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１．開会 

○部会長 ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会農業部会の第３回会合を始めさせてい
ただきます。 
 本日は委員が１名所用により欠席となっておりますので、あらかじめ御了承をいただきたいと思
います。なお、若干遅れておりますけれども、本日は調査会の会長代理、農林水産政務次官にも
御出席いただく予定になっております。 
 本日は、前回の部会でお打合せを申し上げましたとおり、農業経営の安定のあり方に関しまし
て、「農産物価格安定制度」や「農業経営の安定方策」などについて御議論をお願いしたいと思っ
ております。あらかじめ事務局に本日の部会における議論の参考になる資料を用意していただい
ておりますので、まずこれを説明していただき、その後、委員の皆さんと議論を行いたいと考えて
おります。 
 それでは今日の資料、びっしり内容が詰まっておりますが、簡潔に御説明をお願いしたいと思い
ます。 

２．資料説明 

○事務局 お手元の資料４「農業経営の安定のあり方について」御説明いたします。本日の資料
は目次のところにありますように、まず農家経済の現状について、次に農業経営安定に関する諸
施策についての四つの措置、すなわち農産物価格安定制度、国境措置、需給調整措置、農業災
害補償制度についての我が国の施策の概要、３番目に、主要先進国の価格・所得安定制度の最
近の動向について、諸外国における農政改革の動向を御紹介させていただきます。 
 まず１ページ目でございますが、我が国の農家経済の現状でございます。左上の文章にありま
すように、農家の経済状態は、農業経営の規模・内容、あるいは世帯員の就業状況等により様々
でございますが、（１）にありますように、平成７年の全国販売農家平均でみますと、農家総所得は
892万円、うち農業所得は144万円で農家総所得の16％を占めている状況でございます。経年変
化、あるいは勤労者世帯との比較が右表でございます。 
２ページ目でございますが、農家の形態別にみました経済状態でございます。規模の大きな農家
の戸数は次第に増加しておりまして、こうした経営体においては農業依存度も高く、同時に資本装
備のための借入金も多額に上っているという状況でございます。右上の表に比較的大規模な農
家の戸数の推移ということで、昭和55年から平成８年までの動向を、全国の農産物販売金額1,000
万円以上の農家、都府県の稲作単一経営で５ha以上の農家、あるいは北海道の酪農50頭以上
の農家についてお示ししております。 
中段の表に、単一経営の農家経済の概要として、都府県の稲作５ha以上の農家の場合、農業所



得が750万円余で農業依存度が67.5％、あるいは北海道の酪農で50頭以上層は農業所得が
1,000万円余で、農業依存度が90.8％であることをお示ししております。 
下段は農家の借入金等の状況でございますが、稲作の単一経営でみていただきますと、平均で
は172万円の借入金残高でございますが、10ha以上の大規模農家では、1,800万円あること、ある
いは酪農単一経営でみていただきますと、80頭以上の層では3,400万円程度の借入金残高があ
るという状況になっております。 
３ページ目が農家１戸当たりの農業所得の各国比較でございます。左側の文章にございますが、
農家１戸当たりの農業所得の各国比較は、そもそも各国の統計が整備されていないこと、農家の
定義が違うことで困難ではございますが、右の表に、農業総生産、農家戸数をとりまして、主だっ
た国々の１戸当たりの農業総生産についてお示ししております。 
 以上が農家経済の現状でございます。４ページ目以降が農業経営安定に資する諸施策でござ
います。施策の体系として右の方に四つ並べております。すなわち、農産物の価格安定制度とい
うことでの価格支持、不足払い等、２番目が国境措置ということでの関税等、３番目が需給調整措
置、要するに生産調整、４番目が農業災害補償制度、この四つの手段で経営体の所得の安定を
図っております。 
 まず１番目の農産物の価格安定制度として、５ページ目でございます。右の方に農産物の特性
ということで、生産面、消費面の特徴を挙げております。生産面のところでアンダーラインを引いて
おりますが、生産の変動が避けられないという点、長期間の貯蔵が困難であるという点、生産の
追加・中断が困難であり、需給事情の変動に迅速に対応することができないという特徴、あるいは
消費面において需要が固定的であるという点、こういう特徴を背景といたしまして、左側の①に書
いておりますが、以下のような機能を果たすものとして価格安定制度が設けられているということ
で、ア．～ウ．の３点を挙げております。１点目は、価格の過度の変動を防止し農業経営の安定を
図るということ、２点目は、消費者の家計の安定を図るということ、３点目が、中長期的な需要の変
化に応じた農産物の供給を図るということでございます。 
 ６ページ目に主要農産物の価格安定制度の類型、あるいは経緯ということでお示しをいたしてお
ります。左上の文章にありますように、米、麦、でん粉、繭、生糸、こういったものに対する価格安
定制度は、現在の農業基本法が制定される以前から存在しておりますが、その後におきましても
いろいろな制度が整備されてきております。これをそれぞれの農産物の特性に応じて類型化いた
しますと、ア．～エ．まででお示ししているような形になるのではないかと思います。 
 まず、ア．でございますが、市場価格が一定の最低価格水準を下回る場合に、政府が買い入れ
ることによりまして最低価格を保証する、いわば最低価格保証制度、それからイ．でございます
が、市場価格が一定の範囲から外れる場合に、政府機関等が売買操作を行うことによりまして一
定幅の中に価格を安定させる安定帯価格制度、あるいは安定指標価格制度、それからウ．が、市
場価格が基準となる価格を下回った場合に、生産者の手取り確保のために不足払いをする交付
金制度、それからエ．ですが、計画に基づく生産調整、備蓄・調整保管等を行うことによりまして需
給及び価格の安定を図るもの、これは米が該当します。このほか、一番下に触れておりますが、
市場価格が過去の実勢価格等に基づいて算定された水準を下回った場合に、政府、生産者等に
よりまして造成された安定基金から価格補てんを行う価格安定基金制度があるということでござい
ます。具体的な各農産物の価格安定の仕組みや根拠法律、あるいはこの制度が何年から始まっ
たかということを右の表に整理しております。 
 ７ページ目でございますが、農産物の行政価格等の動きでございます。農産物の価格安定制度
に係る行政価格の動きでございますが、昭和50年代半ばまでは総じて農業所得の確保を強く意
識した引上げが続いたわけでございますが、昭和60年前後から需給事情等を反映して引下げ、ま
たは据置きで推移しているということでございます。右上の表に、「ピーク時から直近への下げ率」
をお示しいたしておりますが、ピーク時と比べますと最近の価格は10～20％程度低い水準にある
ということが言えるのではないかと思います。 
また左下の方の文章に、農産物価格政策関係の予算の状況をお示ししておりますが、これもピー
ク時から比べますと３分の１に低下しているということでございます。右下の表に整理をいたしてお
りますが、価格政策関係予算のピーク時が昭和49年度、農業関係予算が２兆円のときに価格政
策関係で9,000億円余の予算があったわけでございまして、農業関係予算に占める割合が45.2％
を占めておりました。これが平成８年度には３兆円のうち約3,000億円、9.5％と、その割合が低下し
ているということでございます。 
それから８ページ目に、「農産物価格政策対象品目の生産割合」ということでお示ししております。
これは当部会におきまして一度御質問がありましたが、改めてきちっと整理しして本日出させてい



ただいたわけでございます。右の表をご覧いただきたいと思いますが、①にありますように、対象
品目・数量を間接的なものまで含めた場合、粗生産額に占める割合は、約73％ということでござい
ます。ありとあらゆるものをカウントいたしますと約７割になるということであります。その下に②と
して、対象品目・数量を直接的なものに限定した場合、これは一番下の括弧の「試算の前提」とい
うところに注書きがありますが、例えば米は政府買入れ分、即ち、備蓄買入分、あるいは甘しょ、
馬鈴しょはでん粉原料用、生乳は不足払いを行っております加工原料用のみを対象とする、とい
うように限定して計算してまいりますと、農業粗生産額の約20％になるということでございます。 
９ページ目でございます。このような農産物価格安定制度につきましては、需給事情等の変化に
応じて所要の改正が行われている状況でございます。まず米でございますが、ウルグァイ・ラウン
ド農業合意を契機といたしまして従来の食管法による厳格な管理制度に代えて食糧法が施行さ
れまして、アンダーラインを引いてありますように、自主流通米が米流通の主体として位置付けら
れ、生産調整ですとか、備蓄・調整保管等の措置により米の需給と価格の安定を図る仕組みとな
ったわけでございます。 
 また、その下は価格関係ということで、現在、米流通の主体となっております自主流通米の価格
に関して、自主流通米価格形成センターを法律上位置付け、需給実勢をより的確に反映した価格
形成が行われるような制度に整備されているということをお示ししております。右の方に旧食管法
と現在の食糧法がどういう位置付けであるか、その変化ということで、流通、価格形成のあり方と
いう形で簡単に整理しております。 
 10ページ目でございます。左上の文章にありますように、食糧法施行後約２年が経過しました
が、昨年まで３年連続の豊作で需給が大幅に緩んでいる状況にございます。また自主流通米の
価格も非常に低い水準になっております。具体的な米の需給状況でございますが、右上の方に米
の持越在庫の状況につきまして昨年の10月末と今年の10月末の見込みということで数字を並べ
ておりますが、全体的な持越し数量について、昨年10月末の約300万トンが今年の10月末には
370万トン程度と見込まれるということでございます。また、現在の備蓄水準は150万トン±50万ト
ンということでやっておりますが、こういった水準を大幅に超え、政府米等の販売は計画どおり進
んでいないという状況でございます。 
こうした中で、その下にありますように、自主流通米について９年産の入札ルールを改善しており
ます。具体的な今年産の入札ルールの改善点については右下の方に表として整理しております。
 そのほか、左下に触れておりますが、繭・生糸の関係でございます。本年５月に繭糸価格安定
法が改正されまして、平成９年度末をもちまして安定帯価格制度及び事業団による国産糸の売買
業務が廃止される予定でございまして、いろいろと制度の改正が行われているということでござい
ます。 
 11ページ目に農産物価格政策をめぐる課題ということで整理をいたしております。上の行にあり
ますように、生産者の所得確保とか農村社会の安定という点におきまして一定の役割を果たした
との指摘がある一方で、次のような指摘があるということで、ア．～オ．を挙げております。 
 まずア．の「需給調整機能」でございますが、行政価格の設定では、農業所得への配慮等が優
先され、価格を媒介として需要動向が供給に反映される機能が十分に発揮されなかったのではな
いか。例えば、米につきましては供給過剰にもかかわらず他作物への転換が進まず、供給過剰状
態を継続させてきた面があるのではないか。２番目がイ．の「構造政策との関係」でございます
が、価格安定制度は生産者すべてにその政策効果が及ぶ面があるので、零細経営の温存等に
つながり、農業経営の規模拡大のブレーキとなった面があるのではないか。ウ．の「意欲ある担い
手の確保」でございますが、近年の行政価格の抑制が意欲ある担い手の確保の妨げとなった面
があるのではないか。エ．の「国内産農産物の需要確保」でございますが、農産物の価格支持の
継続が、１．一次加工品や製品輸入の増加を招き、結果として国内産農産物の需要を狭めてきた
面があるのではないか。オ．の「近年の国際的な農政の潮流との関係」でございますが、世界的
には農産物の価格保証の制度から農家の所得補償の制度へと政策手法が移行しつつあるので、
こうした点を踏まえて我が国も制度の見直しを行うべきではないかという指摘があるということでご
ざいます。 
 以上が第１番目の農産物の価格安定制度でございます。 
 12ページ目から第２番目の国境措置でございます。左の①に「国境措置の役割」として整理いた
しております。２行目にございますように、特に農業の場合、各国の生産条件が著しく異なってい
るので、この国境措置が国内農業生産の維持とか農業経営の安定のための重要な政策手段とな
っております。またその下に書いておりますように、価格安定制度も一定の国境措置を前提として
行われているものが多いということでございます。 



 国境措置の手法として、関税のほかに輸入数量制限ですとか可変輸入課徴金等いろいろなも
のがあったわけでございますが、ウルグァイ・ラウンド農業合意におきましては、輸入数量制限等
の非関税措置は関税に置き換えることとされているわけでございます。 
 ②に「我が国の現行の国境措置の具体的な内容」を整理いたしております。まずア．の「関税化」
でございますが、輸入数量制限など関税以外の全ての国境措置を関税化したが、内外価格差に
相当する関税相当量を基準に２次税率を設定しているということでございます。またこうした品目
については基準期間、これは1986年から88年でございますが、この輸入実績を現行のアクセス機
会として約束しております。また、麦とか乳製品の一部については国家貿易により輸入を行ってい
るということでございます。 
 それから、イ．の「関税水準の引下げ」でございます。2000年までに、平均しまして36％、品目別
でも最低15％引き下げるということでございます。 
 13ページ目がウ．の「米の特例措置」でございます。左の文章にありますように、米は関税化の
特例措置ということで、関税化した場合に求められる最低輸入数量に上乗せをするということ等を
条件に、輸入数量制限が維持されております。右の方に、関税化した場合の最低輸入数量は、初
年度であります1995年は国内消費量の３％相当、これが最終年の2000年には５％相当になると
いう部分が、輸入数量制限を持続することによって４％から８％へ加重されているという状況をお
示しいたしております。 
 14ページ目に参考として、ガット・ウルグァイ・ラウンドの農業合意に基づく国際規律の状況につ
いて御紹介しております。右上の表に大きなカテゴリーとして三つの分野、つまり、国内助成、市
場アクセス、輸出競争等をお示ししております。詳しくは次ページ以降でございますが、こういう合
意について2000年までの６年間に着実に履行していくこととされているわけでございます。 
 なお、左下に書いておりますが、実施期間終了の１年前、すなわち2000年には継続交渉が開始
されることになっておりまして、この交渉は助成・保護の実質かつ漸進的な削減という観点に立っ
て行われることになっております。 
15ページ目に国内助成の関係についてのＷＴＯ合意の状況について要約をいたしております。左
の文章に、「政策の区分」ということで触れておりますが、国内助成につきましては、貿易歪曲的効
果、又は生産に対する影響が全くないか最小限で、生産者に対する価格支持効果を有しないもの
が削減対象外ということで「緑」の政策等に分類される。これに当てはまらないものが削減対象と
される「黄」の政策であるということでございます。 
 具体的には右上の表に整理いたしておりますが、削減対象外の政策、まず「緑」の政策でござい
ますが、政府が提供する一般サービス等ということで、研究、普及、基盤整備、それから、生産者
に対する直接支払いのうちでも生産に関連しない収入支持とか災害補償、構造調整については
「緑」の政策ということでございます。また、②にある「青」の政策では、生産者に対する直接支払
いのうち、生産調整を条件とし、かつ特定の要件を満たすものにつきましては「青」の政策というこ
とで削減の対象外ということでございます。それから、③は最小限の政策ということで、生産額の
５％以内の助成は非常に影響が小さいということで削減の対象外でございます。 
 こういう政策以外のものが「黄」の政策として削減対象になってくるということでございます。この
削減対象となりますものは、下にあります助成合計量（ＡＭＳ）として算定され、この総額を2000年
までの６年間で基準期間に比べて20％削減しなければいけないことになっております。 
 具体的なＡＭＳの算定でございますが、左下の方に「助成合計量（ＡＭＳ）は、市場価格支持相
当額と削減対象となる直接支払いの合計」と述べております。右下の方に絵が書いてあります
が、まず市場価格支持は、具体的には、国内で支持されております行政価格と、外部参考価格
（輸入価格）、つまり低い価格、この差を内外価格差としてとらえ、これに国内における生産量を掛
けたものが全体的な市場価格支持ということになるわけでございます。これに削減対象となる直
接支払いを合計したものがＡＭＳになるわけでございます。 
 16ページ目が②の国境措置についての合意の状況でございます。左の文章にありますように、
2000年までに関税水準を農産品平均で36％、品目別では最低15％削減しなければならないこと
が合意されております。 
また下の方に③として輸出競争が書いてありますが、アメリカ、ＥＵ等で行われております輸出補
助金等については、2000年までに財政支出額ベースで36％、数量ベースで21％を削減しなけれ
ばならないことになっております。 
17ページ目に、先ほど出てまいりましたＡＭＳの、我が国の状況をお示しいたしております。文章
の方で、１．の①として、各国の農業保護の水準を計測することについては、国土条件とか経営規
模といった基礎的生産要素の違い、あるいは助成形態の違い、こういったものが捨象されること、



品質・規格等の差異が正確に反映できないこととか、生産量の変動によって大きく数値が異なるこ
とや輸入量が考慮されないこと等、いろいろな問題があります。国際機関等により一定の条件の
下で試算された結果につきましても客観的な比較は困難ではないかと思います。ただ、ＷＴＯにお
きましては、ＡＭＳによりまして各国の削減対象の政策を計測するという約束になっております。 
 具体的なＡＭＳの額でございますが、我が国の場合、基準期間であります1986～1988年のＡＭ
Ｓは約５兆円でございまして、これを2000年までに20％削減し、約４兆円にするということを約束し
ております。具体的には右の表をご覧いただきたいと思います。左の方に、基準期間におけるＡＭ
Ｓの計が４兆9,600億円余と示しております。そのうち市場価格支持が約４兆7,500億円、削減対象
の直接支払いが約2,200億円ということになっております。我が国のＡＭＳは市場価格支持の割合
が高いということが言えるのではないかと思います。また表の下の注の２．にありますように、削減
の約束は総額でなされておりまして品目別の約束ではないわけですが、内訳ということでお示しい
たしますと、米のウェイトが高いということが言えるのではないかと思います。 
 ＡＭＳの1995年度の状況でございますが、合計で３兆5,000億円余、うち市場価格支持によるも
のが約３兆2,700億円、削減対象直接支払いが2,300億円強でございまして、基準期間と比べます
と既に29％減の状態にあるということでございまして、2000年を待たずしてＡＭＳの水準が約束し
ている水準を下回っております。 
 18ページ目にアメリカ、ＥＵのＡＭＳをお示しいたしております。表の方をご覧いただきたいと思い
ます。基準期間ですが、アメリカはトータルＡＭＳが約240億ドル、うち市場価格支持によるものが
約75億ドル、削減対象直接支払いが約167億ドルという状況でございます。 
一方、ＥＵはトータルＡＭＳが約735億ECU、このうち市場価格支持によるものが約676億ECUとい
うことでございまして、どちらかといいますとＥＵは日本と同じように市場価格支持の割合が高い。
一方、アメリカは直接支払い割合が高いということでございます。 
 これは各年ＷＴＯに各国が通報することとなっております。日本については先ほど申し上げたよ
うな状況でございますが、アメリカの場合、トータルのＡＭＳが1995年度で約62億ドルとなっており
ます。市場価格支持は、基準期間と比べますと10億ドル強下がった水準になっておりますが、一
方、削減対象の直接支払いは0.7億ドルで急激に減少しております。削減対象直接支払いが急減
しているのは、基準期間には「黄」の政策であったものが「青」の政策に変わっていっていることに
よるものです。 
なお、ＥＵについては、現在のところ1995年の状況については通報がないということで、不明でご
ざいます。 
19ページ目に農産物等の内外価格の比較をお示ししております。①の食料品の小売価格でござ
いますが、これは一度お示しいたしましたように、東京は欧米の主要都市と比べますと２～３割程
度高いという状況になっております。また農産物価格でみますと、②に、主要な農産物や加工され
た農産品について、輸入品と国産品の価格を比較した表がございますが、大幅な価格差が存在
するという状況でございます。この価格差は、具体的には米についてはマークアップの徴収ですと
か、小麦については内外産品のコストプール、砂糖については調整金徴収等を行っていることが
一つの要因となっております。 
 20ページ目でございます。左の文章に触れておりますように、食品産業も近年円高であるとか輸
入製品との厳しい競争に直面しているということで、海外での１次加工とか製造立地を目指すな
ど、いわゆる空洞化の動きもみられるということでございます。右上の表に食品製造業の海外生
産比率をとっております。全体として平成６年で8.6％という比率でございますが、うち食料品関係
も3.2％の比率になっているということでございます。また右下の表にありますように、調製品の輸
入が、近年急増しているという状況をお示しいたしております。 
こういうことを背景といたしまして、食品産業界からは農産物の国境措置水準の引下げ、あるいは
国内産原料農産物の価格引下げ、安定供給、高品質化、こういうことが強く求められております。
 21ページ目は、最終消費された飲食費の帰属割合の推移でございます。これは他の部会でもお
示ししておりますが、産業連関表等から試算いたしますと、国民が１年間に最終消費している飲食
費は平成５年では72.5兆円に達しております。このうち国内の農水産業に帰属する割合は大体２
割程度と推定されておりまして、その他が食品工業なり関連流通業、あるいは飲食店の受取り分
となっております。また生鮮野菜等の小売価格のうちの生産者受取り分ということで、これは事例
調査でございますが、平成８年の各品目の状況の表がございます。多くの品目は３～４割程度が
生産者受取り分となっておりまして、他は流通関係のマージンですとか集出荷経費ということが言
えるのではないかと思います。 
 また右下の方に主要食品製造業の出荷額における原料農産物の割合ということで、パン類、菓



子類、清涼飲料でございますが、原料農産物の費用がどの程度の割合を占めているかということ
をお示しいたしております。 
 22ページからが、第３番目の政策手段であります需給調整措置でございます。このうち米の生
産調整でございますが、左の文章にありますように、米は潜在的には生産力が需要を大幅に上回
って過剰基調であることから、昭和46年から本格的な生産調整が実施されております。平成７年
施行の食糧法におきましても、米の需給と価格の安定を図るための重要な手段ということでこの
生産調整が位置付けられております。こうしたことを受けまして、平成８年度からは「新生産調整
推進対策」として生産調整が実施されておりまして、生産調整の目標面積は全水田の約３割の67
万3千haになっております。 
 全体的な米の需給動向ということで右のグラフにまとめておりますが、生産量は非常に振れが
大きい、片や消費は逐年右下がりで減ってきている状況でございます。また持越在庫の状況は棒
グラフでお示しいたしております。 
 23ページ目は、生産調整の仕組みでございます。左の文章のア．にありますように、基本的な仕
組みは、生産調整は行政、生産者団体が一体となって行うことが基本ということで、国が需給均衡
を図る観点から生産調整目標面積を決定いたしまして、都道府県段階、市町村段階を通じて生産
者まで配分する。また実施した生産者に対しては助成金を交付するという仕組みとしているわけ
でございます。イ．の実施状況でございますが、全国ベースではおおむね目標を達成しているとい
う状況でございます。最近の生産調整の目標面積なり実施面積は右の表に整理をいたしておりま
す。 
 この生産調整をめぐる問題点につきましては、左の③に整理をいたしておりますが、生産調整の
推進に当たりましては、不公平感、あるいは限界感が指摘されておりますし、また最近の豊作によ
りまして生産調整の効果が相当減殺されているということで、市場隔離措置では対応し難い供給
過剰にあることを背景として自主流通米価格が低下している、このような状況が生産者にまで適
切に伝わるようにする必要がある状況でございます。 
 24ページ目が第４番目の政策手段である農業災害補償制度の関係でございます。制度の趣旨
は、①にありますように、農業は気象等の自然条件による災害を受けやすいということで、災害時
の農家等の損失を補てんするために、保険の仕組みにより農業災害補償制度が設けられており
ます。 
 制度の仕組みでございますが、まず補償の方式として主に二つの方式がありまして、個別作物
につきまして、量に着目して補償する収量補償方式、もう一つが災害収入共済方式、すなわち減
収等によりまして収入が減少した場合に補てんを行うという方式でございます。この２番目の方式
につきましては果樹、茶等の一部において実施されておりますが、原則は収量補償方式ということ
でございます。 
 また加入の仕組みでございますが、イ．に整理しておりますように、一定規模以上の農家は当然
加入することとしている米麦等の場合と、加入は農家の任意に委ねられております家畜・果樹等
の場合とに分けられます。具体的な補償の仕組みにつきましては右の方に①、②ということで図
がございます。 
 25ページ目は、この制度の実績でございますが、左上に書いてあります引受率、いわゆる加入
率でございますが、加入の仕組みの違いもあって米麦等では高い水準になっておりますが、作目
によりましては１～２割程度のものもあるということでございます。また、具体的な支払共済金額に
つきましては、年変動はありますが、大体1,000億円強で推移している状況でございます。近年で
は平成５年の大不作で１年で約5,500億円支払われたこともあるということでございます。 
 こういった共済金の支払いによりまして、右下のグラフでございますが、これは東北における３ha
以上の稲作単一経営１戸当たりの手取りでございます。これをみますと、平成５年の場合、共済金
がこの程度埋め合わせられることによりまして農家の手取り激減を防いでいる面があるということ
でございます。 
 それから、制度をめぐる課題として左下の④に整理をいたしております。最近の農産物は需給実
勢を反映した価格形成が行われる中で、農業者の経営の安定という観点からは、収入の変動を
考慮した補てん方式が考えられないか、というような指摘とか、あるいは大規模農業者等の経営
意欲のある担い手に重点を置いた制度の見直しが考えられないか、という指摘がなされておりま
す。 
 以上が我が国の農家の経営安定のための制度の概要ということで、四つの制度の概要を申し
上げましたが、26ページ以降に、主要先進国の価格・所得安定制度の最近の動向ということでお
示しをいたしております。左の上から３行目に触れておりますように、最近、主要先進国において



は価格支持水準の引下げとか、生産と切り離された農家直接支払いの導入等、市場志向型の制
度に移行する傾向があるということでございます。 
まずアメリカでございますが、96年農業法によりまして減反計画と不足払い制度が廃止されまして
作付けが自由化されるとともに農家に対する直接固定支払制度が導入されました。なお、従来か
らあります輸出補助金制度であるとか、価格支持融資制度、あるいは作物保険制度、こういったも
のは引き続き実施されておりますし、試験的に収入保険制度が実施されているという状況でござ
います。 
具体的には、直接固定支払制度でございますが、①に触れておりますように、過去５年間に１回
以上減反計画に参加した農家等が対象になっておりまして、1996～2002年までの７年間にわたり
まして毎年固定額が支払われるということでございます。この支払いは過去の作物の作付面績を
基準としておりまして、現時点の作付けとは無関係であるということでございます。この背景といた
しましては、アメリカにおいては一層の市場志向型の農業へ転換を図ることと同時に、財政支出を
削減したいという要請にも応えるという意味でこういう転換が図られているということでございま
す。 
 その下の価格支持融資制度、これは従来からあった制度でございますが、農家が農産物を担保
にして政府所有会社であります商品金融公社（ＣＣＣ）から融資単価水準で短期融資を受ける制
度でございまして、市場価格がここで設定されております融資単価を上回るか下回るかによりまし
て、各農業者が担保農産物を引き取ったり、あるいはそのままＣＣＣに引き取ってもらうということ
で、自らの判断に基づいて農産物の最低価格が保証される効果を有する制度となっているという
ことでございます。しかし、現実的には現在アメリカにおける農産物の市場価格が高くなっていると
いうことで、ほとんど活用されていないという状況にございます。 
 27ページ目が作物保険でございます。③で触れておりますように、基本的にはこれは我が国の
農業災害補償制度と同様、農業災害に対する作物ごとの保険制度ということせあります。大災害
作物保険と複合危険作物保険があり、市場価格水準に対する保証割合、あるいは基準収量に対
する保証の割合が違っておりますが、これに対して政府により一部助成されているということでご
ざいます。 
一方、96年度から試験的に導入されております収入保険のパイロットプログラムについて左の④
で触れております。これは災害のみならず、価格の下落等の場合に農家の収入減を補てんする
ために試験的に導入されたものでございますが、民間の保険会社が販売いたしまして政府によっ
て再保険されております。まだ各州に普及されているという状況ではないようでございますが、先
物市場等も利用しながら農家の収入を保証しようという制度でございます。 
28ページ目がＥＵ関係でございます。ＥＵにおいては、従来から市場介入制度とか条件不利地域
対策としての直接所得補償、あるいは輸出補助金の制度が実施されてきていますが、92年に共
通農業政策（ＣＡＰ）の改革が行われまして、農産物の支持価格が引き下げられ、それに見合う形
で直接所得補償が導入されております。 
 まず①の市場介入制度でございますが、市場価格が一定の価格水準を下回るとき、介入機関
が買い支えるということでございます。現在、国際価格が上昇し、かつ介入価格が引き下げられた
こともあり、発動されていない状況にございます。 
 それから、②が支持価格引下げに伴う直接所得補償制度でございますが、穀物の支持価格が
92年水準から３年間で約３割引き下げられる見返りに、農家に対して直接所得補償を行うというこ
とでございます。具体的には、過去の穀物の作付面積を基準といたしまして、農家に対して直接
補償が行われますが、休耕も義務付けられているということでございます。右下の表をご覧いただ
きたいと思いますが、これは穀物の場合の１トン当たりの額でございますが、これは155ECU払わ
れていましたが、指標となる価格が少しずつ下がっていきまして、それとの見合いで直接所得補
償が１トン当たり25ECU、35ECUということで、指標価格と合計いたしますと、同じように155ECUに
達するような水準になるということでございます。また別途休耕補償ということで、ここにありますよ
うな金額が支払われているということでございます。 
29ページ目でございますが、以上申し上げました以外の直接所得補償制度ということでございま
す。ＥＵの場合、山岳地域等の条件不利地域において農業の存続を確保し、最低限の人口維持と
景観の保持を図るという目的、又は環境負荷を軽減する農法の導入等を目的として、農家に対す
る補償金が支給されております。右の方に表の形で整理しております。山岳地等の条件不利地域
に対する助成でございますが、これはＥＵ規則で定めました条件不利地域ということでございます
が、３ha以上の農用地を保有し、かつ最低５年間農業に従事する方々を対象といたしまして、支給
単価として大家畜１頭、あるいは１ha当たり最高102ECUを支給するということでございます。ただ



し支出上限がございます。 
また環境保全とか、田園地域の維持に配慮した農業への助成ということで、環境保全型農業を５
年以上行う農業者等に対しまして、表の下の方にあります支給単価によりまして農業者に補償金
が支給されております。 
 30ページ目にカナダの状況をお示しいたしております。カナダの場合は、農産物の価格決定は
基本的に市場に委ねられるということで、農業所得の安定措置が実施されております。具体的な
政策として、①のＮＩＳＡ（純所得安定口座）でございます。これは農家の農業所得全体を対象とし
て運営されている積立基金制度でございまして、具体的には、農家、連邦政府、州政府が各農家
ごとの農業純販売額のそれぞれ３％、２％、１％を積み立てて、基金を造成するということでござい
ます。農業所得が過去５年間の平均を下回った場合、積み立てられた基金から不足分を補てんす
るということで、1991年から実施されているものでございます。 
②はＧＲＩＰ（総収入保険計画）でございます。これは天候だけではなくて市場要因とかいろいろな
要因によります粗収入の減少を補償する収入保険制度でございまして、1991年にＮＩＳＡと同時に
制度化されましたが、多額の財政負担を要すること等から多くの州で廃止されているということで
ございます。そのほか農業災害に対する作物保険等が実施されております。 
 最後に31ページ目、アメリカ、ＥＵにおける農政改革の進展ということでございます。アメリカとＥ
Ｕの変化ということで簡単にまとめたものでございます。まず左のアメリカの状況でございますが、
アメリカの場合、1990年農業法までの価格所得支持政策である不足払い制度、これはＷＴＯ上は
「青」の政策ということで通報されましたが、96年農業法によりまして直接固定支払制度に変わっ
たため、「緑」の政策に変更になっております。 そのほか価格支持融資制度、これは「黄」の政策
でございますが、現在も制度としては維持されております。また、環境政策ということでの土壌保
全・留保計画や作物保険制度、これらは「緑」の政策ですが、維持されております。また96年から
は収入保険制度が試験導入されております。 
なお輸出補助金につきましては、まだ維持されておりますが、95年から、先ほど御説明いたしまし
たＷＴＯ協定に基づく数量、金額ベースでの削減が行われているという状況でございます。 
 それからＥＵは、右の方にありますように、従来の市場介入制度でございますが、91年以前のも
のは黄色ということですが、ＣＡＰ改革による支持価格引下げに伴う直接所得補償制度の導入、こ
れは青ということになっております。その他の助成は黄色でございます。 
 また山岳地等の条件不利地域に対する助成とか、環境保全、あるいは田園地域維持に配慮い
たしました農業者への直接助成、こういうものはすべて緑としてカウントされるわけでございます。
 なお、輸出補助金はアメリカと同様、95年から数量、金額ベースで削減することになっているとい
うことと、従来ＥＵでは可変輸入課徴金制度が採られておりましたが、95年から関税化されている
ということでございます。 
 以上が本日の資料の概要でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 

３．質疑討論 

○部会長 ただいま事務局から、農産物価格安定制度をはじめといたします農業経営の安定に
かかわる各種の施策・制度につきまして、国際的な流れも含めまして資料の説明がございました。
これに関します御意見、御質問、あるいは資料要求等がございましたら、時間の許す限り御発言
をいただきたいと思います。 
○専門委員 先ほどの御説明の中で、１、２、３、４という形で価格安定制度、国境措置、需給調
整、そして災害補償という形で分けて説明されたと思います。これは言わずもがなのことだと思い
ますが、特に価格安定制度と国境措置は非常に強く関連している政策なわけでね。したがいまし
て、現行の価格安定制度についての説明はそのとおりだと思うんですが、これからの価格支持制
度、あるいは価格安定制度を考える場合には、国境措置、あるいはウルグァイ・ラウンドの決定を
前提にしなければいけないという大問題があるわけですね。したがいまして、例えば価格支持制
度を現行のままでは維持できないという共通認識が必要なのではないか。 
 つまり、具体的な数値では確かに2000年まではそんなに多くの輸入農産物が入ってくるわけで
はない、ある意味ではダーティ・タリフィケーションと言われているような形で制度のみが関税化さ
れ、しかしながら実態としては何も変わらないという状況にあるわけです。したがいまして、価格支
持制度を考える場合にも、今日の御説明だと何となく現状の価格支持制度がそのまま続いても、
それは可能性の一つとしてはあるんだという受け取られ方をするとやはりまずいのではないか。



基本的には価格支持制度、あるいは外国から入ってくる関税の水準が下がるのに応じて外国か
ら入ってくる農産物の価格が下がっていく、そうしますとどんなに高い価格支持政策を採っても、価
格支持の目標数値を国内的に設定してもそれは無意味なものになる。したがいまして、これまで
の価格支持制度が今後無効化していくんだという共通認識のもとに今後の価格安定のあり方を考
えていかなくてはいけないのではないかと考えているわけです。 
 そういうことがありまして、後ろの方で、世界各国でどういう政策が採られているか、特に直接所
得補償制度がどういう制度で展開されているかということが説明されたものだと思うんですが、そ
のあたりを見据えて、現行の価格支持制度に代わる価格安定化のあり方、あるいは価格を安定
することが必要なのかどうか、これまでの目的、つまり現行の農業基本法でいいますと、価格安定
というのはあくまでも所得の安定を目的とした形なわけですけれども、価格に介入する、あるいは
市場に介入するという制度ではなくて、価格は市場に任せながら収入を安定させていく、それは決
して保護とか高位安定という意味ではなくて、まさに農産物、あるいは農業という産業が他の産業
と大きく異なる点としては、まさにそうした生産変動というものがあるわけですから、そこを補てん
する施策として価格の安定がいいのか、そうではなくて、その変動も含めて市場に価格変動を任
せて、なおかつ収入を安定させるような施策がないのかどうか、そういう議論の持っていき方が必
要なのではないかと思います。とりあえずそれを申し上げたいと思います。 
○委員 今の御意見はこのテーマの議論の進め方についてかなり示唆に富む御意見だったと思
うんです。専門委員は、これはもう完全に限界である、すべて新しい時代に即応したものに変えて
いくべきだという前提に立って議論すべきだというお話だったと思うんですが、私も今の価格制度
及び価格政策については限界に来ているものが多いと思うし、その場合に大胆な価格制度の改
革について議論をすべきだと思うのです。ただ、委員の中にはまだ今の価格制度の幾つかについ
てはさらに維持すべきだという御意見の方もいらっしゃると思うので、まずそこをどのように整理を
して議論に入っていくかということをやった方がいいのではないかという気がするんですね。 
 それとまさに密接に関係しているのが2000年問題だと思うんですが、これは私は部会に入りま
す前に本調査会のときにこの2000年問題について２～３回質問いたしまして、そのときの事務局
からのお話というのは、必ずしも、わかった、じゃ次へ進もう、というところまでは行っていないと思
うんです。確か政務次官からはかなり懇切丁寧なお話をいただいて、そのときには、一応そのくら
いの御説明で一歩前へ進もうという気持ちにはなったんですが、必ずしもそこはクリアになってい
ないわけですよ。ですから、いずれこういう時間的なことが起こるだろうと私はそのときは思ってい
たんですが、難しい問題ではありますが、それは避けて通れないという面もありますから、そのこと
もあわせて議論をしてみたらどうかなと思っております。 
○部会長 事務局の方で何かございますか。2000年問題との関連は、委員は前にも何回か提起
されていらっしゃいますが、多国間の交渉のポジションそのものをこういうところでどうこういうのは
なかなか難しいだろうと思うんですが、部会長としてこれを進めるに当たって、私自身としては、こ
の前のＷＴＯの合意なり、あるいはこれから先その延長での国際交渉が遅かれ早かれあるという
ことも頭に置いて、これからの価格・所得政策の枠組みを考えていかなければいけないのではな
いか。そのことが、明示的ではないけれども、暗黙のうちに将来に向けての施策にもなっていくと
いうことではないかな、というように進行役としては思っております。 
 ほかにございますか。 
○委員 専門委員が先ほど言われたことは私も基本的なスタンスとしては全く同じであります。今
日の報告は、大変示唆に富んだものであると拝聴したんですけれども、価格安定のあり方というこ
とで問題を提起しているわけですね。まず価格安定ありき、という大前提に立った議論になるわけ
ですが、今の国境措置その他の問題を考えてみますと、安定を大前提にした議論ではこれからの
新しい国際的な流れの中では対応できないのではないか。基本的には農業というものも一つの産
業としての位置づけの中に置いて、そうは言いながら一般の工業、製造業などと比較すればそこ
には農業としての基本的な相違点があるわけで、それに対してどのような手を打っていくのか。例
えば市場メカニズムを働かせながらも所得補償方式というものをミニマムのところでは入れていか
なければいけないんだけれども、しかし生産性を上昇させる中で我が国の農業の生産性を高める
ということも必須の条件であるという問題があると思うんです。 
 そのように考えますと、問題を価格安定という視点からだけとらえるのは問題の提起としては不
十分でありまして、次回の会合では生産性の問題を取り上げていただくようでありますが、そういう
視点を十分に加味した形で議論を展開することが必要ではないか、全体像としてそんな印象を受
けております。 
○委員 私は価格安定、つまり経営の安定だと思うんです。経営の安定の方策をどうするか、そ



の中の一つのパートとして価格の問題があって、しかし価格の問題は、非常に農家の構造が多様
化していますから、価格安定制度によって余り面倒をみなくてもよいという階層もいっぱいあるわ
けですから、今までのやり方はどちらかというとすべての農家を対象にした制度ということで動い
てきたと思うんですけれども、そこはかなり実態に即した農家に対する価格制度を採って、結局そ
れが、育てていかなければいけない人たちの経営の安定にプラスになるという考え方で考えてい
ったらどうかなと、今、委員のお話を聞きながら思いました。 
○事務局 専門委員からいろいろ御指摘がありましたが、基本的な認識といたしましては、今回出
しております資料は、現在の価格安定制度は国境調整措置を前提として仕組まれているものが
多いということで、まず現状の御紹介をしております。それを踏まえまして、こうした個々の農産物
価格安定制度という現状の体系を採っていくことが適当かどうか、あるいは、今日の資料の表題
にありますように、経営の安定ということでの政策を採るかどうか、こういう点については当部会の
委員の先生方から十分御議論いただきたいと思います。 
 問題は、我が国の農業生産条件がアメリカやＥＵと基本的に違うという点、したがいまして、価格
条件を果たして同一にできるのかどうかアメリカなりＥＵなりに価格水準が太刀打ちできるような条
件ということで現状耐え得るのかどうかという点、それがすぐ制度化につながっていくのかどうかと
か、いろいろと御議論いただかなければいけないのではないかと思います。価格だけを単に欧米
の水準に下げていく、その差を埋める農家の経営の安定ということになりますと、では何をもって
代わりに負担するかという問題が必ず起こってまいりますし、昨今の厳しい財政状況の中におき
まして、そういった対応が可能かどうかという点にも広がっていくのではないかと思いますので、各
国の農政改革の動向等は一応現状ということで資料にお示ししておりますが、そうした点も踏まえ
ながら委員の方々の御議論を賜ればと思っている次第でございます。 
○専門委員 お三方の委員、あるいは事務局の御説明をフォローするような形になろうかと思い
ますが、少しお話しさせていただきたいと思います。一つは、安定ということと支持、これは所得で
考えれば一番簡単だと思いますが、当然のことでありますが、このことをきちんと分けて考えておく
必要があろうかということでございます。収入保険につきましても、安定させるという要素と、生産
者の拠出部分と財政の負担部分という意味で何らかの形での所得支持という部分があるのが普
通でございますので、制度を評価する場合には、当然のことでございますが、安定ということと何
らかのサポートということを峻別して考えるべきだろうということでございます。 
 品目別に細かな話はいたしませんが、私の判断も、国際的な政策環境とか、国内の市場の中で
の外国の農産物との競争、あるいは、委員のおっしゃったこととも絡みますが、特に所得政策とい
う意味ではできるだけ担い手に集中していくことがどうしても求められるということを考えますと、支
持という意味での価格政策は徐々に後退せざるを得ないだろうと考えております。 
 問題は、それに対して直接所得補償とかいろいろな代替的な政策手段が話題になっているわけ
でございます。この点について多少私の考え方を述べさせていただきたいと思います。今申し上
げました直接所得補償、あるいはデカップリングという言葉もそうでございますが、やや言葉が独
り歩きしている面もございまして、またヨーロッパ、アメリカの方式を直ちに日本にも適用できない
かという議論もありますが、ここはじっくり考慮すべき点があろうかと思っております。 
 私自身は、特にＥＵの92年のＣＡＰ改革のケースが紹介されておりましたが、現在の日本の財政
事情等も含めて、価格の抑制をそのままコンペンセイトする、その代償措置として所得補償という
形の施策は、どうも馴染まないのではないかと考えております。むしろ次の二つの点について慎
重に考慮し、いわば直接支払いの制度を早急に設計していく必要があるような気がしております。
一つは、やはり担い手にできるだけ集中する、つまり所得配分上の考慮をする、そういう基準に適
っているかどうかということかと思います。あるいは構造政策をむしろ後押しするような形の直接
支払いという言い方をしてもいいのかもしれません。 
 話はちょっと前後いたしますが、直接所得補償という言葉の使い方も本来狭い意味合いだと思
いますが、私は今の議論の中では価格支持以外の手段によって所得水準に影響を与えることの
できる政策全体を視野に含めて議論すべきだと思っております。 
 もう一つの点は、ここがこれからの所得政策の非常に重要な点だと思っておりますが、一般的に
価格が下がったことに対する補てんということよりも、生産者が何らかの形で社会に貢献するんだ
と、その具体的な内容は後で申し上げますけれども、それに対する見返りとしての所得補償という
考え方をきちっと打ち出すべきではないか。これはヨーロッパの条件不利地域政策において所得
補償に対してプライドの問題が議論されているということがございますが、こういった点とも絡みま
すが、受け取る側も、いわば施し的なものを受け取っても心理的にもよくないという点がございま
すので、むしろ社会の貢献に対する見返りだと。また所得補償の支払い自身も、そういった社会的



貢献へのインセンティブとして働くような形に設計すべきだと考えております。 
 社会的な貢献ということの具体的な中身でございますが、一つは当然のことながら農業の構造
自体を強いものに変えていくんだ、このことによって日本の食料の生産全体を効率化していく、ひ
いては消費者の利益にもつながるという、いわば構造政策を後押しするような支払いというものが
あろうかと思います。あるいは環境保全型の農業に貢献することがはっきりしているものに対する
支払い、またこの部会で本格的に議論することになるのかどうか別として、いわゆる中山間の農
業を維持するということが、国民経済的にみて、あるいは国民の社会生活にとってよいという判断
に立つならば、それに貢献するような生産者に対する支払いという形で、社会への貢献と所得に
影響を与える政策の結びつきをきちんと位置付けた政策を展開すべきだろうと思っております。 
○委員 これは非常に難しい議論だと思うんですが、いきなり直接所得補償の問題が焦点になっ
ているようですけれども、先ほどから御説明を受けたアメリカとかＥＵでそういうものが導入されて
きているそのバックグラウンドといいますか、前提といいますか、さっき事務局も農業生産の諸条
件がそもそも違うからということをおっしゃいましたけれども、アメリカはもともと大規模経営である
わけですが、大規模経営であるものがさらに近年、今どういう趨勢をたどっているかはわかりませ
んが、少なくとも10年、20年のタームでみれば非常に大規模化しているということだろうと思いま
す。またＥＵはアメリカの規模とは大分違うと思いますが、非常にはっきりした大規模化の実績を
示していると思うんですね。 
 そういう意味では、構造政策というものが一つの結果を出してきているという下で直接所得補償
の問題が最近出てきていると思うんです。もちろんＥＵの条件不利地域の問題は別の観点かと思
いますが、条件不利地域の問題をみる場合でも、ＥＵの条件不利地域というのは、皆さん御承知
のとおり、非常に規模の大きな農業経営を前提としたような条件不利地域に対する直接所得補償
というような形を採っているのではないかというように理解をしているわけです。 
 それに対して日本の状況というのは、先般も資料説明をしていただきましたが、この30年間で1.2
倍くらいのところまで多少の規模拡大が進捗はしているけれども、国際的にみれば極めて微々た
る姿にとどまっている。むしろ構造政策というものがその面においてはなかなかうまく動いていか
ないという状況にあるのでないかと思います。ですから、構造政策へ強力に注力していくという努
力は、ものの順番として第１に考えておかなければならない、その意識から直接所得補償論の方
に先に入っていってしまうということは、むしろ構造政策への注力のエネルギーが相当曲がった方
向に行ってしまうのではないかと思うわけです。簡単に言えば、今までの施策の流れが中途半端
な状態で変わってしまうのではないかと、議論を伺ってちょっと気にしておるわけであります。  
 それから資料の11ページ目の表現でございますが、一番下に書いてありますように、近時の米
国、ＥＵの制度改正にみられるように、世界的には価格保証の制度から農家の所得補償の制度
へと政策手段が移行しつつあるということですが、「した」という形ではなくて「しつつある」というよ
うに現在進行形で書かれているわけです。一応時限措置みたいなものがつながっているというよ
うな状況なんだろうと思いますが、世界の流れは、現段階では時限的なものではあっても、方向性
は変わったんだというようにはっきり断定的な理解をしていい段階にあるのかどうか、その辺の見
解をちょっと教えていただければありがたいと思います。 
○事務局 ただいまの委員の最後の御質問の、暫定というか、時限措置ではないかという点でご
ざいますが、アメリカは96年農業法の中では一定の期限を限っているわけではございません。御
承知のとおりアメリカは、農業法を毎回毎回変えていく形で1933年の農業調整法を補完していく形
を採っておりますので、そういう意味では一旦時限が置かれております。御承知のとおり、一つに
はアメリカの場合、財政支出法との関係がありまして、どれくらいのお金がかかるかというのを試
算した上でやっておるので、そこまでという形になっている、そこでこの制度は終わりという形には
なっていないと思います。またそこで議論があるのかもしれませんが。 
それからＥＵの方でございますが、ＥＵの方もとりあえず、時限というのか、２年前までの価格水準
の引下げと所得補償の数字を決めておりますが、それが２年前に切れていて、その後それを継続
しているような形になっており、今ちょうどこの問題をどうするかということが議論されております。
事務局側の提案は、価格支持水準を下げて、その下げた分の半分を所得補償の方へ持っていく
という案ですが、ＥＵ加盟各国は猛烈な批判をしているところでございまして、これは成行きがよく
わかりません。これはここまでの措置だということで切るという意味での時限ではなくて、そこでもう
一回考えるという意味での期限という形になっているというように考えております。 
○専門委員 皆様の御意見をただ繰り返すだけになるかもしれませんが、今までの議論を伺って
自分なりに整理してみますと、長期的な課題ないし目標として何を狙って何を実現しようと考える
のかという問題と、短期的ないし中期的な課題として何を狙うのかという二つの違う問題が議論さ



れていたのではないかという気がするわけです。長期的な狙いの方は、これも具体的にはどういう
ことがいいのかよくわかりませんが、先ほど御意見がありましたように、日本の農業が欧米並みに
大規模化し、それ自身として経営が成り立つような農業を狙うのか、あるいは日本はそういうのと
はちょっと違って欧米ほど大規模化はできない、むしろ中規模といいましょうか、農業で何とかやっ
ていくというものを狙うのか、そういうことによって大分違ってくるのではないだろうかと思うんで
す。 
 価格支持政策というのは、皆様の御説明、あるいは資料などから私の理解するところでは、これ
は恐らく小規模の農家であっても何とかやっていけるということにもつながるわけで、かえって大規
模化には妨げになる可能性もあるわけですから、そういう意味では長期的なところで何をねらうの
かということとの関係では高価格で価格を維持するというのは適当な政策ではないだろうという気
がするわけです。 
 そういう意味で、長期的にどう考えるかという問題と、もう一つ、今申し上げました短期的ないし
中期的な目標、あるいは課題の方なんですが、これは恐らく長期的な狙いを定めたときに、それ
にどうスムーズに変換していくのか。これは私の間違いかもしれませんけれども、所得補償という
のはどうもそこに位置付けられるべき政策なのかなと。つまり一時的に現在の所得を補償すること
で農業の構造が変わっていくときにスムーズに転換できるように所得を補償する、そういう意味で
所得補償というのは永久的な政策なのか、あるいは、どうも一時的にスムーズな転換を可能にす
るための政策ではないだろうか、そのように整理して議論するのも一つの見方ではないだろうか
と、蛇足かもしれませんが、そういうことを付け加えさせていただきたいと思います。 
○専門委員 農業経営の安定を図るための価格支持政策についての論議が続いているわけでご
ざいますが、それを考える場合に、農業という視点とは対極にあるもう一つの面から眺める必要が
あるのではないか。それは価格支持という言葉がまさに表しておりますように、支持をしているの
は一体誰なのか、つまり、農産物を川下で購入し、加工し、最終的には消費者がそれを食してい
るわけでございますが、その人たちがすべて価格を支持しているわけです。市場原理であるとか、
諸外国との比較とか、そういうことになればもっともっと安い農産物を買えるところを、農業経営の
安定を図るためにお金を出しているというのがその姿ではないか、したがって、価格支持という問
題をそういう対極の方からも眺める必要があるのではないか。 
 日本の農政というのは、主要な農産物に価格支持制度を導入することで農家の所得保証を行っ
てきた側面を否定することはできないわけで、農業予算とは別に消費者負担という、これはある意
味でみえにくい形での農業保護が行われてきました。したがって、農政のあり方を見直すという際
には、国民経済的な視点から農業保護にどれだけのコストがかかっているのか、財政負担と消費
者負担を合わせた形で国民負担額というものを把握して、その上で議論すべきだ、とこのように考
えております。前回、私は資料を請求いたしましたが、その真意は今申し上げたようなことに沿っ
てお願いしたものであります。 
 今回、資料の御説明をいただきまして、例えば17ページ目、18ページ目で、ＡＭＳの内訳という
形で、市場価格支持額、つまりこれは消費者負担額というように読み取っていいと思いますが、そ
の額を具体的に示していただきました。私の知る限りではこのような数字の公表は初めてのことだ
と思っております。今後大いに検討・議論をするのに役立つと考えております。しかし今回の数字
だけではまだまだ不十分ではないかと思われます。ＡＭＳの総額では削減対象となっていない財
政負担は含まれておりませんし、また国際比較の部分を見ましても、95年度はＥＵの値がまだ入っ
ていないということで省略されておりますし、米国の値も、先ほど事務局から説明がありましたよう
に、農業法が変わったことで不足払い制度が昨年対象外とされた、そのために時系列的な把握が
非常にしづらくなっている。そういうことがございますので、私が求めたいのは、農業保護にかか
わる国民負担、それも価格支持による負担、それから財政による負担、こういうものがわかるよう
な形で、しかもそれが国際的に比較できるような形でもっと詳細なデータがいただけないものかと
思うわけでございます。 
 そうは申しましても、先ほど申し上げましたように、今回初めて数字でお示しいただいたわけでご
ざいます。今回いただいた市場価格支持額、すなわち消費者負担額、17ページ目に1995年の表
がございますが、それでいきますと３兆2,713億円という数字が出ております。この数字を見るだけ
でも相当なことがわかってくるのではないかと思います。例えば７ページ目に載っておりますが、同
じ95年度の農業関係予算は３兆4,230億円、そうしますと、今の消費者負担額は農業関係予算に
ほぼ匹敵するような、ほとんど同じ大きさであるということが言えます。これは私見でございます
が、両者を合わせますと６兆7,000億円になります。６兆7,000億円というのはある意味で消費者負
担と財政負担の合計なのかな、農業保護の総体なのかなという見方もできないことはないと考え



ております。 
この３兆2,700億円、ではこれが農業総生産に対してどれくらいの率であるか、農業総生産は95年
は７兆5,500億円ですから43％に当たるということになります。これらをアメリカの場合と比較いたし
てみますと、日本の３兆2,700億円に当たるアメリカの消費者負担額、これは18ページ目にござい
ますが、62億1,000万ドル、これは1995年の為替で換算されておりますので、同様に計算いたしま
すと約5,800億円になります。日本は３兆3,000億円近くの消費者負担、アメリカのそれは5,800億
円、農業の規模はもちろんアメリカの方が大きい、にもかかわらず消費者負担の額はアメリカの６
倍にも上っている。この消費者負担額を農業関係予算と比較いたしますと、日本がほぼ同額であ
るのに対してアメリカの農業予算に対する比率は１／９でございます。またアメリカの場合、農業
総生産との比較でみますと、日本の３兆2,700億円というのは総生産の43％でございましたけれど
も、アメリカの場合の5,800億円というのは７％にとどまっている。 
 要するに、何を申し上げたいかといいますと、わずかな資料による比較ではありますが、それを
見るだけでも日本における農業保護は、消費者負担の割合が異常に高いという形で行われてい
るということを如実に示しているというように今日の資料を見させていただきました。そのことが農
産物の大幅な内外価格差を生む要因の一つになったというように記載されておりますが、私も全く
そのとおりだと思っております。 
 我が国の農産物の大きな受け皿の一つでございます食品産業は、食料品の完成品の関税、あ
るいは中間製品の関税が相次いで引き下げられまして、輸入が増加し厳しい国際競争にさらされ
ております。その中にあって、我が国の農産物の価格の支持制度によって国際的に比較すると極
めて高い原料調達コストを余儀なくされているというのが実態であります。このままでは食品企業
の体力低下、あるいは海外への生産移転ということが憂慮されますし、もしもそのようなことになり
ますと、主要な日本の農産物の受け皿の空洞化によりまして日本の農業にも深刻な打撃を与え
かねない、このように心配するわけでございます。 
 さらに価格支持制度がはらんでいる問題はこの問題にとどまりません。資料の11ページ目、先
ほど委員の方から御指摘のあった同じページでございますが、ここで指摘されております諸事項
は私はいずれも本質を突いていると考えます。特に農産物の生産者に幅広く所得保証を行う機能
を持っている価格支持制度は、限られた国民の果実を有効に再分配し、農政の重点化を図るとい
う政策課題に対して逆らっているのではないか、このように考え、こういったことは問題であると考
えます。 
以上のことから、農業保護のあり方をもう一つ消費者のサイドからも眺めて、消費者負担型から財
政負担型に移行させていくということを強く要望したいと思います。そしてこれは国際的な流れにも
合致するものであるというように本日の資料の御説明の中から感じた次第でございます。 
以上でございます。 
○委員 農業経営の安定対策ということでありますが、今、紙上で報告されている本年の在庫数量
が四百数十万トンというようになっております。そして生産調整は私どものところも現実に25～
30％やっているわけであります。そして早いものは収穫をやっているわけでありますが、今年の天
候、気象条件で予想よりも下回っているわけであります。価格的にも非常に低い数値が出されて
おります。例えば今１等米でもキロ250円ということであります。そういうことになりますと、60キロ建
てで１万5,000円という現状であります。 
そのような中でさらに我々は農業の持てるいろいろな意味合い、食料を安定的に供給する、そして
環境の問題なり、日本の民族の苗代という観点から努力をいたしておるわけでありますが、極め
て現場からは不安の声がある。先ほども国境措置の問題もあるように、例えばガット・ウルグァイ・
ラウンドの農業合意の中でも関税率が平均で36％引き下げられてくるのではないか、あるいは輸
入量にしましても精米ベースで４％から８％へ増加する、こういうことになりますと農業経営をする
者にとっては極めて不安感が強いわけであります。わけても今後担い手によってコスト低減を図っ
ていこうというような段階で、この人たちの対策を早急に考えるべきではないか、そういった点で、
今ほども数人の先生方から言われておりますように、要は、価格政策の問題も当然あります。内
外価格差を縮小するという努力も当然であります。しかしながら、担い手に焦点を当てた価格政策
なり所得政策をもう一遍見直して整備する必要があるのではないか、このようなことを思っており
ますし、また私ども自らも今申しました点の努力は惜しまないと思っております。 
 そういう面で、価格、あるいは所得政策につきましては、担い手を焦点にしながら、今日、消費者
負担型に代わって、ある程度の財政負担型の方向を検討していくべきだろうと思うものでありま
す。 
 さらにもう１点、担い手の問題でありますが、経営政策であります。経営安定を図るための金融



制度、新規就農者等につきましては金融面での担保措置という面では非常に脆弱である、ここら
辺の基準をどうしていくのかという問題もあるのではないかと思います。 さらに税対策でありま
す。特に税制の面ではいろいろ意見のあるのは相続税の関係であります。農業者にとっては土地
が評価された場合、農業をやる場合には20年という納税猶予の措置がありますが、仮にこれを払
っていくということになると二代くらいで財産がなくなってしまうということがあるわけです。そういっ
た面で法人関係とは税制面においては性格は若干異なるかもしれませんが、単純に農民の間で
そういう矛盾を大きく感じとっていると思うわけであります。そういう意味で、今後の担い手育成に
かかわる金融政策と税制の問題が大きく検討を必要とするのではないかなと思っております。 
さらに中山間地帯につきましても、条件不利地域でもありますし、物よりも我々の心の問題として
こういう地域は国民の大きな支持を得るのではないかと思います。いうなれば、生きがいとか、日
本の伝統文化、そしてこれらを継承する場を守っていかなければならない、そのようなことの中で
初めてなりわいとしての農業経営、農業を安定してやっていこうという意欲が湧いてくるのではな
いかなと思っておるわけでございます。 
○部会長 これまでの御発言で事務局の方から御説明したいことがあるようでございます。 
○事務局 先ほど専門委員の方からお話がございましたＡＭＳの考え方でございますが、これは
ちょっと誤解がございます。一つは、農業保護水準ですが、17ページ目に書いてございますよう
に、各国の農業保護の水準を直接比較することはほとんど不可能でございます。といいますの
は、前提条件が非常に違っているといいますか、例を申し上げますと、灌漑施設の予算一つ採り
ましても、我が国の場合には農業関係の予算の中に入りますけれども、アメリカの場合、灌漑施
設はどうするかといいますと、極端な話、ミシシッピー川の流域は陸軍の予算に入っております
し、そのほか内務省の予算にも入っており、地方の州の予算がありというような形で、とても積み
上げられなくて各国間の比較は無理なのでございます。そういう意味で、ＯＥＣＤでもいろいろ議論
がなされましたけれども、ある一定の前提条件でその国の状況を経年的に見ていけばその国の
保護水準がどうなったかという比較はできるかもしれないということが一つございました。 
 そういうこともございまして、ＡＭＳをつくるときには、このＡＭＳは国別に何％削減という約束しか
できない、したがって、日本は保護の水準を何％切ります、それからアメリカも同じパーセント切り
ますという約束になっております。極端な話、アメリカの市場価格支持に62.1億ドルというのがござ
います。例えば小麦はアメリカの場合は価格支持の対象になっていないということになりますと、
小麦は生産が金額的には相当ありながらこれがゼロに計算されるというようなことでおわかりいた
だけると思うのですが、行政価格があるものだけを対象にして市場価格支持の水準を計算してお
る関係上、日本とアメリカ、日本とＥＵというような比較はほとんど不可能でございます。そういう数
字であるということをお考えいただきたいということでございます。 
 また、この３兆2,700億円というのは、前のページでご覧いただきますように、米が非常に多いわ
けでございます。アメリカは恐らく乳製品が大きいと思います。そうなると今度は生産量全体の問
題が出てまいります。米の場合には1,000万トン近くのものを基準にして計算いたしますし、アメリ
カの場合は牛乳の部分だけを計算してくるということでございます。 
もう一つ、こういう比較をするときの問題は国際価格の問題でございまして、国際価格との差額を
どうみるか。国際価格が非常に変動してきます。それから為替レートの変動がございまして、国別
の保護水準を比較して議論することはほとんど不可能であろうと思います。 
そういうことで、経年的にみましてどれだけ削減されているかというような資料として御検討いただ
くことが適切ではないかと思うわけでございます。 
○委員 農産物の価格政策につきましては市場原理を前提にしながらも市場原理だけに委ねた
場合には乱高下を生じやすくて、国民生活の安定に支障を来たす可能性があるのではないだろう
か。御案内のように、我が国の農業政策は、国土が大変急峻で狭隘という国土条件の制約により
まして規模が小さいことに加えて、地価、人件費、エネルギー価格が割高であることなどからコスト
低減ということにはある程度限界があり、国際価格に近づけるということも難しいところがありま
す。我が国の農業を持続的に維持し食料を安定的に供給をしていくためには一定の国境措置が
不可欠である。世界の自由な貿易ル－ルだけでは日本の農業は成立しないため、我が国はＷＴ
Ｏの国際ルールを尊重しながらも、国境措置は講じていくということが極めて大事なのではないだ
ろうか。  
 一般に内外価格差が大きいと言われる農産物の価格差縮小を目指して、我が国農業は規模拡
大などによる農業の生産性向上をこれまでも進めてきており、今後とも努力をしていく必要がある
ことは申し上げるまでもございません。 
 内外価格差が大きいと言われる我が国の食料、今日も資料で提出されましたが、最終消費され



た食料費の帰属額が農水産業が約17兆円であるのに対しまして、関連流通業が約20兆円、食品
工業が約22兆円、飲食店が約14兆円となっていることなどからも、農業生産段階における努力に
加えて、流通、加工段階における一層の合理化・効率化がなされなければ内外価格差を是正して
いくことは難しいということであります。 
 また農産物をはじめとする食料の内外価格差是正に向けて我が国の農業生産コストを低減する
ため、規模拡大などの生産構造の改善が急務でありますが、農業生産額の４割を占める生産資
材、雇用労賃、地代をはじめとする中間投入コストを無視するわけにはいきません。とりわけ土地
利用作物の場合、国土条件などから、我が国農業の生産性向上に、ひいては内外価格差解消は
ある程度限界があることも事実であるということを含んでおかなければならないと思うわけであり
ます。 
 次に委員の方から米の問題が出されました。御案内のように、今４年続きの豊作ということで、
生産者はもとよりでございますが、これから国民的な課題として大きな論議が展開されると思いま
すので、私からも米に関する対策についてちょっと触れさせていただきたいと思うわけであります。
 私は、米をはじめ主要な農畜産物の基礎的な食料につきましては、安全なものを安定的に確保
し供給するために国内生産を基本とすべきだと存じております。稲作生産者はこれまで新たな食
糧法のもとで米の需給と価格の安定を図るために、生産調整、備蓄、調整保管、計画流通に全力
で取り組んでまいりました。しかし４年続きの豊作によりまして300万トンを超える持越在庫の発生
や、自主流通米価格の低下が続いておりまして、稲作生産者は食糧法の運営に対する不信感
と、経営の維持・安定に大きな不安を有しております。特に米価の低下は大規模経営農家が真っ
先に打撃を受けることが懸念され、また稲作の経営安定に大きな不安が漂います。 
 また現在の仕組みのもとで生産調整に対する不公平感などが限界に達しており、生産調整に真
摯に取り組んだ生産者、つまり減反に協力し調整保管にも協力した自主流通米の生産者が報わ
れるような経営安定対策の確立が急務になっております。需給均衡を図る生産調整の実効を上
げるためにも、また水田農業の担い手が将来の経営を展望できるような生産調整実施者に対し
て、価格低下の影響を緩和し、所得の安定確保を図る総合的な経営対策を講ずる必要があると
存ずるわけであります。米の需給と価格の安定を図り、稲作生産者が安心して営農に取り組める
ような新たな米政策のシステム確立を図っていく、そのような対応が望まれるところでございます
ので、この際提言をさせていただきます。 
○専門委員 大分お話が出尽くしたようでございまして、一番最初にお話しをされました委員のお
話で私の話もまとめてすっきりとしたような感じですので、その辺は省略させていただきます。 
 私は、農業の経営安定を図るというこの発想そのものが、これまではよかったんですが、これか
らはちょっと違うのではないかと思うわけです。農業経営の安定を図る、これはもちろん必要なん
ですが、農業を守るのか、担い手を育てていくのか、農業問題と担い手の問題とが一緒になって
いるような気がするわけです。担い手は担い手でどうしていくか、意欲的な担い手をどう育てていく
か、これが将来の農業の安定にもつながっていくという意味では大きな問題になっていくのではな
いかと思います。 
 したがって、担い手の場合には所得補償という形の導入の方が魅力的になっていくといいます
か、農業を守るとなると農業経営の安定という発想でいいと思いますが、人が介在してきますと、
やはり所得という発想のこれまでお話しいただいたような観点から農業問題を検討していった方
が展望のあるお話になっていくのではないかと思います。 
 備蓄の数字を見てびっくりしたんですが、私は備蓄の問題は防衛の部分ではないかと思うわけ
です。ですから、防衛庁の予算を備蓄の方に貰ってもいいくらいで、何も戦闘機だけが防衛ではな
いと思いますし、そういう意味でのこの価値をもうちょっと評価していただきたい。余った分につい
てはこれから検討するわけですが、備蓄に関してはそのくらいに私は評価しております。 
 ちょっと話が前後しますが、なぜ農業経営の安定についてこだわるかといいますと、大変小さな
問題かもしれませんが、補助金の問題で例を申し上げますと、実は今いろいろな食品産業の方と
お付き合いをしていただきまして、たまたま納豆のメーカーの方とお話しましたとき、なかなか国産
大豆のいいのが手に入らない、やむを得ないからアメリカの有機大豆を購入しているんだけれど
も、そのアメリカの有機大豆も今は品不足で高騰してしまっているというわけです。じゃ日本で作れ
ばいいじゃないですかと言いましたら、いわゆる理想的なものはスズマル、スズシロという豆がい
いんですが、これは非常に手がかかる、それよりは手のかからない大豆の方が補助金が出るの
でそっちの方に行ってしまう、そういう意味では市場のニーズに合った補助金の配分があっていい
のではないか。 
 ということを考えますと、市場原理というものをもうちょっと取り込んでいって農業の安定を図るべ



きできないか。先ほど委員がおっしゃったように、経営という視点で考えれば、市場原理、市場のメ
カニズムをもっと導入して、しかし農業という問題はまた別な視点がありますのでこの兼ね合いが
非常に難しいわけですが、これまでと違った観点で、所得補償という形で担い手中心に農業問題
を検討していくべきではないかと思います。 
 以上でございます。 
○委員 現在、価格安定制度について議論をしているわけですが、今回の農業経営の安定のあ
り方という全体的な面に触れさせていただきたいと思います。農業経営の安定というのは我々農
業者の問題で、こういう場で議論していただくというのはまことにありがたいなと、我々の力不足を
いつも感じるんですが、それだけに農業というのは生命を維持する基本であるということであろう
し、不測の事態ということが過去にもあったし、私は昭和15年生まれですから５歳で終戦を迎えま
して、父が強権発動の中で隣の農家の戸棚をあけて「米隠しておらんか」と、そして嫌な顔をして
帰ってくるおやじの姿が目に焼きついているわけです。平成５年、１俵５万円でもいいから米くれと
いうお話もありました。ところが今は成長市場から成熟市場へ移行しておる時代でありまして、そ
の辺は私も理解をしておるつもりでございますが、その辺の背景があってこういう場で我々のこと
を議論していただいているということが前提にあるんだなと思っているわけでございます。 
 とはいえ時代は変わっておりまして、世界的な関係でいろいろなことを考えなければいけないと
いうことであります。ただ、今日までの農政が価格政策に余りにも偏り過ぎていたということは、私
たちにはありがたかったとはいえどもそれは否めない問題で、それが新しい時代を迎えているとい
う観点から、私は農業経営の安定のあり方ということを考える場合は、まず農業経営の安定方策
をこれからどうしていくんだということがあって、その中に価格安定制度というものが位置付けられ
るのではないかという認識をもっているわけでございます。 
 したがって、農業経営の確立という点から考えますと、私は前提に考えておりますのは、これま
で家という単位で経営を考えてきました。しかし、もう時代は個人の時代になったということを前提
にこれから農業経営を考えないと難しくなっているのではないかと考えております。 
 それから、農業振興と農村振興という課題を我々は抱えておりまして、コストを下げようと思うと
村から仲間を追い出さなければならない、となると地域は過疎化して地域は維持できないというジ
レンマも持っているわけです。しかしながらこれをある程度整理しなければいけないのかなという
気持ちもしております。 
 先ほどから皆さんがおっしゃっていただいているわけですが、経営の安定を図るべき経営体を明
確にするということは非常に重要であるし、経営の安定を図るための価格をどうしていくかというあ
たりを前提に考えた中で今の価格安定制度について少し触れますと、私は価格安定制度を一体
化する時代が来ているのではないかという気がしております。同時に、消費者にも安定基金制度
みたいなものをつくって参加してもらう、そういう時代が来ているのではないか、生産者も消費者も
一緒になってこれからの農産物価格をどう維持していくかということを考える時代が来ているので
はないかという気持ちもしております。そういう制度がつくれないものだろうかということでありま
す。 
 もう一つは、地方分権でも言われているわけですが、価格安定をすべてなくして所得補償だけで
いくとなると、先ほど出ていましたように、何か生活保護を受けているような目で地域から見られて
も農業者はちょっと辛いという気もしますし、その辺でどうしても価格安定制度というのはまだ必要
ではないかという気がするわけです。そのときに、地域にある程度委ねる部分があるのではない
か。国が果たすべき役割と都道府県が果たすべき役割、その地域によってどの作物を守りたいと
いう主張があると思うんです。日本列島は長うございますので、それを一本でいくということに無理
があるのであって、地方にその制度を委ねていくことが重要ではないかと考えております。 
 それから生産調整ですが、これは私ども仲間と話しても東と西と随分意見が違いまして苦労して
おります。まとめようがないんですが、私とすれば、これも地域指定制度という時代が来ているの
ではないか、全国一律というのは難しいのではないか、不公平感が出るのではないかということ
で、経営・生産を中心にお米でこれから生きていこうという方には自主生産をしていただいて、あと
は、先ほどから出ている所得補償というような形で、環境保全という観点からでも整理していかざ
るを得ないのではないか、今のままでは生産調整の限界が来ているなと。我々、中核的農家とい
いますか、専業農家はもう崩壊する可能性もあるなという怖さも感じながら、いい施策が出てほし
いと思っているわけでございます。 
 それから経営安定方策のあり方ですが、やはり経営を安定させるための基本的条件は人材確
保であります。先般、８月30日に農水省の御協力をいただきながら、農業会議所と我々法人協会
でガイダンスをやりました。委員にもお世話になったんですが、800人という、まさに銀座を歩いて



いらっしゃるような若いお嬢さんとか息子さんがガイダンスに訪れてくるような時代が来ておりまし
て、おっ、我々にもこういう門戸が開いていたんですか、ということで大変期待され、我々の方がた
じたじであったということです。八百数十人に対して我々26法人が会社説明に臨んで、大変な迷惑
もかけたわけでございますが、こうした大きな役割もあるなということを痛烈に考えまして、新しい
経営ということを考えるときに、雇用と就職という全く新しい観点もこれから経営の安定を考えてい
くときに重要なポイントではないかと思います。 
それから複合経営という観点で経営を安定させていくということでありまして、これは土地利用、施
設、機械、労働力の効率的利用を図ることによって経営を安定させる。それから経営の多角化と
いうこと、加工なり流通というような、第六次産業と申し上げているわけですが、そうした観点での
経営の安定化、そういう総合的所得を確保していくような政策がこれから必要になってくるのでは
ないかと考えているわけでございます。 
○委員 大方の御意見は、経営安定策の手段としての価格安定制度を何らかの形で見直すとい
いますか、そういう御意見が強かったと思いますし、その場合にこれからの担い手に焦点を当てた
政策にすべきではないかということも多くの方がおっしゃったと思いますので、議論をもう少し深め
るために私の意見を言わせていただきたいと思います。 
 では担い手をどのように決めるかということですが、これは外からは、お前は将来の担い手だと
か、お前は担い手として相応しくないとか、そういうことは言えないわけです。一つの手としては、
先ほどの所得補償にしても、収入保険にしても、生産者本人がそれに対してどのように関わるか
ということを、将来の農業に対する意欲としてみる。具体的に言えば、何がしかの財政負担は当然
必要なわけですから、それに加えて、農業者本人もそこに拠出をする、拠出をしたそのお金を所
得補償なり収入保険の財源にする。今は米価が下がっていますから、そういう制度をつくるとすぐ
所得補償がどんどん出るのではないかという気になりますけれども、こういう時代がいつまでも続
くわけではないし、今のような形でやっていくと、現在お米をつくっていても家計の中で米の所得に
依存していない人が、そんなことまでして自分は米をつくり続ける意味があるのかというようにだん
だん考え方が変わっていくと思うんですね。また実際に米をやらなくても経営が成り立つ方が結構
いるわけですから、あるいはそういう方々は、では近くにある何とかの法人に田んぼを預けて自分
は米から撤退するかとか、そのような自然な、余り無理でない構造の変化が出てくるのではない
かという気がするわけです。 
 さらに、担い手かそうでないか、あるいは補償の対象にする人云々ということに関していえば、先
ほど専門委員がおっしゃったような考え方も一つの考え方だと思いますし、例えば耕地の利用率
が非常に高い生産者に対しては補償の対象にするとか、そのときにはかなり複合経営的なものが
その中に入っているんだろうと思いますし、そうなると、趣味の稲作農家みたいな方々は自然に市
場から撤退していく、同時に、私が耕地利用率と言いましたのは、何といっても米ばかり余ってい
るわけで、ほかの主要作物は足りないわけですから、そういうところへ少しでも誘導するような効
果も生じてくるのではないかという気がするわけです。 
 ですから、保険でも補償でもいいんですが、財源としては、今は非常に財政厳しいときですから、
現在の農林水産予算の中でやり繰りすることになるんでしょうけれども、それに加えて本人の基金
と、私は消費者まで負担するというのは、何がしかの財政負担の中にかなり消費者の税金も入っ
ているわけですから、そこまではいかがなものかと思いますが、そういう形で―もちろんそのときに
生産調整に参加をしているということを条件にしていいと思うんです。ただしその生産調整に参加
するというのは、今のような上からの半ば強制的な割当てではなくて、本人が考えて、これだけな
ら売れるという自信のあるところまでの作付けして、それ以外は減反するという、つまりそれだけ
の経営マインドがあるということは将来の担い手としての資格が十分にあると思うので、そういうこ
とをいろいろ考えていくことが必要ではないか。 
 先ほど委員がおっしゃったように、最初に所得補償ありきというのではいろいろな面で弊害があ
ると思いますので、仕組みの上で少し工夫をすべきではないかなという気がいたします。 
○専門委員 価格政策の見直しを考える場合にこれまでの基本法に対する反省ないし評価が基
盤になくてはいけないのではないかという気がするわけです。御承知のように、現行の基本法の
生産性格差の是正という目的に達する手段として、構造政策とか構造改善、選択的拡大、そして
価格の安定というものがあったわけですね。この場合の価格安定というのは、まさに価格安定で
あって決して生産者の保護ではなかった、しかしそれが高度経済成長のもとで価格政策に頼らざ
るを得ない状況があった、そういう形である意味で歪められてしまった価格政策、価格支持制度が
現行として走っているということだと思うんです。 
 先ほど専門委員の方から、消費者あるいは納税者負担の話がありましたが、これによって、被



害を受けたのは消費者だけではなくて、生産者からもいわゆる市場原理を学ぶ機会を奪ってしま
ったという非常に大きな弊害をもたらしてきたのではないか。すなわち、市場をみながら経営のあ
り方を考えていくべきところを、ある意味で政府ないし政治家を見ることによって政策価格にプッシ
ュしていく。農民の側からすればこれは非常に合理的な行動なわけです。自分たちがそういう形で
政治活動をした方が価格は高く維持されるとすれば、市場だとか需要の動向をみるよりも政治家
にプッシュしていった方がはるかに望ましかったわけです。それが非常に長く続いてしまったことが
ある意味で今日の企業マインドを損ねてきた一つの原因になっているのではないか。 
 そうして考えますと、ウルグァイ・ラウンドの問題もありますけれども、直接的な影響が来る前に、
やはり農民サイドでそういう企業マインドを育てていくような方向づけをどうしてもしなくてはいけな
い。それはいきなり国境措置をなくすなんて話は誰もしていないわけでして、現に関税措置がある
わけですし、それの引下げも交渉ごとであります。したがって、ＥＣ並み、アメリカ並みの価格に日
本の国内農産物の価格が同じになるということはあり得ないわけで、国境措置というのはかなり
の長い間このまま維持されていくものだと思っています。ただし、価格変動にはさらされてくるだろ
う、それに対してどういう対応を農家はやっていくのか、そこが基本だと思うんですね。 
 そうしますと、現行の価格支持制度というのは、価格を固定するというところに基本的に問題が
あるわけで、それを固定するのはやはり恣意的にならざるを得ない。市場に任せるような価格であ
れば市場をみる、あるいはどういう儲けの仕方があるかという形で経営者自らが考えていく。資料
の中にもありましたが、実際問題として、政策価格で守られているものは余り生産性が向上してい
ない部分なんですね。政策に余り頼らない指定以外の野菜とか花とかというところは非常に企業
マインドを持って伸びている。そういうところを考えたときに、価格をみる、あるいは市場をみる目を
養うような経営体の育成はどうしても必要なのではないかという気がするわけです。 
 とはいいましても、では明日から国内市場は完全自由化だ、そういうわけにはいかないでしょう。
その意味で二つのデカップリングが必要になってくる。先ほど、構造政策としてのデカップリング
と、環境保全型のデカップリングという話を専門委員の方からされましたが、私の考え方が同じか
どうかわかりませんけれども、構造改革については専門委員がおっしゃられたように、やはり一定
の期間を設けた形での時限つきの所得補償、つまり、離農するか否か、明日離農するというような
条件を突きつけられたらとてもじゃないが生活ができない、であるならば３年ないし４年とか猶予つ
きの所得補償、それが一つであり、もう一つは、前々回も申し上げましたが、何らかの行為があっ
ての支払いである、それは環境保全であるか、維持であるか、何らかの政策意図の行為があって
支払われる、そういう二つの方法でもっていわばソフトランディングを行っていく。 
 ほかの産業ではそうしたソフトランディングなどは考えないで、旧国鉄もそうですし、石炭もそうで
すし、そんな手厚い保護はしていないわけですね。農業の場合はこれまでの国民的なシンパシー
というか、そうしたものがまだ得られる時期ではないか。しかしあと数年すればそうしたシンパシー
ももう消え失せていくのではないか、その意味では、時限的なデカップリング、あるいは環境を重
視したデカップリングというのは早急にプランニングをする必要がある。 
 もう一つ申し上げたいことは、そうした収入保険的なものでも、あるいはデカップリング的な話で
もいいんですが、どうしても価格制度の見直しの中で盛り込まなくてはいけないのは、市場制度の
見直しといいますか、整備、すなわち先物市場の話を少ししたいと思います。先物取引の詳しい機
能をここで云々する気はないんですが、一つはリスクの回避の手段としてヘッジング機能を持った
先物市場というのがあるわけです。もう一つは、価格が非常に標準化していく、あるいは先物市場
に情報が集約されていくという意味で、情報をかなり採り入れた形で一般の農家、あるいは消費
者に伝わっていく。先ほど生産調整の話が出ていましたけれども、農家が生産調整に加わるか否
かということも先物の状況をみながら判断していく、そういう状況が生まれてくると思うんです。 
 したがいまして、生産調整が今後も必要であるという前提に立ったとしても、米でいえば正米市
場、現物市場の方が先でしょうけれども、それと併せて先物市場の活用、あるいは先物市場の整
備もどうしても必要であり、これも併せて考えていく必要があるのではないかと思っております。そ
ういうことで生産者がいろいろな選択肢を増やしていく、その中で自らの企業マインドを生かしなが
らの経営体、先ほど委員からもありましたが、本来経営の安定というのは経営者自身が考えるこ
とでありまして、我々がすべきことは、今までそういう経営の安定に対していわば自由度を与えて
こなかった、そこが最大の問題だと思うんです。そこに対して自由度を与えていく、しかもなるべく
多くの自由度を与えて、それぞれの経営体が自分に最も望ましい方法を選んでいくという方向づ
けをすることが価格政策の見直し、あるいはこれからの市場の整備の方向ではないかと思ってい
ます。 
○委員 今、専門委員から米の先物市場の問題が出ましたが、実は私、商品先物取引関係の委



員会の方に出ておりまして、これは農水と通産の共管でやっているんですが、私は米の先物市場
は近い将来において作るべきだと思うのですが、まだそこまで議論が進展していないわけです。そ
の問題についての是非を離れまして、こういうところでは釈迦に説法かもしれませんが、もう１回私
自身の認識を申し上げてみたいと思うんです。 
 私は今の国際情勢は過去の延長線ではなくて一つの歴史的な変革に直面しているのではない
かと思うわけです。それはグローバリズムであり、情報革命であり、さらにアジアの予想以上の急
速な発展、今は多少金融面では問題が生じておりますが、そのようなことが背景にあって日本の
問題を考えなければいけない時代になっていると思うんです。そこから橋本内閣が六大改革とい
う路線を出してきて、これをやらなければ21世紀の日本の活力ある発展はできないんだ、日本の
将来は非常に暗いんだという認識だろうと思うんです。私どももいろいろシミュレーション分析しま
しても、今のままで構造改革路線が徹底して行われなければ、我々の試算では確か2005年くらい
から日本の成長率は１％以下に落ちて、2020年を過ぎますとマイナス成長にならざるを得ないよう
な結果が出てきているわけです。これはもちろんシミュレーションですから、前提の置き方によって
変わりますし、一つの目処としか考えられませんけれども、そういう状態に置かれているわけであ
ります。したがって私は、橋本内閣が六大改革を一気呵成にやっていくんだという考え方は非常に
妥当であると考えております。 
 その結果、例えば今金融のビックバンという問題が起こっておりますが、来年の４月からは外為
法の自由化が起こってくる。その結果どんな事態が起こるかというと、恐らく海外からどんどん日
本の金融市場に巨大資本が入ってきて、場合によっては、イギリスの場合と同じように、バタバタ
と日本の企業が海外の巨大資本に吸収されるということが可能性としてはあり得ると思いますし、
それから、今までは聖域であった金融機関がバタバタとつぶれていくという可能性も十分に考えら
れる、そういう時代が今やってきているわけですね。 
 それから、運輸省、これは多少動きはありますけれども、少なくとも行政面からの需給調整はこ
の３年以内にやめるというような発言も出てきているわけでありまして、そういう点では金融業界
のみならず、例えばタクシー業界など、これからは経営が不適切な企業の場合には、過剰な状態
の中でバタバタと倒産していくでしょう。さらに最近は、石油関係の特審法が廃止になったというこ
とによりまして、結果としてはガソリンスタンドがバタバタとつぶれるという状態が起こっている、こ
のような事態が現実の日本の中で生じてきているわけです。 
 これらの意味するところは、これから日本がグローバル・スタンダード、国際標準に則った形でや
っていかない限りは国際社会の中で生き残れない状態がきているんだというように私は現状を認
識しているわけであります。国際標準に沿ってというのは、要するにアメリカ的なものであって、そ
んなことは日本として受け入れられないという是非論はあろうかと思います。しかしながら現状に
おいてはこういうグローバル・スタンダードを受け入れていかなければ少なくとも経済面において
は競争できない事態が生じてきている、これが現実でありますし、ますますその傾向が強まってく
るんだろうと思います。 
 この大きな国際社会、そしてその中における日本ということを考えた上で農業の問題を検討して
いく姿勢が必要ではないかと思うわけでありまして、農業は別枠だ、聖域だということはもはや許
されないような事態に国際社会は変わってきているんだと思うわけであります。その中での農業を
考えていくという姿勢をもう一度確認したいと思ってあえて発言をさせていただきました。 
○専門委員 二、三補足的に申し上げたいと思います。一つは価格政策、あるいは価格安定政
策、また今日の話題の中では直接所得補償等とございますが、先ほど委員が基本法のもとでの
反省というようなことを申されましたが、私も今日話題になっているいずれにつきましても、制度の
建前といいますか、きちんとした運用を担保するというところが非常に重要だろうと思っておりま
す。現在の価格制度もある意味では安定というところにウェイトを置いたものであった部分がいつ
の間にか価格支持という形になって、それもルールのもとであれば結構なわけですが、必ずしも
最良の配慮の中にあったとは言いがたい部分があったわけでございます。その意味では、仮にこ
ういった価格政策をある程度残すとしても、単年度ごとの運用がいいかどうかとか、そういう点が
非常に重要だろうと思っております。 
 それから、大多数の方が相当程度施策を集中するということについては、私の理解では賛成と
いうような議論だったかと思いますが、先ほど委員が御発言になった点、つまり農業の構造という
点では、少数の力のある方に資源が集中され生産が担われていくということの中で、農村の中で
のその方々の位置付けが浮き上がってしまうというか、こういった趣旨の懸念があったかと思いま
す。私はこれから先の農村のことを考えますと非常に重要な問題だと思っております。私自身は、
農業の構造を強くするということと、それを取り巻く農村の構造といいますか、ここをどのようによ



い形にしていくかということは実はセットの問題だろうと思っております。 
 農業の生産からある意味では撤退されていく兼業農家の方とか、あるいは元農家の方というの
はいずれも農村のコミュニティの定住者としてのメンバーという意味では同じなわけです。そういう
意味では、農村構造をどうするかということは実は農業構造を支える一つの重要な要素と思って
おります。 
 それから、先ほど専門委員が私の発言に関連いたしまして多少申されましたので、ちょっと私の
考え方を申し上げておきますと、直接所得補償というのは言葉として狭過ぎると申しました。価格
政策以外の所得への影響を持つような政策ということにとりあえず広くとらえておいた方がいいだ
ろうと申し上げたわけでございます。そうしますと、構造政策を後押しするそういう直接支払いとい
いますか、所得政策というのは、例えば土地利用型の農業でいいますと、農地を出す方と、それを
借りて経営される方の間の借地料、地代をめぐる分配関係をどう担い手の側に厚くするか、こうい
った問題の立て方、またそこに政策を何らかの形でセットすることは可能だろうと思うわけでありま
す。例えば基盤整備の負担金を下げるというようなことも、それはそれとして議論があるかと思い
ますが、地代水準を下げるような形で担い手の所得を厚くするだろう。したがいまして、価格政策
に代わる施策という場合にもう少し視野を広げておく必要があろうかと思います。 
 もう一つ例を申し上げますと、今、酪農の分野では一種の生産枠のやりとりについて、制度の建
前は必ずしも生産枠そのもののやりとりではないわけでございますが、実質的にはそれに対して
補助金を出すということがあるわけでございます。これはある意味ではリタイアされる方からこれ
から拡大していこうという方へ資源が移動する、その際の担い手側の負担を軽くする、これも一種
の構造政策を後押しする所得補償といえば所得補償ということになるかと思います。したがいまし
て、もう少し視野を広げた上で、先ほど申し上げましたようなことを頭に描きながら考えてみたいと
いうことでございます。 
○委員 所得補償の問題が中心的テーマになりましたけれども、これを考えるときには、具体的に
いろいろ詰めていかなければならない要素がいっぱいあると思うんです。さっき委員が、その対象
者を絞るということも考えていかなければならんというように一つサジェストされたと思うんですが、
ＥＵとかアメリカの関係の資料をみておりまして気がつくことは、自分なりに28ページ目、29ページ
目あたりの資料で掛算をして考えてみますと、これらの国の所得補償の運用単価が非常に低いと
思うわけです。それは先ほど私が申し上げた、それぞれの国の規模がもともと大きいとか、農産物
の価格がいろいろな形で日本とは比べものにならないくらい低いというようなところから出発してい
るとか、いろいろな要素があるんだと思いますが、非常に単価が低いと思うんです。 
日本で所得補償という形に切換えを図るという話になると、これは単価の設定とか、先ほど言われ
た対象を絞るというような問題、あるいは時間を絞るというお考えも専門委員の方から出されたわ
けですが、いろいろあると思いますが、単価の問題などは日本では非常に難しい問題を生起する
のではないか。もちろん結果として負担総額については大変な国民的議論を巻き起こすわけで、
当然こういう問題は国民的議論が起きなければいけないわけでありますが、かなり大きな問題を
生起するものであろうかと思います。ですから、議論に当たって、いろいろな要素にわたってフィー
ジビリティというものをよく考えてみるというアプローチも恐らく必要になるのではなかろうかと思い
ました。  
 専門委員から、いろいろな問題について消費者負担から財政負担へという考え方の切換えが必
要であるというお話があったと思うんですが、これは一つの見識を述べておられると思うんです
が、財政負担については、今日の日本の状況では予算書の支出に計上すれば問題が片づくとい
うものではなくなっている。支出に計上されたので財政は負担したということはいいんですが、その
財政の支出の原資はどこにあるかということになりますと、今日の状況では、申すまでもないこと
ですが、通常財源といいますか、税金からは捻出されてこない。むしろ多額の公債を抱えて毎年
四苦八苦して運営しているという状況ですから、いわゆる財政負担ということの意味が、支出に計
上すればそれでとにかく片はついたんだということに決してならないという問題を抱え込んでしまっ
ている。 
 ＥＵの話、あるいはアメリカの話を聞いておりますと、単価が低いということもあると思いますが、
そういうことで直接所得補償制度というものが導入されることが同時に財政負担の軽減につなげ
てあるというところが非常に面白いところだと思うんですが、果たして日本でこれを構成する場合ど
のように構成できるのか、もともと農産物価格が大変高いわけでありますから、例えばその価格を
ＥＵのように何割とかという形で切り下げる、それが補償に回るというような場合、これは方策とし
て形成することは非常に難しいかもしれないという要素もあろうかと思います。 
 もう一つ、今日のお話を伺っていて、先ほど委員がおっしゃったことですが、ＥＵ並みの条件不利



地域といいましょうか、日本では中山間ということになるんでしょうか、こういう問題は、いわゆる価
格政策の切換えとしてのデカップリングではない、その問題はその地域の政策ということをちょっと
触れられたんですが、あの発想は僕はなかなか重要なことであろうと思うんです。国民的に大きな
議論をするときには、やはり中央政府の場だけではなくて、地方政府もいろいろな意味で参画され
る必要があると思うわけであります。中山間の問題、あるいは条件不利地域の問題というのは地
域政策の問題ではないか。ＥＵの予算にも条件不利地域の予算は確か地域政策予算として計上
されているのではないかと思いますが、その地域政策という視点を持ち込んでいくと、どのように
それを政策として具体化できるかという問題が出てくるのではないかと思います。 
 私はもちろん具体的な回答を何も用意せずに申し上げているわけですが、ものの視点としてそう
いったところを加えていただけないだろうかと思う次第であります。 
○委員 今お話を伺っていて気がついたんですが、28ページ目の直接所得補償額というのは、穀
物の場合ですが、例えば95年、96年の所得補償45ECUというのは、備考のところに「作付面積を
対象」と書いてありますが、単価としては余り低くないのではないですか。総額にすると、今や支持
価格の引下げに伴うＥＵ全体の負担額というのは膨大な金額に上ってきてしまって、それで今少し
見直しをしなければいかんということになっているのではないかと私は理解していたんですが、そ
ういうことがあるから日本でこれを参考にする場合に、ただ右から左へすっと移行するというので
はなく、いろいろなことを考えないといけないという一つの要素になると思うんですが、私の理解は
違いますかね。 
○事務局 右の表の備考欄に「作付面積を対象」と書いておりますのは、一番上の図を見ていた
だきたいと思いますが、全体としての面積のうち休耕が義務付けられておりまして、休耕への参加
者でないと直接所得補償は受られないという関係になっております。現在の基本休耕率は17.5％
ということが注３にございますが、作付面積を対象というのは、作付けされた分についてトン当たり
45ECUが支給されているということでございまして、休耕している分については１トン当たり57ECU
が支給される、こういう関係になっておるということでございます。 
○委員 面積ですから、ヨーロッパはアメリカほど大きくはないけれども、30町歩くらいの人は幾ら
でもいるわけで、私、去年の秋にヨーロッパに行って実際の農家の人の話を聞きましたが、総量を
掛けていくと相当な額になるんですよ。そういうことはそれこそ何年間と決めないと、ずっとやると
いうことになるとかなり大変なことになる、だから基金のことはスタートのときにきちんとしておかな
ければいけないのではないかなと思ったので今ちょっと確認をしたわけです。 
○事務局 先ほど委員が計算されていましたように、割合にヘクタール単価としては低いだろうと
思います。といいますのは、ここでざっと計算いたしましても45ECUというのは、大体１ECUが150
円、今は単価がもうちょっと下がって130円くらいだと思うんですが、例えば、ヘクタール当たり５ト
ンの単収の麦があったとしますと、これは過去のある一定の基準年の単収掛ける面積を基準にし
てやります。今年何トン取れたということではなく支払います。そうしますと、ざっと計算してみます
とヘクタール当たり３万円くらいではないでしょうか。今おっしゃる30haとおっしゃった面積でやれば
その30倍、90万円くらいになる、ここでのざっとした計算でございますが……。 
○委員 総額としては大きいんですね。 
○事務局 面積が非常に大きいですから総額は大きくなりますし、今、ＥＵの方で非常に気にして
おるのは二つございまして、一つはこれから東ヨーロッパをどのように取り込んでいくかということ
が大きな問題としてございます。もう一つは、これは受け取り過ぎだという問題が非難としてござい
ます。といいますのは、指標価格をこのように下げておるんですが、実際は国際価格はボーンと
上がってしまいまして、指標価格を超える価格で売れたものですから、農家は両方取っているじゃ
ないかという非難があって、それは少し削減すべきではないかという議論が今出ているという面が
あるんだろうと思います。 
○部会長 それはアメリカも同じですね。 
○専門委員 先ほど委員から、私がごく簡単に、今までの消費者負担の形から財政負担の形へと
申し上げたことについてのコメントがございました。もちろん委員の御説のように、単純に何の担保
もなしに消費者負担を財政負担にするということを申し上げているわけではございません。当然の
ことながらそれを実行するためにはいろいろなことをやらなければいけない。例えばの話、現場の
方では現在の農業生産の効率をもっともっと上げてもらわなければいかん。そのためにも、前回も
議論がありましたが、例えば株式会社というような方式を採ることによって生産性が上げられるの
であればそれは生産コストを削減することになるだろうという問題もございましょう。 
 さらに補償の問題についても、離島とか僻地というところで農業を続けざるを得ないという場合、
それが領土保全の問題とか緑の問題ということになってくると果たしてこれは農政の分野であるの



かどうか、それは全体でみる必要があるのではないかということから、財政の面でももっと大きな
国家的な見地からみてもいいのではないかということも含まれると思います。それから、これは農
水省に申し訳ない言い方になるかと思いますが、現在の農業予算が必要不可欠のものばかりで
あるのかどうなのか、こういうことも検討の余地があると思います。 
 それらのことをやりながら財政の負担を軽減していく方法を模索する中で、しかしそれができな
いからといって私は消費者負担の価格支持政策に甘えることは許されないということを申し上げて
いるわけでございます。 
 それから、先ほど事務局の方から私のコメントに対して御指摘がございました。お話はよくわかり
ました。ＡＭＳというものは各国が各国の物差しで経年的にやっている支持の指標である、したが
って国際間の比較には耐えられないという御指摘だったと思います。私は前回資料をお願いした
しましたのは、価格支持というものがどのような形で行われているかということを明らかにしていた
だきたいということを申し上げたわけですが、先ほどの事務局のお話では、日本の物差しでＡＭＳ
で使っている支持というのは３兆2,700億円、これはこれとして、経年的にそれをみるのは結構だ、
しかしそれをアメリカのものと比較したり、何倍であるというような比較には耐えられないとおっしゃ
っているわけです。したがって、国際間の比較について私は資料を請求いたしましたが、残念なが
らそれに答えていただけるような手段がないということで受け取らせていただきます。 
○事務局 個々の水準を比較するのは大変難しくて、それはほとんどございません。ＯＥＣＤでＰＳ
Ｅという指標を出しているのは事実でございますが、これは大変議論がございまして、私が先ほど
申し上げたような大変大きな問題があって、経年比較はできるかもしれない、というのは大体皆さ
ん一致しておりますが、国別の比較については両論がございましてこれは使えません。 
 もう一つは、ここでご覧いただくという意味では内外価格差という形でご覧いただくのが一番いい
のではないか。これは年によって非常に違っております。今年などは価格が上がってきておりま
す。これは将来どのようになるのか、特にＷＴＯの合意というのはある意味では価格を引き上げる
という方向を採ったわけで、そういう意味で、後進開発輸入国から、そのコンペンセイションをどうし
てくれるんだということが今も問題として投げかけられている状態でございまして、これから先の価
格水準等の問題もございます。例えば19ページ目にございますような形での輸入品と国産品の比
較もございますし、それをご覧いただくのが一番いいのではないかと思います。 
○部会長 予定の時間も近づいてきております。今日は政務次官が遅れてお見えになられました
ので御挨拶がなかったのでございますが、今日も非常に活発な御意見がいろいろ出ております
が、何か一言ございましたらお願いいたします。 
○政務次官 今日は大変専門的な、また極めて詳細な御議論を長時間にわたってしていただきま
して本当にありがとうございました。だんだん物事の所在が詰まってくると思いますので、これから
先の御議論を期待いたしながら見守ってまいりたいと思っております。私が一つの立場をつくって
いろいろな御意見を申し上げることはこの場では差し控えさせていただきたいと思います。したが
いまして、ちょっとお時間をいただきまして、今日の議論の感想だけを申し上げさせていただきた
いと思います。 
 政策価格の問題については、私も農林部会長を３期経験させていただいて、これを決定するとき
の苦しみを非常に感じてまいりました。もちろん政治家は選挙によって選ばれておりますので、選
挙のときの公約とかアンケート、そういうものに大変縛られるわけでありまして、そういった立場も
ございました。できることなら我が党の農林部会等においても消費者代表の議員であるとか、食品
産業、流通にかかわる議員であるとか、そういう方々がいろいろ意見を言っていただければいい
のになと思ったことがありますけれども、なかなかお出ましをいただけないという現状の中で、各
政策価格について落としどころを農林水産省、あるいは財政当局、団体、いろいろな方々と御相
談を申し上げながら決めていくという非常に苦しい仕事をやってまいったと思います。 
 例えば価格を引き下げますと、農業サイドからは、こんな価格ではやっていけないという文句が
出ますし、引き下げしたとしても別のところからは、まだまだこんなものでは足りないと言って叱ら
れる、どちらに転んでも叱られるようにできております。値上げをしたときも全く同じようなことであ
りまして、何やっているんだ、どこから圧力がかかったんだというような御非難をいただきますし、
こんな引上げじゃとても食っていけないという御議論もいただくということで、非常に苦しかったわ
けでございます。こんな話をしていますと長くなりますので次の話をさせていただきたいと思います
が……。 
 所得補償のお話、かなり突っ込んだ御議論がございまして私も大変参考になりましたし、今後ま
たこの問題についてはいろいろ御教示を賜りたいと思っております。農業については私は産業政
策的に、あるいは産業能率的に見る見方と、それから先ほど心の問題と言われたことに象徴的に



あらわれていると思いますが、例えば趣向であるとか、あるいは安心感であるとか、それから山の
米はうまいとか、そのようなこともありますし、農林水産省もそれなりに理屈をつくっていろいろな
説明をしておられるわけですが、その相対立する議論は整理されない形で今日まできているんだ
ろうと思います。 
 所得補償の問題については、なぜ所得補償が必要なのかという前に、なぜ中山間部で農業をす
る必要があるかという議論の整理がどうしてもなければいけない。産業能率的な面から言えば、
そんなところで細々と農業をやる必要は全くないんだという結論になるでありましょう、しかし文化
的な側面であるとか、心の問題とか、趣向の問題とかからいえば、そういうところで農業をやって、
日本という国は素晴らしい国だということを世界に言ってくれという問題もあるでありましょう。そこ
ら辺を整理した上で日本型の所得補償政策はどうあるべきかというように議論が進んでいくべき
だなと感じているわけでございます。 もう一つは、ウルグァイ・ラウンドで2000年までの枠組みが
決まっておりますが、2001年以降、国際間でどういう取り決めをするかということについては1999
年くらいから国際的に議論を進めていかなければならないと思っておりますが、そこにおける議論
の進め方としてどういう戦略を採っていったらいいかということについて整理をしていかなければな
らない、そしてまたそれを実行していかなければならないというポジションにあるなと思っておりま
す。その戦略とは何かといいますと、今農業で国際的に言われておりますのは第１に自由貿易原
則でありまして、自由貿易に基づいて各国の農業を考えていくという方向が一つ、もう一つは、ま
だまだ力は弱いかもしれませんが、それぞれの国はそれぞれの国の農業を持っているのでそれ
を立てていく、いわば自給ということもある程度考えなければならないという議論、この二つがある
ように思います。 
 現在のところの自由貿易論は、恐らくアメリカとかケアンズ・グループであるとか、農業の大生産
国の理屈が善である、というところまでは行きませんけれども、かなり善という感じで受け取られて
おり、さらに自国で高いものをつくっていることが悪であるかのごとく言われているのが実情ではな
いかなと私自身は考えているわけでございますが、世界の中には自給論にやや傾いていきつつ
ある国々がかなり多いと思っております。 
 一例を申し上げますと、先日カリブ海に浮かぶドミニカという国の総理大臣がおいでになりまし
て、一晩、２時間ほど食事をしながらいろいろなお話をしたのでありますが、ドミニカにおいては農
業生産の主流はバナナであると言っておられました。そしてそのバナナをヨーロッパの国々が優
先的に買い付けてくれているので自分たちの農業は成り立っていると言っておられました。これに
対してアメリカの資本が投下されて、そしてバナナを効率的に生産をしている国々、それはまたア
メリカの主張でもありますが、ヨーロッパはバナナの貿易についてもっと公正な立場でやってもらい
たい、カリブ海の国々を保護するというのは自由貿易の原則からいって外れているという主張が
あるが、我々はバナナで食べているんだからここは大事にしてくれというお話をされたわけです。 
 そういう国は世界の中に数多くあると同時に、大きな目でみますとＥＵそのものがその問題に悩
んでいると私は思っております。最初６カ国でスタートしましたが、現在15カ国になって、さらに東
へ東へと伸びていけばいくほど条件不利地域を抱えているというのがヨーロッパの実情でござい
まして、そういう意味で、ヨーロッパの中でも条件不利地域をどうするかということについては悩み
に悩んでおります。ＥＵの農業コミッショナーが非常に悩んでいまして、実は私はこの夏２日間彼と
一緒に過ごしたのですが、実は自分はチロルの山の中の出身なんだが、そこでも非常に高いとこ
ろで酪農を営んでいるが、あの酪農を守っていかなければならないし、同時にヨーロッパの農業も
支えていかなければならない、そしてアメリカやケアンズ・グループに対抗していかなければならな
い、両方の命題を抱えて非常に悩んでいるということを私に率直に打ち明けておられました。 
 そのように、これからの農業をどうしていくかということは世界各国が悩んでおりますので、そうい
う点も詳細に御報告をし、また今後とも調査を進めながら、そういう中で日本の立場、あるいは日
本の農業をどうするのかということを考えていくべきではないかという感想を持っているということ
を申し上げさせていただきます。 
 本日は食料・農業・農村基本問題調査会の議論に相応しい立派な御議論を聞かせていただきま
してまことにありがとうございました。少々長時間になりまして失礼いたしました。 
○部会長 あと若干の時間がございますが、さらにこの際何かございますか……。 
○委員 お願いですけれども、今日大分話し合いましたが、まだ経営の安定策とか価格政策につ
いては随分残っていると思うんです。特に今日はやや所得補償的なことについて、つまり米を念
頭に置いてお話ししていますが、ほかにもいろいろな価格制度があるし、それをどうするかというこ
とと、それから加工用原料乳の不足払いなどというのは削減対象の不足払いだというように私は
理解していますが、そうすると2000年までにそういう問題が酪農には生じてくるだろうと思います



し、ではそれは生産性がそれだけ上がればいいけれども、上がらなければどうするかということも
あります。ですから、再度機会を設けてこの問題を議論をしていただければありがたいと思いま
す。 

４．次回のスケジュールについて 

○部会長 この部会の運営の話になりましたので、私が今考えていること、それから次回のテーマ
をどうするかということに関連しますが、その問題に入らせていただきたいと思います。 
 次回の部会は日程は既に御案内申し上げておりますように、９月25日の木曜日、午後２時から
ということで予定をいたしております。その前に、来週の火曜日、９日に合同部会がございます。25
日の議論のテーマでございますが、検討項目に沿いますと、「国内農業の生産性の向上のあり
方」というテーマになるわけでございます。その問題はまた米その他の農業生産構造の問題にも
つながる問題でございますので、今日の議論とも関連してくると思うわけでございます。 
 なお、生産性向上についてのテーマは、検討項目としてその後に「環境と農業生産の関わりの
あり方」というのがあるわけでございますが、これとも相互に関連をいたしてまいります。生産性の
向上と環境保全型農業とどうやって調和させていくかというような問題は一緒に議論をした方がい
いのではないかという気もいたしますので、この際、次回は「農業の生産政策」というような大きな
括りのテーマで一括して御議論をいただいたらどうかなと。そのことの裏にあります私の気持ち
は、本日の議論もそうでございましたし、また前回の農地と担い手についての議論もそうでござい
ましたが、非常に活発に行われましたけれども、まだまだ議論が尽きておりません。 
 そういう意味で、部会長としましては検討項目についてできるだけ早く一通り終わって、特に議論
の残っている、あるいはもう少し詰めなければいけない部門について終わらせて第２ラウンドに早
く入りたい、そういう意味で大括りの「生産政策」というテーマでやらせていただいたらどうかなと思
っております。そしてできるだけ早く第２ラウンドに入りたいと思っておるわけでございます。 
 一通り終わった後の部会の進め方につきましてはまた皆さんと御相談をしながらやっていきた
い、その中でまた委員の御要望にも応えてまいりたいと思っております。差し当たり次回はそうい
うことでやらせていただいてよろしゅうございましょうか。 
 それでは次回はそういうことでやらせていただきたいと思います。それから、今の時点で、あるい
は次回の会合までの間に「生産政策」のテーマにつきまして資料要求その他ございましたら、現在
でも結構でございますし、途中経過でも結構でございますが、事務局の方に御要求をいただきた
いと存じます。 

５．閉会 
 それでは本日はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。 


