする。

【米政策再構築の基本方針（案）全文朗読】

（生源寺座長）

以上が、私の方で整理した米政策再構築の基本方向ということである。



- -33

ここで、若干の休憩をとり、その後、この基本方向について、自由に議論していただき

たい。また、実現のためのステップについても、先般、皆さんからいろいろ素材を提供し

ていただくようお願いしたところであり、本日も一定の時間をとるので、議論していただ

きたい。

＜休 憩＞

（生源寺座長）

時間になったので再開する 「米政策再構築の基本方向（案 」を事務局より朗読して。 ）

もらったが 「はじめに」の最後にあるように中間とりまとめ、それに対する宿題返し、、

さらに内容によっては、この研究会として一定の取捨選択を行ったものもあるが、その後

の議論を踏まえて整理した。また、中間取りまとめと、その後の検討の経過がきちんとわ

かるような資料を横に置くような形で最終的な取りまとめを行いたい。お示しした案のな

かでブランクになっている部分は「実現のステップ 「経営安定対策 「農地制度」で」、 」、

ある 「経営安定対策」については午後の会議の冒頭に、経営政策課長より現時点での一。

定の方向が示されている 「実現のステップ」については非常に大きな問題があるので、。

本日、別途、時間を取って議論していただくとして、まずは、このうち「農地制度」につ

いて今の時点での整理を農村政策課長より説明してもらう。

（農村振興局：農村政策課長）

午前中の議論で農地制度の見直しの部分について、構造政策推進の視点が十分に反映さ

れていないとの指摘を受け、現時点では今まで出してきた以上の案が出せず、ブランクと

なっていることを了承いただきたい。農地制度の見直しのテーマは農地を農地として利用

することに位置付けられていたが 「農地を確保・保全する 」という視点と 「構造政策、 。 、

を推進する 」という２つの視点から農地制度の見直しを考えるべきとの指示だったと受。

け止めている。１点目の「農地の確保・保全」については、食料・農業・農村基本計画に

おいて平成22年に470万ｈａの農地面積を目標としており、そのうち優良農地の確保を417

万ｈａとしている。しかしながら、優良農地への編入ペースが見込みを大きく下回ってい

る。農振白地も目標時点では63万ｈａあるが、転用、耕作放棄が見込みを上回っている状

況である。このまま続くと優良農地、あるいは農地面積全体の確保が見込みより減少する

。 、傾向にある 470万ｈａの農地面積の目標には農振白地に存在する農地も含まれているが

農振白地には、農振地区に編入が期待される優良農地の予備軍、農振地区には含まれない

が農業生産を計画される農地、転用に向かう農地が含まれていて、土地利用が混在してい

る。このような地域で、農地保全と転用を仕分けしていくのが、農地確保・保全の面でも

重要である。農振白地について地域の実情に即して土地利用の方向性を出すことが農地の

確保の観点からも重要であると考えている。地域における具体的取組みの推進に着手する

必要があり、体制の整った市町村から総合的な土地利用調整の取組みを実施するよう措置

していきたい。このため住民合意の基で、農地の保全及び利用ある市町村のイニシアティ

ブに基づく取組みを促進するための措置を構築する必要がある。具体的に農地所有者、市

町村で条例の定める仕組みに基づいて地区の農地利用の方向を定めるとともに、その方向

に沿って土地利用を含める保全と農地の適切な保全と利用が図れるように農地保護、ある
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いは農地制度について所要の措置をとる。次に構造生産の推進の観点からの見直しについ

ては、集落経営体を育成すべき農業経営の１つとして制度上の位置付け、各種支援の対象

とすると共に、担い手のニーズを踏まえた規模拡大が可能となるように制度面における農

地の利用集積促進の仕組みを検討することとしている。なお、このような措置と並行して

平成１３年施行された「改正農地法」の附則において、農地法制度に関する検討が規定さ

れている。経営局、農村振興局がそれぞれで行った有識者懇談会においても 「農地の権、

利移動規制のあり方や農地保全のための規制強化についてさらに検討すべき 」とされて。

いる。農水省においては、これに即した農業振興策や構造政策のあり方について、土地利

用区分と土地利用規制、農業振興、構造政策の集中、重点化のあり方について省内で検討

を開始したところである。

（生源寺座長）

これまでかなり専門的な議論や質疑が多かったので、先ほど申し上げたように、農業以

外の分野からの委員に発言をお願いしたい。

（藤尾委員）

「 」 「 」 、安定供給支援法人 と新たに 全国米需給検討会議 という２つの組織が出ているが

第三者機関が安定供給支援法人のことだったと思うが、安定供給支援法人が中心になると

いうことはほぼわかるが、今の自主流通米を中心にした流れは、１／３が入札、その外に

スポット、相対という流れになっているが、安定供給支援法人が中心になれば、入札でや

っている１／３ではなくおよそ全部が入るのか。入ったものが認められるものに関して補

助金がついてまわるのか、正確に教えて欲しい。

また、Ｐ９にある「差別的取引禁止」についてはどのようなことを考えているのか。

（生源寺座長）

「安定供給支援法人」と「第三者的な機関」は別のものである。安定供給支援法人のカ

バーする範囲について説明をお願いする。

（食糧庁：大澤調査官）

安定供給支援法人の考え方は、従来の計画流通米とその他というような米流通の取引形

態に着目して、今まで計画外だった人達が入るようにできないかということである。安定

供給支援法人が目指す流通取引というのは、価格形成センターがもう少し市場化するよう

なものを想定している部分と産地指定や契約栽培であらかじめ生産数量が分かるような取

引を進めていきたい。計画外の取引も入れて、既に産地指定的な取引をしている方も、安

定供給支援法人の対象として考えたい。今回の生産調整に関係する米価下落の対象範囲、

過剰米処理に関する対策、生産調整あるいは需給調整に係る助成金等を組み合わせること

によって、生産者側にも入ってもらって、助成金の対象としては安定的な取引を進めてい

くべきという考え方で、需給調整と助成金をリンクさせていきたい。２点目の「差別的取

引禁止」については、単純に言えば独占禁止法で禁止している不公正取引にあるような特

定の人が有利になるようなものは市場取引の間にあってはならないことを意味している。

（藤尾委員）

全農ルートの販売と安定供給支援法人の販売は口座が別になるのか。

（食糧庁：大澤調査官）

現在、系統の方が行っている年間契約、産地指定的取引、センターで取引している
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１／３も入っている。むしろ拡大することで安定供給できるのではないかということを考

えている。また、それ以外の人にも入って欲しい。

（横川委員）

外食業界の立場から申し上げる。全体的にはよくまとまっていると思うが、次の点が少

し気になる。現在の米の販売方法についての議論は店舗販売を前提としているが、インタ

ーネット販売の割合が増えつつある昨今、今と同じこのやり方が将来この21世紀の主流と

して役に立つのかどうか疑問である。例えば、外食は「外に食べに行く」という概念に加

えて「出来た料理が自宅に届く」という中食も増えてきているという時代変化がある。米

についても店に買いに行くのではなくインターネットで注文し宅配で受け取るというよう

なシステムも既に始まっている。今後は、時代の流れの予測がより重要になると思う。

（生源寺座長）

今の点は意見として承るとして、現状はどうなっているのかについて説明していただき

たい。

（食糧庁：企画課長）

昔から電話１本あれば米屋になれると言われている。インターネットのない時代から無

店舗的な販売が進んでいた分野である。それに対して物流中心の規制が十分間に合ってい

なかったのは御指摘のとおりである。今回、市場流通においてさまざまな流通を取り入れ

る中で、価格形成センターでも検討されているが、インターネットを使った価格形成、物

流取引についても今後検討していかなければならないし、今後は流通だけではなく生産と

消費の結びつきがインターネット中心になる、運送について宅配業者がやっていくといっ

たさまざまな取引が容認できるシステムを目指す必要があると思う。

（小熊委員）

３点申し上げる。日本生協連としては数年前に理事会の小委員会で確認し、公式にまと

めたものとして「生産調整システムについては転換が必要である 」と整理している。強。

制的な転換を改め、意欲を持った担い手による水田経営を実現させる制度が不可欠だとい

う基本認識を踏まえて、今回、出された「基本方向（案 」は、これまでの論議の中身も）

含められているので、原則的には支持したい。

ステップの問題については、物事は期限を明確にしなければ中身を担保できない。いつ

までにやるということをはっきりしなければ、本当にやる気があるのかと受け取られる厳

しい面もある。物事の方向性を具体的にいつまでにどのような形で進めるのか、きちんと

今、詰めておかないと来年、再来年と同じような議論をまた繰り返すことになってしまう

ことを指摘したい。

「 」 、 、 、２点目は はじめに の中で基本的な情勢認識について 本当に生産者 生産者団体が

ここに書かれている危機感を共有できているのかどうか改めて考える必要があるのではな

いか。生協の行った調査でも、生産県の消費者の食生活のあり方と、大都市部における食

生活のあり方が大きく異なるという結果がきちんと出ている。皆さんの息子さんや娘さん

の食生活、あるいは大都市部の若い人達の食生活について、もっと目を向けると、ここに

書いてある以上の危機感があるはずである。米をきちんとした日本の食生活の中で位置づ

ける立場から現状に大変な危機感を持っており、改革の先送りはいけないと思う。ただ、

あわせて危機感と同時に可能性があるということも押さえて欲しい。流通部会でも生協の
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取り組みについて紹介した。先程、横川委員からもあったが米関連の加工品のヒット商品

は生協でもいくつか出している。何かを創り出す努力をすることによって、需要の減少を

抑え、新たな展望や方向性がつくれると思う。生産者と消費者がつながるシステムという

ことについて、生産者あるいは生産者団体がもっと踏み込むことを提起したい。

。 、３点目は今後の議論の運営について 意見を出して議論するのはとても大切なことだが

私自身、政府のいろいろな審議会等に出ているが、これだけ忍耐力が必要な審議会（研究

会）は数少ない。この後の時間帯について、大方針については率直に意見を出しあい、細

かいところは、事務局で29日までの残された２日間で整理して欲しい。いずれにしても、

ここまでくると壊す議論ではなく、まとめる議論をお願いしたい。

（古橋委員）

実行プログラムについて、Ｐ３の４(1)の①の「関係者の共通認識の醸成」の中で、

「15年度を再構築された米政策の周知徹底期間とし・・・」と書いてあり、②の「当面の

需給調整の支援措置」では 「１６年度からの需給調整は米の生産目標数量の配分に移行、

する 」と書いてある。また、Ｐ４の⑤の中で「出荷・販売・流通・価格形成に関する変。

革については、早急に必要な法整備を行い、15年度から実施を期することとする 」とし。

ている。これは第三者機関も立ち上げ、国が情報を提供して全部スタートラインに立って

いるというのが15年度ということで間違いないのか確認したい。

（生源寺座長）

流通の部分については、現時点で15年度から走ることができるという判断でそう書いて

ある。後程のステップ論のところで、集荷・流通のシステム、需給調整のあり方、構造問

題の３つをどういうタイムスケジュールで考えていくかについて議論していく。これはミ

スプリントではない。

（和田委員）

２点申し上げる。生産調整を考えるときに、環境保全型農業や畜産との連携をもっとき

ちんと入れるべきだと言ってきて、今まで文字は入っていたが、今回は明確に数値まで入

っていることを歓迎する。Ｐ13では「消費者の安全・安心ニーズに応えられるよう、環境

保全型農業によりる稲の作付面積の割合を現在の18％から平成22年には１／３に拡大す

る 、そして「化学肥料・農薬を慣行栽培対比で半分以上削減している稲の作付面積の。」

割合を、現在の６％から平成22年に１割程度に拡大にする 」となっている。質問は、そ。

の推進のために特別栽培農産物のガイドラインについてであり、つい先日、このガイドラ

インの見直しが終わったところで、今回の見直しにプラスして再度見直しが必要という意

味なのか。また、Ｐ10の「系統米事業方式の改革」の(1)の②の中に「有機・無農薬栽培

」 、 、など という言い方をされているが 有機というのはきちんとＪＡＳで規定されているし

無農薬栽培という言葉も気楽に使っているような気がするので、これは文章の流れで出て

きたことなのか、定義まで含めて考えた上で使っているのか、文章の使い方として検討を

要すると思う。

もう１点は、自主米センターについてである。Ｐ９の３の「今後の価格形成のあり方」

の中で 「中核的な取引の場として整備する 」と書いてあるところを見ると、今までの、 。

ような市場価格の定義という意味合いではなく、あくまでも中核的な取引の場として受け

止めていいのか。
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（生源寺座長）

事務局に補足してもらう必要があるが、ガイドラインの見直しについては、さらに必要

だという判断で、事務局で用意されたものを踏まえてこの形にした。

有機・無農薬については、系統組織で準備してもらったものを圧縮したものなので、オ

リジナルの提案を出された全農から説明をしてもらった方がいいのではないかと思う。

今後の価格形成のあり方は、これまでのような取引の場ではなく、価格形成の場だとい

、 。う無理なロジックを維持するのではなく 自主的な取引の場という意味合いで使っている

（和田委員）

正直なところ、消費者の立場はある意味で納税者の立場であり、今までの備蓄や生産調

整にどれだけの税金を使ってきたのかという資料の提供や透明性の確保が表になってき

た。日本の消費者は日本の農業、特に稲作には応援団的な立場にはあるが、今までの生産

調整のことを聞くと、このまま何となく過ぎていくのは見過ごすことはできないと思う。

これまで１年近くの議論の中、ぎりぎりにならなければここまで来なかったという逆の言

い方もあると思う。時間がぎりぎりだから中途半端にして後に委ねるとか期間を延ばすべ

きではないし、小熊委員も言われたように29日までの間の２日で詰められるところは詰め

ていただいて、いつまでにというスケジュールも含めて、あるべき姿の提示をすることが

必要だと痛感している。

（生源寺座長）

有機無農薬については、全農の川崎米穀企画グループリーダーに回答をお願いする。

（全農：川崎米穀企画グループリーダー）

指摘のあった有機・無農薬については、確かに言葉としては正確ではない。我がグルー

プとして検討した段階でのオリジナルの主旨は 「需要を反映した契約栽培や特色ある生、

産に対応したもの 、いわゆる一定の結びつきのあるものに対して、買取販売を実施する」

という主旨である。

（生源寺座長）

そのような主旨が正確に反映されるような文章に改善したい。

（長谷部委員）

無店舗販売やインターネット販売がますます普及するのだろうという中で、我々、米穀

小売専門店は対面・対話の商売をしているが、高齢化社会ではそういう業者も必要で、こ

れから販売面は多様化していくと思う。研究会では専門的な立場の皆さんの話しを十分聞

いて、それなりに理解できる。流通業者としては、今、示されている基本方針について大

方理解し、賛成できるものであるが 「国の生産調整への関与をなくす 」という言葉が、 。

先行して、いろいろ問題になっているが、これは生産者団体自らこれを訂正して、それを

的確に農家に伝える必要があると思う。いずれにしても生産調整は、生産者だけで決めら

れる問題ではなく、流通、消費、実需者を含めて、まとめなければ将来性がないと思うの

で、まとめるに当たっては皆さんの協力が必要であると思っている。また「登録制」から

「届出制」へという項目があるが、それを主管するのは各自治体に、まだ何の相談もない

状態と聞いているので、自治体とも連携をとって最終的な取りまとめをして欲しい。

（生源寺座長）

。 、 、貴重な意見をいただいている この研究会の役割は 基本方向についてまとめることで
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その後は実務的な知識を要する問題等については「専門委員会 、あるいは関係の方々の」

議論に委ねるということである。基本的方向を定めるのが私たちの任務である。先程、小

熊委員からこの研究会について相当な忍耐を要するとの意見があったが、当初からオープ

ンな場で議論をするという観点でやってきており、この点を皆さんよく考えていただきた

い。民主主義の一定のコストを支払っているという言い方もできる。11月中の取りまとめ

も残すところ２日で、細かな字句修正等多少の調整については座長に任せてほしい。いず

れにしても何らかの調整を行った場合、その経過についてはこの場で報告していきたい。

それでは基本方向全般について、いろいろな議論をいただきたい。

（三浦委員）

「米政策再構築の基本方向（案 」を取りまとめた座長に敬意を表する。その「はじめ）

に」とまとめられているが格調高くていいと思うが、Ｐ１本文５行目の「米づくりの市場

対応力の強化に向けた改革を今怠るならば・・・」というのは、読み方によっては米作り

しか視野に入れてないようになるが、７行目には「米政策と水田農業政策の抜本的見直し

・・・」と受けているので、最初の部分は「米政策が市場対応力の強化に向けた改革を今

怠るならば・・・」か 「米づくり集荷・流通のそれぞれが市場対応力の強化に向けた改、

革を怠るならば・・・」とした方が、消費者視点からも、今の出荷・流通に満足できない

という指摘を踏まえると分かり易くなると思う。

また、中間とりまとめに戻るが、市場原理と自己責任の議論があったと思うが、一方で

は農業者が経営判断する仕組みを提案するというもの、一方では必要な国の規制について

も最小限に止めていくということで 「一物二ルートの生じないように公平なもの」とい、

うまとめになったと思う。Ｐ８後段の「集荷・流通制度の改革の基本」には、中間とりま

とめで言った部分が表現されて分かりやすいが、Ｐ５の「需給調整のあり方」の中では、

農業者が経営判断する仕組みをどう提供していくかということが、あまり詳しく書かれて

いないのではないか。また、Ｐ７の(2)の⑤の「経営努力により開拓した・・・」という

部分は、本日、前半にだいぶ議論したが、農業者が経営判断する仕組みのあり方あるいは

そのことを提案することは基本方向にふさわしく、必要な視点である。

（生源寺座長）

今日、意見をいただいて再度、必要な修文をして提案したい。１点１点についてこの場

で回答するのではなく御意見として伺っておく。

（上場委員）

全体として基本方向に賛同する 「はじめに」のところで１点申し上げると、今、国会。

で集中審議されているのは、我が国の置かれた今の課題としては改革の断行のアプローチ

の仕方が議論になっているが、小泉内閣のキーワードは護送船団方式からの自己改革と自

立への支援ということだと思う。いろいろな分野で総論賛成、各論反対でいろいろなもの

がこれまで先送りされてきたことが、今後は先送り不可能という状況の中で議論されてい

ると承知している。

、 、「 」今回の米の改革に伴うＪＡ改革等も 我が国全体の中の１部分であるので はじめに

、 、 、の中で 米についてのみ語っているが 地元に帰って農家や県庁の職員に説明する際には

国全体の置かれた状況の中で米についてこういう取組みを研究会の中で議論したと言った

方が理解されやすいと思うので、国全体の中で置かれた我々の位置付けを踏まえる必要が
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あると思う。

（飛田委員）

最終取りまとめの基本的考えが示されたが、基本的には将来の米づくりを考えると生産

調整そのものを、行政がやるべきものなのか、米価維持のため一種のカルテルを行政がこ

のままやっていていいのか疑問に思いながら、これまで25年間、生産調整の仕事をやって

きた。生産者が自ら需要を感じ取って、需給調整していくのが本来あるべき姿だと思う。

、 、 、 、今回 議論してきた概要については 過去の経過を考えても 考え直す時期に来ているし

一定の方向が出されたことで、私もこのような方向で進めるべきだと思う。ただし、生産

調整実施者に対するメリット対策、メリット措置がいろいろ示されているが、移行期間中

は、現行の対策に比べて農業者の理解が得られるような助成の水準を確保することが必要

であると思う。現在、示されている内容を見た限りでは、現場で円滑な推進ができるのか

若干疑問もあるし、これから農水省で具体的施策を検討する際には十分考慮して欲しい。

また、不安に思うのは、今回検討されている数量管理方式による生産調整は、今まで一

番苦労してきたであろう市町村の事務の簡素化が図れるのは大変結構だが、生産調整の実

効性を工夫すべきという観点から見ると若干疑問もある。特に、生産調整への非協力者が

増える可能性があるのではないか。小規模農家が選択性というか自己判断で実施していく

ことになると、おそらく他の作物より手間のかからない米作りを選択してしまうのではな

いか。小規模農家にとってメリット対策と言ってもほとんど恩恵を受けられない状況にあ

ると思われ、その人たちが米を作ってしまうことになるだろうし、数量管理となると実際

の収量との誤差や過剰米処理で区分集荷も現実に農業者が正直にやってくれるのか疑問で

ある。流通に規制緩和もされる中、トータルで考えると米の流通については、現在と比較

してもかなり緩やかになるような要因になると思う。メリット対策の仕組みの中で混乱が

おこらないようにしてもらいたい。

（花元委員）

議論の概要について申し上げる。三浦委員からあったように国全体の中で考えるべきだ

し、和田委員の言うように、どのような投資があったのかしっかり踏まえるべきである。

我が国は主食である米のために、公共的施設と共同的施設がある。農業用ダムが全国で

1,745ヶ所、ため池が21万ヶ所ある。私の推測では水は１千億万トン溜めなくてはならな

いのと思う。何十億もかけて用水路や河川の整備してきており、長い間、国が米を作るた

めにいろいろな投資をしてきた。国と農家が維持管理して米を作るというのが現状であっ

た。共同施設としてはカントリー、ライスセンター、農業倉庫、育苗センターがあり、農

業倉庫は12,500ヶ所位あって、全体の70％の農協が倉庫をもって米を保管している。たく

さんの施設を国民の理解を得ながら多面的機能の面からも、しっかり維持管理して、成り

立っていることを十分理解していただきたい。米を野菜や果物と同じように扱ってはいけ

、 。 、ないし スケールと内容が違うことを分かって欲しい 生産者は水利権を持っているから

しっかり義務も果たさなければならないと思う。米づくりに参加する全国の農家が自己の

経営判断で環境施設の管理や維持をしなくてはならないし、国と一緒になって需給均衡を

図ることをしっかりやらなければならない。

「国による生産調整の配分の廃止」は目標年次と実現のステップのところで目標年次を

平成22年としているが、この部分は削減するということで理解していいのか。
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（生源寺座長）

そうではない。

（花元委員）

そういうことであれば言うが、現行の食糧法の４条で「基本計画の９つの事項」と３条

では「生産調整の目標」を農水大臣が定めることになっている。我々は食糧法まで意見を

言える権限はないと思う。法律は国会で政治家が決めるわけで、現行法がある中で生産調

整の配分を廃止するということは、この場で議論するのは間違いだと私は思う。国会の中

できちんと整理された後で我々に投げかけられるなら検討するが、現行法があるのに我々

がそういう議論をする次元ではないと思う。

（生源寺座長）

今の点は、何回か前の研究会でも花元委員からご発言があり、私から申し上げたが、改

めて確認すると、この研究会が法律の改正をするなどということはありえない。しかし、

米政策、水田農業政策全般の見直しの中で、方向を示すことで法律改正の中身を提案する

ことはできるはずであり、これが我々に課せられた仕事だと考えている。どういう方向が

いいかという課題について１月18日以降深く議論してきた。ここは国会ではないので法律

改正ができないのは当然のことであり、必要な改正のための素材を専門の立場を踏まえて

議論していただいているわけである。

（上場委員）

我が国が改革断行の時期であることは先程申し上げたが、古来より改革、改善、構造改

善事業をやってきた。これまで人の営みとしてずっとやっていることであり、ダーウィン

の進化論ではないが、環境に対応した種が生き残るし、環境の変化に適応できなかったら

滅んでしまうのは、企業や国家の体制も同じことではないのか。今のままの体制であった

方が居心地はよいかもしれないが、１人１人、自分自身が考え方や行動を変えていく、そ

して地域のみんなと一緒に次の時代に向かっていく決意と志がないと古いままでは絶対に

生き残れないと思う。不安も伴うが、人間は今までも常にそうしてきたし、踏み出さない

と次の時代に進めないと思う。私は、ＪＡというのは日本農業に絶対に必要だと思ってい

るし、次の時代に向かって行くためには、改革の精神の元に結集していくことを熱望して

いる。花元委員の言っている食糧法の改正は、国会での議論が必要であることは当然なこ

とであるが、次の時代に託す時に、どういう改善が必要かオープンに議論を集めるのがこ

の研究会であるから、研究会としては、いろいろな意見があっていいという座長の意見を

支持する。

（山田委員）

欧米でも農業政策の議論は一番難しい問題である。日本における米の扱い、基本的に水

田農業のありようについては大切だし、議論も必要と思っている。何点か申し上げたい。

１つは 「米政策再構築の基本方向（案 」が出され、構成は工夫されていると思うが、、 ）

もっと分かり易くして欲しい。見出しの「再構築」という表現も難しいし 「はじめに」、

の中で米政策だけではなく水田農業の全体のありようを見ないと日本の米づくりのあるべ

き姿は到底描けないので、水田農業をどうするかという観点での整理をお願いしたい。担

い手をどのように描くのか、不足する麦・大豆対策をどうするのか、水田をどう利用する

のかという部分が必要になってくるので、もっと大胆に全般に触れていいのではないか。



- -41

それから「スパイラル」という表現もよく分からないし、何か他の書きようがあるのでは

ないかと思う。

２つ目はＰ２の①の「需給調整システム」の中で 「したがって、国による生産調整の、

配分を必要としない状態 」とわざわざ書くのには意図があると感じる。言うならばＰ５。

との関係で 「本来あるべき姿における需給調整のあり方」の(1)基本的考え方での中で、

「米づくりの本来あるべき姿が実現された場合にも、何らかの需給調整が必要であると見

込まれるが ・・・」というのはまさにその通りだと思う。、

また、Ｐ６の②の「行政の支援のあり方」の中で「行政は ・・・農業者・農業者団体、

が主体的に行う需給調整が円滑に行われるよう、指導・助言を行う 」と書いてあるが、。

これもまさにその通りでなので、Ｐ２にわざわざ配分のことを書かなくてもいいのではな

いかと思う。

３つ目はＰ２の(2)の③の「生産構造について」の中で「集落型の経営体の担い手とし

てのイメージが必要になってくる」と書き加える等、担い手のイメージをもっと分かり易

くする必要がある。

また、Ｐ７の(2)の④の「集荷団体による主体的な販売環境整備の取組みを促進し ・、

・・」と書いているが、Ｐ８の(4)の②で「なお、調整保管については、需要に応じた売

れる米づくりが行われ、過剰米が前述の仕組みにおいて処理されることに伴い、原則とし

て不要になる 」と書いてあるのは、Ｐ７の④にそのようなことを書いてあるから調整保。

管は不要だということの意味なのか確認したい。

（生源寺座長）

今の最後の確認のところであるが、Ｐ８の(4)の②のなお・・・とあって、前述の仕組

みというのは、を受けているのは①である。さらに①は、(2)の④を受けているので、山

田委員の理解のとおりで結構である。

それから、負のスパイラルという言葉は、縮小再生産という負のスパイラルということ

であるが、これは、遠藤前副大臣がこの研究会の場で負のスパイラルという表現を３～４

回用いられたことを念頭に書き込んでいる。工夫する必要があれば考える。

（岡阿弥委員）

Ｐ２の需給調整システムについての記述で 「需給・価格情報を踏まえ、主体的に需給、

調整が実施されていること」となっているが、判断できる主体が形成されなければ、判断

できない。平成２２年の展望では、こういう主体に土地の６割が集約されることになって

いる。そうすると残りの４割はどうしているのか、そこの分析がなければ、国によって配

分を必要としない状態とはたして言えるのかどうか。その根拠が極めて不明確なまま、文

書が作られている。

これからの価格について、どのようなシュミレーションを描くのかと申し上げても、な

かなか出てこない。したがって、私は、楽観的な表現はできない。根拠がなければ、配分

を必要としない状況なんてなかなか見通せないのではないかと思う。そういった意味でこ

のような不正確な表現は削除すべきであるというのが１点である。

それから、もう１点は、流通の問題で、先程、古橋委員が指摘されたところであるが、

Ｐ４の⑤「法整備を行い、15年度からの実施を期することとする」という表現となってい

るが、一方で生産に関する分野については16年度からとなっており、流通段階の施策は生
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産調整等の施策と連動して講ずるべきと考えている。たとえば、情報の収集等の第三者機

関等のことについては、どういう滑り出しがいいのか、具体的なものは、まだいろいろあ

ると思うが、流通の面での変化というのは、実際には生産調整と連動して実施した方がい

いのではないか、その方が全体としては、分かりやすいと考えている。

それから、Ｐ６のところで農業者団体と集荷団体との言葉の使い方について問題がある

のではないかと思う。②のア農業者・農業者団体が主体的に行う需給調整が円滑に行われ

るようという書き方をされているが、計画流通米と計画外流通米をやめて、一本にしたと

いうことは、需給調整コストについても公平な負担とするということで引っ張ってきてい

る。農業者・農業者団体よりは、集荷団体という形で整理すべき事項ではないのか。その

辺の関わりをどのように見ているのか。それから、ウのところで、豊作による過剰米の処

、 、 。 、理と書いてあるが 今までは豊作等によるとか いろいろな書き方をしている 私自身は

過剰というのは、３種類あると言っている。つまり、豊作による過剰、未達者による過剰

これが30万トン、需要減による過剰これが10～15万トンある。私は、これらに対する対処

がなければ価格は下がると申し上げていて、その辺りが対処しきれているのかどうかにつ

いてはほとんど検証不能という状態である。したがって、担い手育成も含めて水田農業の

構造改革が進むのか、それとも担い手がおかしくなるのか。この辺りのところは、このよ

うに書かれても、どうも分からない。その辺りは、書き物をまとめる前に、きちっと検証

をしないとまずいと考える。過剰米処理は、豊作、豊作と書かれていて、豊作に限定され

ると、残りは過剰として出るから、そうすれば処理の方策がないので、３千円という最終

処理の融資制度のところまで、価格は落ちるのではないかというような、指摘も受けざる

を得ないということになるのではないか。その辺のつながりについて、もう少し整理をす

べきであると思う。

農業者団体か集荷団体なのか、豊作か豊作等なのか、その辺りをもう少しきちっとした

整理をしないと、全体として、見通しがもてる報告書になるのかということに、大変疑問

を感じる。

（生源寺座長）

確認の意味もあり、若干コメントさせていただいた上で、こちらで検討させていただき

たいと思う。実は、集荷団体という形で整理させていただいている部分もある。過剰米の

部分はそういう整理にしている。そういう問題意識をもって、生産調整不参加による過剰

まで拡大した方がいいのではないかという提起かと思うので、これについては、検討して

まいりたい。

それから、豊作による過剰米の処理については、推察のとおり、後の方で出てくる過剰

米の処理のスキームを念頭においてこのような書き方になっている。企画課長からのご説

明にもあったが、豊作による過剰米のスキームについて、実際のところどこまでが豊作か

を確定することがなかなか難しい面があり、運用で柔軟に対応すべきレベルの話と、さら

に明らかに需要減によって次年度の配分を行う際に結びつけていくべき部分のものと、い

くつかあるかと思う。この書き方だと狭い書き方になっているが、さらに広げた意味での

対処までもここに述べる必要があるのかどうか、こういう観点から検討していきたい。

（佐藤委員）

私は、この研究会の結論で一番大事なことは、意見を求められた文書にも書いており、
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また、先程、岡阿弥委員が最初にいった非実施者関係である。非実施者を増やさないとい

。 、 。 、 、うまとめをするべきである これが 結論であると思う とにかく いかなる米生産者も

生産調整を実施していただくということを大原則にして、まとめていただきたい。したが

って、岡阿弥委員が指摘した紛らわしい部分については、使わないでいただきたいという

ことが１点である。

それから、加工用米の関係について、Ｐ13の(1)の①のイ加工用向けに多収性品種を活

用した低コスト生産技術体系を確立、それから直播栽培の関係など具体的にでていて、非

常にいいと思う。私の１つの大きな夢であるが、とにかく、今、山形だけでなくて、大変

な雨続きで、大豆栽培・麦栽培の方々が、このような年がこれからもあるとすれば大変な

ことであると実感している。そこで、出てくるのが、水田は水田のままで、多収性の穀物

を作れないか？である。

くみあい飼料に聞いても、90％の穀物を輸入で賄っている。情けない状況がずっと続い

。 、 、 。ている トウモロコシでも大豆でも麦でも 米ほど量のとれるものは 現在のところない

主食の関係で、いろいろ課題があり、また、内外価格差がこんなに大きいのに何を言って

いるのかということになると思うが。米とは、完全に分けられる、収穫量の多い穀物の品

種改良を開発して欲しい。これまで、このような研究を行っていないというのであれば、

その方面に予算をかけて、できれば麦に限りなく近い銘柄の品種改良にも、もっと金をか

けるべきなのではないかというのが持論である。是非、この中に、いわゆる夢の飼料用米

といったものの開発のためにということが、あってもいいのではないかと思う。

（上場委員）

今、山田委員と岡阿弥委員から、Ｐ２の国による生産調整の配分を必要としない状態と

、 、 、 。いう記述を削除すべきということであったが この点について 私も 意見を申し上げる

結果は、山田委員のいわれるとおりだと思う。転作の配分が、国から県にきて、市町村に

きて農家にいっているのが、今の仕組みである。これは、もう限界であるという意見が多

々あった。理由は、事務が煩雑であるとかいうことかもしれない。ところが、今、パッケ

ージで議論したことは、米の消費に起点を置いて、流通を改善しないと、消費も伸びない

し、生産も対応できないということである。それが、今回のコンセンサスである。そうな

ると、知事も市町村長も、実はプレーヤーではない、直接のプレーヤーは、農家の人だっ

たり、それを、ディーリングしたりコーディネートしたりする方である。したがって、今

のパッケージについて、県や市町村は、転作の配分とか調整に関して、非常に困難な立場

であるということを、理解していただきたい。ただ、水田の多面的機能とか、集落の問題

とか、中山間の問題については、どの知事も市町村長も、非常に強い関心や、最大限の努

力を惜しまないというのが事実である。ただ、消費者に起点を置いて何をどうするかとい

うことについては、知事や市町村長は、サポートの立場である。今の国→県→市町村→農

家という配分ルートが成り立たないから、即、国が配分をやめるという議論はいささか乱

暴ではないかと思う。それについては、座長からは、前広にいろいろな議論をしようとい

うことであったが、ついに、これまで議論はしていない。この間、岡阿弥委員から、食糧

、 。庁は いずれにしろ備蓄ということでずっと米に関われるのではないかという話があった

それから、政府・農林水産省は、国民の主食を守る、もちろん、米の流通からすべてを統

括する立場である。もちろん、全農の皆さんは、生産から流通までの全部に携わる。そう
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したときに、国が、県・市町村に下ろす配分が、不適切かもしれないが、国から農協に行

く、国と中央会とか、いろいろシステムはあるのではないか。それについて、今、議論を

するのかもう少し先かは別として、いきなり、国がまったく関わらないというのは乱暴で

ある気がする。Ｐ２のこの部分は、削除した方が妥当ではないかと思う。

（生源寺座長）

意見を踏まえていろいろ議論しているが、確認しておきたい。この「したがって、国に

よる生産調整の配分を必要としない状態」という記述は、了解していただいていると思う

が、これは、本来あるべき姿のもとでの考え方ということである。当面の期間というもの

が当然ある。ここは、従来どおりとはいわないが、国による配分を含めた処置を行ってい

くということである。一応、確認ということで申し上げたが、意見は意見としてお聞きし

た。

（坂本委員）

行政の役割分担について、Ｐ３の３の(2)では、自主的努力とこれに対する行政の支援

のもとで、需要に則した生産を行うこととあり、Ｐ６の②行政の支援のあり方で行政はと

あるが、これは、市町村も入っているのか、その点が定かではないので、確認したい。な

ぜなら、Ｐ６の②のアにおいて、行政は、需給調整が円滑に行われるよう、指導・助言を

行うとある。それで、供給量の調整のところへいくと、Ｐ７の(2)の②には、生産目標数

量及びこれを面積換算した作付目標面積を配分するとあり、③には、生産調整の達成・未

達成は、作付面積の確認により判定するとある。これは、市町村が携わるとすれば、この

研究会の冒頭からもでており、先程もあったが、現場で市町村が一番苦労している、市町

村の役割分担を少なくしてあげようというのが、全員の共通の認識であったと思う。その

辺りがはっきり見えない。このままでいくと、やはり市町村がその作業をやらざるを得な

いのかという気がするので、その点を明確なものにしていただかないと、市町村としても

やりづらい部分がでてくるのではないかと思うので、指摘させていただく。

（生源寺座長）

行政という言葉と、国それから地方公共団体という言葉を使っており、行政という言葉

は、基本的には両方にまたがる場合に使っている。改めて、確認をする。

それから、事務の負担については、達成を確認するという場合に、ある程度の事務は生

じるのではないかと思っている。ただし、これまでのように、100％達成ということを、

いろいろな形で働きかけて行うような負担は、軽減されるのではないか。それから、これ

、 、 、までの言葉で言えば転作行政についても 今日の事務局からの話の中にもあったが 要は

市町村が地域の農業を変えていく自らの問題として取り組んでいただく。したがって、そ

こでは、いろいろな創意工夫をしていただく。そういう問題として取り組んでいただくと

いうことであれば、これは、同じ時間をかけたとしても、随分、取り組み方が変わってく

るのではないかと期待している。

（坂本委員）

そういう意味を含んでいるのか。

（生源寺座長）

そうである。

（奥村（幸）委員）
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私は、この研究会へは、中間取りまとめ以降、再開されてから参加しているが、参加さ

せていただいた当時は、この取りまとめは一体どういった方向にいくのか、非常に疑心暗

鬼であったが、一定の方向が示され、全体の流れとしては、評価したいと思っている。

しかし、冒頭のところで宿題返しとして提案された４つの案について、いずれにしろこ

、 、 、 、の研究会の最大の目的は 長年にわたって混迷した生産調整が 毅然となされて そして

将来に向かってあるべき姿が築かれるその方向を示すことであるということから、各委員

の発言もあったものと思っている。その意味で申し上げるのであれば、いろいろな施策の

中で、助成措置についても、いくつかの案が最終的には、１つにまとめられて、地域の考

、 、 、 、え方 それぞれが地域で取り組まれることが 尊重されて 生産調整の目標達成に向けて

取り組まれる方向が示されたことは、適切であると思っている。この助成措置の形として

は、これで結構であるが、なんといっても中身である。金額の多少によって、果たしてメ

リットと感じるのかどうかということについては、大いに関心のあるところである。

それから、山田委員、上場委員から発言のあったＰ２の国による生産調整を必要としな

い状態という記述については、いずれにしろ生産調整がこの３年から４年あるいは、５年

かかるかもしれない、又は、担い手集団、未実施者集団等への取り組みがこれから新たに

行われようとしているときに、前回にも、そのような話があったが、こういうことがＪＡ

グループでできるのかといった意見が委員からあったが、ＪＡグループの力は、そんなに

ないといった正直な発言もあった。しかし、ここまで、あるべき姿を含めて、皆さんの論

議が積み上がったときに 「それは、ＪＡ系統にまかせた。あとは知らない 」というこ、 。

、 。 、 、 、 、とでは 済まない話である 私から これは 行政 地方行政も一緒になって取り組んで

なんとかこの姿を実現する方向で、論議していただきたいと申し上げた経過がある。その

地方行政の延長線には、国がしっかり見守っていただかなければならないということが、

付いて回るのであると認識しているところである。そのことが、22年という一定の目標、

そこに至るまでの間に少しでも早く実現することが望ましいということを確認していただ

きながら、そのあるべき姿にどれだけ近づいているのかという検証を途中でしていくとい

った方向でまとめていただけるのであれば、この問題もそれほど大きな支障にならないの

ではと思う。

（竹内委員）

大事なところは、基本的な部分である。細かな技術的な部分は、専門的な方で詰めてい

ただければいい。先程、和田委員から話があったが、私も、別の観点から痛切に感じてい

ることがある。アジアのどこの国も物凄い改革努力をしている。おそらく農業の分野も、

10年前といわず５年前と比べて、タイの農業も、中国の農業も相当変わっていると思う。

先程、日本経済全体について話題になったが、アメリカもヨーロッパもアジアも死に物狂

。 、 、 、いの改革をやっている したがって 何度も申し上げるが 生産調整を３０年間実施して

スタートでは戸惑いもあって国が指導していく国の完全指導型、途中から団体と一緒にや

っていく、国の役割がなくなるとは思っていない。ただ、大事なことは、消費以上に生産

されているわけである、生産量を消費量に合わせるという当たり前のことであるが、これ

が非常に難しい。このことを主体的にやるのは、生産者に決まっている。それについて、

国が手を貸す必要性があるのはよく分かる。この配分の表現にこだわる気持ちはないが、

ただ、気になるのは、国が逃げるから不安で仕方がないということの表われであれば、税
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金を使っているのであるから、確認は当然必要である。この問題と、誰が中心となって生

産調整数量を決めるのか、この一番単純なところは、生産者が主体となり、国がバックア

ップする。この一番、肝心なところをはっきりしていかないと、いつまでも曖昧にして、

30年経ってもまだ親から独立できないというのでは、やはりもたない。バランスの問題で

はあるが、基本的なところを大事にしていただければありがたい。

全体としてはよくできているが、気になるところは、Ｐ２の(2)の③の生産構造につい

て、麦・大豆の本作化が行われていれば、その土地は、水田ではない。これは、畑地であ

る。米を作る水田が多すぎるのである。これを消費者が最終的に消費してもらえる作物に

、 。 、 。変えるということが 転作である いつまでも水田であるというのは 論理的におかしい

Ｐ４の⑨水田の有効利用と畑地化等の推進の中で、水田の汎用化とあるが、水田を汎用す

るといっても、水田は米に適している条件の土地である。麦・大豆を作るためには、水田

では駄目なのである、汎用化の中に、そのような意味を含んでいるのであれば、畑地化と

すべきである。

、 、 。 。また 売れる米づくりが大事であるというのは そのとおりである 問題は中身である

いかに、品質面で消費者のニーズに合うものを作るかということであり、マクロ的には、

売れない米は作らずに、別に利用するのが大事である。消費者のニーズと実態がずれてい

る状態が長年続けば、最終的には、消費者の選択の世界であるから、大混乱になるかもし

れないし、そのようにならないようにするためには、必要な基本的な改革を是非やってほ

しい、生産者・生産者団体が主体的にやっていってほしい。それに、国・地方公共団体が

バックアップすることは、必要である。そういう関係だと思う。

（生源寺座長）

、 。 、それでは 時間も押しているので提案する 食事をとって再開するという選択もあるが

皆さんもかなりお疲れと思うので、今の基本方向についての議論をもう少し行い、その後

、 、 、で 先程から委員の発言もステップに関わる部分になってきているので その点について

少し時間をとって、議論していただき、７時前後には今日の会議を終えることとしたいと

思う。

29日も引き続きこの取りまとめの方向について議論するが、先程からご示唆もあるよう

に、多少の修正的なことであれば、会議の外で行い、事後に報告するというやり方もあり

うると思う。その点を踏まえて発言していただきたい。

（山田委員）

、 。 、米政策の改革の必要性については 我々も痛いほど分かっている 今の仕組みの中では

残念ながら過剰な米、需要減の米、それらが生産調整の努力にも関わらず系統というか集

荷団体に集まってくる傾向にある。御案内のとおり、国が買い入れるとか、備蓄に集積す

るといった制度がないからであり、そういった面では、何としても改革しなければならな

い、我々にとっても、最大の課題である。そういう意味では、竹内委員の発言も含めて、

何ら異存はない。

私は、別の視点で申し上げたいことがある。Ｐ５の本来あるべき姿における需給調整の

、 、 、あり方について この部分は 本来あるべき姿における需給調整という言い方をしており

かつ、何らかの需給調整が本来あるべき姿においても、見込まれるわけである。だから、

Ｐ５の(2)の①の客観的な需要予測と調整システムの中で、第三者機関的な組織の助言を
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得てと書かれている。ここを、先程、残された課題に対する考え方の議論の中で坂本委員

、 、 、から発言があった部分であるが この第三者機関の仕組みの中で 基本的に配分について

国及び農業者団体における生産目標数量の配分と書いてある。この点について、企画課長

は、暫定的当面の措置としてということであって、ここは、農業者団体における主体的配

分という世界があるといったわけであるが、それでは、この本来あるべき姿におけるあり

方と、施策の作り方とでは矛盾していると思う。かくのごとく、配分を誰がやるのかとい

、 、 。うことは 大したことではない 生産者団体の方で必要であれば生産者団体でやればいい

できないことはない。今までも、新たな米政策大綱の中で、生産者・生産者団体における

需給調整の主体的取り組みと書かれている。それに従って、それ以降の５万ヘクタールの

追加分、さらに５万ヘクタールの需給調整水田では、団体が苦労して苦労してこういう配

分のやり方で行こうと方向を決めて、それを国でも了承をいただき、ルートを通じて皆さ

んへ配っているのである。だから、やることはやる。ところが、そうではなく、類型にわ

ざわざ一番先にパターンで書いて、Ｐ２にも配分のことを書くのであれば、どこか別に意

図・狙いがあると言わざるを得ない。では、狙いは何か。言い過ぎかもしれないが、率直

に言えば、それは、この部分の食糧法の改正と、間違いなく関係しているのではないか。

食糧法の改正の言及については、今までの議論の中で、政府が買入れを行わないとき、入

札で買入れるというときに、実は、買入規定がいらなくなるから、翻って、生産調整規定

は、必要ないという議論である。本日の議論の中でも、ここにあるように、米の需給に関

する情勢報告と備蓄運営のための基本方針を定めるとあるが、これは、いわゆる、米の需

給白書のようなものだという発言があった。それはそれで結構であるが、その結果、食糧

、 。 、 。法で定めている基本計画は いらないという それに代わるものであり いらないという

そうするとお聞きしたいのは、一体どのような食糧法の改正を考えているのか。このまま

でいくと、結局あらゆる食糧法の規定の中から、配分廃止という基本というか、象徴的な

話を入れて、あとは圧倒的に骨抜きにするということである。基本計画はいらない、政府

買入規定もいらない、生産調整規定もいらないという話になってしまうのではないかとう

ことを心配せざるを得ないわけである。この大綱の中でも、一部についてのみ、法律のこ

とが書いてある。出荷の部分で法制度の改正があると書いてあるが、全体を振り返って整

理すると、こういう大綱を決めることによって、一体どういう法律になるのか。新しい基

本法の第２条で国民の食料は、安定供給を図ると規定されている。それでは聞くが、緊急

の場合には、基本法でやると書いているが、それなら基本法を第一に位置づけてほしい。

その上で食糧法についても、主食たる米の安定供給については、国がどういう役割を果た

して、そして、現行食糧法第２条に生産調整の円滑な推進とあるが、これを外すのか外さ

ないのかという話も含めて、一体、主食である米に国はどんな役割を果たすのか、責任を

持つのか、ということを生産者は問わざるを得ない。そこが心配でお願いしているわけで

ある。生産者の主体的な取り組みといった言葉じりの話ではなく、実は、配分廃止と入れ

るだけで、全体が崩されたのでは、生産者も国民も困るのではないか。やることはやる、

しかし、心配な部分はきっちりさせていただきたい。

（生源寺座長）

団体として非常に踏み込んだ発言と大きな危惧の発言の両面があったわけであるが、先

、 、 、 、程 花元委員の発言に対しても申し上げたが 内容について もう少し議論していただき
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固めていくことを、この研究会としては優先していきたいと思う。その上でここが曖昧で

あるというのであれば、はっきりさせる。今の段階では、流通等について、多少時期につ

いての意見はあったが、ほぼ一定の合意が得られているところについては、所要の法改正

ということを書いているところもある。ただ、全体として生産調整等に関するところにつ

いては、法改正の問題は書いていない。そこはまだ議論がある。改革のステップをどう考

えるかということにもよるが、むしろ内容について、然るべき議論をしていただきたいと

思っている。多分、今の段階で、こちらから、事務当局に対して法改正についてお聞きし

ても、答えづらいのではないか。こちらの議論の流れによって、考えていくことになるの

ではないかと思う。

（和田委員）

Ｐ９の表示と検査制度の見直しのところで、消費者が商品購入に当たって低品質米と一

般米を区別できるようという表現があるが、確かに私たちが買いたい米は、多様化してお

り、高い米だけを望んでいるわけではない。しかし、米が余っている状況の中で、はたし

て、低品質米というようなものを作らなければならないのかということに疑問を感じてい

。 、 、 、る ＪＡＳ規格の改定というのは ＪＡＳの調査会でやることだと思うが 去年か今年に

低品質米と一般米とを区別して、一般米に粒ぞろいという表現を付けるということが提案

され、消費者は非常に反対し、結局引っ込んでしまったという経緯があったと思う。正確

でなければ教えていただきたい。一般米粒ぞろいが当たり前であり、もしも、低品質米を

作るなら、そちらを表示すべきである。それを低品質米という作る必要があるかどうか分

からないものを作って、一般米のところに、強調表示のようなものを付けるのは、表示の

原則からいえば間違っていると思う。後は、ＪＡＳの調査会に任せるが、やはり、今、表

示が非常に問題になっているときに、一般的な表示違反とか偽装表示以外に、強調表示と

いうのがいろいろなところで問題となっているので、是非ここのところは、申し上げてお

きたい。

（生源寺座長）

今の点についても、他の委員の意見と同様にこちらで受け止めて考えさせていただく。

その他に、全体として何かあるか。

（太田委員）

全体として良く整理できていると思うが、具体的な対策について申し上げたい。

生産調整への参加は理解と納得が必要であるが、メリット対策について、説明のあった

内容（助成水準等）で生産調整がうまく進むのかという懸念がある。またメリット対策に

、 、種々条件を付けることによって 実効あることにしたいとの気持ちは分からなくはないが

このことによって生産調整への参加の気持ちが後退することがないようにしなければなら

ない。具体的に対策を検討するに当たっては、こうした点も十分考慮いただきたい。

（岡阿弥委員）

Ｐ９であるが、今までの検討の中で価格形成については、自主米センターの検討委員会

とかいろいろあって、具体的な取り組みについては、関係者の協議により進めるという整

理になっていたと思うが、それが、ここの表現では、そういう表現がない。実際このよう

なことがアイデアとしてあったとしても、実現はどうするのかというのは、実行の背景が

ないとなかなかできないものである。関係者の協議を進めるとかいう表現を取り入れるべ
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きではないかと思う。特に、①、②のところでやるのであれば、具体性が必要である。関

係者の協議がないとなかなか難しいと思うのでお願いする。

（奥村（一）委員）

全体的なところと、担い手対策等のところであるが、私も基本的な方向については、こ

れでいいと思う。表現の仕方については、分かりにくいところもあるので、検討していた

だきたいと思う。２点お願いしたいことがある。

今度の米政策の改革について、担い手たる専業農家の方は、期待をしている。昭和45年

から生産調整を実施してきて、担い手も規模拡大をしようにもできない状況であり、かと

いって兼業農家も減少していくという構図である。このように担い手も兼業農家も減少し

ていく中で、将来の新しい担い手に夢を持てる米政策を提案しようとしているのであり、

現在、地域の中で10年・20年このような状況の中でもがいている担い手も将来のあるべき

姿まで生き延びるということも大事なことだと思う。

そのようなことで、計画外流通米が廃止になり一本になるということは、有り難いこと

である。言い方が悪いかもしれないが、綿密に計画しないまま作ったのが計画流通米であ

、 、って 綿密に計画を立てて生産した米が計画外流通米という表現をされていたことに対し

非常に憤慨していた立場である。それをここへきて、需要先に結びついた生産の取り組み

も認めるべきであるという皆さんの意見もいただいて、我々のやってきたことが認められ

る雰囲気・時代になったと嬉しく思う。是非とも、今回、需要先と結びついた生産への取

り組みを行う生産者を地域の中で認知してもらえるよう明示していただきたい。

我々が現在取り組んでいるのは、26名の兼業農家の方と一体となって取り組んで需要先

を見つけて、計画流通の中で一緒になって販売している。それから、専業農家４軒で酒屋

と事業を結び付けて計画流通の中で行っている。将来、地域の米というものを作っていき

たい。これからの地域農業の生き延びる１つの販売戦略だと思うので、是非ともお願いし

たい。

担い手経営安定対策について、先程、経営政策課長から説明があったが、基準稲作収入

のところで、直近の３か年の収入を基本にということであるが、どんどん下がった状態で

の３か年というのは、非常に不安である。１つの考え方として、将来の稲作展望を踏まえ

て、たとえば、都府県では、10ヘクタールの稲作経営を目指すということであれば、それ

をベースにした経営安定のための基準、それをベースとした再生産可能な生産コストとい

うものを基準とするべきではないかと思う。そうでなければ従来の稲経となんら変わらな

いのではないか。是非、検討していただきたい。

（生源寺座長）

時間もかなり押している。実は、改革実現のステップについては、皆さんにも素材の提

、 。 、 、供をお願いしているところであり 資料として配布されている また 事務局に対しても

これまでの議論を踏まえてどういう問題をこれから議論すべきか、時間はあまりないが、

素材を用意するように前回指示したわけである。

資料を配布願いたい。ここから先は、改革のステップの議論とその他積み残した議論が

あれば、その点も合わせて意見をいただければ有り難い。

なお、今の奥村委員の発言に関連して、経営政策課の方で、何時間か前に数値の例を検

討してみるということがあったが、今日の段階で提出できるものがあればお願いする。
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（経営局：経営政策課長）

メモのようなものは用意したが、もう少し検証をしないとしっかりとしたものは出せな

いので、改めて整理をして提出したい。

（生源寺座長）

門傳委員、ほかの委員からも、そういう要求があったが、今の段階では出せないという

ことであるので、しばらく準備をしてから出していただくということにしたい。

それでは、これ以上あまり長時間に渡るとまさに、人権問題ということになりかねない

ので、できるだけ簡潔に議論していただきたい。

まず、このＡ３横長の資料について説明願いたい。

（食糧庁：企画課長）

これは、あくまで素材であって、何らかの意図をもって作成しているものではない。

１枚目、生産構造、需給調整、集荷・流通のそれぞれの要素で、米づくりの本来あるべ

き姿に向け、何ができるのか。22年度までの８年間で何ができるのかということをまとめ

たものである。

２枚目は、これを表形式にしたものである。15年度まで、16～21年度までに区切って整

理している。この部分の需給調整システムに係る要素のところを説明しているのが３枚目

である。

３枚目は、個別農業者の生産量の合計を全国的な需要量に合わせるための現在の仕組み

として、生産調整目標面積の農業者への配分と配分を遵守するための各種の仕組み、行政

、 、 、 、 、による達成指導 地区達成 全国一律の補助金単価があり その問題点 当面の改善措置

。 、 、 、 、 、目標を整理している また 合わなかった際の措置として 青刈り えさ処理 調整保管

稲経がある。

（生源寺座長）

それでは、今の事務局の整理及び皆さんから書面で提出していただいている資料も手元

に置きながら、自由に発言していただきたい。

（三浦委員）

断片的な質問で申し訳ないが、先程から配分のことが取り沙汰されているが、それに関

連して、今、配布されたＰ２の需給調整システムに係る要素の16～21年度の生産調整目標

面積の配分から生産目標数量の配分への転換とあるが、これは、22年度に向かってあるべ

き姿が実現するまでの間、いわゆる政策的な生産調整対策体制は、継続すると理解してい

いのか。というのは、10月17日にだされた資料には、ここは、16～18年というようになっ

ていたと思うがこの点を確認したい。

（生源寺座長）

この点については、ここの主役となるシステムへの移行ということについて、以前の整

理の中では、たとえば19年度からという記述があったわけである。これは、まさにたとえ

ばということであり、その部分については、ここでは年度を示していないということであ

る。したがって、この括弧の場所をどうするか、ないしは、その場合にどういう条件があ

れば書くことができるかということも議論していただきたい。

（山田委員）

座長が、括弧の場所を念頭に議論してくれというのであれば、これは、意図があると言
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わざるを得ない。括弧の場所は、22年度まで空いているのでいくらでも入る。米づくりの

本来あるべき姿と一緒に入れていただければいいと思う。

（生源寺座長）

そういう意見があることも承知している。

（山田委員）

３枚目の当面の改善措置について、当面と書いてあるが、これも、なんら意図がないと

、 、 、 、いうが 見出しに＜当面の改善措置＞としてあるのに 当面 行政・団体の共同配分とし

その下にも、当面と書いてある。これでは、誰が見ても何らかの意図があると言わざるを

得ない。上に当面と書いてあるから、下の当面は、いらない。入れるのであれば、他の部

分についても「当面、数量調整への転換 「当面、客観的指標による配分」とするべきで」

ある。

（生源寺座長）

これは、事務局でいろいろ苦労をされて絵を描いていただいたわけで、修正するとかし

ないとかいう筋のことがらではなく、これを素材に議論しようということである。ご指摘

の部分はたしかに妙である。

（花元委員）

私から、お願いが１点ある。

先週１週間、ＷＴＯの農業交渉の関係で行ってきたが、国際情勢は、極めて観測がしが

たい状況である。合わせて、自由化とか関税化で、大変なことになりそうである。そうい

う状況であるので、やはり、国内農業は、一層、消費者と一体となって、これから我々や

。 、 、 、っていかなければならない それは 肝に銘じてやるつもりであるので 改革についても

ここまで改革するというのを、私は本部長であるので全体の指揮をとっており、どこの委

員会でも、そんな無茶な改革をお前は言うのかというところまでやっている。いずれにし

ても、福岡県の場合、昨年の７月に農業・農村の振興条例を作った。細かく条例を作って

知事の責務でやるということまで読んでいただければ、物凄いことまでやっている。こう

いう形で、とにかく30年来の問題を何としても解決したいという意志でやっているので、

国の配分があるとかないとか、そういうことには拘らずに、一緒になってやるということ

で、何でこんなところに拘るのか。本当に情けない。我々断固として改革をやる。ただ、

構造改革といっても、現場がやらないとできない。いくらここでいってもできない。私た

ちも現場との戦いである。現場に構造改革をさせるように、努力をする。

（三浦委員）

改革に前向きな発言に水をさす気はないが、先程の資料のＰ２について、生産調整から

需給調整に切り換えるべきであると思っている。そのためにも、配分があるがゆえに、

100％達成にこだわり、表現は悪いが、生産調整実施集団を作ってまでという、こだわっ

た推進になってしまうのではないか。その点からすると、先程、米づくりの本来あるべき

姿にいくまで、10月17日の資料でいっていた16～18年度というものは、今回16～21年度に

改められたというふうに理解してよいか。そうすると、逆に改革実行の期間が長引いて後

戻りになったととられないように、それぞれの機関の役割分担の中で、確認が必要になっ

てくるのではないかと思う。今、花元委員から非常に力強い発言があったわけであるが、

言葉じりを捕らえるようで申し訳ないが、そのために実施集団がいるということでは、ま
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た、現場が混乱するということではないかと思っている。

（生源寺座長）

論点を確認させていただきたい。

事務局の資料のＰ２であるが、まず、３つの領域がある。需給調整システム、集荷・流

通、それから生産構造の３つである。これを、あえて分けているのは、すべての面の改革

を一斉に同じ時間進行で進めていくことは必ずしも必要ではなく、ものによっては、むし

ろ早めに手当てできるものがあるのではないか、そのことで別の要素に対していい影響を

与えることもあるのではないかという考えからである。今、三浦委員は、多分、一番上の

ところの需給調整システムについて22年度までは当面の措置が継続するというように解釈

、 、 。されたわけであるが この段階では 22年度まで括弧の位置を延したということではない

したがって、区切りの場所も決まっていない。繰り返すが、３つの要素について、先程、

集荷・流通について、少し考えた方がいいのではないかという意見があったが、そういう

ことを含めて議論していただきたい。

（上場委員）

座長は、議論をとおっしゃるが、私は、今日の議論はこの辺で終わった方がいいのでは

ないかと思う。もし、今日の議論が10月の15日ぐらいにされていれば、お互いにとって負

担も少なかったと思うが、この２～３日中に、ＪＡグループの皆さんも大臣と会われたり

、 。 、 。して 大変であったと思う 今日 この疲れたままでここから充実することはないと思う

あと、１点だけ、先程、奥村委員から経営所得安定対策について話がでたが、米だけで

はなく、私の方では、梨もネギも全部同じである。１年前に生活保護制度について調べた

ことがあったが、これは、憲法に規定された、最低限度の国民の文化的生活を営むための

。 、 、 、 、制度である 都市部においては 非常に適用率が高いが 農村部では 非常に適用がない

今の時代に憲法で定められているセーフティーネットがあるとしたら、もっと真剣に検討

するべきである。所得の安定対策もいるが、先程、奥村委員は過去３か年の所得ではなく

てとか、いろいろな要素を言われた。そこまでいうと、世帯主義でみるのか、おばあさん

の年金はどうするのかと一杯出てくる。そうであれば、もっと話を戻して、憲法で規定さ

れた生活保護というものは、どういうものであるのかとの関係を、是非検討していただけ

るよう提起させていただく。

（岡阿弥委員）

農業者・農業者団体が主役となるシステムへの移行という表現については、これまでの

議論の経過からすればそぐわないのではないか。要するに計画流通米の力がなくなってき

たからこのような事態になり、シェアも落ちたのである。これまで自主流通米制度の中で

一定の調整システムを計画流通米に担ってきた。ところが、ＪＡグループの努力が及ばず

にシェアが落ちた、したがって、流通制度からシステムまで検討をしなければならないと

。 、 。いうことで出発している 要するに 力が落ちたということを前提として議論をしている

ところが、もう一度、主役に登場しろというような形で、ここに出てきて、その主役たる

や、過剰米処理と生産調整のところでのみ主役になるということである。この括弧書きと

いうのは、需要に応じた流通だとか、流通・販売に係る要素においては、主役ではない。

主役かもしれないが、わき役も沢山いる。そこは自由である。そうすると、主役を通さな

い流通も沢山あるということも前提にしている。生産調整と過剰処理だけ主役になれとい
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うように見える。元々、その処理の仕方について、システムがおかしいというところから

出発している。ところが、もう一度、そこは主役になれというようになっている。理論経

過からみると矛盾した整理になっているように考える。もう一度、理論経過を振り返って

みて、主役には、どういう資質というか、資格要件が必要なのかということを見ながら、

言葉の使い方を検討する必要があるのではないかと思う。

（生源寺座長）

私個人のこのペーパーについての印象を申し上げれば、生産構造に係る要素は、今はあ

るべき姿になっていないにせよ、当然、農業者が主役であることは改めて書くまでもない

と考えられる。それから、もちろんシェアの問題は指摘のとおりあるが、集荷・流通につ

いても、起点は、農業者あるいはＪＡであり、主役であるということが了解されていると

。 、 。 、いう感触を持っている 岡阿弥委員は 違う印象であったのかもしれない いずれにせよ

これが最終の取りまとめの格好ということではなく、議論の素材である。

（山田委員）

農業団体が、システムの移行を渋っているのではないかとか、改革について、遅らせよ

うとしていると誤解されてはいけないので改めてもう一度申し上げる。

今、37％の生産調整を実施している。それが、40％になるという議論もあるが、基本的

に今回の大綱の中で議論したように、水田の利用をどのように定着させるのかということ

が最も重要であり、米以外の麦・大豆、飼料作物をそれなりにちゃんと定着させる。さら

に、何回も議論しているが、担い手をどのように育てるのか、我々も担い手に対する一定

の考え方を示してきたわけであり、そのような中で、水田利用が定着して、かつ、担い手

が育ち、自ずから、生産調整率は10％とか、20％位になってくるということになれば、我

々生産者団体が、主体的にいくらでも配分、調整できるわけである。もちろん、我々がや

る前にそのレベルになれば、農業者自らちゃんと選択する。だから、配分の問題とか、主

、 、 、体的取組という問題は そういう構図の中で存在するのだということであり そのために

検討してお互い努力しているわけである。したがって、ここだけ取り上げて今から何年間

でやれということは、あまり筋が通らないということを、是非、理解願いたい。

（生源寺座長）

今の点については、再開後の議論の中で、施策のあり方、農業者団体の取組のあり方、

それから、期間をどう設定するかについては、一体として議論すると整理した。これは、

最終取りまとめまで、貫徹されるべき議論のスタンスであると思っている。ある部分だけ

を取り出して、それだけが一人歩きすることを放置すれば、誠に無責任なことになる。

（花元委員）

私は、いままで議論を行ってきて、岡阿弥委員も言ったが、農業者、農業者団体が主役

であるシステムというのは、やはり間違っている。これから、何が大事かというと、農業

者と消費者が主役となるシステムである。これからは、融合農業である。ここは、農業者

・消費者が主役となるシステムである。このように変えてほしい。

（生源寺座長）

供給調整について、消費者が主役になるということはありえない。その他にもいろいろ

ある。

（横川委員）
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話が少しずれると思うが、考え方の根本として注意する必要があると思うので申し上げ

る。ここ数年で海外からの野菜の輸入が急増している。日本の野菜農家が同じことを続け

ていたのに価格面で競争に耐えられず、かつて第２次産業での国内空洞化と言われていた

のと同じ状況が「農業の空洞化」として起き始めている。野菜の中で、まず根菜類、次に

、 。 「 」トマト・ピーマンなど実のモノ そして葉モノが海外から日本に入りつつある 次が 米

でないという保証などない。細かな問題ではなく、世界の変化・時代の変化を踏まえての

大局的な議論により正しい方向を決定していただきたい。

（生源寺座長）

その他に何かあるか。

29日も、引き続きこの改革の方向の取りまとめの議論を行っていただきたいと思う。今

日もこのような時間まで拘束して誠に申し訳ない。

それでは、今日の議論を踏まえて、委員の方と相談することもあるかもしれないが、こ

の米政策再構築の基本方針（案）については、さらに、私と座長代理の方で充実させてま

いりたいと思う。その点は一任していただけるか。

（全委員 異議なし）

（生源寺座長）

それでは、そのようにさせていただく。

本日の議論は、これで終了する。

（以 上）


