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第１４回生産調整に関する研究会議事概要

日 時：平成１４年１１月２９日（金）１０：３０～１７：５５

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)

まだ委員の方が何名が来られていないが、時間も過ぎており、研究会を始めたいと思

う。本日は都合により立花委員が欠席と連絡があった。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、最終取りまとめに向け、更に詰めるべき点として指

摘した事項についての説明を伺い、それを基に議論を進めた。本日はまず、前回の論議

等を踏まえ、私の方で取りまとめを行い、素案を修正したので変更点について説明した

い。その上で、前回に引き続き取りまとめに向けた論議を行いたい。ただし、改革に関

するステップ論は後段でまとめることとしたいので、ご承知願いたい。また、本日は、

研究会として最終取りまとめの目標としている 11 月最後の研究会である。委員の皆さん

、には、取りまとめに向け、有意義な論議ができるよう、特にお願い申し上げたい。なお

毎回研究会は長時間になるが、本日はすでに議論が積み上げられているので、効率的に

行い４時を目途に終了したい。

(髙木座長代理)

座長から話があったが、本日が研究会にとっての最終取りまとめである。食糧庁長官

はまだ来ていないが、これが取りまとめられた後、行政、役所としてどのように政策に

反映していくのかを明確にしていただきたい。それから、ステップ論については既に過

去２回論議を行っている。座長にお願いであるが、一定の段階でできれば、生産構造、

需給調整、流通の全てに関わることなので、企画部会、生産調整部会、流通部会の３部

会長のたたき台のようなものを示していただいて議論を深めることとしてはどうか。

(生源寺座長)

まず、第１点目については、長官が来られたときに伺う。それからステップ論につい

て、３部会長によるたたき台を作ることについては、私としては、しかるべき時刻に素

案を提出したいと考えている。

(三浦委員)

私は 46 回目の研究会の運営に異を唱えるものではなく、是非、熱のこもったものが

取りまとめられるよう、座長からご配慮いただければありがたいと思っている。そこで

今朝の農業新聞情報では、与党の方でも取りまとめが行われたという話を聞いている。

是非、我々の方にも資料の配布をしていただけないか。お願いしたい。

(生源寺座長)

この研究会では、研究会としての議論の積み上げの上に基本的な方向を取りまとめる

ということで参りたいが、党の方でもいろいろあるということなので、事務局で資料を

配付できるようであればお願いしたい。配布していただく。

（新たな米政策改革大綱骨子（案 （総合農政調査会、農業基本政策小委員会委員長まと）

め）の配付）

それでは議事の中身に入りたい。前回、米政策再構築の基本方向(案)という形で提案

したが、いろいろ御意見があったことを踏まえて修正した部分があり、それを説明した

い。
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その前に、前回は口頭で事務局から説明のあった経営安定対策の部分についてのみ、

事務局の方から回答をいただきたい。

(経営局：経営政策課長)

担い手経営安定対策につきましては、本日の資料「水田農業政策・米政策再構築の基

本方向(案)のＰ 11 の中程にある。この項目については、全体パッケージの中で検討を進

めてきたこともあり、米政策本体のあり方とセットでの考え方を示すタイミングで遅く

なっている。本来であれば事務局としてパッケージ全体の中で具体案を議論に供し、十

、分な議論を頂いた上で調整を図り、案に結びつけるというプロセスを踏むべきだったが

今回そのようなプロセスが踏めないことから、本日の最終段階の資料におきましても空

欄になっている。

したがって、本日は「検討素材」という別途の１枚紙で事務局としての考え方を整理

したもので説明をする。Ｐ 11 の３の担い手経営安定対策については、まず、産地づくり

対策の米価下落影響緩和対策と整合性を取りつつ、生産調整を実施している認定農業者

又は集落型経営体であって、一定規模以上の水田経営を行っている者を対象として、米

価の著しい下落の影響を緩和するための対策を実施することを検討する。具体的には、

生産調整を実施している担い手の稲作収入が、米価の下落により一定基準を下回る場合

に、その差額の一定部分を補てんする仕組みとすることが考えられる。イメージとして

は、前回１１月２６日の研究会で示した整理であり、さらに全体パッケージの中で数値

を入れ、前回示したものよりもさらに改善された段階のものとして、わかりやすく説明

できるようにしたかったが、今の時点ではそのように示せるものにはなっていない。ま

た、先日は具体的な支払いの補てん額の試算の結果も示せるのではないかと考えていた

が、示せる状況になっていないのでとりあえず考え方を事務局として整理した。

(生源寺座長)

担い手経営安定対策は、現段階での事務局からの回答を素材に、さらに基本方向の中

に折り込んでいきたいと考えており、この点を踏まえて後ほど議論頂きたい。

それでは、前回の議論を踏まえ修正した点について、できるだけ簡潔に説明したい。

関連する資料が２つある。１つは 「水田農業政策・米政策再構築の基本方向(案)」であ、

り、もう１つは修正が分かるようにしている「米政策再構築の基本方向(案)」であり、

こちらの方が修正が分かりやすいのでこちらをベースに説明を行う。

Ｐ１については、まずタイトルを「水田農業政策・ 米政策再構築の基本方向(案)」に

改める。これは山田委員の指摘を踏まえたものである。それから 「はじめに」の部分の、

「米政策」と「水田農業政策」という形で記述してあるところについては順序を「水田

農業政策」を前にもってくる。

それからスパイラルのところは委員の指摘を踏まえ 「米産業の市場対応力の強化に向、

けた改革を今怠るならば、我が国米経済は活力低下の悪循環に陥りかねない 」としてい。

る。

それから、３番目のパラグラフで 「改革に残されている時間はわずか」であるとし、、

「本当に」を削った。また 「スパイラル」という言葉だが、何回もお忙しい中、出席を、

いただき、叱咤激励をいただいた遠藤前副大臣に敬意を表し残した。

次に 「そして」の後に 「我が国社会の大転換の流れを受けとめながら、水田農業と、 、

米経済の再建に向けて、制度・システムの改革と意識・行動の改革のよい循環を作り出

していかなければならない 」と修文した。。

次に、最後のパラグラフのところだが、３行目についてタイトルを変えたので修正し

た。

それから検討の内容を山田委員の指摘を踏まえ 「①水田農業のあり方、②流通制度の、
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あり方、③担い手の育成と水田利用のあり方に関する施策の展開を柱に、簡潔に提示し

たものである 」と修文した。。

Ｐ２は、１の(2)で米づくりの本来あるべき姿を３つの側面から提示しているが、順番

を入れ換え、生産構造、需給調整システム、集荷・流通としている。あわせて下の①の

部分にこれまで③にあったものが入ってくることになる。なお、新しい②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 」ここについては今の段階では。

残している。指摘があったことは認識している。

次のＰ３の4の(1)の③は内容は変わっていないが入れ換えた。

次のＰ４の⑤については、いろいろなケース、いろいろな出荷・販売・流通の課題が

あるので 「早期に必要な法整備を・・・」を「可能なものから早期に実施する 」とし、 。

た。岡阿弥委員から生産調整の改革と同一歩調とすることが必要ではないかとの指摘が

あったが、ものによっては出来るものから先にやった方が望ましいこともあるので 「可、

能なものから早期に実施する 」とした。。

それから⑥のイを 「地域間調整及び農業者間調整については、これを活発化させる観、

点から、現行の仕組みを改善する 」とし、制度の骨格の部分についてのみ記述した。。

Ｐ５Ⅱの１の(1)は「・・・・農業者が市場を通して需要の動向を鋭敏に把握し、主体

的判断によって売れる米づくりを行う中で実施される必要がある 」とした。主体的判断。

を強調するよう指摘があったのでこのようにした。

Ｐ５一番下のイはウとセットで考えれば「農業者・農業者団体が円滑に決定できるよ

。う」が何を指しているのか、はっきりしないので削除し、ウは文中の語句を入れ換えた

②の行政の支援のあり方のアで 「農業者・農業者団体」の後に「等」を入れているが、、

私どもとしては、需給調整を主体的に行うのはやはり農業者団体と考えており、より広

く集荷団体という表現も考えられなくもないが、中心は農業者団体であり、農業者団体

委員もこれまでの議論に参加してもらっていることを考えると、農業者団体をメインに

置かせていただき、さらに「等」でそのほかの集荷団体もカバーできるようにした。ウ

についても同じである。

Ｐ７もやはり同じ修文である。

Ｐ８の「創意工夫ある」は日本語として少し変なので 「創意工夫が発揮できる」とし、

た。Ｐ９の(2)も同じである。

それからＰ９の３の(1)の②については、上の①を受けて 「これらの措置の具体化に、

当たっては、関係者間で十分協議・調整を行うこととする 」とした。これは、岡阿弥委。

員の指摘を踏まえたものである。

次の表示・検査制度の見直しの(1)のところは、制度の骨格を示すために 「・・・消、

費者が商品購入に当たって品質に関し的確に判断できるよう、ＪＡＳ規格も視野に入れ

た・・・・」とした。

Ｐ１０のトレーサビリティシステムのところは、前回の議論で示した（案）では内容

が素直に表されていなかったので、今回は表現を正確にした。

Ｐ１０の６の②は「・・・需要を反映した契約栽培や特色ある生産に対応した米につ

いての・・・」に修文した。

Ｐ１１の２は、文章表現が少し変わったことを受けてタイトルを変更。中身の(2)の②

については 「集落営農のうち集落の３分の２以上が構成員となっており」を加え 「一、 、

、元的」の後に「経理を行い」とした。それから③の農地の利用集積の加速化については

ほかの場所に農地制度に関連した記述の手書きの部分があったが、その部分をここに盛

り込む形で整理した。整理の結果が上部の欄外にある。

Ｐ 13 の２の(1)のイの「加工用向けに多収性品種を活用した・・・」とあるが、これ



- 4 -

は既に開発されているものについて使っていくことである。なお 「 単収水準700～800、（

㎏／ 10 ａ 」を明示した。さらに、②としてア、イをおこした。これは品種開発等につ）

いてもっと夢のあるビジョンを打ち出すべきであるという佐藤委員の指摘にいくらかで

も答えようという趣旨の修文である。それから、③のイは法律の名前を正式な名称とし

て記述した。

以上が前回の指摘を受けて、本日、修文をさせていただいた結果である。

最初に 「はじめに」からＰ５のⅠの５の②までで意見は何かないか。、

(古橋委員)

前回も言わせていただいたが、Ｐ４の⑤で「・・・可能なものから早期に実施する 」。

と今回修文されているが、米政策の改革については総合的なパッケージで考えるとされ

ており、出来るところから見切り発車することは、全体の調和の上からも是非止めてい

ただきたい。15 年度はこの制度の周知徹底を図るということになっているのだから、そ

れが整う 16 年度からの実施ということで検討していただきたい。この点については、意

見書の中でも「総合的なパッケージなのだからそのパーツだけの見切り発車は止めて欲

しい 」と１つだけこのことを出した。。

なぜ不都合があるのかといえば、全体の制度が整わないうちにやることは、例えば契

約栽培を進めることや産地指定を先にやることになれば、流通制度の改正を先取りして

取り組むおそれがあり、混乱をきたすことになる。年産の途中から制度を変えろという

ことであれば更に混乱することになり、この点についてはキチッと整理ができた段階で

進めて欲しい。さらに、進め方に当たっては「関係者の合意に基づく」という言葉を是

非とも入れて欲しい。

(生源寺座長)

先程の修文の説明で 「見切り発車的と言うよりも、全体として改革を上手く実施する、

ことを念頭に、どういう段取りで進めていくのかを考慮しながら順次導入していく」と

いう形で申し上げたが、キチンと読めるように少し工夫する。

(若林委員)

Ｐ１とＰ 13 にある、米づくりの本来あるべき姿の中で欠けているものは、技術開発の

位置付けが比較的弱い。生産調整に追われて、新しい時代の米の技術開発という部分が

影の部分になってきてしまっている。したがって、本来あるべき姿として構えるのであ

ればその中には米の技術開発という部分をまとめて整理した方がいいのではないか。そ

して、技術に期待する部分があってもいいのではないか。

それから、座長が何度も整理をされておるので、あえて言わなくてもいいが、Ｐ２の

②の部分とＰ６の行政の支援のあり方の部分は、後ほどの論議の中で整理されてくる部

分だと思うが、主体的に行う部分と、指導・助言を行う部分は両者の中で流れを見なが

ら整理をしていく形でお願いしたいと思っている。どこの部分がいけないということで

はなく、関連性があるということを認識していただきたくあえて申し上げた。

（岡阿弥委員）

Ｐ４の古橋委員が意見された部分であるが 「可能なものとは一体何だ」ということだ、

と思う。例えば価格形成のあり方については、自主米センターですでにいろいろ議論し

てきており、その部分はある程度、１５年度からできるのではないか。また、その内容

については、自主米センターで研究しているので、しかるべき合意に基づいて行われる

ものと認識している。一方、安全供給支援法人については、みんなで相当議論しないと

難しいだろうと思っている。したがって、例えばこの様な書き方をするのであれば、価

格形成のあり方等可能なものからと言うように例示をし 「価格形成のあり方等可能なも、

のから関係者の合意を得て実施する」という書き方に改められたら、古橋委員の趣旨も
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入ると思うが。

(早川委員)

「はじめに」の部分であることから、書く言葉を大事にしたいと思い質問をするが、

Ｐ１の真ん中辺りの修文で 「米経済の再建に向けて」とあるが、ここだけ「米経済」と、

標記していることは意味があるのか。

(生源寺座長)

ここの部分だけ「水田農業・米経済」と書いてあるのは、施策の対象そのものが書か

れているからである。全体としては、今回私どもがやる仕事とは、政策の再構築のため

に知恵を出すことで、他のところでは水田農業政策・米政策となっているが、ここは制

度・システムの改革と意識・行動の改革という形で書き込んでおり、その目的は何かと

いう意味合いで、ここだけは水田農業と米経済の再建ということになるので 「水田農業、

・米経済」としてある。その目的のために制度・システムの改革の案を議論しており、

そういう文脈で少し表現ぶりを変えた。ここで何か奇抜なことを主張しようとして書き

込んだわけではない。ご理解いただきたい。

(高橋（耕）委員)

Ｐ６の行政支援のあり方で、国の段階での行政と、都道府県、市町村での関わりの行

政とでは違うと思う。県段階や市町村段階の行政というのは、実際はこの言葉通りのも

、のではない。ここでの行政とは、国の管理ということで受け取らざるを得ない。県段階

市町村段階では具体的なことをやらないと事務は進まないので、少し幅が欲しい。

（生源寺座長）

行政と言う場合には、基本的に国・地方公共団体を含めているつもりでいるが、今の

指摘を踏まえて、わかり易くするという方向で考えてみたいと思う。

（三浦委員）

前回も限界感・閉塞感・強制感がある現行米政策の見直しに対して、生産から消費に

いたる川上から川下までの間で、一定のリスクがあることを承知の上で参加の判断をす

る仕組みをこの研究会で議論した経過を踏まえて発言しているが、農業者が判断する仕

組みについては 「経営判断できる農業者を育てるあるいは作る 」という表現がどこか、 。

に入らないか。集荷・流通の方では１物２ルートの生じない公平化とか必要な国の規制

について等が残っている。いわゆる市場原理を受けていると思っているが、自己責任で

あるもう一方の部分で、農業者が経営判断できる仕組みの構築やあるいはそういう農業

者を育成するというものが入るべきだと思っているがどうか。

（生源寺座長）

まだ不十分であれば検討したいが、Ｐ５Ⅱの 1 の(1)で 「主体的判断によって」とい、

う文言を入れる形で趣旨を生かして修文している。これでは足りないというところがあ

れば伺いたい。

(中野委員)

Ｐ２の(2)の②「国による生産調整の配分を必要としない状態 」は、私ども農業者団。

体では絶対ダメと位置付けをしている。先程、座長から文言が「まだ残っている」とい

う発言があったが、まだ残っているのであれば是非とも外していただきたい。いま、Ｊ

Ａのあり方が検討されている中で独占禁止法までいろいろな話があり、生産調整を農業

者団体でやることになると、当然カルテルであることから、農業者団体の方でやれるの

かというところまで議論になるのではないか。

農業者団体が生産調整を行うことになると独占禁止法の対象外ということが前提でこ

のような形を作っているのか。農業者団体に生産調整をさせながら備蓄米を回転備蓄で

毎年投入するとか、ＭＡ米をそのまま国内で販売していくことになると、後ろから鉄砲
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を撃たれる感じとなる。そこはキチッと整理をし、本当にそのような姿になっていくの

であれば、法律との関係でどうなるのか、ＭＡ米や備蓄制度のあり方をどうするのかを

一度議論をして、結果、やはり国の関与が当然必要ということが出てくると思うのでよ

ろしくお願いする。

(生源寺座長)

御指摘の農業者団体が生産調整を行った場合に、独占禁止法の取り決めとの関係はど

うかという点であるが、この米づくりの本来あるべき姿におけるあり方のもとでの生産

調整についても、国と都道府県が情報提供をする、あるいはいろいろな形でサポートす

ることがあるわけで、基本的には独占禁止法の世界の外での話と整理できる。この点に

ついて事務局として今の段階で何かあるか。

(食糧庁：企画課長)

農協法で系統組織がカルテル行為をする際に独占禁止法の適用除外になるという現行

の法律もある。他方、いま座長が紹介されたように、国による需給情報、ここでは総覧

性のある需給関係情報と示されているが、そういうことに基づく行いであることからも

一定の整理ができる。

(太田委員)

中野委員の意見に対しての異論となるが、米づくりの本来あるべき姿としては、需給

の世界においては、需要と供給の均衡が図られ、現行のような生産調整の配分を必要と

しない状態であるので、この書き方で良いのではないか。

(中野委員)

「農業者」と書いてあるが、今300万、400万と言われる農業者が主体的判断で行うこ

とは不可能であると思っている。そういう意味で国が関与しないと上手くいかないとい

う意見を申し上げている。これを生産者団体が行えということは、当然そこには農業者

の主体的判断でできない部分をカバーしなければならないことが出てきて、それはやは

り国でないと無理であると申し上げている。あるべき姿はよく分かるが、現実で可能か

どうかの議論になると、例えば現場は１つの県で何十万の生産者がおり、その足並みが

揃わないから不公平感が出てきており、なかなか上手くいかないことを現場の立場から

申し上げているのである。

(太田委員)

中野委員の言われることも分からなくはないが、米づくりのあるべき姿としてどのよ

うな目標を持つのか。ここでは目指すべき方向としてのあるべき姿であり、目標は目標

としてキッチリ押さえておくべきである。

(上場委員)

中野委員の言われる現実問題は分かるが、あくまでも将来での考え方の議論を整理し

なければいけない。前回の研究会の終わりで山田委員は 「農協は主体的に頑張る。将来、

について、望ましい生産構造が実現すれば配分が国かどうかは問題でない」と発言があ

った。私としては、そうであれば重ねての配分廃止は書かなくてもいいのかもしれない

と言った。だから、将来においてどうかという議論をお願いしたい。

（岡阿弥委員）

将来の問題として書くのだからいいではないかというが、全体のトーンは平成 22 年を

目標としており、その時期に土地の集積が担い手に６割、残りの４割は集積されない土

地が残ることになるなかで、国が配分をしなくていい状態が実現できるのか。そこがど

うも整合性がないのではないかと前に申し上げた。

また、兼業農家にとって米は主力の商品、主力の生産であり、それぞれが小さい田ん

ぼを持ちながら土、日曜日でやっている。こういう状態が続くと想定すると、平成 22 年
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に担い手への土地集積が６割という数字は分かるが、その状態において配分をしなくて

いいとなるのか。私は、４割集積されない状況では、生産調整を配分して皆でやろうと

いう状態が保たれているのではないかと想像する。したがって、ここに配分が必要とし

ない状態と書くことはおかしい。22 年度とかそういう目標年次を外すのならわかるが、

そういうことが前座にして流れる中ではこういうことは想定できない。したがって書く

のはおかしいと思う。

（生源寺座長）

議論がステップ論に入っているので、そこは後で時間をとる。

（中野委員）

平成 22 年度までに今ここに出ている姿が実現するかどうかは、上場委員も現場でよく

ご存じだと思うが、私は現場ではできないと思っており、目標として置くのであれば異

論はない。さらに 22 年が無理ということで担い手への集積を別に考えていただければ賛

成する。22 年にこのような形になるとこれまで議論してきているが、それまでにはでき

ないと私は思っている。ほとんどが土地持ちのサラリーマンで、土、日曜日に農業をや

って米を出しているという現場を見てきた者として、ステップ論で申し上げたいのは、

実現するまでに何年かかるか、今まで 30 年かかってできなかったことを 22 年までに実

現させることが、いかに至難の業かと私どもは肌で感じている。そのような意味で意見

として申し上げる。

（上場委員）

中野さんの気持ちは痛いほど分かるが、ただ、全力で何かをしなければならない。農

家もＪＡも県も市町村も含めて、何かを全力で行わずに「出来ないかもしれない 」では。

動かない。ただ、やってみて「出来ないかもしれないが、出来なかった時にどうするの

か 」という問題は当然のこととして次に残る。。

しかし、やる前から「何も出来ない」が前提では事は進まない。まずやるべき。どち

らの方に向かってやるのかは合意をして、中野さんの仰る問題は私も分かるので 「出来、

なかった時にどうするのか」はステップ論で置いておけばいいのではないか。

(生源寺座長)

他にないか。それでは、Ｐ５のⅡの１について何かあるか。

（藤尾委員）

Ｐ５の下の「第三者機関的な組織の助言を得て、需給に関する情報」とあるが、需給

が合わないからこれまで困っている。そこで、こういう組織を作るというが、このよう

な組織を作る目的は何なのか。需給を当てはめるために国や都道府県にこのような組織

を作ろうとしているのか、それとも、今、系統にある営農指導的な組織を作ろうとして

いるのか、分かりにくいので説明願いたい。

（生源寺座長）

ここは事務局に補足説明して頂くこととなるが、基本的にはこれまでもそうだが、需

給に関するデータが当たらないとすれば改善に全力を尽くすことが前提になるが、統計

情報部の作況データなどの需要に関するいろいろなデータを基に原案的なものを作り、

それについて、妥当かどうかを第三者機関的な組織において、客観的、中立的な立場か

らチェックをしてもらい、チェックの結果をもって、最終的に需要の予測値という形に

整理していく。これまで、あまり上手く当たっていなかったところがあれば、これを改

善することが課題となる。

（食糧庁：企画課長）

、私どもは、今までも客観的にやろうと思っていたが、来年の生産調整面積を決める時

来年から再来年までの需要を見通し、また、再来年の 10 月末の在庫をみて、２年後の需
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要をどう見込むかということについては、毎年、７～８万トン減ると、５万トン減ると

、いうように傾向値で見込むが、どうもその決定は、今まで密室の中で行われがちだった

あるいは結果ありきでみていたという批判があった。

なお、去年の需要量900万トンにした時は、900万トンの推計方法をすべて２ケ月前に

公表して、いろいろな意見を聞いた。これを、定例的、システマチックにやって、透明

性を確保し、第三者機関において様々な見方を出し合うことにより、より正確な、ある

いは操作不可能なものにしていきたいと考えている。

(藤尾委員）

Ｐ６の「生産者団体が農業者に生産目標数量を配分する」とあるが、生産者団体がそ

こまでやるということか。

（生源寺座長）

、ご質問の内容に関わるＰ５～Ｐ６のところは、次の段階で議論しようと考えていたが

私の方から説明する。

ここは、本来あるべき姿における需給調整のあり方について述べているものである。

、この中で私どもが念頭においている「本来あるべき姿における需給調整のあり方」とは

国による生産調整の配分を必要としない環境や主体的な条件が整っていることである。

したがって、国は側面からいろいろな形でサポートし、それを基に必要であれば農業

、者団体は、生産目標数量を配分するという流れの記述である。当面の考え方については

いろいろ副作用を減らすということが前提であるが、国による配分がベースとなって生

産調整が行われる。後のステージの話がここに書いてあるので、混乱されたかもしれな

い。次にＰ８の(5)の②のウのところまでで意見を賜りたい。

（岡阿弥委員）

前回も申し上げたが、Ｐ６の下の②の需給情報の内容だが、個々の項目について方針

を出すことは必要だが、全体を包括したものを出すことは答えの中にあったので 「以上、

を包括した年間需給計画」というものが国から示されることを入れて頂きたい。

そのように考える理由については、例えばＭＡ米がどう処理されているのかについて

は現状全体を総覧したものになっていないために、よく見えない。私自身は、ＭＡ米に

よって国産米の民間備蓄が増え、そのことが国産米価格に影響している、直接的には影

響していないかもしれないが、在庫の積み上げによって影響している、というような感

じを持っているが、そのことがキチンと見えない。したがって 「以上を包括した年間需、

給計画」がキチンと出されるよう、ここに項目を入れて頂きたい。

（生源寺座長）

これは、前々回、委員と食糧庁企画課長との間で若干のやり取りがあって、ここは法

律を作って、その後の政省令の書きっぷりによるということだった。あらためて意見と

して受け止め、工夫をしてみたいと思う。ただし 「需給計画」という表現がこの全体の、

流れの中で良いのかどうかについては、考えさせて欲しい。趣旨は理解している。

（奥村(幸）委員）

Ｐ７の「当面の助成措置」の助成措置は、これまで提案のあった｢産地づくり推進交付

金」については、まとめられ、一定の評価をしている。しかし、前回の研究会でも申し

上げたが、これが本当に効果を発揮するには、助成水準が現行を下回らないことが必要

である。このことは、これから先の需給を考える時、生産調整がキチッと達成した場合

でも、なおかつ、自然の需要減が続くというのが将来見通しとして示されていることか

ら、当分の間、生産調整の拡大が続くことが推測される。農業分野において、助成金に

ついても一定の交付金を交付するんだという、一定の交付金額が安定的、継続的に交付

されるということは固定的に交付されると解釈していたが、将来的に生産調整の規模が
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拡大するという環境の中で固定されたのではなかなか実行不可能と推測できる。生産調

整規模に応じて、あるいは国が示す自給率向上に向けた作物を取捨選択した中で、交付

額が決定されるべきであると考えているが、この文章の中では読み取れない。

（生源寺座長）

この点について、生産局農産振興課の方で何かあるか。

（生産局：農産振興課長）

奥村（幸）委員から言われたことと同様の意見があることは承知している。これまで

の地域助成が、需給調整規模に応じて、麦・大豆の作付を拡大したことによって一部で

ミスマッチをおこしていることへの反省、それぞれの産地で、３年なり５年なりで計画

的に産地づくり対策を作ることを考えると、むしろ一定の安定した価格にしたほうが良

いと考えている。

（早川委員）

Ｐ７の当面の助成措置の①のイで 「産地づくり対策と米価下落影響緩和対策は一定の、

条件の下で・・・・・とする 」とあるが、内部で議論した段階では、都道府県段階だけ。

ではなく、もう少し下の市町村段階においても融通ができるようにしないと機能しない

のではないかと考えている。

（生源寺座長）

この部分は、米の潜在供給力のプレッシャーの強い地域、比較的強くない地域の差を

はじめとして、いろいろな条件があることを考慮して、こういうフレキシビリティを付

与している。その趣旨を更に市町村まで適用することを徹底すべしという意見である。

ここは技術的にも検討を要するが、今の段階で事務局の方から何かあるか。

（食糧庁：企画課長）

ここでの都道府県段階というのは、都道府県なのか都道府県段階なのかは予算全体の

制約があり、地方補助金が縮減される中で知恵を出していかなければならないと考えて

、いる。その上で市町村と都道府県のどちらで優遇を効かせるのか、あるいは両方なのか

現場に聞いたところ両方にメリットがあるということなので、予算の執行システムとの

関係で、16年度予算に向けて調整したい。

（廣瀬委員）

大詰めを迎えている本日の研究会に遅れてしまって申し訳ない。今日これまでの意見

と重複しているところが、あるかもしれないが発言させて頂く。

１点目はＰ５の「本来あるべき姿における需給調整のあり方」の考え方であるが、消

費者重視・市場重視の考え方を基本とすべきであろうと思うが、現行においては、まだ

、まだ家族的農業経営が主体であることから、あるべき姿が今後進めばこういう形になり

理解されるとは思うが、直ちに、このような基本的な考え方を進めるということには疑

問がある。更に、そこへ行き着くまでの間、経済的な投資が必要ではないかと思う。

２点目はＰ６の行政支援のあり方であるが 「行政が①の情報提供のほか、農業者・農、

業者団体等が主体的に行う」とあるが、この農業者・農業者団体等というのは、いろい

ろな団体があると思うが、はたして団体が主体的に需給調整を円滑に行うことができる

のか。現実に今の構造改革がこれから進めようという中において、農業者・農業団体そ

れぞれが主体的に行って、各地域で需要に見合った生産や生産調整を進められるのか。

これは国の関与がしっかりないと、進められないのではないか。この２点、意見と質問

を申し上げる。

（生源寺座長）

まず、Ｐ５のⅡの１の「本来あるべき姿における需給調整のあり方」であるが、現在

あるいは直近の将来、来年とか再来年のことを言っているのではない。ここでは、その
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先にある本来あるべき姿について書かれている。したがって、Ｐ６の行政の支援のあり

方についても、そういう本来あるべき姿との関連で書かれている。そして、すぐ下の２

の「当面の需給調整システム」がそこに至る当面の間の需給調整システムであるとご理

解願いたい。なお、アの農業者・農業者団体等であるが、農業者団体とは当然、系統の

組織であるが、等ということで全集連傘下の集荷組織も含まれるということである。

（中野委員）

第三者機関について、位置付けなりもっと詳しく説明願いたい。例えば、需要予測が

違ったらどうなるのか。

（生源寺座長）

確認すると、国と都道府県が需要の予測を最終的には責任を持って決めるが、それが

。妥当であるか否かを第三者的な機関を作って、中立的かつ客観的にチェックしてもらう

そのような位置付けである。

（食糧庁：企画課長 ））

皆さんがお持ちのファイルの中に前回までの資料が入っている。宿題返しのＰ４、Ｐ

５で、７月から 11 月までの仕事の流れが書かれてある。７月は国がいろいろなデータを

集めて原案を作り研究会と同様の第三者機関を開催し議論して頂き、その上で助言を頂

き、国が需給情報、需給白書というようなもので方針を公表する。仮に原案が間違って

いれば、第三者機関において修正が加えられるわけである。その後、都道府県別の配分

についても案を作り根拠を出し、こういう形で透明に議論をして頂いて、助言を頂き、

それに基づいて配分値が決定する。

（中野委員）

それは、どういう状態であっても、10 年、20 年経ってもそのやり方は変わらないのか。

（食糧庁：企画課長）

この点については、需給についての情報を適切に策定し、公表するということを、国

としてキチンとやっていきたいと考えており、その際、第三者機関において助言等を頂

き、チェックをして頂く。また、配分については、やるかどうかについて、また、議論

を頂く。

（中野委員）

第三者機関というのは、国が決定したことを変更するのかどうかというその程度のこ

となのか。結局は国が各都道府県の配分までやって貰えるのか、その辺を詳しく教えて

いただきたい。

（生源寺座長）

。ステップ論は後ほどやるので第三者的機関のことについてのみ、お答えいただきたい

（食糧庁：企画課長）

内容はステップ論なので省略するが、第三者機関というのは、そこで決定し、それが

直接国民へ開示されるものではなく、その検討過程が開示されるということである。決

定機関は行政機関であるから、法律上根拠のない機関である。

（若林委員）

１点目の第三者機関の需要量予測に関することについては、おそらく高度な関数等を

用いて需要予測を行うと思う。これまでも研究会において取り上げたＭＡ米についてで

あるが、あの時私どもには、データがなかったが、食糧庁のいうＭＡ米の影響がないと

いうことで、ＭＡ米を国内で処理した場合は、それ以上のものを援助等へ出しているか

ら影響がないということで納得している。しかし、今も本当は影響があるのではないか

ということを払拭できていないわけだが、ＭＡ米の存在が市場において、どのような影

響があるのか、アンケート等で分析する必要があり、そういった根拠に基づいて、こう
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いう前提にたった予測なんだということでの説明でなければならないと思うのでお願い

する。これが第三者機関へのお願いである。

２点目は、当面の助成措置のあり方であるが、基本方向の１番の柱は、この部分だと

思う。これ以下の基本方向が、このとおり動くかどうかを左右する最重点のものだと私

、は認識している。この時、気になるのが、一定の交付額である。これについては、今後

分科会なり小委員会などで検討されていくことになると思うが、意見としてお願いした

い。一定の交付額というのは予算的には分かるが、しかし、ここは流動化をすべきでは

ないか。例えば現場において、麦・大豆といった重点品目に対し、シフトしていくこと

に対する助成を一定にするというのは分かるが、トータルの額まで一定は面積が変動す

る中で課題となる。もう一方で、データがなくて申し訳ないが、各都道府県、市町村に

下ろすところの産地づくり交付金が、目標を達成できない場合は減額することを認めて

いる。いわゆるペナルティを負っているとすれば、その反対で他の転作の面積を増やし

ていこうとするとき、額を一定にすることは問題が出る。このことは、専門の検討委員

会の中で議論されると思うが、このことが現場に下ろしていったときに重要で、ネック

になるとも考えられるので、あえて議事録に残してもらうために発言した。

（生源寺座長）

１点目のＭＡ米についての問題であるが、影響評価については、一定の理解を頂いて

いるものと考えているが、問題はこれからどうするのかということである。例えば、加

工用途については、国産の加工用米の価格対応力がどうなるかによって、ＭＡ米が座る

座布団が大きくなったり、小さくなったりする。その辺りは非常に難しいが、需要予測

を行う要素として当然考慮すべき必要があると思う。交付金については、もう少し検討

する課題であると考えている。

（太田委員）

産地づくり推進交付金について、県段階に基金を設けることとなっているが、この交

、付金には「産地づくり勘定」と「米価下落影響緩和対策勘定」の２つの勘定区分があり

米価下落影響緩和対策勘定は、農業者からの拠出金の徴収を含め管理を行うことになっ

ている。

地方自治体が農業者からの拠出金を徴収するとなると、税金を徴収するように、条例

等を定めて行う必要があり、こうした点を踏まえると、この交付金（基金）の管理は地

方自治体の業務にはなじまない。この基金の管理主体をどのように考えているのか。

（生源寺座長）

この点については、かなり技術的な問題だと思うので、もし事務局から何かあれば後

ほどお願いする。

（永石委員）

前回欠席し、ここの部分についてはあまりよく分かっていないが、産地づくり対策と

米価下落影響緩和対策においては、導入することによって市町村の事務処理が複雑にな

るということが当然出てくるだろう。米価下落の影響緩和については、市町村あるいは

中山間地域あるいは米どころとそうでないところでは事務処理量も変わってくるので、

米価下落影響緩和対策は全国一律なのか、どうなのか。

（食糧庁：企画課長）

政府全体の方針として、地方自治体に対する補助金は、削減しようという閣議の決定

がある。従って、県に直接交付して、県で基金を作るというのはなかなか無理な方針で

あり、県段階ということで書いてある。予算の執行のやり方については、16 年度予算に

向けて検討する必要があると考えている。その一環として、市町村段階における融通に

ついても、現場の声を聞きながら検討する必要があると考えている。
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（三浦委員）

Ｐ５の半ばから議論されているが、農業者が主体的判断により売れる米作りを推進す

、る必要があることについてはわかったが、これと関連して、先日の宿題返しのＰ７では

「需要先と結びついた生産が活発に行われるよう環境を整備してまいりたい・・・・」

と書いてある。しかし、この部分には、先日の資料にあった「需要先と結びついた生産

が活発に行われるよう環境を整備してまいりたい 」という部分が抜けているのではない。

か。主体的な判断を行うためにも、需要先と結びついた生産が活発に行われるよう環境

を整備することが重要であると考えるので、このような文言が必要ではないか。

（生源寺座長）

今の点については、文章をだんだん圧縮しているので、理解しにくいところがあると

思うが、直前の⑤のところに「経営努力により開拓した需要先と結びついた生産」と

「集団的な取組み」が書かれており、発言の趣旨については、ここに盛り込んでいる。

（門傳委員）

言葉の問題でＰ５の１の(1)に「・・・市場を通じて需要の動向を鋭敏に把握され・・

・ 」とあり、Ｐ２の一番上にもあるが 「鋭敏に把握され」とは分かりづらいので 「適。 、 、

切に」という表現の方がわかり易いのでは。鋭敏と言うと、何かダイレクトに目に突き

刺さるような感じがあり、そこまで把握する必要はないと思うので考えていただけない

か。

それから、Ｐ８の(5)の②の備蓄運営のところで 「需要に見合った売れる米づくりを、

積極的に推進している地域による集荷業者等・・・」とあるが、これは例えば、生産調

整を達成している地域が何万カ所かあり、その中の地域の米を入札方式で買うという理

解でいいのか。

（生源寺座長）

そういう意味合いで書いてある。

（門傳委員）

そういうことであると、日本全国にある米を買うのではなく、生産調整をやっている

地域から買うということなのか。考えようによっては、メリット措置と言うと表現が適

切かどうかはあるが、インセンティブになるのかもしれないということなのか。

（生源寺座長）

使い方にもよると思うが、弊害が出るようなインセンティブにすると問題がある。指

摘のような側面はある。

（上場委員）

私は「鋭敏に」と書いておいて欲しい。私も 20 年米を作ってきたが、私の作った米が

誰に食べられたのか、おいしかったのか、まずかったのか、全農の倉庫に眠っているの

か、この年になるまで知らない。だが、イチゴは市場からあなたが作ったものはダメだ

ったとか鋭敏に返ってくる。だからそのような観点で「自分が作ったものが一体なん

だ」ということは私は農業者として感じたい。作る本人が「おいしかった 」と言われれ。

ば、努力も付くのでそのような意味で残して欲しい。

（生源寺座長）

担い手である門傳委員には 「適切」のレベルでも、一般には「鋭敏」のレベルにあり、、

多くは門傳委員クラスの「適切 、つまり「鋭敏」のレベルまで達していないという判断」

である。

（廣瀬委員）

まず、総括的にこの文章の中の表現として、バラ色の希望がもてるような表現がたく

さんある。例えば、農業者、農業者団体の自主的努力を支援するという表現がある。私
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は百姓という言葉が大変好きである。一括りに農業といっても、法人組織の大きなもの

から２、３反の小さなものまであるが、それに向かって新しい世代に合う農業を構築す

ることは分かるが、本当に農業者や農業者団体が自主的努力や支援だけでこういうこと

が可能なのかどうか。現場では難しいと思う。霞が関でこのようにきれいな文章を作ら

れて、それを地域に持っていき、中山間地で農業をやっている人もいるし、また、陽の

当たらない土地で細々と農業をやっている人もいる、そのあたりのことも十分踏まえな

がらやっていかないと、ただ単に法人組織が経営をやっていけることだけを指した日本

農業であってはならない。生産性の上がらないところを、山林、原野に戻していいのか

ということから、そういうところを支えていくことが必要ではないか。このことを踏ま

えて国の施策を講じるのが、行政や政治の立場ではないのかと思う。この辺をしっかり

整理して頂き、文章の中で夢を追うのではなく、実際に現場ではそういうことができな

いということを考えて欲しい。

、また、この中に第三者機関というのがたくさんある。今、国が管理している基本計画

需給計画、生産調整でさえ需給にあったものができていない。日本は昔から地方に行け

ば、まだまだお上という言葉があるように、これを本当に第三者機関に任せても大丈夫

、なのか。また、第三者機関は国に変わって、国、県や市町村といった地域に機関を設け

このことが複雑になって、迅速に現場の声が中央まで届くようになるのか。あるいは、

役人、第三者機関が決めたことが、県、市町村を通じて農業者まで伝わるのか。返って

複雑になるのではないか。国が需給責任、基本責任を明確にし、その中で簡素に分かり

やすいものを出すほうが、経費の掛からない、農家に理解してもらえるような方向が打

ち出せるのではないかと考える。

最後に質問として、Ｐ７の第三者機関的な組織で検討の後段で「また国及び農業者団

体ができるだけ需要に応じた生産目標数量を都道府県に配分できるよう、それぞれに対

し必要な助言等を行う」とあるが、ここでの主役は国なのか農業者団体なのか、それと

も両方なのか。教えて欲しい。

（生源寺座長）

質問については、両者でやって頂くということだが、ただ国が客観的な需要予測を第

三者的機関の助言を得ながら行う。配分の決定については、国が相当重い責任を負うわ

けだが、現在でも市町村や農家に向けて、行政とＪＡが協力する中から配分をされてい

るものと理解している。

それから、廣瀬委員については、遅れてこられたのでやむを得ない面もあるとは思う

が、本日は最終の回で全体の取りまとめに向けた議論を極力進めて行こうということで

議論が出発している。したがって、前回いろいろと意見を頂いたうえで、今回はこの修

文の再チェックをお願いしているところである。その点はお願いしたい。できれば、４

時には終了したいとういうことを改めて強調したい。

御指摘の中身について、現場感覚が行政あるいは系統についても不足していた面があ

るのではないか、あるいは、そういう面があったら直していくということも研究会とし

て大事な問題提起かと思う。文章表現は確かにこういうことになるわけだが、かなり綿

密に検討している。それぞれ制度の裏付けがあるからこそ、真剣に議論しているもので

ある。単に、文字面を並べているというものとは意味合いが違うということを理解して

頂きたい。第三者的機関については、先ほどから時間を費やしているのでこれで終了し

たい。

（小熊委員）

。座長からもお話があったが、会議運営の基本ということを押さえて質問して頂きたい

遅れて来られたせいもあるが、いろいろな要望があれば繰り返しの議論ではなく、今、
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何を議論しているかということとの関係で発言することを押さえて頂きたい。

事務局は冒頭座長が仰ったことについて、また、今どこの議論をしているのかについ

て、きちんと伝えて頂きたい。まだ、来られていない方もいるので、よろしくお願いす

る。

（生源寺座長）

この研究会はオープンになっている議論であるということを改めて、自戒も含めて確

認したい。その他何かあるか。

（生源寺座長）

議論がなければ、Ⅱの所についていろいろ議論を頂いたので、次にⅢの集荷・流通制

度改革（Ｐ８の下～Ｐ10まで）について如何か。

（岡阿弥委員）

何点か申し上げたい。

１点目はＰ９で、これまでにも申し上げてきて、まだ言い足りないと思っているが、

流通部会の中間とりまとめでは 「生産者にも消費者にも見えやすい透明性のある流通が、

大宗を占めるものとなるべきであり、計画流通を主に担う系統出荷米が果たす大都市へ

の安定供給と価格形成の透明化機能など、積極的に評価する必要がある 」とされている。。

また、計画外流通米の顔の見える販売というのも評価している。流通については現行の

計画流通米の果たしてきた役割については評価したいというのが流通部会の取りまとめ

だと認識している。その意味からＰ９の２の(2)で 「このため安定供給に資する透明な、

取引形態が流通の核となるよう、民間事業者の安定供給の確保に向けた・・・」という

文章があるが、ここの所に流通部会の評価を入れて 「現行計画流通米の果たしている安、

定供給機能等、民間事業者の安定供給の確保に向けた・・・」という文章を入れて頂き

たい。否定的な機能ではなく、積極的な機能として評価されているので、そこのところ

は文章を挿入して頂きたい。

２点目は、(2)の下の方で「安定供給支援法人を創設する 」ということで文章が終了。

しているが、前回も発言したが安定供給支援法人はいろいろな関係者が入り込む形とな

ることから 「なお、創設に当たっては関係者と十分協議・合意の上、実施する 」とい、 。

うようなことをここに入れて頂きたい。そうしないと（社）全国食糧信用協会の補償は

いろいろなものに関わることなので、合意が無ければ実施できないと思っている。そう

いう点で「創設する 「法律を作ればそれで終わり 」という話ではないので、そういう。」 。

言葉もここに入れて頂きたい。

３点目は、Ｐ 10 の５の(2)では、四位委員が質疑の場において 「平時から実態を把握、

する 」ことを強調された事項であるが、２行目の所では流通業者について 「届出制度。 、

等の導入等関係業者を平常時から把握する」ということで、業者の把握になっている。

今まで「流通実態を確実に把握する 」ということを申し上げているので 「業者を把握。 、

するとともに流通実態を確実に把握し得る体制」という言葉を入れて頂かないと、ちょ

っと違うのではないか。業者の把握だけではないことからそういう言葉を入れて頂きた

い。

（生源寺座長）

１点目の現行の制度で言う計画流通米の肯定的な評価を例示的に入れることについて

だが、恐らく現行の計画外流通米についても積極的に位置付けるべき点があると思うの

で、現行の計画流通米だけを例示的に入れることにするかは修文の過程でいろいろ検討

させて頂く。

（三浦委員）

計画流通米の担ってきた役割、置かれてきたポジションについて提案の発言があった
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と承知した上での発言になるが、それならば計画流通米の持っている矛盾も両論併記で

書かないといけないと思う。即ち、余り米対策を計画流通米のみが背負ってきた事につ

いて公平・不公平が大分ここで議論されてきた経緯があるので、エサ米処理の問題等、

制度が行き詰まったという見方もあることから両論併記の方が望ましいと思う。

（生源寺座長）

今の部分は、むしろ中間取りまとめの段階まででかなり議論がされており、中間取り

まとめは中間取りまとめとして生きている。修文ということになるとちょっと荷が重い

と思う。

（岡阿弥委員）

一言だけ申し上げるが、そういう矛盾があるから計画流通制度はやめて「新たな制度

にしよう」ということの流れで整理している。その上で「今までの計画流通制度は矛盾

があったが積極的に評価できる面は何か」というところで先程申し上げた計画流通を担

う系統出荷米が果たす大都市への安定供給機能や価格形成の透明性ということは評価す

べき機能ということで整理された。従って、評価されたところは次の制度においても引

き継がれるべきであることから文章を入れてはどうかと申し上げている。計画外流通米

については、顔の見える販売というものを農家が活き活きして出来るから、それについ

ても支援する必要があるだろうと、計画内外に関わらずそういう評価がされたというこ

との流れである。

（生源寺座長）

今の議論も踏まえながら修文を考えたいと思う。

（藤尾委員）

質問であるが、１点目にＰ８に「新たな安定供給体制」という言葉が出てくるが、こ

の言葉とＰ９の「安定供給支援法人」というものとはどのように結びついているのか、

あるいは結びついていないのか。

２点目に昼からでもよいが、今日中にまとめるとしたら、公益法人は私の知る限りで

はここ２、３回で急に出て来ている。これについて昼からでもいいからきちんと説明を

して欲しい。

３点目にＰ９の一番下に「精米規格の制定等を早急に検討する 」と書かれているが、。

これは検討会か何かを開催するということか。

４点目にＰ 10 の一番上に出ているトレーサビリティの問題は、ものすごく簡単に整理

されているが、極端な事を言うと、生産者から流通業者まで仕組みを全然知らなかった

話であり、やっていなかったことである。ある人とこの話をしたら１千億円あっても足

らないだろうという話であった。これを簡単に整理し、放り出され、そして決まったと

したなら 「誰がするんだ 」というところになると、わずか２行の文書で出されれば戸、 。

惑うのではないか。

（生源寺座長）

最初のＰ８の安定供給体制とＰ９の安定供給支援法人の関係については、最初の新た

な安定供給体制は、集荷流通制度全体を指していると理解して頂きたい。その中の安定

供給のための自主的な取組を支援する。スキームとして安定供給支援法人を構成すると

いう関係である。だから、全体と部分ということになる。精米規格、トレーサビリティ

については消費改善課長からお願いする。

（食糧庁：消費改善課長）

ここに書いてあるＪＡＳ規格も視野に入れた新たな精米規格、例えばＪＡＳ規格の中

で対応するとなれば、ＪＡＳ調査会を開くことになる。もちろん事務局で事前に皆さん

と十分調整した上で（案）を作成し調査会に懸ける。その後は全国の説明会等を開催す
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るなど十分な協議を経て取り組むことになる。

トレーサビリティについては、先行的に総合食料局の方で、度々、関連の実験事業を

行っている。系統も進んで参加しており、その中には、安全・安心のＪＡ米もある。そ

のようなノウハウを充分に使わせて頂く。１千億円の話は想像もつかないが、出来るだ

けソフト的な面で役所、販売・流通業者、関係団体と一緒になってやっていきたい。昨

年から販売業者団体の方々や関係者と勉強会もやっており、そういう中で実現に向けて

努力していきたい。

（藤尾委員）

理解はするが、このことがコストアップになって、消費者、実需者に対し米の価格が

高くなってはならない。だから、その辺りをよく理解して進めて頂きたい。

（生源寺座長）

Ｐ１０のパートまでで何かあるか。

（門傳委員）

少し確認したいが 「米」というのは我々生産者からするところの１．７㎜なのか１．、

７５㎜なのか、どの位の網目以上のことを言っているのか確認したい。

もう１つ、流通実態、業者把握をするとすれば、そういったものまで含むのか。それ

とも我々から出すところの１等２等３等だけを考えているのか。

（生源寺座長）

「米」という言葉はこの（案）にはあちらこちらに出てくるわけだが、集荷流通の中

で使われている定義についてか。

（門傳委員）

例えば法律上の「米」または「米穀」は、1.75 ㎜以上だとか 1.7 ㎜以上だとか、そう

いう規定はないのか。

（生源寺座長）

事務局の方でお答え願いたい。

（食糧庁：企画課長）

1.7 ㎜や 1.75 ㎜というのはあくまでも慣例であり、法律的には何もない。統計もある

し流通実態まで入る米穀等全部を包含するものである。昔は特定米穀という言葉もあっ

たが、そういうものもある。

（門傳委員）

ここで言っている流通業者の把握の部分は、今の集荷業者だけではなく、実態を言う

と主食に回ってくる網下のことを考えれば、ヤミ屋というと表現が悪いが雑穀屋の部分

まで網を広げていかないといけないのではないか。また、網下部分の調製落ち、実際の

主食に供している部分の米の規格等そういったものを扱う部分までやらないと実効性が

確保できないと思う。細かい話になるが、そういった観点で是非見て頂きたい。

（生源寺座長）

先程の岡阿弥委員の流通実態を把握すべしという意見とほぼ重なると思うので承る。

その他にＰ10の所までで何かあるか。

なければ後は最後のＰ 15の農業構造については後にし、Ｐ11 からＰ 14 までの経営政

策、そして「今後の水田利用のあり方と農業生産対策の展開について」に入る。

（三浦委員）

Ｐ 11 の経営政策の展開について少し確認するが、２の(2)の②に「集落の３分の２以

。上が構成員になっている」と挿入がされた。地域性がかなり集落営農には、あると思う

比較的中山間地域はこうなるのかなと思って見ているが、平坦地域は逆に、面積・面的

集積が集落営農の鍵を握っているのではないかと思うので、３分の２以上を交付とした
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場合、構成員要件のみにするのか、又は面積要件とするのか、ここは１つ議論が必要な

のではないか。実態を踏まえると構成要件のみでは困難であり、限定的過ぎるのではな

いかと思うので、検討頂きたい。

（生源寺座長）

私もここは厳密にチェックをしなかったが、集落の３分の２以上というのは非常に曖

昧のように思う。

（奥村（幸）委員）

冒頭に検討素材としての担い手経営安定対策についての文章を頂いて、これについて

は現場の声を反映したものをお願いした経緯があるだけにお礼を申し上げたい。ただ、

まとめられた文章の２行目に「一定規模以上の水田営農を行っている者」と対象者が限

られている。

前回の研究会で具体的に説明を受け、感想として非常にハードルが高過ぎると申し上

げた経過がある。その時に残念ながら資料を持ち合わせていなかったため、あえてこの

部分を強く言えなかった。その後、検討を行ったところ、例えば北海道ではこの対象規

模は６ｈａ以上、水稲作付面積６ｈａ以上であり、北海道以外の地域は３ｈａ以上とさ

れたが、北海道でも需給調整を含めるならば 55 ％という転作率の中で６ｈａ規模の水稲

作付面積は30％そこそこになることが解った。

また、全中の資料では北海道以外でも３ｈａ以上の水稲作付ということになれば 2.8

％という極めて少数過ぎる対象に担い手の安定対策を行うことであれば、折角これまで

取り組んできたことの実効が乏しいと言わざるを得ない。将来を担う担い手の育成、伝

統の保護といった目的を持って取り組んで頂く事業であるからには、少なくとも６割位

の対象者が掌握される範囲であって欲しいと要望申し上げたい。

もう１点は、基準価格が前回の研究会で示されたが、この近年の３カ年の全国の米の

下落が非常に大きいという実態を踏まえれば、直近３年間の平均を基準にされるという

ことについては大きな問題があるということを重ねて申し上げたい。実行に当たっては

十分配慮して頂きたいと思う。

（生源寺座長）

確認であるが、６割とは全国のことか、北海道か。

（奥村（幸）委員）

私の立場では北海道と申し上げる。

（生源寺座長）

了解した。それによって、大きく変わってくる。

（奥村（一）委員）

Ｐ 11 のⅡの２の②の集落営農の要件等であるが、地域の実情というものもあるし、補

助事業の一環や担い手育成等々とか、これから集落営農を作る時の補助金の対象とする

集落営農という縛りが８割等であった。これは集落営農、これが担い手作りのために各

地集落営農組織を遮二無二に作ると思うが、我々も集落営農を作る時に実際に８割の参

加が必要とかキチンと書かれると、今まで努力してきた担い手が疎外されるというよう

なことである。あまり明確に３分の２とか80％とかこれは書くべきではない。

農地の利用集積とか効率利用というものが図られることが大事なので、その中で集落

営農の中に担い手を参画させて効率利用とか利用集積が成せればそれで目的を果たした

ことになる。将来、小さい１ｈａ位の集落営農の中に我々も参加していくことに意義が

あると思う。いろいろな事情で10年、15年後に集落の皆さんの大多数が組織を持ち得な

いという状態になったときに、ここに中核農家・担い手がいると、１つの受け皿になる

等の可能性もあるので、３分の２とか８割とかいう数字に縛られる事はやめて頂きたい
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と思う。

（三浦委員）

先程、発言した事に補足するが、私もあまり要件化すべきではないと思う。そして要

件化する場合であっても構成要件だけで取組むことには疑義があり、もう少し広げるべ

きではないかという視点であるので、要件を細かく決めてくれという意見ではない。

（上場委員）

ここは非常に大事なことであり、春から企画部会を通し、一貫して私が主張してきた

のがこの点である。過去に構造改善事業、生産対策等いろいろな補助事業があり、だん

だん資格要件をきつくしている。微に入り細に渡り受委託の名簿を出しなさいとかどう

とかこうとか、それが市町村の実務事務を繁忙にしているということが１つと、結果と

して担い手が育たない。担い手を作るという形だから育たない。今、三浦委員や奥村委

員から発言があったのと全く同感である。ここには１つも２つも工夫を重ねて、本当に

創意工夫によって担い手が育っていく仕組みを是非作って頂きたい。３分の２という乱

暴な言葉は削除して頂きたい。

（高橋（耕）委員）

私も自分の地域を考えると、将来の米作の担い手の中心になるような集落営農の形で

はないかと思い、非常に関心が強い。今程、いろいろ規制措置を３分の２とか人員で取

るのか面積で取るのか多様な意見があるが、私はある程度の数値設定をしないと市町村

、の事務が多くなって煩雑になるマイナス要因も考えられる。土地改良大型区画をやって

これを契機にこういう一連の同意がなされて転作に取り組み、やっていくということで

は、否応なしに集落形成経営的な感じの人が多いので、これは非常に重要な意味を持つ

と思う。

それから、一定期間内に法人化する計画については、計画だから実際にやるやらない

という部分は別として、やはり指導面に重点を置きながらやらないといけない。ただ奥

村委員のように大きい農業生産法人が中に入ってやる場合もあり、その辺のところをか

なり流動的に考えるし、中山間で非常に面積のないところ等、段階的に話が細かくなる

ので、事務的にはこれでいいとは思わないが、３分の２などの要件に関しての意見・検

討については少し聞いておく必要があり、力になるのではないかという気がしてならな

い。上場委員と意見が違う部分もあるが、これは地域間で違うからであり、私のところ

は平坦で１枚の田んぼが平均で２町５反あるので非常にやりやすい。だから、全国一律

で実施すると問題がある。これはそれなりの要件整備をしたほうがいいと思う。

（廣瀬委員）

構成員の３分の２論議については、集落営農の形態には集落を跨いだ集落というのが

１つの集落になるということも考えられる。その場合に果たしてこの３分の２という要

件がどうなのかと思うが、ただ単に１つの集落ではなく複数の集落が寄って集落営農を

共にやろうという形態もこれから出てくると思う。例えば小さな集落だと隣の集落は 20

あると、それなら 30 でやっていこうということになり、あるいは都市近郊の集落へ既に

農業から離れて農業者がわずかという方と、新しい契約が結びついた新しい集落営農を

共にやろうという方も出てくるから、その辺は取り組みやすい要件を出来るようお願い

しておきたい。始めから高いハードルだと見ただけでもう無理だろうと、なかなかまと

まりにくいと思うので、始めの取っかかりというかお互いに手を付く前には出来るだけ

条件的に入りやすいものを出して頂きたい。そして順次、経営として協力していけるよ

うな集落のまとまりをつくっていきたいと思うので、そういう意味も含めてご指導をお

願いしたい。実施法人もそのように出来ればお願いしたい。

（生源寺座長）



- 1 9 -

この部分についてかなり議論があったので、皆さんの御発言の趣旨を考慮して修文し

ていきたいと思う。

（坂本委員）

Ｐ 11 の(2)の②の３分の２の部分は、米政策の研究会の中で今までより強制感の伴わ

ない方向性を打ち出そうということが前回あった。従ってそういうことからすると、や

はり３分の２と限定すると強制感が伴うので 「より地域に任せて 「地域が知恵を出し、 」

て 「地域にあった農業形態」と言っているわけだから、私はあまりきちっと型を決めな」

いほうがよいと思う。

（生源寺座長）

感謝する。午前中にさらに意見を伺い、昼休みの時間を利用して再修文を行いたい。

（若林委員）

１点目として、担い手育成の一環として集落営農を認めているわけだが、はじめから

規模やシステムで絞るのではなく、段階的に集落営農を高めていくということをせざる

を得ないのではないかと思っている。一元的に販売するという縛りでかなり効いてくる

ので、面的な部分なり構成的な部分であまり絞り込むべきではないと思う。

２点目は、集落営農を発展させていくとのことであるが 「育成」という言葉がいいか、

どうかは別としてもそれを伸ばしていく時のキーポイントは、④にある 「こうした担い、

手に対する各種支援策」である。その支援策の中でも更新期に来ている大型機械や施設

等に対する投資、これが重要なキーワードを握ると思っている。従ってそういう意味合

いでは、既存の行政的な補助政策の枠を超えてそういう部分について弾力的な運用を図

っていくということで集落営農はかなり伸びると考える。このことは、項目を直せとい

うことではないが、検討の中でその視点を明確にして頂きたい。

（生源寺座長）

個別の助成措置等はともかくとして、各種支援対策の対象とする、という形の整理に

させて頂いている。

（門傳委員）

Ｐ 13 の麦・大豆のミスマッチの関係だが、売れればいいが売れていない。ここは、ぜ

ひ実需者・消費者に応じた麦・大豆の品種開発・育種と併せて、こういった加工食品の

適切な表示、実際に消費者が求めている表示が加工食品を見てそうなっているか、とい

うとかなり疑問があると思うので、そういった項目を追加して頂ければ有り難い。

（太田委員）

担い手経営安定対策について、奥村（幸）委員からも発言があったが、対象となる担

い手が都府県で３％程では、とてもではないが議論できる数字ではない。６割云々は別

にしても、現場で議論できるように面積基準をもう少し幅広に考えていただきたい。

もう１点、中山間地域等をはじめ条件不利地域の言葉がどこにも出てこない。メール

マガジン等でも「平場地域を念頭に議論しているようで、中山間地域についてあまり意

識していないのではないか」との指摘もある。この研究会では中山間地域についても議

論をしてきたはずである。

何処に入れたらよいのか難しいが、中山間地域についても考慮した文言を是非とも入

れていただきたい。

（永石委員）

Ｐ 11 の③の修正された部分の「水田農業の構造改革のため農地制度についてさらなる

検証を行い、担い手及び地域のニーズを踏まえ、構造政策及び農地の確保の推進の観点

から」は、ちょっとくどいのではないか。構造政策を進める手法として農地集積を進め

る。農地法を見れば、農地の保全というのは重要ではあるが、構造改革で農地制度を言
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っているのだから逆に後ろの「農地の確保の推進の観点」というのは外してもよいので

はないか。

それから 「制度面で農地の利用集積を図る措置と地区の農地利用の方向に沿った農地、

の適切な・・・」と、農地農地と続き過ぎるのではないか。これは文章上の問題だが、

後半もいわゆる地区の農地利用が積極的に図られるような措置を強化するとして、保全

等々、複雑にしなくてもよいのではないか。

（生源寺座長）

この部分については、当初、農地制度についての宿題が出され、宿題返しの中でどち

らかというと農地の保全のほうにアクセントを置いた回答が出てきた訳である。検討し

てこの部分を残しておこうと、つまり保全ということが利用集積の大前提になるという

意味では残しておいていいだろうと判断した。それにプラスして農地の中の利用集積を

促す仕組みを考えていくという整理にしている。ただ、読みにくいと指摘を頂いた点に

ついては、こちらで修文を検討させて頂きたいと思う。

（早川委員）

前回の説明の中で話があったＰ 11 の３の担い手の経営安定対策については、先程追加

の検討素材ということでご説明頂いたところである。この中で「担い手の経営安定対

策」として書いてあるが、実際には「水田営農」の関係だと思う。

そうすると、米の対策であるが、水稲から麦・大豆等を含めた経営全体を考えていく

べきではないか。麦や大豆の対策を別の対策にするということであればいいが、稲だけ

でこの経営安定対策というのはなかなか説明しづらい。麦・大豆等を含めた経営安定対

策という格好で整理して頂くと有り難い。文章表現がどうこうということではないが、

そういった説明をお願いしたい。

（生源寺座長）

この点については、当面の経営安定対策をどうするかということが非常に大きな争点

となった経緯があるわけで、逆に言うとその後については、委員ご指摘のようなある種

のビジョンを描いているということでいいと思う。問題の当面のところについては、か

なり事務当局にも頑張って頂いて、今の部分が現段階で最大限のものとして出てきてい

ると理解をしている。従って、全体に広げる事については、このことを見極めながら、

もし必要であれば文章表現を考えていきたい。

（奥村（幸）委員）

今の質問については、座長から頂いたご答弁と同じ認識で考えているので、あえてそ

れ以上のことは申し上げないが、そのように認識してよいか。それともう１つ 「担い、

手」については、以前の研究会でも一度申し上げているが、担い手という言葉を多岐に

使われており、この「担い手」というのはどのような定義かきちんと論議されていない

経緯がある。この考え方は非常に幅広いものがあるだろうと考えられる。少なくとも地

域の将来を担う大宗は一体どういう立場にあるものか。地域の中でも全国一律の条件で

はないとした議論があったことから、行政、あるいは地域を中心とした、地域と言って

も幅があるが、それらがお互い納得できるような内容を選別しながら、その地域が見込

んだ者が担い手になればいいと思う。出来れば統一見解を出して頂ければ地元に帰って

非常に都合がいいと思う。

（生源寺座長）

これは前回も指摘頂いた点であるが 「担い手」という言葉が度々使われているが、ど、

うも局によっても多少使い方が違うような面があると思う。この段階で我々の研究会が

担い手１、担い手２、担い手３という格好で整理するのはちょっと難しいと思うので、

担い手という言葉が出てくる時は必ずその内容がはっきり解るような形で書き込んでい
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くことに致したい。担い手という言葉が出てきたときは注意いただくという事で了承願

いたい。

（門傳委員）

、 、Ｐ13の麦・大豆については 「期間中安定した一定の交付額・・・」と書いてあるが

これは、果たして予算総額のことを言っているのか、面積あたりなのか量なのか地域な

、のかよく解らない。これからさらに具体的施策に落としていった場合にあると思うので

むしろ「安定的に生産供給するための企画取組みを支援する」にした方がいいと思う。

「一定の交付額・・・」については、どうもよく解らない。何をもって一定とするのか

どこが基準なのか解らない。これは当然予算とも相当絡んでくる部分であるので実際に

政策として落としていくと問題があり、検討になる部分だと思うので、この部分は「対

策期間中安定した支援をする 」とし、交付額の部分はカットしておいて後で任せるほう。

がいいのではないか。

（生源寺座長）

この点については、Ｐ７の米の助成措置とも関連して委員から議論があり、農産振興

課長からも説明があったが、再度お願いする。

（生産局：農産振興課長）

表現が同じ言葉を使っているので誤解があるかも知れないが、Ｐ 13 の「対策期間中安

定した一定の交付額により支援する」というのは、産地づくり交付金の上の別対策の部

分であり、これについては単価を言っているのではなく、要は需要に合ったものの生産

のことである。需要はこの期間中、大きく麦・大豆に動くとは思われないことから、そ

の需要にあったものということで、総額一定とするということである。

（門傳委員）

予算総額一定なのか。

（生産局：農産振興課長）

端的に言えばそうである。予算総額一定である。

（門傳委員）

そうなると量や面積が増えた場合は残念ながら薄くなるということか。

（生産局：農産振興課長）

需要に合ったものに相当する予算であり、そういうことからすると、作り過ぎればそ

れは当然抑えなければならない。

（門傳委員）

仮に、国内の麦・大豆のニーズが、実需・消費者に合うものが増えたとした場合、結

果的に利用度の面積が増えれば予算総額が決まっていることから薄くなるということで

はないか。

（生産局：農産振興課長）

麦・大豆について平成 22 年までの生産努力目標は決まっている。その線上に今回の対

策期間があり、そこまでの需要というのは自ずから固定されていることから、それに応

じた施策ということになる。

（門傳委員）

ニーズはいろいろ上下の変動があるものだから 22 年の目標でいったから、いいとかで

はなく、そのままだったらもっと目標は上だとか下だとかというふうに見直すべきもの

であって、あまり２２年度のところにいったからもう終わりとか、もっと売れとかそう

いう部分は、この場で話していいものか解らないがちょっとおかしくないか。

（生源寺座長）

趣旨は解った。失礼したがＰ 13 とＰ７が似たような記述になっているが少し違うとい
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うことである。なお、基本計画については策定後５年後に見直しということがあるから

10年間完全に固定ということではない。その他に何かあるか。

（岡阿弥委員）

その他ではなくＰ 13 のところで申し訳ないが、例えば大豆の最近の動きを見ると、や

。はり国産が少ない時はある程度の値段で売れたが、だんだん増えてくると価格が下がる

価格が下がるとまたその需要も増えるという動きになっており、そのことが農家の所得

上どうかという問題はあるが、一方では需要の拡大に繋がっている。このように経済は

生き物なので、総額固定というのは如何なものかと思う。そのことは、米の需要に見合

った生産の阻害要因となる。今は一定のゲタを履かせないと所得が合わないので助成措

置をしているが、総額で固定してしまうと生産調整して米以外の作物を作って米の需給

バランスを取ろうとする方も阻害してしまう。このことは問題であり、それでは対策に

ならないと思う。

（和田委員）

大豆の話について、いろいろな消費者のグループが国産の大豆を直接作ってもらった

り、そういう運動に取り組んでいる。よく聞く話は大豆を使う立場の人達が日本の大豆

は品質がどうのと言うが、単にそういうことで放り出してしまってよいのか。輸入大豆

の方が使いやすいということでいくのではなく、お金の面でも手当は必要だろうが、で

きるだけ国産大豆の需要を増やしていくという事は他にも手当が必要なのではないかと

いう気がする。今の発言もあったが、そういう面からもっと積極的な取り組みというの

が必要ではないかと思う。

（中野委員）

今、22年の目標と言われたが、私は22年の目標というのはあくまでも通過点だと思っ

ている。どこまで増えていいのかという議論はこれからであっていいと思うが、５％、

７％位で、もういいというような議論にはならないと思うので、一定の部分については

考えて頂きたい。

それから、先程頂いた今朝の小委員会のまとめの１枚目、一番下にあるが「これまで

の２割増３割増で、本作化を図る者には、従来水準を下回らない・・・」というふうに

書かれている。これがどういう意味を持っているのかよく解らないが、こういう内容が

出ているということ自体、今朝の小委員会で出たと思うが恐らく転作面積がこれよりも

増えていくとそっちのほうの生産量を増やすことが大事になるから、生産が増えてきた

が、一定額だという話で薄まっていくと今度は逆に生産を止めるような政策になってし

まうと思う。この辺の一定額については先程、門傳委員の話もあったように、固定にし

ないほうがいいのではないか。

（生源寺座長）

その他に何かあるか。なければ午前中のこの案に対する質疑、あるいは意見を伺う時

間は終わりにしたい。本日の会議の冒頭で 「この研究会の基本方向の取りまとめを何と、

しても行う」ことを確認し、皆さんに議論頂くということで始めたわけである。

長官が着席されているので、この研究会としての取りまとめを行政・政府としてどの

ように受け止め、対応して頂けるかということについて一言お話を伺い、さらに議論を

詰めていきたいと思うのでよろしくお願いする。

（食糧庁長官）

遅れて参って申し訳ない。また、熱心なご討議感謝する。只今座長からお尋ねがあっ

たが、この問題についてこの場で２点お答えしておきたい。

１点目は当然、この研究会で出された内容については政府として最大限尊重する。こ

れは当然のことである。
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２点目はこの研究会、食糧庁長官の諮問機関ではあるが、これまでの経過をご覧のと

おり、食糧庁、農林水産省全省を挙げて取り組んでいる。従って、我々研究会の方で取

りまとめがなされれば、それを全省で受け止めて、省内のしかるべき手続きを経て大綱

ということになるが、何らかの形で省として決定させて頂きたいと思っている。

（生源寺座長）

午後からの議論にもよろしくご参画頂きたいと思う。ここで昼休みを取りたいと思う

が、修文の作業を行うので再開を２時にさせて頂けないか。あるいは２時を少し超える

かもしれないが、その場合にはまたアナウンスをする。それではしばらくの間、休憩す

る。

（昼食の休憩）

（生源寺座長）

今、再修文の「水田農業政策・米政策再構築の基本方向（案 」を配付するので、暫く）

お待ち願いたい。

お待たせした。それでは再開する。まず、この「基本方向（案 」について、午前中の）

、ご意見を踏まえて修文したので、お認めいただけるかどうか検討していただく。その後

改革のステップについて、もう少し議論いただければと思っている。

一定の議論をいただいた後、私ども３部会長で改革のステップについての素案を皆さ

んに提示する。案づくりに若干の休憩を再度取らせていただくが、その後、改革のステ

ップについての最終取りまとめに向けた議論をしたいので、よろしくお願いする。

それでは、修文について説明する。

まず、本文のＰ１であるが、中山間地域の特性を考慮すべきという意見があった。全

体的に、率直に申し上げて入れにくいという面があったが、１の(2)の①の４行目に「耕

畜連携等中山間地域から平場農村まで地域の特性を活かした多様な取組」という形で入

れさせていただいた。

Ｐ２の２の(2)の「実現のステップ」については、依然としてブランクである。この点

については、のちほど、議論いただければと思っている。

Ｐ３の⑤の流通等の改革のところであるが、岡阿弥委員あるいは古橋委員から意見の

あった点等を踏まえて 「情報伝達や価格形成のあり方等」と例示をして「可能なものか、

ら早期に実施する」とさせていただいた。

それから、この大きなⅠのところで、若林委員から技術開発の点について、特に「米

づくりの本来あるべき姿」の内容の一部として盛込むべきではないかという意見があっ

た。私どもで検討させていただいたが、技術開発については、本来あるべき姿を実現す

る手段という意味合いが強いこと。また、Ｐ４の⑧の基盤づくりのところに、品種の開

発という点が触れられている。さらに、Ｐ 12 の２の(1)の②にも、品種の開発というこ

とが含まれているので、これらのところでお読みとりいただければよろしいのではない

かという整理をさせていただいた。

元に戻ってＰ５で、高橋（耕）委員から指摘があった点であるが、(2)の②のアで、

「行政は」という形でやや漠然としているということで 「行政」の後に括弧して国、地、

方自治体つまり都道府県と市町村を入れさせていただいた。
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Ｐ６の上の②の需給情報についてであるが、一覧あるいは総覧的によくわかるものを

作成すべきという意見があった。それを受けて 「公表する 」の後に 「需給の見通し」、 。 、

つまり上のポツの項目でいうと特に２番目、３番目、４番目の項目を「需給の見通し」

という表現にしているが 「需給の見通しについては、全体像が把握できるような形式と、

する 」ということを書き加える形で整理をさせていただいた。。

Ｐ８で、岡阿弥委員あるいは三浦委員からも関連する意見があった点であるが、１の

(2)のところで、これまでの計画流通米の積極面を盛込むべきということであった。また、

、矛盾点もあるという話であったが、このレベルの文章であるので、ここはやや抽象的に

「これまでの流通実態のプラス面やマイナス面を踏まえ」という整理をさせていただい

た。なお、元々、流通部会の報告書の中には、この内容に当たる部分が具体的に記載さ

れているということを踏まえて、このような記述にした。

同じく岡阿弥委員等からの指摘により、同ページの２の(2)のところで、安定供給支援

法人については「関係者間で協議の上創設する」という整理をさせていただいた。

Ｐ９で、語句の修正であるが、４の(1)のところで 「制定等の検討を早急に開始す、

る」という表現にした。

また、同ページの５の(2)のところで、流通の実態を把握することが大事だという指摘

を受けて 「導入等関係業者と流通の実態を平常時から把握し得る体制」という形に整理、

をさせていただいた。

Ｐ 10 で、随分たくさんの議論を頂戴した点であるが、下から２行目の「集落の３分の

２以上が構成員となっており 」を削除した。、

Ｐ 11 の③で 「農地 「農地」とくどい表現になっているという指摘があった。ここ、 」、

は 「地区の方向付けに沿った適切な保全と利用」とした。敢えて「農地 「農地」と言、 」、

わなくてもわかるという判断で、こういう整理をさせていただいた。

また、３の「担い手経営安定対策」については、一番後ろのページをご覧いただきた

い。午前中に事務局から出していただいたものをベースとして、(1)の最後のところにつ

いて 「米価の著しい下落の影響を緩和するための対策の実施を期することとする」とい、

う表現で整理をさせていただいた。なお、(2)は、そのままである。

元に戻って、Ｐ 13 を開けていただきたい。まず、(2)の①のアであるが 「対策期間中、

支援する 」というように 「対策期間中」と「支援する 」の間の「安定した一定の交付。 、 。

額により」を削除した。実績主義というか、品質なり収量なりと結び付いた、よりイン

センティブの働きやすい形にするという趣旨から言っても、この「安定した一定の交付

額」という表現は矛盾することもあり、ここは削除した。なお、同様の趣旨から、(3)の

①のアについても修文した。

それから、門傳委員から指摘のあった、大豆の表示により需要の喚起を図るという点

について、あるいは山田委員からの指摘等も踏まえて、同ページの(2)の①のウを「表示

の工夫等を含め、生産者・実需者間の活発な情報交換を促進する 」ということにさせて。

いただいた。

Ｐ７に戻っていただきたい。ここの(3)の①のアに 「対策期間中安定した一定の交付、

額により支援するための助成措置」という文言がある。表現上は、先程のＰ 13 の２カ所

の修文のところと同じであるが、こちらは、品目を特定した助成措置とは性格が違うも
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のということで、事務当局ともかなり綿密に議論、検討したが、現時点の段階では、い

ろいろな事情から「安定した一定の交付額」という表現を削除することは、困難である

という判断に達した。ただ、本日、あるいはこれまでにも、委員の皆さんから、こうい

う表現のもとで実施されることによって、いろいろな弊害が生じる可能性があるという

懸念が出されている。それは、議事録等にも残されているわけであり、実際の運用に当

たっては、こういった懸念に十分配慮して実施に移していただくこととする。このこと

を座長としてあらためてここで申し上げることとし、修文は行わず、原文のまま残して

いくということで処理をさせていただいてはどうか。

以上、いろいろな意見があった中で、必ずしも意に添わないところもあるかもしれな

い。また、かなり圧縮した形の取りまとめであるので、具体的な内容については、中間

取りまとめやその後の宿題返し、あるいは部会の報告書に委ねるということでご勘弁願

えればありがたい。

何人かの委員の方から指摘があった点で今、言い落した点があるので、申し訳ないが

１つだけ追加させていただいてよろしいか。

Ｐ１の(2)の②であるが、これは、かなり大きな論点であるのに失礼した。②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 、これは削除すべきであるという」

意見があった。この点については、実は、ステップ論とかなり密接に関連をしているの

で、ステップ論を踏まえて、その後、最終的な判断をしたい。そういうことで、この段

階ではペンディングということでご理解いただきたい。

以上である。

（若林委員）

ご配慮いただいている点は感謝申し上げるが、もう１回、Ｐ７の(3)の①のアの「一定

の交付額」という部分について申し上げる。

あまり過去を遡ってはいけないということであるが、この研究会の限界が２点あった

と思う。１点目は、備蓄米の対応の部分のときに、前段で備蓄運営研究会が開かれてい

て、その方向があるからそれを尊重して検討すべきという枠が嵌められたこと。

２点目は、この生産調整研究会をスタートしたとき、国の予算がどうなっているのか、

将来どういう方向になっているのか、私たちは政治家ではないから、その枠に嵌められ

て論議するという前提はなかったと思う。そういうことであったならば、研究会は真摯

に論議できなかったと思う。今回もそういう意味で、いろいろな論議の中で国の状況が

開示されてると大変だということはわかるが、そのことをあまりに意識するために、

「一定の交付額」と表現せざるを得なくなっている。これは、どうみてもおかしい。

私たちが作ろうとしている制度は、実施に移したときに成功するためにやっている。

成功するかどうかは、誰がみてもわかるとおり、助成措置がキーポイントである。この

ままで成功すればよいが、成功しなかったときにどういう状態になるかというと、何ら

かの手（助成措置）を加えなければその次の達成ができなくなる。要するに、助成金の

一定額というところが、必ず縛りになってくると思う。産地づくり交付金は、生産調整

の目標が達成されない場合は減額しようとなっている。この部分の減額はどこにも影響

を与えず、国全体が減額されただけである。そういう状態に置いておいて、ここだけ

「一定の交付額」という枠に嵌めることは、この制度そのものが限界を持たせるような
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ことになると思えてならない。地域に持ち帰って説明するとき、必ず、どの委員さんも

この矛盾点には悩むはずである。

したがって、座長に中を取っていただいたことはよくわかるが、もう１回、ここのと

ころは再構築をしていただきたい。何も 「一定の」という言い方をしなくてもよいの、

ではないか。各産地が知恵を出し合えば、もしかしたら、交付金は少なくなる場合だっ

てあるかもしれない。今から「一定」だということを意識して、自らが限界を認めて研

究会のまとめをするようなことはいかがなものかと思う。

（生源寺座長）

ご指摘に感謝する。

（門傳委員）

今、若林委員が言われたことと同じである。念押しであるが１点目は、我々は、例え

ば３千億円の予算をどう使って生産調整をしようかと議論しているわけではない。もし

かすると、２千億円になるのか４千億円になるのかわからない話であるから、財政云々

のことで気持ちとしてはわかるが、メッセージ性からしても、ここはもう一度、考えて

みる必要があるのではないか。

２点目は、私が言った売れる麦・大豆の関係で育種の件についてであるが、これが入

らなかった経緯をよろしければ教えていただきたい。どこかに入っているのであれば別

だが、入っているように確認できなかった。表示の点については盛込んでいただき大変

ありがたいが、麦・大豆の品種開発、育種について、もし、入っているのであればお知

らせいただきたいし、入っていないのであればその理由をお聞かせいただきたい。

（生源寺座長）

Ｐ４の⑧、あるいはその前から見ていただいた方がよいのかもしれない。Ｐ３の⑦、

これは条件整備を列挙しているところであるが 「麦・大豆・飼料作物の生産・供給体制、

づくり」というものがあり、その次の⑧に「基盤づくり」として 「需要の拡大に資する、

品種の開発と栽培技術の確立に向けた取組を一層推進する」とある。ここは、基本的に

は米以外のものも含んでいるという理解で、門傳委員のご指摘は、この中に反映されて

いると判断したが、もし、ご提案があればお願いしたい。

（門傳委員）

実需者の端くれとして、はっきりと言っていることがわかるように、含まれていると

かではなく、わかるように書いていただいた方が伝わると思う。生産体制だけでなく、

それをバックアップする育種をするということの意思表示を、実需者に対しても生産者

に対しても明確にしていただければ、ただ、これは５年 10 年と掛るものとは思うが、実

需者としても生産者としても、ありがたいと思っている。

（生源寺座長）

。この部分について、米だけだと誤読されないような形など、少し考えてみたいと思う

その他にあるか。

（早川委員）

Ｐ７の(3)の「当面の助成措置」の関係で、私が先程質問したときのお答えとは少し違

うのではないかと思う。①のイの下の２行は 「産地づくり対策と米価下落影響緩和策は、、

一定の条件の下で都道府県の実情に応じて、相互に資金の移動が可能な制度とする 」と。
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原文のままであるが、私が質問したのは 「都道府県の実情に応じて」と書いてあるが市、

町村間の移動についてはどうであるかということ。これは、細かい話であるので、先程

のお答えとしては、予算の執行段階で検討していくという話であったかと思うが、その

ように理解してよろしいか。

（生源寺座長）

そういうこととして処理をさせていただいた。

（早川委員）

そうすると、ここでは「都道府県」と書いてあるが、実際にもう少し詰めていかれる

段階で議論していただけるということか。

（生源寺座長）

そういうことである。

（早川委員）

了解した。

（岡阿弥委員）

２点、お願いする。まず１点目は、Ｐ３の⑤の価格形成のところで、私の意見を取り

上げていただいたことには感謝するが、特に 「価格形成のあり方等可能なものから」と、

いうのは、これまでにも関係者の合意によりいろいろな協議会等でやっているから「合

意を得て」と私は申し上げたが、そういう表現が必要ではないかと思っている。是非、

お願いする。

それから２点目は、座長は誤解されたかもしれないが、Ｐ８の１の(2)のところで、

「これまでの流通実態のプラス面やマイナス面を踏まえ 」という表現が入ったことにつ、

いて、これは私が言ったことではない。そこは、三浦委員の方から出た意見を入れたも

のである。私が申し上げたのは、２の(2)のところに、例えば 「安定供給に資する透明、

な取引形態が流通の核となるよう 」の後に 「現行計画流通米が果たしている安定供給、 、

機能など民間事業者の 、我々は民間事業者であるから 「民間事業者の安定供給の確保」 、

に向けた自主的な取組」となるよう、ここに入れて欲しいということをお願いした。私

の発言が曖昧だったかもしれないが、そういうことでお願いしたい。その辺、誤解のな

いよう、よろしくお願いする。

（生源寺座長）

ご指摘に感謝する。

（奥村（一）委員）

当面の助成措置のことであるが、なるべくお金のことは言いたくないが、敢えて、こ

の中の「一定の交付額」ということで言わせていただくと、対策期間中なればこそ、状

況に応じた支援が必要ではないのか。対策期間が終わって、きちんと需給調整システム

、というものが確立されたら、それは要らないのかもしれないが、対策期間中というのは

需給調整に取組むためにも、状況に応じた支援措置が必要ではないかと思うところであ

る。

（生源寺座長）

ご指摘に感謝する。その他にあるか。

（小熊委員）
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「一定の交付額」について、ご意見が先程から出ており、これ自体どうするかについ

ては皆さんのご意見とご判断にお任せしたいと思うが、一般の納税者の立場から言わせ

ていただくと、国の財政状況が大変だということは、国民の共通理解の下にあると私は

認識している。

私どもが関係している消費者行政予算は、皆さんの予算と比べると極めてわずかな予

算であり、しかも年々減額されている。私どもからすると、一定の額を認めていただけ

るということは 「下がらない」ということで言えば、それはそれで貴重なことだと思う。、

、ここを何とかして欲しいと言っているのではなく、一般論として言っているのであるが

「下がらない」こと自体が大変貴重なことだと私どもは思う次第である。

いろいろな施策の優先順位があるから、皆さんから見れば、消費者行政予算が何だと

言われるかもしれないが、0.016％あった去年の予算が今年は 0.014％と下げられている

現実がある。ここをどう判断するかということは、私自身は専門家でないため、皆さん

のご判断にお任せするが、国民の一般的な感情とか納税者の気持ちとか、いろいろなと

ころの予算がどんどん減額されているという現実を踏まえていただきたい。大事なもの

は優先順位を決めて行うべきだと思うけれども、是非、その辺は踏まえていただきたい

と思う。

（生源寺座長）

ご指摘に感謝する。その他にあるか。

（竹内委員）

このＰ７で言われる意味は、気持ちはよくわかる。私も最初にここで念頭に浮かべた

、のは、メニュー式補助金というものである。構造改善等メニュー式補助金というものは

４０年代後半から、いろいろな補助金はメニュー化することが適切だということで行わ

れている。

一律画一的な補助基準では、地域の実情に合わないということで、非常に広まってき

ており、かつ農政だけではなく各省庁の予算の地域関連は、地域によって実情が違うか

ら、これを一律の霞が関の基準で行うことは適切ではないという発想に立って行われて

きている。

しばしばその場合に、総額は交付金で一定であるがその中身は地域によって違うし、

時代によってもどんどん変わっていくことによって、弾力的に行っていこうとするもの

である。その場合の主体的なプロポーズは、地域のプロポーズを尊重する。それ以上の

細かいことは、あまり霞が関で注文を付けないで、基本的な目的、施策の目的は立てる

という発想で行われている。それを念頭に浮かべた。であるから、全部ではないが、幾

つかの地方との意見交換会に出て、確かに、ある中山間地では大豆の団地化とかは全然

だめだが、そこでは総体的にはこういう作物を皆さんが作るというような発言を随分聞

いた。発想としては大事な発想であり、これを活かせる仕組として交付金制度というも

のがある。

それからもう１つは、まさに言われる点と逆の角度から、つまり農政全体の中で、い

ろいろな施策があるが、その施策の中で様々な構造改善を行っているが、米の需給ギャ

ップだけは、残念ながら今までも将来も方向として拡大の方向にある。すると、仕組自

体が稲転の拡大、つまり米の供給を敢えて減らさなければいけないとなると、自動的に
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ここで使われる予算が拡大する。構造改善をしなければならないものがたくさんあるか

ら、ここだけ硬直してしかも拡大するということは、農政全体としていかがなものかと

思う。したがって、自動的に予算が拡大する仕組はやめて、それで交付金が出てきたと

理解している。しかし、心配な点もある。それは、交付金は、一旦決めたら未来永劫、

削られない保証、あるいは増やせない保証であるが、別に両方とも決まっているわけで

はない。今は、仕組ができたら、生産調整面積が増えたら、自動的に猶予の余地なく予

、算が拡大するのであれば、納税者も納得しないということに障害があるのだろう。では

ご心配のように、上手くいかなかったらそこはどうするのだという議論が当然出てくる

が、そのときには、総合的に弾力的な運用に心掛けるという座長のコメントがあった。

全体として今、置かれている状況の下で農政が上手くいっていないものがあり、上手

くいっているものもこれから出てくるという中で、少なくとも財源としては自動的に拡

大するという仕組だけは外しておくべきだと思う。そういう気持ちが入っているかとい

う点で、農政全体の中でのコメントということを鑑みると、考えざるを得ないのではな

いか。後ろの結論は、その後の中での麦・大豆の扱いということであるから、相対的に

は全体の中での弾力性があると思う。

（生源寺座長）

ご指摘に感謝する。その他にあるか。

（古橋委員）

Ｐ３の⑤であるが、改革の時期について、先程も申し上げたように見切り発車は反対

である。仮に、この文でいくとすれば、岡阿弥委員が言われたように 「関係者の合意の、

下に」という表現を挿入していただきたい。よろしくお願いする。

（生源寺座長）

その他、修文についてあるか。

（門傳委員）

Ｐ７の「一定の交付額」のことであるが、せめて、今の座長の見解の部分を文章とし

てこの中に入れるということは可能であるか。私は、一定額とすると、逆に財政にとっ

、てマイナスではないかと心配する。私が心配してどうなるというものでもないが、当然

、予算でプラス・マイナス、税収の伸び縮みがあるわけで、あまり一定額としてしまうと

財政が厳しくなったときも無理矢理出さなければならないこととなる。だから、ここは

無理して入れなくて、実際に施策を立てるときに考えればよいことであり、今から一定

額と言って、金額を明示するわけでもないと思っている。

もちろん、事務方のご心配はご心配としてわかるが、私の頭がそこまで回っていない

といえば回っていないが、取り方の問題ではないか。座長の判断で、先程のコメント等

を入れていただければと思う。別に、お金をもっと出して欲しいと言っているわけでは

なく、心配して言っているつもりである。その辺も、座長に汲んでいただければありが

たいと思う。

（生源寺座長）

この点については、かなりいろいろな意見があったので、これを踏まえて、検討する

が、なかなか難しいということをご理解の上でお待ちいただければありがたいと思う。

その他にあるか。なければ、修文の結果については、次の休憩のときに、ステップ論
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についての私どもの素案を提出するさいに併せて提示したいと思う。修文を行わない部

分もあるかもしれないが、検討させていただく。

それでは、今、指摘いただいた点を除いて基本的にお認めいただけるか。ステップ論

が残っているので、仮に、ということであるが、お認めいただいたということでよろし

いか。

（異議なし）

（生源寺座長）

それでは、ステップ論については、これまでに２回ほど議論をしたが、時間が相当に

経過した後に議論をしたこともあり、若干消化不良のところがあると思うことから、も

う少し議論を出していただいた後に私を含めた３部会長としての原案を提出したい。ま

た、事務局から前回提出した資料と同じような素材はあるか。

（事務局より「米づくりの本来あるべき姿」の資料を配付 ）。

Ｐ１－（２）－①生産構造システム、②需給調整システム、③集荷・流通について等

について、何かあれば議論をお願いする。また、配布した資料であるが、前回と殆ど変

わっていない。

（三浦委員）

殆ど変わっていないとのことであるが、殆どということは何処か変更点があるのか。

（生源寺座長）

（資料を確認した後）一部変わっているはずであったが、変わっていない。Ｐ３の中

央に「当面の改善措置」の欄の中に 「当面、行政・団体の共同配分」と項目を設けてあ、

。るが、この項目に「当面」は不要であるので削除する考えであった。削除をお願いする

（岡阿弥委員）

前回もＰ１について発言をした。点線により３分割されており、下の枠の部分（需給

調整システムに係る要素）については「農業者・農業者団体が主役となるシステムへの

移行」となっている。一方で、他の枠（集荷・流通に係る要素）の部分においては「よ

り需給実勢を反映させた価格形成システム 「多様な流通を前提とした安定供給 「需要」 」

に応じた米づくりのための系統米事業の見直し」となっており、何故、下の点線の部分

だけ「主役となるシステム」なのか疑問である。米事業の見直しが上の方にあったり、

この図をどのような考えで作られたのかよく分からない。Ｐ２についても過剰米処理の

ところまでが主役となっている。どうして、ここまでで枠が止まるのか。この考えは何

かおかしいのではないか。主役になるには、それなりの主役の条件がある。例えば行政

的や制度的なバックアップがいる等の検証をしていないのに主役と言われても困る。Ｐ

１の点線の意味やＰ２の枠の長さについて、このままの図であれば私は賛成しかねる。

（生源寺座長）

前回の研究会でも同じ質問をいただき、座長として回答した。本日が 46 回目の会議で

あり、私は「生産調整に関する研究会」を立ち上げた当初から、３点の宿題が出されて

いた。１点目は公平性、２点目は数量管理、３点目は流通制度であり、これらの問題を

議論していく中で、全般の議論が必要であるとの判断なり、議論の過程で生産調整は

「誰のための生産調整か」あるいは「何のための生産調整か」という論点がクローズア

ップされた。その主役はいかにあるべきか。これが非常に大きな論点として提起され、

議論されてきた経緯があった。需給調整に係る要素については「どの者が主役となるの

か」に意味があり、研究会の大きなテーマとして取り上げられた経緯があった。その意

味から事務局で整理された資料においても需給調整に係る部分の主役は農業者・農業者

団体と表現された。では、他の部分はどうかとなるが、生産構造については基本的には
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生産者・農業者が主体である。農業者をバックアップという意味で行政があり、消費者

の役割は何かというと脇役になる。このことについては、あまりにも当然であるから今

まで議論となることもなかった。同じように集荷流通については川中・川下があり、旧

食管法から食糧法への改革では「主役であるのか」とした問題があったかもしれない。

けれども、現時点では「主役交代はあるべきか、それともしないべきか」といった議論

にはなっていない。この図の主役云々は、一般論として書かれたのではなく、研究会に

与えられた課題の議論の経緯を踏まえて書いてある。前回では随分端折って説明をした

のでご理解いただけなかったかもしれない。このような意味を持った絵図であると理解

していただきたい。

（岡阿弥委員）

生産されたものが商品となり、過剰処理されたり商品として流通したりする。集荷流

通に係る要素と過剰処理は密接に関係しており、需給調整・過剰処理だけ主役になるこ

とはありえない。過剰な米が流通にのらなければよいが、流通にのった商品の過剰処理

については集荷流通と一体的に考えないといけない。このことは、価格形成にも影響す

る。また、需要に応じた米づくり、主体的な販売活動、安定的な長期契約等をすすめて

いく上でも様々な形で連動しており、点線で切り離すとした発想がよくわからない。

（生源寺座長）

発言の趣旨については、理解している。全ての問題は間接的にはリンクしており、濃

い色や薄い色等で色分けする等のことが出来ればより分かり易いと思うが、そうもいか

ない。過剰米処理の問題から集荷流通の問題がリンクすることについては既に研究会に

おいてもこれを承知の上で議論されている。

（若林委員）

前回の研究会に出席していないので、前回の研究会と重なる議論であったなら許して

いただきたい。農業者・農業者団体が主役となることについて、今の段階では自信がな

い。研究会の検証を否定する訳ではないが、なぜ、需給調整を農業者・農業者団体がや

らなければいけないのか。農業者を仮にＪＡと置き換えても、ＪＡの立場で考えれば自

信がないということが本音だ。今の段階で押さえ込んでいくのではなく、あるべき姿へ

向けて育成をしていく中で時期の設定等を考えて欲しい。非常に大きな課題で新しい変

革期であるだけに、今までの延長線上の議論と少し違うと思う。前向きに進んでいく努

力はするが、期限を決めつけるべきではない。どう育成をするか、その体制づくりをし

ていくかが大きな課題ではないか。

（生源寺座長）

研究会においても、今の状態ではただちにということは無理であると考えている。近

い将来も含めて将来的に考えていくべきことである。

（門傳委員）

水田農業政策・米政策再構築の基本方向（案）の修文に質問が戻るが、Ｐ７の（５）

政府備蓄の運営において「入札方式の下で買い入れるシステムに改める」とある。宿題

返しの中では買入手法は入札方式にするか検討するとなっていたが、生産調整達成者か

ら買い入れずに入札方式になるという理解でいいか。

（生源寺座長）

そのことについては、法の解釈の点では課題があるかもしれない。なお、備蓄制度と

、同時に過剰米のスキームを考えなければいけない。その過剰米のスキームがある一方で

価格を固定して買入れるとしたシステムがあった場合には、備蓄制度の方に流れる運用

上の問題があるのではないかと宿題返しの中にもあった。このことについて事務局から

更に説明をお願いしたい。



- 3 2 -

（食糧庁：企画課長）

入札方式に伴い生産調整実施者から買入れる法的規定はなくなる。その部分について

は事実である。しかし、今後の食糧法がどの様な規定になるのか、全体を受けてどのよ

うな法体系にしていくのか法制面での検討となる。内容が固まった後、それをどう法律

面、予算面、制度面、通達面等々で担保するのか今後の課題である。まず、内容が最重

要だと考えている。

（門傳委員）

今後の政府備蓄米の買入は入札方式にすることによって、直ちに食糧法で生産調整実

施者から買入れないとすることではなく、今後の検討課題の１つと考えていいか。

（生源寺座長）

その通りの理解でよい。

（食糧庁：企画課長）

はい、その通りである。

（生源寺座長）

他に何かあるか。

（岡阿弥委員）

Ｐ２の図について、これまでの議論では計画流通米のシェアは５割を割り、また、過

剰処理に矛盾があったので主役を降りなさいと検証されたと理解している。しかし、こ

こでは過剰処理において再び主役としてやっていけとなっている。農業者団体は、需要

に応じた米づくりのための系統米事業の見直しなり、安定供給確保のための取り組みに

おいて、またシェアを持って過剰処理をしろということが現実的な考えなのか。主役と

なるシステムに移行というのは 「より需給調整を反映させた価格形成・・・」の手前の、

とこまで線が引かれるのか。今までの議論の経過を踏まえて疑問に思っている。これは

略図であるので、敢えていろいろ言わないが疑問に思っている。

（生源寺座長）

生産の段階の需給調整について、主役の交代にアクセントを置いているためであり、

過剰米の処理についてもリンクしていることから同様になっている。したがって、この

ような図になる。その他に何かあるか。

（竹内委員）

この部分の課題は、何度も議論してきた需要より供給量が多いことから供給量を減ら

すことが必須の課題である。供給量を減らすのにみんなで計画的に減らそうとした一種

のカルテルである。ここの主体は国ではなく、生産者である。普通、国はカルテルを取

り締まる立場であり、何処の国もカルテルが無いようにやっている。しかし、農業・米

の世界に関しては非常に複雑で重い。この世界でカルテル的にやることは決して悪いこ

とではない。むしろ計画が必要であろうとして始まった訳である。最初に国が主体であ

り、非常に時間が懸かったが次に農業者が主体となった。急に主役でない人が主役にな

った訳ではなく、元々、生産者が供給量を減らすことが目的であることから図について

は素直に受け取った。一般の者に説明をするとなれば、このような説明になると思う。

だから、一番最初の生産の段階で農業者、それをまとめる農業者団体が主役となってい

。る。確かに全国を100％カバーしている組織があるわけではないから難しいことと思う

また、正直なところ私が担当であったとしたら大変だと思う。しかし、ここで肝心なこ

とは、物事の考え方が農業者、消費者等の国民に分かり易くすることである。現実的に

は非常に大きなテーマであることから、頭の整理をした上で実際の進行状況を見れば、

補助金が０円ではなく、毎年膨大な補助金が出ている世界がある限り国は補助金を出す

ことでコミットしている。使い方について国民が納得する使い方が出来ているか、効果
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がよく発揮されているか等を常時意識しながら毎年行っていく。その段階で全体で生産

調整が必要であり、補助金を国がコミットしているから全体が上手くいくようにする訳

で国が逃げるという発想は出てこない。今までのように国が決めたことに対し協力した

のに上手くいかなかったというようなことではない。心配についてもよくわかるし、そ

の心配について悩むことも理解するが、その悩み事に対し議論して解決していくことを

なくするわけではない。そのことは、たぶん農林水産省の事務局も思っている。

（門傳委員）

Ｐ１の農業者・農業者団体と記載されているが、農業者団体には単協や経済連又は全

農の連合会も含むか。

（生源寺座長）

その通りである。絵・図については、特に変更する必要はないと判断されるのでこの

ままとする。他に無ければ、最後の休憩とする。座長、座長代理で先程の修文を行い、

実現のステップについても再開後に素案を出したい。午後４時15分再開とする。

（休 憩）

（生源寺座長）

それでは、再開する。お手元に『水田農業政策・米政策再構築の基本方向（案 』があ）

るので、ご覧いただきたいと思う。先程来のご議論を踏まえて、再度修文をしたのでご

説明したいと思う。新しい修文の箇所は、四角で囲んであるのでそこに注目していただ

きたい。

まず、Ｐ１の「② 需給調整システムについて」の後段 「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」は削除する。Ｐ３の⑤の「情報伝達や価格形成のあり

方等可能なものから早期に実施する」というところは 「可能なものから関係者協議の上、

で早期に実施する」と修文する。

Ｐ４の一番上だが、ここは麦・大豆にも読めるものとなっていたが 「稲の品種の開、

発」と限定する。その上で、Ｐ 13「 ２）麦・大豆等に関する施策のあり方」の①に（

「ア 「イ 「ウ」とあるが、ここに「エ」を追加し 「需要に応じた麦・大豆等の品種」、 」、 、

開発を推進する」とする。品種開発については分けて書くということである。

Ｐ８は、岡阿弥委員等の指摘があり、先程は修正の箇所が適切ではなかったというこ

とで、失礼した。若干の文言の追加を行い 「これまでの流通実態」ではなく 「これま、 、

での計画流通米・計画外流通米のプラス面やマイナス面を踏まえ」という形で整理させ

ていただいた。

文言の修正は以上であるが、多くの委員の皆さんから意見があった「安定した一定の

交付額」について、Ｐ７の(3)①の「ア」の部分だが、この部分については更に検討した

が、修文を行うことは難しいという結論に達した。ただし、この件については、只今か

ら座長としての見解を改めて表明し、委員の懸念にきちんと答えることができるよう、

関係者に申し上げる形にしたいと思う。座長見解は以下の通りである。

「本件については、委員から様々な懸念が表明されているが、今後の制度設計・運用

に当たっては、これらの懸念に極力配慮し、対策の実効が上がるよう関係者と十分協議

していただきたい」

以上を座長見解として表明して、この件の修文問題についてはご了承いただきたい。

以上が、実現のステップ以外の部分について、この『水田農業・米政策再構築の基本

方向』についての修文の提案であるが、いかがか。

（異議なし）
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（門傳委員）

確認であるが、Ｐ１の(2)②「国による生産調整の配分を必要としない状態」は削除し

たのか。

（生源寺座長）

削除である。

（門傳委員）

そうすると、Ｐ５の(2)①「ウ」の「必要な場合には、農業者団体が農業者に生産目標

数量を配分する」という部分も併せて削除するべきではないか。

（生源寺座長）

その部分についは、ステップ論のところでいろいろ提案をするので、そこをお考えい

ただければ、特に問題はないと思う。

（三浦委員）

今、門傳委員が触れられた部分のＰ１の(2)の②の後段の「したがって」以下は、実現

のステップに関わることなので、それと一体的な議論をした上で決めたいというような

お話であったが、これを削除する背景、理由というか作業手順について説明していただ

きたい。

（生源寺座長）

失礼した。これは、資料が配布されたので説明したが、いまの門傳委員とのやりとり

でお分かりのように、改革のステップの問題と込みで説明した方がよかったと思う。指

、摘に感謝する。それでは、この部分については念のためペンディングということにして

他の部分についてはよろしいか。

（異議なし）

（生源寺座長）

それでは、ご了承いただいたということで、改革の実現のステップの議論に移る。

事務局の方は３部会長の素案を配っていただきたい。

（座長並びに部会長の提案配布）

（生源寺座長）

それでは、改革のステップについて、提案申し上げたいと思うが、その前に一言、発

言をしておきたいと思う。

この実現のステップについては、特に需給調整システムについては、我々は非常に難

しい課題として検討してまいったわけである。座長並びに部会長の提案として、今、配

付したものは、関係者とも十分協議の上、また協議が整ったことを前提に配付をしてい

る。そういうものであることを予めご承知おきいただきたいと思う。それでは、実現の

ステップを読み上げる。

生産構造、需給調整システム、集荷・流通の各要素ごとに実現のステップを整理する

と、次のとおりである。

① 生産構造

できるだけ早期に望ましい生産構造を実現するため、15 年度から準備を開始し、16

年度には地域水田農業のビジョンを策定し、地域の実情に応じた多様な取組を行い、

22年度まで着実に推進する。

② 需給調整システム

ア 22 年度の農業構造の展望と米づくりの本来あるべき姿の実現を目指しながら、20

、年度に農業者・農業者団体が主役となるシステムを国と連携して構築する。この間

農業者・農業者団体の自主的・主体的な取組の強化を目指すものとし、18 年度に移

行への条件整備等の状況を検証し、可能であればその時点で判断する。
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イ 農業者・農業者団体が主役となるシステムにおける国の役割を食糧法上明確に位

置付ける。

③ 集荷・流通

出荷・販売・流通・価格形成に関する改革は、それぞれが市場環境の変化に直接さ

らされている分野であること、また、消費と生産の間の距離を縮め、生産構造、需給

調整システムの改革を進めやすくする効果も有することから、関係者協議の上で可能

なものから早期に実施する。

以上が改革のステップに関する３部会長並びに座長の提案である。この提案について、

意見・質問等あるか。

（永石委員）

関係者合意の上で提案をまとめていただいて感謝申し上げる。

①の生産構造だが、できるだけ早期に望ましい生産構造を実現する目的で、16 年度か

ら地域水田農業のビジョンを策定するという点は、これで結構であると思う。しかしな

がら、現在いろいろな計画が地域の市町村において策定されている。したがって、ビジ

ョンの策定においては、これらの計画と十分整合性をとってまとめるべきである。よろ

しくお願いする。

（生源寺座長）

ご指摘に感謝する。他にあるか。よろしいか。

（異議なし）

（生源寺座長）

それでは、今私の方から提案申し上げた実現のステップが 『基本方向』の最後までブ、

ランクになっていたＰ２の「２（２）実現のステップ」に入ったもの、これをもって

『水田農業政策・米政策再構築の基本方向』としたいと思うが、よろしいか。

（異議なし）

（生源寺座長）

なお、この中に実行プログラムを整理すると、かくかくしかじかになるという部分が

ある。この点については事務局の準備に時間を要することもあるので、今日のいろいろ

な修正を踏まえ、また、今、認めいただいた実現のステップを踏まえたものを作るとい

うことで、詳細は座長並びに座長代理に一任いただければありがたいと思う。よろしい

か。

（異議なし）

（生源寺座長）

だいぶ時間も押している。この研究会は今日で終わりというわけではないのだが、一

端区切りがつくことになるわけである。ただ、本日やらなければならないことがいくつ

かあるので、もう暫くご辛抱いただきたいと思う。

長い期間に渡り集中的にあるべき米づくりの実現に向け、熱心な議論をいただき本当

に感謝する。

提案であるが、ここで、各委員の皆さんから、一言ずつ、何か発言いただければあり

がたいと思う。どんなことでも結構である。お１人当たり 30 秒以内でお願いできればと、

提案申し上げたいと思うが、いかがか。

（委員から結構であるとの声多数）

（生源寺座長）

よろしいか。それでは、特に発言にしたいという方がおられれば。よろしいか。

（発言を希望する委員なし）

（生源寺座長）
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この点は衆議一決で決まったようである。どうも最後までシナリオ通りにいかない、

誠に恐縮である。

ここで、食糧庁長官から一言ご挨拶がある。

（食糧庁長官）

一言御礼の挨拶を申し上げたいと思う。

委員の皆さんには１月以来、46 回に渡る熱心な御討議をいただき、誠に感謝する。振

り返ってみると、１月に本研究会が私の諮問機関として発足したが、その根拠となった

昨年の 11 月 22 日の決定の中には、１つは生産調整のあり方、いわゆるネガ・ポジの問

題と、計画流通制度の２つしかなかった。それが、この研究会委員の皆さんのご熱心な

討議、また精力的な御議論で、このように大きな改革の方向が打ち出されたことは、非

常に喜ばしいことだと思う。それだけ現在の水田農業の抱える閉塞感が募っているとい

うことの証左であろうかと思っている。

そのため、今も座長よりシナリオ通りにいかなかったという話があったが、委員の方

からもいろいろな審議会に出られているが、これ程のものは無かったと仰っていたが、

我々事務局としても初めてのことであり、その点をお詫びするとともに、ご理解いただ

きたいと思う。

。先程申し上げたように、この本日完成した取りまとめは、最大限尊重させていただく

農林水産省として然るべき手続きを経て、大綱という形で省議決定という形になろう

かと思うが、きちっと取り扱いを決定させていただきたいと思っている。

これまでの生源寺座長を始め委員の皆さんの非常に熱心な議論、努力に対して、敬意

を表するとともに、御礼を申し上げて、食糧庁及び農林水産省を代表しての挨拶に代え

させていただきたいと思う。感謝する。

（一同拍手）

（生源寺座長）

それでは、今後の研究会の進め方等について提案申し上げたいと思う。

最終の取りまとめの中にもあるように、今後、この取りまとめの内容を詰めていくに

当たって、事項によっては専門委員会を新たに設置し、そこで検討していただきたいと

考えている。この専門委員会の構成、検討の内容等については、研究会の取りまとめの

成果を踏まえて、座長及び座長代理に一任いただきたいと思うがいかがか。

（異議なし）

（生源寺座長）

それでは、一任させていただく。なお、この専門委員会の内容がある程度固まった段

階で、委員の皆さんには、その状況をお知らせしたいと思う。

また、この研究会自体は、専門委員会での検討を踏まえ、必要に応じ開催したいと思

っている。是非、参加していただければありがたいと思う。なお、開会時期等について

は、座長に一任いただければと思うがいかがか。

（異議なし）

（生源寺座長）

それでは、一任させていただく。なお、本日の取りまとめについては、事務局からイ

メージが分かるような資料を配付していただくことになると思う。中間取りまとめを思

い起こしていただければお分かりだと思うが、一番右端の部分は、まだ検討の課題とし

て残っていた。その課題に答える形で本日認めていただいた『水田農業政策・米政策再

構築の基本方向』があるわけで、ここが差し替わった形になる。この中間取りまとめの

改訂版と、審議の経過をきちんと提示するという意味で事務局の提出した『 中間とりま「

とめ」における検討項目に対する考え方 、いわゆる宿題返しと言っていたものについて』
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も、公表して参りたいと思う。公表の仕方等については、これも座長に一任いただける

か。

（異議なし）

（生源寺座長）

それでは、一任で処置させていただく。最後に事務局から何かあればよろしくお願い

する。

（食糧庁：計画課長）

メールマガジンについては、今日で実に 104 号発行になる。表題は、うれしく、楽し

く、喜び溢れるものにしたい。なお、お願いであるが、このメールマガジンが廃刊にな

らないよう引き続き協力をよろしくお願いする。

（生源寺座長）

それでは本当に一言だが、これまで議事を預かってまいった座長として、お礼を申し

上げたいと思う。

委員の皆さんには、オープンな形での議論ということで、ある意味で非常に苦労をお

かけしたと思う。また、再三に渡って、メモ等の書いたものとして意見を提出していた

だいた。これも相当な負担をおかけしたと思っている。この点については、お詫び申し

上げたいと思うが、そのこともあって、大変よい成果が生まれたと思っている。

今後は、これではっきり政策が変わる、しかもよい方向に変わっていく、この意味で

のスタートを切ることができたわけだが、何といっても、現場の農家の皆さん、あるい

は市町村の役場、ＪＡの職員の方々に、この改革の心というか、理念、さらにその具体

的な内容を十分理解していただく必要があるかと思う。この点については、引き続き委

員の皆さんに、特段の協力をお願いしたいと思っている。

それから、これは私的な感慨であるが、この一連の議論の中で、特に最後に過剰米の

、処理の問題について、食糧庁、全中、全農の皆さんが、休日返上で、大変な議論をして

共同原案を作っていただいたわけである。私は、このことに大変感銘している。これま

で、率直に申し上げて、食糧庁、あるいは農水省と全中、農業者団体の間には、ある種

の不信感があった点は否めないと思う。この際、この不信感の根っこのところがあると

すれば、これを取り払って、議論すべきところは徹底的に議論する、また、オープンの

場で、その成果を世に問うていく、こういう中から、新しい時代にふさわしい関係を創

り上げていただければ、大変ありがたいと思っている。おそらく、委員の皆さんも同じ

お気持ちをお持ちでないかと思う。

長い挨拶になると、これもまた皆さんの迷惑になるかと思うのでこれで終わりたいと

思う。感謝する。

（一同拍手）

（生源寺座長）

それでは、第14回生産調整に関する研究会の議事を終了する。

（以 上）


