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１．開 会  

   

○部会長 それでは、定刻になりましたので、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５回会合を始めさせていただきたいと思います。  

 本日は、所用により欠席となっている委員、専門委員がいらっしゃいますますので、あらかじめ
御了承いただきたいと思います。なお、欠席の専門委員からは書面で意見が提出されております
ので、皆様方のお手元にお配りしております。（別紙参考参照）  

 また、本日は、調査会の会長代理にも御出席いただいております。どうもありがとうございます。 

   

２．資料説明  

   



○部会長 本日は、前回の部会で打ち合わせしましたとおり、農業経営に関連し、最近の米をめ
ぐる事情と課題について議論を行いたいと存じます。  

 議論に入る前に座長としてちょっと説明しておきたいと思います。本日の「米をめぐる事情と諸課
題」という議題は、実は我々の検討項目の中には、そのままの形では挙がっていない項目でござ
いますが、これまでの議論の中で何人かの委員の方々から、現在、米の需給、あるいは稲作農家
の経営は大変深刻な状況にあるので、この問題を取り上げるべきではないかという御意見があり
ましたのが直接のきっかけでございます。  

 米の備蓄の問題、生産調整の問題、あるいは稲作農家の経営安定の問題は、食料の安定供給
であるとか、食料安全保障であるとか、農業経営の安定方策のこれからのあり方、あるいは担い
手をどう考えていくか、こういった問題に広く関わってくる問題でございます。したがいまして、座長
といたしましても、農業生産の中で約３割を占めている米というセクターについて、我々が行ってお
ります今後の農政課題の基本的な考え方の議論の中で、一種のケーススタディとして検討を行う
ということは、非常に大きな意味があるのではないかと思っております。  

 また、米問題に関連して少なくとも来年に向けて措置する対策が今後の米政策なり農政に及ぼ
す影響ということも考えておく必要もあります。このため、１回の部会をこの議論に充てるのが適当
であろうという判断で、今日の会合を開いたわけでございます。  

 したがいまして、今後の基本的な農政の展開方向というものを頭に置きながら、米をめぐる諸問
題について御議論いただいて、調査会の意見をこれから農林水産省当局がいろいろ対策を考え
ていく場合に参考にしていただくようにしたい、そういうつもりで御議論をいただければありがたい
と思うわけでございます。  

 一般的な資料は前回お帰りのときにお持ち帰りいただきましたけれども、事務局には、問題点を
少し絞った形で本日の部会における議論の参考になる資料と、以前から委員から御要求のありま
した資料を用意していただいておりますので、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、説明をお願いいたします。  

○事務局 資料４の「米をめぐる事情と諸課題」の説明をさせていただきます。  

 まず１ぺージ目でございますが、米をめぐる状況について御説明いたします。  

 国民１人１日当たりの供給熱量の推移というグラフをお示ししてありますが、平成７年度で2,600
キロカロリー強のうち、米が660キロカロリー、25％を占め、国民の主食の地位を依然として占めて
おります。  

 また、水稲生産の状況に関して水稲作付農家数の推移の表をお示ししておりますが、全国の総
農家344万戸のうち水稲作付農家が286万戸で83％を占めており、水稲は我が国においては普遍
的な、数少ない作目であるということでございます。  

 次に２ぺージ目でございますが、農業総産出額に占める米の割合は、近年低下はしております
けれども、金額ベースでなお３割を占めております。  

 また、地域経済との関わりについてですが、農業粗生産額に占める米の割合が、北陸で68％
強、東北でも46％強となっているように、米に大きく依存している地域があるということでございま
す。  

 なお、耕地面積504万ｈaのうち水田が275万ｈaと、55％を占めております。  



 それから、稲作農家の農業所得への依存度について、前回の委員要求資料とも関係いたします
が、農家総所得に占める農業所得の割合の推移について、昭和35年度から平成６年度までお示
ししてありますが、平成６年度においては、農家総所得に占める農業所得の割合は17.5％となっ
ております。  

 これを経営部門別にみますと、平成６年度における単一経営の数字でございますが、稲作農家
の場合、10.9％となっております。一方、施設野菜は68.2％、酪農は66.4％と、稲作単一経営にお
ける農家所得に占める農業所得の割合は低いと言えるのではないかと思います。  

 この理由としては、稲作は飯米自給的な意向が強く、兼業農家であっても営農の継続が可能で
あること等から、零細経営が多数存在することが影響しているのではないかと考えられます。  

 それから４ぺージ目でございますけれども、水稲作付規模別の農家数及び稲作単一経営の所
得概況をお示ししております。農家数をみますと0.5ｈa未満から10ｈa以上まで階層別にお示しして
おりますけれども、都府県の場合１ｈa未満層が 75％を占めていますが、他方、北海道は５ｈa以
上層が半分近く、47％を占めております。このように都府県と北海道では経営規模の様相がかな
り違っているということでございます。  

 稲作単一経営の所得について、農業所得と農外所得の関係をみますと、10ｈa以上層において、
農業所得の依存度が75％を超えています。また、５～10ｈa層においても64.8％に達している状況
です。一方、0.5ｈa未満層では、当然のことながら大変低く、1.2％となっております。  

 それから、経営規模が拡大するにつれ、稲の作付面積ですとか、米の販売数量に占める大規模
農家の割合も高まってきております。米の販売農家数、作付面積等について、昭和61年と平成７
年の割合をお示ししておりますが、大規模農家のシェアについて、平成７年の５ｈa以上をみます
と、販売農家数では1.3％ですが、稲作付面積では11.1％、売渡数量では13.3％を占めておりま
す。  

 それから５ぺージ目ですけれども、水稲作付規模別にみた収益性をお示ししてあります。これは
規模が大きくなるほど当然収益性が上がってくるということでございまして、単位面積当たりの労
働時間や農機具費等が減少することが要因ですが、１日当たり所得を規模別に比較したグラフを
お示ししております。  

 それから、６ぺージ目からが米の需給関係の資料でございます。  

 まず、米の全体的な需給の状況についてですが、消費量は、昭和38年度の1,341万トン、１人当
たりでは37年度の118キログラムをピークとして漸減している状況であり、平成７年度の総消費量
は1,049万トンとなっております。  

 また、生産量については、昭和42年産から1,400万トンを超えておりまして、現在でも潜在的な生
産力、すなわち生産調整を行わないとした場合の生産力は、1,400万トン程度の水準を保ち、消費
量を相当上回る水準が依然として続いております。  

 生産量、消費量、１人当たりの消費量、在庫量の推移等の他、水稲10アール当たりの平年収量
の伸びについて、昭和40年から平成８年までの数字をお示ししております。この30年間で、昭和40
年の10アール当たり403キログラムから平成８年の502キログラムまで約100キログラム増加して
おります。  

 なお、持越在庫量についてですが、昭和45年が720万トン、また、昭和55年が666万トンと、過去
二度にわたって米の過剰が生じておりまして、この過剰米の処理に要した経費として、第１次の過
剰処理に関しては１兆円、また、第２次の過剰処理に関しては２兆円の国費を使っております。  

 それから、７ぺージ目は最近の需給状況についてでございます。  



 まず、生産面でございます。作況指数は「近年の作況指数」にお示ししているとおりですが、平成
５年の大不作の後、平成６年以降は、３年連続で大豊作が続いており、相当程度の供給超過が発
生している状況にあります。  

 一方、需要面でございますが、ここ４年間の米穀年度における全体の需要の計画と実積につい
てお示ししてありますが、９米穀年度においても、米の消費動向等調査によると計画等を下回って
推移していると見込まれております。  

 なお、米の消費動向（１人１カ月当たり）でお示ししてありますが、平成８年、平成９年と対前年比
減少が続いており、一般の消費世帯より米の生産世帯の消費の減少率が大きいという状況でご
ざいます。  

 ８ぺージ目からは米に関する制度の仕組み等について、まず概況からお示ししてございます。  

 平成７年から、従来の食管法に代え食糧法が施行されております。  

 食管法は、基本的には政府買入制度のもとにおいて、政府米を基本とした基本計画・供給計画
の策定、厳格な流通ルートの特定、また価格関係では、政府買入価格の生産費・所得補償方式
による決定等により運用されてきました。  

 一方、食糧法においては、自主流通米を米流通の主体として位置付け、生産調整、備蓄・調整
保管、計画的流通の確保等の措置により、米の全体の需給及び価格の安定を図る仕組みになっ
ており、全体的な新旧制度の比較について、表の形で整理してお示ししております。  

 それから、９ぺージ目は米の流通についてお示ししてございます。  

 旧食糧管理法の下においては、政府による厳格な米管理を行うこととされ、自主流通制度もあり
ましたが、制度上の流通の主体は政府米であり、流通ルートでは、１次集荷業者から末端の小売
業者に至るまで、指定制、あるいは許可制により、厳格な流通ルートの特定が行われておりまし
た。  

 一方、食糧法においては、自主流通米を流通の主体と位置付け、政府の役割は政府米の操作
を通じた備蓄の運営や、ミニマム・アクセス米の運用に限定し、また、流通ルートは、出荷・販売業
者は一定の要件を満たせば参入可能ということで、流通ルートの多様化・弾力化が図られており
ます。  

 具体的な流れは、新旧の米の流通ルートをお示ししております。  

 それから、10ぺージ目は食糧法における米の流通区分についてお示ししてあります。  

 現行食糧法の下では、計画流通米と計画外流通米に区分されておりますが、計画流通米は、政
府が策定する基本計画に則って流通するものであり、具体的には政府米と自主流通米となってお
ります。  

 また、計画外流通米は、消費者への直接販売等により、生産者が自由に販売する米で、数量等
の農林水産大臣への届出が必要とされております。  

 なお、農産物検査法に基づき、米の品位等について国が行う検査は、計画流通米は受検が義
務となっておりますが、計画外流通米は任意となっております。  

 生産調整の実施、非実施と、計画流通米、計画外流通米との関係は、図示しているとおりでござ
います。  



 それから、11ぺージ目は、計画的な流通を円滑に推進するための自主流通米に対する助成に
ついてお示ししております。  

 三つ触れておりますが、自主流通米の安定的な出荷を図るための助成（自主流通米計画流通
対策費）は生産調整実施者を対象に支払われることとされており、また、年間を通じた計画的販売
と安定した価格での供給を確保するための金利・保管料相当額の助成や、調整保管等の実施の
ための金利・保管料相当額の助成について、平成９年度の予算額をお示ししております。総計で
1,062億円、うち自主流通米計画流通対策費が760億円等と、内訳はお示ししたとおりでございま
す。  

 なお、平成５年の大不作の際に消費者に至る流通ルートが広がった上、食糧法でこうした流通
が合法化されたことから、計画外流通米の出回りが増加しております。  

 次に、平成８年産米については、自主流通米の価格動向が需給実勢を反映していないこともあ
り、これは次のぺージで御説明いたしますけれども、出来秋の出荷数量が平成７年産に比べまし
てほぼ倍増している状況でございます。通常の計画外流通米の流通量からすると、平成８年は
270～280万トンの流通量があったと推定されております。  

 次の12ぺージ目に、米の価格形成についてお示ししてありますが、食糧管理法下において、昭
和35年以降は生産費・所得補償方式により政府買入価格が算定されてきましたが、平成２年産米
からは、自主流通米の価格形成について、「価格形成の場」が設けられまして入札取引が開始さ
れております。  

 平成２年産及び平成７年産以降について、どのような価格で推移しているかということを示して
おります。  

 先ほど、平成８年産米について、自主流通米の価格動向が需給実勢を反映していなかったと申
し上げましたが、平成８年産の出来秋時点においては、かなり需給が緩んでいたにも拘わらず、
入札の第２回目、第３回目、すなわち10月、11月の時点では、依然として右肩上がりで上がってき
ており、一部、11月の第４回目入札のときに下がっている銘柄もありますが、そのような点が十分
需給実勢に反映されていなかったということでございます。  

 13ぺージ目に、平成９年産米の入札ルールの関係についてお示ししております。  

 食糧法の下においては、自主流通米が米流通の主体として位置付けられておりますが、この中
で自主流通米の価格形成センターも法制度上明確に位置付けられております。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制度が整備されておりますが、本年産の平成９年産米か
ら、さらに年間の値幅制限の緩和等の入札取引の改善を行っております。  

 なお、全体的に需給の緩和が続いていること等を背景に、９年産米の入札取引価格は低下傾向
にあります。  

 本年産米の入札ルールの主な改善点については、13ぺージ目に表の形でお示ししております。 

 それから、14ぺージ目でございますが、食糧法の下においてもその役割が備蓄等に限定された
政府米の買入れを行うこととされており、従来は生産費・所得補償方式で政府買入価格を決定し
ておりましたが、生産コスト等を参酌するのみならず、自主流通米の価格の動向を反映させる価
格算定方式を採用しております。  

 具体的には、自主流通米の価格動向と生産費の動向を均等ウェイトにより反映させる、つまり、
自主流通米価格の変動率と生産コスト等の変動率を同じウェイトで基準価格に乗じることで政府
買入価格を算出しております。  



 それから、15ぺージ目からは生産調整の関係についてお示ししてございます。  

 生産調整は、昭和46年度以降本格的に実施しております。食糧法においても、生産調整は、米
の需給・価格の安定を図るための重要な手段ということで位置付けており、平成８年度からは「新
生産調整推進対策」として実施しております。平成９年度の生産調整目標面積は、全水田の約３
割に当たる78万7千ｈa、現行対策ベースでは67万3千ｈaとなっております。  

 なお、平成９年度における転作の実施状況の見込みでは、全国ベースで目標を達成できる見込
みとなっております。  

 昭和46年度以降の転作の目標面積、実施面積、達成率等を表の形で整理してお示してありま
す。  

 それから、16ぺージ目に生産調整の具体的な実施について触れております。  

 行政と生産者団体が一体となった取組を行うことを基本としつつ、国が需給均衡の観点から生
産調整目標面積を決定し、都道府県段階・市町村段階を通じて生産者まで配分するとともに、こ
の生産調整を担保するため、実施面積に応じて生産調整助成金、10アール当たり４千円～５万円
を交付する仕組みになっております。  

 また、生産者の主体的な取組を促進する観点から、生産者団体のとも補償事業に対する支援も
行っております。  

 ただ、このような生産調整の推進については、生産調整実施者の努力により実現された価格で
生産調整に協力しない農家も米の販売が行えるため、生産調整非実施者は生産調整のメリットに
「ただ乗り」しているという批判や、転作率の地域間格差について、低転作率地帯からは、営農の
実態や米の需給実勢を反映したものであるという指摘がある一方、高転作率地帯からは不公平
感が指摘されているといった問題等が出てきております。  

 次の17ぺージ目で生産調整目標面積の地域配分の状況について御説明しております。  

 国から各都道府県への生産調整目標面積の配分については、水稲の生産状況、担い手の状
況、市街化区域の面積等を要素として配分しておりますが、現在、最大と最小の間で３倍程度の
格差があり、お示しした表をみますと、都道府県のうち一番転作率が低いのが滋賀県で16.8％、
一方、最高の東京都は50.2％となっております。  

 それから、18ぺージ目に備蓄・調整保管についてお示ししてございます。  

 まず、備蓄の関係ですが、備蓄についても、食糧法において法制度上位置付けられており、不
測の事態においても消費者に対して米を安定的に供給できるようにするため、その水準は、150万
トンを基本とし、一定の幅、すなわち50万トンで備蓄の積増し、取崩しを行うこととされております。 

 この数字については、戦後の不作の平均である作況指数92が２年連続した場合を想定して、約
150万トンを基本とし、また、「一定の幅」として昭和46年産から平成４年産の作況指数の標準偏差
である50万トンを念頭において対応するという考え方の下に備蓄を運営しております。  

 ただ、平成８米穀年度末（平成８年10月末）の国内産の政府米在庫は、備蓄水準の上限を上回
る224万トンとなっており、この水準の早期適正化、すなわち縮減が求められているわけでござい
ますが、販売は計画どおりに進んでいない状況でございます。  

 なお、このような備蓄の円滑な運営を図る観点から、政府米の販売状況も踏まえながら、平成
６、７年産米について市場実勢に応じた弾力的販売、すなわち入札販売であるとか値引き等の対
策を講じておりますが、なお売却が不振な銘柄もあります。  



 政府備蓄米の銘柄別販売動向についてみますと、平成６年産米で全く売れていないのが７銘
柄、平成７年産米では26銘柄あるという実態でございます。  

 それから、19ぺージ目は調整保管についてお示ししております。  

 この調整保管は、豊作等による供給過剰の際に価格の低落を防止するため、自主流通法人で
ある全農が１年間市場隔離を行うというもので、備蓄とは性格が異なるものでございます。  

 ただ、調整保管米については、当然１年間市場を隔離した後に販売していくこととなりますが、需
給状況が改善されていない限り、調整保管米の販売は相当困難を伴うこととなります。  

 平成８年産米の調整保管については、今年３月に策定された基本計画において45～55万トンと
計画されたところですが、本年10月末の在庫は、その見通しを超えることが予想されております。 

 次に20ぺージ目からはミニマム・アクセス米の関係についてお示ししてございます。  

 ミニマム・アクセス米は、ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意において、我が国の米に関して
は、関税化しないという特例措置の適用が認められたことに対する代償措置でございます。通常
でも最小限のアクセスということで、初年度は国内消費量の３％、最終年度５％というミニマム・ア
クセスになるわけでございますが、これが関税化の特例措置ということで、４％から８％に加重さ
れた数量ということになっております。  

 具体的には、玄米トンベースで平成７年度の43万トンから、平成12年度には85万トンの輸入義
務数量があるということでございます。  

 また、この受入れに当たっては、その導入に伴う転作の強化は行わないという方針が閣議了解
されております。  

 それから、このミニマム・アクセス米の販売に当たっては、国産米の需給にできるだけ影響を与
えないよう、加工用、業務用等の需要を中心に供給され、さらには、一部10万トンは備蓄用にも充
当されております。  

 それから、21ぺージ目は輸入されたミニマム・アクセス米の状況についてお示ししております。平
成９米穀年度末までに70～75万トンを販売する計画となっていますが、現在までのところ販売して
いる、あるいは販売の目途が立っているものは加工用等、援助用を合わせて38万トン程度となっ
ており、本年３月に策定した計画であり、持越在庫との兼合いで現在の見通しの欄で触れており
ますけれども、34万トン程度の持越しが今のところ見込まれております。  

 それから、22ぺージ目は食糧援助の関係についてお示ししてございます。  

 米の食糧援助については、被援助国からの要請等を踏まえて、国産米、輸入米を活用して行わ
れておりますが、この米の食糧援助の最近の実施状況は平成８年11月の閣議決定分が６万トン、
今年１月の閣議決定分が４万トン、さらに注として、今月の９日に決定した北朝鮮支援分として6.7
万トンが予定されております。  

 こういった食糧援助については、以下の点に留意する必要があるということで３点ほど挙げてお
りますが、まず１点目は食糧援助に係る財政負担ということでございます。  

 平成８年度の食糧援助に係る政府米の財政負担の状況についてお示ししてありますが、国産米
の場合はトン当たり30万円程度、また、ミニマム・アクセス米を使う場合はトン当たり10万円程度の
財政負担が必要となっております。  

 なお、この中で示しておりますように、食管会計で負担する分とＯＤＡ負担分で分けると、国産米



の場合は25万円対５万円、また、ミニマム・アクセス米の場合は６万円対５万円という負担割合に
なっております。  

 それから23ぺージ目でございますが、２点目はＷＴＯ協定上の問題でして、一つは、ガット第３条
との関係で国内産米と外国産米については同様な取扱い（内国民待遇）が要求されております。  

 また、ＷＴＯ協定上はもう一つ、米について関税化の特例措置をしている関係で、「効果的な生
産制限措置」を講じているかどうかという点についても留意する必要がございます。  

 それから、３点目はＦＡＯの余剰処理原則との兼合いでして、受益国の農業生産、あるいは米の
輸出国と国際貿易への悪影響を回避する必要があるという点でございます。  

 24ぺージ目からは昨今の米をめぐる諸課題についてお示ししてございます。  

 まず、米についての最近の状況について、今まで御説明しました点を要約してアからオまで挙げ
てありますが、米の全体需給は大幅に緩和している。この中で自主流通米の価格は低い水準で
推移し、政府が保有している備蓄水準も、基本となる水準プラス50万トンをかなり超えております。 

 また、生産調整の推進に当たっての不公平感等の指摘の高まりとか、需給緩和の下での米価
の低下が、稲作農家、特に大規模農家と申しますか、専業農家の経営に影響を及ぼしている状
況があるということでございます。  

 米の持越在庫の状況について、本年10月末の試算として、現在における見通しをお示ししており
ますが、ミニマム・アクセス米や自主流通米もすべて合計しますと、370万トン程度の見込みになる
ということでございます。  

 なお、このような状況にあって、生産調整、計画流通制度の運営、あるいは稲作経営の安定を
総合的に視野に入れた米政策の再構築に向けて検討が急務になっております。  

 25ぺージ目にこの検討に当たっての留意点として、まず生産調整の関係では、生産調整の規
模・期間は、望ましい在庫水準と十分関連付けながら、また、営農の安定とか過剰在庫保有に伴
う価格への影響を総合的に勘案しながら検討する必要があります。  

 生産調整の仕組みについては、生産調整実施者に対する実施メリットを明確にする、あるいは、
生産調整の実施についての地域間での不公平感を緩和することが必要ではないか、さらに、農業
者・農業者団体が自らの問題として主体的に取り組むことを助長することが重要ではないかという
ことでございます。  

 また、備蓄水準の適正化という問題については、政府米の買入れ、売渡しに当たり、適切な運
営方策の検討が求められているという状況でございます。  

 また、26ぺージ目の稲作経営の安定という点については、自主流通米価格の低下により、特に
大規模稲作経営について大きな影響が懸念されるということでございます。  

 ４ぺージの表と若干重複する面もありますけれども、５～10ｈa、あるいは10ｈa以上層の農業所
得及び農外所得への依存度ということで再度お示ししております。  

 いずれにいたしましても、需給改善対策と一体のものとして、このような稲作経営の安定のため
の対策を講ずることが求められているのではないかということでございます。  

 ただ、この対策の検討に当たりましては、今年の６月３日、「財政構造改革の推進について」とい
うことで閣議決定がなされております。  



 この農林水産関係部分としてお示ししてありますが、主要食糧関係費については、政府備蓄水
準の早期適正化を進め、米価を含む農産物価格について適切な価格設定を行い、市場原理の活
用等の視点に立って見直すとともに、学校給食用米穀値引きについては廃止の方向で見直し、主
要食糧関係費を引き続き対前年度同額以下とするとされておりまして、この主要食糧関係費は、
先ほどの生産調整及び食糧管理特別会計への繰入という内訳で、平成９年度においては総額で
2,692億円となっております。  

 その下に、参考として「今後の対策の検討方向（論点整理を踏まえた中間とりまとめ）」を添付し
ておりますが、これは与党である自由民主党の総合農政調査会農業基本政策小委員会において
も、米の問題が喫緊の課題であるということで、８月以降様々な議論がなされております。これが
今月の７日に中間とりまとめとして、基本的な考え方、検討の視点、具体的な検討方向が、今の
段階でこのようにまとめられておりますので御参考までに配付させていただきました。  

 続きまして、委員要求資料として資料５でお示ししてございます。２点ございまして、「ウルグァイ・
ラウンド農業合意関連対策の概要と進捗状況について」と「水田等の公益的機能について」を簡
単に御説明させていただきたいと思います。  

 １ぺージ目はウルグァイ・ラウンド農業合意関連対策の概要と進捗状況として、平成８年度末現
在の状況をお示ししてございます。６年間の事業量は前回も御説明いたしましたが、総計では６兆
100億円でございます。この内訳は、公共事業関係が３兆5,500億円、一方、その他が２兆4,600億
円となっておりまして、事業費ベースの事業量が６兆100億円ということで、融資枠等も含んでおり
ます。  

 平成８年度末においては、公共事業関係の執行率が50％、その他の事業関係が49％となって
おり、全体としてはおおむね順調に推移しております。  

 なお、２ぺージ目において、「財政構造改革の推進について」の閣議決定のウルグァイ・ラウンド
対策関係部分をお示ししております。  

 ウルグァイ・ラウンド対策関係については、公共事業である農業農村整備事業を中心にして対策
期間を２年間延長するということと、総事業費６兆100億円の総額は変えずに中身の見直しを行
い、公共事業である農業農村整備事業とその他の事業の事業費の比率を、おおむね５対５にする
ことが閣議決定されております。  

 この閣議決定に従い、農林水産省としては、平成10年度の予算要求の絡みで現在のところ事業
規模の見直しを行っている状況をお示ししてございます。  

 それから、３ぺージ目からは水田の公益的機能の関係ですが、水田が有する各種機能として、
まず、洪水防止機能を挙げております。  

 水田の市街化による洪水防止機能の喪失のグラフをみますと、水田の75％が市街化された場
合には、雨水の流出量が降雨直後から急激に増大する一方、水田がそのまま100％残っておりま
すと、その流出量が最大で４分の１までに止められるというような洪水防止機能があるのではない
かというのが農林水産省における総合研究結果の報告でございます。  

 また、水資源の涵養機能として、水田に貯留された水、つまり、かんがい用水なり雨水として水
田等に貯まった水のうち大体８割程度が地下水として涵養されるという調査結果をお示ししており
ます。  

 それから４ぺージ目は水質の浄化機能として、特に窒素についてお示ししております。窒素も富
栄養化とか地下水汚染の原因ですが、土壌粒子がこの窒素の栄養分を吸着固定することで水質
浄化機能があり、かんがい期における水田においては、全窒素のうち４割程度が除去されたとい
う調査結果がございます。  



 また、土壌侵食防止機能として、棚田の水田について触れておりますが、傾斜度20～25度の棚
田水田において、これがユズ、コナラ、あるいは耕作放棄された場合に、10アール当たりの土壌
流出がどの程度かということを示しておりますけれども、耕作放棄になりますと年平均3.5トン流出
するということでございます。  

 その他、生物多様性の保全という点についても、お示ししているような状況でございます。  

 ５ぺージ目に、水田等の持つ公益的機能の評価として、昨今の環境経済学等の発達により、
様々な機関が水田関係、農業・農村関係等で試算、研究を行っておりますが、その中で公益的機
能を金額で評価したものをお示ししております。  

 三菱総研が平成６年に発表した代替法による農地の公益的機能では６兆７千億円、また、野村
総研が平成８年にＣＶＭ（仮想状況評価法）により行ったものでは、農業・農村で年間４兆１千億円
という評価がなされております。  

 なお、水田の公益的機能の国際比較として、我が国の水田の洪水防止機能や、地下水涵養機
能について比較したものを農林水産省の農業環境技術研究所の試算としてお示ししております。 

 以上が、今日提出させていただきました資料でございます。  

   

３．質 疑  

   

○部会長 ありがとうございました。  

 今資料説明がございましたが、これに関する御質問、御意見、資料要求等ございましたら、時間
の許す限り御発言をいただきたいと思います。どうぞ、どなたからでも結構でございます。  

○委員 先ほど座長の最初の御説明を私が理解していれば、こういうことでいいんだろうと思いま
すが、一応この調査会で米について中長期的な改革といいますか、考え方を議論する。ただ、事
態は極めて緊急の部分もあるので、例えば中期的な、あるいは長期的な考え方の１年目、２年目
が来年とか再来年であるというように私は受け取りまして、そのような観点で少し意見を申し上げ
たいと思います。  

 米については今御説明があったように、三重苦といいますか、過剰と価格低迷と生産調整の限
界感、それにさらに加えれば五重苦といいますか、消費がむしろ落ちている。それからミニマム・ア
クセスの定期的な輸入ということで、どう考えても手詰まりの状態だと思いますから、これを機会に
全体の制度を改革する、考えることが必要ではないかと思います。  

 その一つのきっかけとして生産調整について御説明をいただきましたが、今まで様々な基準で
各県ごとに傾斜配分などして割り当てておりますが、限界感があるということと、それから先程の
ような不公平感があるということで、もはや上からの強制割当というのはいささか無理ではないか
という気がしています。もちろん全体に必要な生産調整面積を公示して、県ごとにそれを公示する
ような作業は必要だろうと思いますが、それに参加するかどうかについては、生産者がそこに関連
して示される条件をいろいろ勘案して、自分で決めるということが必要ではないかと思うんです。  

 もう一つの項目としては、価格は基本的に市場に任せる。ですから市場の整備は並行して必要
になるのではないかと思います。価格は市場に任せるわけですから、過剰のときはさらに低迷す
ることが予想されますので、このときに、そこに所得補償かあるいは収入保険でもいいんですが、
生産者の所得が目減りする分については何らかの手当をする政策が必要ではないかと思うんで



す。ただし、この場合に全部の稲作農家にそのような所得補償をするということではなくて、前提と
しては生産調整実施者ということが大前提だと思います。生産調整していなければまず権利がな
いと。  

 しかし、それは最低の条件ですが、それでも全員に所得補償するわけにいかないだろう。そのと
きにどのようにしてその生産者を分けるかということですが、一つは、ここに全中さんが10月９日に
組織決定されまして、私もそのレクを受けた資料がありますけれども、生産者が自分で所得補償
のための基金に拠出することをもって、その人が将来とも米づくりに意欲を持ち関わっていきたい
という意思を示す。それをもって所得補償の対象にするか。それがもしできれば、それで私はいい
かとも思いますが。  

 あるいは外からの条件で、これは私も前にちょっと申し上げたことがあるような気がしますけれど
も、例えば生産者の経営面積とか、その方の耕地の利用率とか、複合経営であるかどうかという
ことを勘案して、その対象を決めるということも一つの考え方かもしれません。しかし、それはどう
考えても外からその方を見て、あなたは将来の担い手としてふさわしいとかふさわしくないとか、そ
ういった具合に結局判定せざるを得ないような事態になりますから、もしできれば、生産者の拠出
によってその方の意思を確かめて、所得補償なり保険の対象にする。保険の場合には、自分が拠
出するということが実際にその枠組みに入る条件になるわけですから、それは当然ですけれども。 

 全体のねらいは、先ほど御紹介がありましたように、農家所得の中で米への依存度が著しく低
い、ほとんど米に頼っていない人に対しては、こういった価格制度の対象から外して、できるなら
ば他の作物などをいろいろ考えて、米づくりからは撤退していただくことです。  

 これは別に貧農切り捨てという意味では全くなくて、むしろそういう方の方が、一面で言えば経済
的には非常に恵まれているという側面があるわけですから、そこはかつてのような貧農切り捨て
的な思想でなくて、そういった形でやっていかざるを得ないのではないか。ですから、基本的には
市場に任せた価格によってそういう形をやる。  

 ついでに申し上げれば、政府米についても、今米価審議会で決めたりしておりますけれども、私
はそのようなことをせず、一番安い米を政府米として市場で買えばいいのではないか。ですから、
価格を議論する場としての米価審議会はこの場合は要らないのではないか。もちろん米をめぐる
諸情勢について議論する場として存在することが必要であっても、価格の議論の場としては、もう
そういうことは必要ないのではないかという気がいたします。これは私が今お話を伺った上での最
初の提案でございます。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 ただいま委員から御発言がございました。我々全中が考えておることと概ね一致している
わけですが、極めて大事なことでございますので、私の方からも発言させていただきます。  

 御案内のように、ＪＡグループは、米の需給と価格の安定のために生産調整目標の100％を達
成し、備蓄・調整保管の確実な実施、計画流通米の全量出荷に全力で取り組んでまいりました。し
かし４年続きの豊作や消費の減退によりまして、大量の持越在庫が発生しております。そしてその
結果、自主流通米はかつてない水準まで大幅に価格が下落しております。  

 例えば平成９年産の価格と比較いたしますと、５ｈa規模の稲作農家においては、年間 120万円
所得が減少すると見込まれております。特に大規模経営農家におきましては、かつては新農政に
おきまして、20ｈa規模の稲作の経営で規模拡大をやろうと言われてまいりましたけれども、まず15
ｈa以上になりますと、大規模経営者は今深刻な状況が起きておるということであります。  

 現在の需給状況を改善することが最大かつ緊急の課題でありますが、このためには、やはり政
府の在庫処理を前提とし生産調整を拡大せざるを得ませんが、現行の仕組みでは生産調整の実
効を上げることは極めて困難であります。まじめに生産調整に取り組む生産者に対するメリハリを



つけたメリット対策が不可欠であると考えます。その具体策として、生産調整実施者につきまして
は、価格の低下を補てんする稲作経営の安定対策と転作営農の確立対策を講じる新たな仕組み
の確立が必要であります。  

 ただいま委員からも御発言がありましたように、この稲作経営安定対策につきましては、生産調
整実施者の所得を安定的に確保する観点から、政府の助成と生産者の拠出による基金を創設
し、自主流通米価格が低下した場合に、生産調整実施者が出荷した自主流通米に対して補てん
を行うという仕組みの確立が必要だと考えております。  

 この場合、生産調整実施者の所得を中長期的に確保する観点からも、大幅な価格下落が生じ
た場合でも、十分対応できるような予算措置が必要であると考えております。  

 以上であります。  

○委員 米をめぐる事情と諸課題の資料の中で特に質問したいと思いますのは、ミニマム・アクセ
スについてであります。本調査会でも、2000年以降の問題についてどうするかという意見があった
わけでありますが、御存じのようにこの９月発表の作況指数は102と相なっているわけでありまし
て、米の過剰基調は10月末では370万トンの在庫に達すると言われておるわけでありまして、その
うちミニマム・アクセス米がこの資料では60万トンということになりますと、在庫量の15％以上を占
めるのではないかと思うわけであります。  

 国内生産がこんなに過剰である中に、さらに国内で売れないところの輸入米をどうして入れなけ
ればならないのかというのが生産者の率直な意見であります。内容は別としてそういう率直な意
見があるわけであります。  

 それからガット・ウルグァイ・ラウンド合意につきましては、当時は国会決議が３回あって、１粒も
入れないということであったわけでありますが、その諸事情は繰り返しませんけれども、そういう代
償の中にＵＲ対策が６兆100億円ということで、その体質基盤を強化する。いろいろ財政構造改革
の見直しの中で、実施期間が２年間延長され、公共事業と非公共事業の比率が５：５ということに
なったようであります。  

 そういう中で生産調整の強化は行わないという閣議了解もあるわけであります。しかしながら今
全中でも言われておりますように、後ほど私は稲作経営のところでも申し上げたいと思うんです
が、そういう現実というものは生産者としても考えておるわけでありますが、こういう問題について
どうお考えであるのか。  

 それからもう一つは、平成12年度には85万トンというミニマム・アクセス米を輸入しなければなら
なくなるということでありますので、我が国の稲作への影響は極めて甚大であるわけです。生産農
民の不安と不信というものが極めて高くなってくるということであります。  

 もう一点は、ウルグァイ・ラウンドの交渉中も関税化した方がいいという意見が聞かれたわけで
ありますが、素朴な疑問でありますけれども、次期交渉の際に、仮に関税化に切り換えることにな
りますと、１点目はミニマム・アクセスは不要でないのかということ、２点目には、引き続き輸入が必
要とするならばどの程度の義務を負うのであるのか、それから３点目は関税率の計算はどういう
ふうになるのか、この点も教えていただきたいと思います。このことについて、言うなれば国民にそ
の全貌を明らかにして、そして協力を得べきものは得るという合意が必要ではないかと思われま
すので、この点についての質問にさせていただきます。  

○部会長 事務局、お答えになりますか。  

○事務局 お答えを申し上げます。  

 まずミニマム・アクセスについてですが、平成９年10月末の在庫の見込みは40万トン程度でござ



います。平成９年度は60万トン輸入するということで今実施中でございますが、その影響は来年の
10月末になるということをまず御理解いただきたいと思います。  

 このミニマム・アクセス米は、先ほど事務局の方から話がありましたように、いわゆる関税化の特
例措置として実施期間中、消費量の４％から８％とすることになったわけであります。しかも国家
貿易でやっている。そのときの私どもの考え方、また全体の生産者の方々もそうであったと思いま
すけれども、関税化をすることは、結局どれだけの量が入ってくるか分からない。要するに通常の
ミニマム・アクセスより拡大されたミニマム・アクセスであっても、４％から８％の量しか入らない。し
かというのがいいかどうかですが、入ってくる数量が確実に分かる。したがって、国内産との調整
も可能であるという判断であったわけであります。  

 しかも、閣議了解で、転作の強化を行わないということですから、例えば本年の10月末に40万ト
ン程度のミニマム・アクセス米の在庫がありますけれども、それは当然のことながら国内産の生産
調整の在庫に加えて、その在庫を減らすために生産調整を強化することはしない。逆に言えばミ
ニマム・アクセス米の在庫は外に置かれておるということで、転作の強化を行わないということで
対応してきておりますし、現在の生産調整の面積もそういう考えではじかれているわけでありま
す。  

 それから国内産の需給に対してはどうかということでございますが、これも資料の中でございま
すように、かつて他用途利用米という仕組みがございました。これは加工用の需要に対して国内
産米を充てようと。比較的安いといいますか、主食用の半分ぐらいの価格で供給していたと思いま
す。しかし、なかなかそういう米づくりは難しい。特に平成５年の大不作のときは、大体米の格好を
しておれば主食で売れたということもございまして、他用途利用米という仕組みについては急速に
生産者側の意欲が薄れたということで、たしか平成７年産米までで、この仕組みは廃止になった
わけであります。  

 そこで、資料の中にございますようにミニマム・アクセス米については、他用途利用米、大体40万
トンぐらいの需要が平均的にあったと思いますが、その部分に供給している。もちろん現在でも国
内産米で加工用に向けられているものはございます。これはかけ米等の酒用の米とかいろいろご
ざいますが、それは大体19万トンぐらいございます。残りについて、基本的にはミニマム・アクセス
米を充当している。  

 それから、米粉調製品というような形で入ってくるものについて代替するということで、ミニマム・
アクセス米をそこに供給している。さらに、これは内外無差別ということからいきますと、主食用に
も一部回り得るわけでありまして、現実に回っております。その場合には国産米を加工用等に振り
向けておりまして、ミニマム・アクセス米が国内産の需給に影響を与えない運営をいたしておりま
す。  

 ただ、問題は、そうやってさばき切れていないという現実がございまして、この10月末に40万トン
程度の在庫ができる。もちろんそのうち10万トンは備蓄でございますが、そういった現実を私どもも
どうやってこの先、最終年次には85万トンという玄米ベースでのアクセス米の受入れをせざるを得
ない中でどうするかということは、今私ども全力を挙げて知恵を出すべく努力しているところであり
ます。いずれにしても国内産の需給に影響を与えないような処理方策を考えるということで、現在
知恵を絞っているということであります。  

 それから、関税化を現在この段階で仮にしたらどうなるかということであります。これはＷＴＯ協
定に既にすべて書いてございまして、簡単に申し上げますと、関税化するとその時点からのアクセ
ス数量の増加率がこれまでは0.8％ずつでございましたが、これが半分の0.4％になるということで
あります。  

 それから、その次の交渉のときに仮に関税化したらどうなるかということですが、今の４％から
８％ということで関税化の特例措置の適用を続けていった場合には、８％というのがそのまま今度
はアクセス数量ということになります。輸入していかなければならないものになります。その上に関



税化されれば、どれだけ入ってくるかというのは関税相当量の水準で決まるわけですが、関税相
当量については、1986年から88年の内外価格差を基準にして関税相当量を設定することになって
おります。しかも、この６年間で15％削減した前提で次期交渉が始まることになるわけであります。 

 ちょっと言葉だと分かりにくいかもしれませんが、そういったことについて必要があれば、ＷＴＯ協
定上の決まりとしてどうなっているかについては、整理してまた資料としてお出ししたいと思いま
す。  

 いずれにしましても、関税化すればミニマム・アクセスが不要になるといいますか、輸入義務はな
くなってしまうんだということはございません。分かりやすく言えば、今度の６年後の次期交渉のと
きには８％というものはアクセス数量として受け入れるという前提で交渉が始まるということであり
ます。  

○部会長 他にございますでしょうか。  

○専門委員 今の事務局の御答弁にちょっと関連して、確認のような質問をさせていただきたいと
思います。今委員の最後の御質問に関係して、８％の部分はカレントアクセスとして、次の時点で
受け入れざるを得ないようになっているというお話だったわけですけれども、他の穀物も随分入っ
ておりますので、穀物という形でアグリゲートしてカレントアクセスは受け入れるとしても、それを現
在経過中のようにミニマム・アクセスがどんどん上がっていくことを回避するという可能性があるの
かどうかということを、もし、ある程度見込みなりはっきりした規律が既にあるとすれば御教示いた
だきたいと思います。  

 御答弁いただく前に、私の意見を続けてよろしゅうございますか。  

○部会長 どうぞ。  

○専門委員 二つに分けて発言させていただきたいと思います。後半の部分は、また少し時間を
置いてからということにさせていただきたいと思います。  

 今日の資料４の特に24ぺージ以下の問題の認識なり、これからどういう形で進めていくべきかと
いう認識について、私は基本的にそう異論がないと考えております。現状でございますが、特に兼
業農家は別としてということになるかと思いますけれども、現在の価格の低下の状況は、稲作経
営の短期的な適応の限度をもはや超えつつあると私は判断しておりまして、その意味では緊急避
難としても、何らかの対策が喫緊の課題になっているという認識を私もしております。  

 先ほど来、やや具体的に立ち入った話がございましたけれども、その点につきましてはまた後ほ
ど私なりの考え方を述べさせていただきたいと思います。むしろ今はもう少し基本的なことにつき
まして、特に生産調整に関して私の考え方を述べさせていただきたいと思います。  

 今の状況は、連続豊作というややアブノーマルな条件に規定されている面がございまして、その
意味では余り酷な表現はできないと思うんですけれども、基本的には需給の調整を失敗したとい
うふうに言わざるを得ないと私は思っております。特に昨年の秋から今年の春にかけてというべき
でしょうか、生産調整の量の決定のプロセスでは、今の状態はある程度回避できる余地もあるい
はあったかと思います。非常に難しいことだったかと思いますけれども。  

 今の状況の根本的な部分は、生産調整そのものが市場の需給のバランスの問題であり、あるい
は経済の問題であるという認識がやや薄かったことではないかと思います。これは生産調整の導
入の経過が、食管制度を守るという、財政破綻から食管制度自体が崩れることを阻止するという、
いわば制度を守るという形で導入された経緯がございますので、ある意味では仕方がない面があ
るかもしれませんが、それとてもともとは需給のバランスで、経済の問題であるということがあった
かと思います。  



 今回、ある意味では生産者の方は、相当に高い授業料というとちょっと語弊があるかもしれませ
んが、それを払いつつ経済の問題であるという認識が相当深まっていると思っております。経済の
問題であるということの認識がやや不足であったことが、結局、食糧法のもとでも旧来型といいま
すか、相当行政がむしろ主体になるような形で生産調整の配分を行う形にならざるを得なかった
基本的な要因だというふうに私は思っております。ここで、生産調整についてはどこが主体、誰が
主体で、それをサポートするのはどの主体かというあたりをはっきりすべきだと私は思っておりま
す。  

 私個人としては、長期的には米の需給のバランスは、市場で確保できるような形に軟着陸させる
ようなことを考えていくべきだと思っております。これはもちろん米の価格もございますが、米以外
の作物、今日は米以外の作物についての言及はございませんでしたが、米以外の作物との比較
収益性の問題がございます。特に土地利用型ということで言えば、例えば自給飼料の生産振興に
ついて、これまでも随分そういうことが言われているわけですけれども、もう少しきちっと裏付けの
あるような生産振興をするなり、あるいは適地適作的な立地の移動を促す中で、米についてもあ
る程度市場で需給がバランスするようなシステムにもっていくことが、長期的には望ましいと考え
ております。  

 ただ、今申し上げた一、二の点もそう短時日にできるものではないとすれば、当面は生産調整を
継続せざるを得ない部分があるだろうと思います。その場合も、ここは生産者、あるいは生産者の
組織の協調行動として、露骨な表現に聞こえるかもしれませんけれども、カルテルといいますか、
市場をきちんと維持するために、生産調整することが基本であるということをむしろ据えた方がい
いのではないか。ただ、稲作の場合には、数百万の農家の方で様々な方がおられますから、これ
は実際は非常に難しい。したがって、それを支援するような政府の側面的なサポートという形で、
私はこれから運んでいくのがいいのではないかと思っております。  

 今考えられている様々なアイデアについては、後ほどまた発言の機会を求めたいと思います。  

○部会長 ありがとうございました。それでは、ひとつ質問に対して。  

○事務局 今御質問のあった点でございますが、御案内のとおり、米以外は全部関税化されてま
して、いわゆる自由化されているわけでございまして、そういうことからいきますと、今のお話は現
実問題としては極めて難しいという感じがいたします。  

○部会長 生産調整の主体の問題については何かコメントありますか。よろしいですか。  

 他に。  

○専門委員 今までは生産者サイドの話なんですが、私の場合は食生活者としてちょっと観点が
違うかもしれませんけれども、説明させていただきます。  

 お米の衰退についてですが、ちょうど私が番組を昭和38年からずっとやっておりまして、その当
時まではお米は５カップ利用していたんです。それから10年単位でみていきますと、昭和48年が４
カップ、昭和58年が３カップ、平成７年のときはついに２カップになって、放送している番組で対象と
している４人家族では、この位までお米の消費量が落ちております。ですから、ちょうどこちらのグ
ラフとぴったりだなと思います。  

 同じように食器もそうでした。半ダースという単位で物が売られていたんですけれども、それは５
カップまでの時代で、４カップになりますとすべてが５セットです。その後で今度は３カップになりま
すと、ペアという食器が出てくる。今はばら売りになっております。というように生活環境の方がど
んどん多様化してきております。  

 ただ一つ救いは、御飯が２カップになりましても、茶わんをみていますとまだ御飯茶わんは皆さ
ん自分の茶わんを使っていらっしゃる。ですから、御飯茶わんにこだわっているということは、供給



のカロリーベースが４分の１になった、まだ主食だというんですが、私たちはもう主食という域では
ないと。３分の１までが主食という概念で、４分の１になりましたらもう主食という位置付けはしてい
ません。それでも、まだ御飯茶わんに固執している、おはしに固執しているという時代に、もう一度
きちんとお米というものを生活の中に戻さなくてはいけないのではないか。  

 でも、２カップでも御飯茶わんは別で、御飯というときは茶わんですが、ライス、カレーライス、ピ
ラフは完全にお皿で、茶わんはもう外れております。そのぐらいに今食生活がばらばらになってい
る。そういう点から考えますと、今お米を支えている世代は団塊の世代から上でございます。その
下の人たちの食動向は今後どうなっていくか。さらにお米の消費量が落ちていくのではないかとい
う不安を持っております。  

 そのときに、例えばもっと御飯を手近なところに置く戦略が必要ではないか。食糧庁さんでいろい
ろとイベントをおやりになるんですが、イベントをやる前に、いかに口の中に放り込むかということ。
例えば御飯をコインスタンドにおくとか、温かい御飯、できたての御飯を食べる手段を、もうちょっと
身近に食べられるような方法を積極的に戦略として考えていくべきかと。若い人たちはパスタとか
インスタントラーメンという形で、コンビニまで行かなくてもスタンドのもので十分間に合う食べ方を
してしまいますから、一つの例でございますが、炊きたての御飯、それからチャーハン、それからピ
ラフをスタンドで手近に食べられるというようなことぐらいまできちんとやっていかないと、お米の消
費が伸びないんじゃないかと思います。  

 そういうことで、まずお米の流れがどんどん悪くなる。そうすると今後どういう米を消費者が選ん
でいくかとなりますと、やはりおいしいお米、自分たちの食べたいお米というものをどんどんねらっ
ている。そうするとお米の方も、去年は備蓄米のうち全く売れずに残っているお米が７銘柄です
か。今年は26銘柄。この７銘柄とか26銘柄の方が自主的に、これは強制ではだめだと思うんです
が、自主的に経営というスタンスで転作で考えるような形を進めていかれた方がいいのではない
か。実際はそう思っているけど、今までうまくいかなかったのかもしれませんけれども、これからさ
らに私は激戦になってくると思うんです。  

 では、売れないお米が悪いかというとそうではないんです。例えば南の方のお米で、白い御飯で
食べるとおいしくないんですが、押しずしはとてもおいしいんです。というように郷土料理の調理法
ではおいしいお米でも、東京の市場に流すお米ではない。地域に流すお米としては十分に残り得
る要素はあると思うんです。ですから、地域性のあるお米と、それから中央の市場に流すお米とい
う考え方が二つあると思います。そういう意味で減反政策を考えていかれた方がいいんじゃない
かと思います。  

 一番売れるものが生き残るというのは、平等の原理ではなくて公平の原理ではないかと思いま
す。これからはいろいろな意味で、公平の原理が競争原理として作用してくるので、今までの行政
関係の平等主義というものがそろそろ破綻してきたのではないか。口では簡単でございますけれ
ども、とても大変だと思いますが、一つの現実としてお話しさせていただきました。  

○部会長 ありがとうございました。  

 他にございますでしょうか。  

○専門委員 いつも前置きでこういうことを言って申しわけありませんけれども、現実がよく分から
ないので、また問題点を自分なりに整理して、そこから逆に問題点を見詰めていきたいと思うわけ
ですが、この資料を拝見し、あるいは今までの皆さんの御議論を伺っておりますと、私の感じでは
三つぐらいレベルの違う問題があるのかなと思いました。 第１番目は、生産調整という政策その
ものが合理性があるのかどうかというレベルの問題でして、これは先ほどちょっと言われましたよ
うに、完全にマーケットに任せて需要、供給でもって価格が決まる。それによって、場合によっては
それでやっていけない農家はつぶれていく。そういう形の政策もあり得るわけですから、そういうレ
ベルの問題、生産調整、政策そのものの合理性のレベルの問題というのが一つあるだろう。  



 ２番目の段階の問題は、仮にこの生産調整というものが合理性がある政策であるということにな
ったときに、どこかのレベルでまず目標を定めると思いますが、その目標の定め方をまた各戸に
割り振っていく。割振りをするわけですから、その際の配分の公平さの問題、ある意味で実質的な
問題だと思います。  

 ３番目は、これを実現する手法の問題だろうと思います。各農家の自由に任せるのか、あるいは
強制みたいな要素を入れるのかどうか。  

 こういうふうに三つのレベルで考えていきますと、最初のレベルの問題にちょっと戻りますが、こ
れは私も現実がよく分からないのですけれども、最終的には、本来は市場メカニズムに任せるの
がいいんだと思いますけれども、現在の状況をみたときに、私は生産調整もそれなりに合理性が
あるだろう。米の需要の方が一貫して減少している状況の中で、おそらく価格を自由に決めるとい
うことになりますと、これは農家の生活を相当脅かすことになるでしょうし、そういう意味では生産
調整で農家の生活の基盤を維持しつつ、しかし生産量を減らすことで価格を維持していく。そうい
う政策に合理性があるように思われます。  

 そういうことだといたしますと、今度は目標の決め方ですが、そこで先ほど来議論になっているミ
ニマム・アクセスも考慮しながら目標を決めるのか。これは決めないということだそうですが、ある
いは備蓄の量をどうするかとかそんなことが問題となると思いますが、国のレベルで一応合理的
な目標面積が決まる。目標量が決まる。そこは合理的だと思うんですが、問題はそれをさらに下
におろしていってどう配分するか。先ほど傾斜ということで東京都と滋賀県あたりでは３倍ぐらいの
差があって、これも現実はよく分かりませんけれども、これ自体が本当に公平、あるいは公正なの
か。公正よりは公平の問題ですね。というのはちょっと分かりませんけれども、その点を煮詰める
という問題がそこにあるんだろうと思います。  

 それから３番目の手法の問題に関して言いますと、先ほど言いました自由か強制的な要素かと
いうことですが、これは現在の行政一般の問題として考えてみても、基本的には各農家の自由な
選択によって実現すべき問題だろうと思われます。ただ、そうなりますと先ほど来御説明がありま
したフリーライダーの問題が出たり、あるいは政策自体は良くてもそれが実現できないということ
がありますので、結局何らかのインセンティブが必要である。  

 そこで、生産調整、要するに減反した者に対しては何らかの補償をすることになるんだろうと思
いますが、この辺の補償の内容もよく分かりませんけれども、その補償をするときに、これは間違
っていたら直していただきたいと思いますが、減反した、あるいは生産調整したということそのもの
による補償と言ったらいいんでしょうか。一番端的には、減反した人間と減反をしない人間がい
て、その間に格差が生じたら気の毒なわけですね。一方は生産量が減るわけですが、その分価格
が上がっていて、片方は生産調整しないために、作る量は減らないで高い価格で売れるということ
で差が出てくるわけだから、その分の差をなくす。なくすだけではインセンティブになりませんから、
若干プラスアルファしなければいけないんですが、減反そのものによる補償の問題。  

 ただ、それだけでうまくいくのかよく分からないので、もうちょっとインセンティブを強めるための、
それ以外の補償というのも十分私もイメージができませんけれども、さらにインセンティブを強める
補償みたいなものも考えられるのかもしれないという気がいたしました。  

 最後に、その他の問題として、今の三つのレベルとどう関連するのか私も十分整理できておりま
せんが、あるいは第１のレベルと関連するんでしょうか。さっき専門委員がおっしゃったように現在
米だけが問題となっておりますが、現実には減反といいますか、米を作らない農地をどう使うか、
その後どうするかという問題と関係するんだと思います。仮にこれを別な食料、穀物に割り振る、
あるいは別な野菜等に割り振っていく。これは非常に架空の議論ですが、そういうふうにやってい
きますと、おそらくそっちの方でも同じような問題が将来出てこないとは限らない。そういう意味で
は生産調整というのは、日本は米が圧倒的に多いので、それについてさえ考えればいいのかもし
れませんけれども、生産調整でもしそういう考え方をとるとすると、おそらく米だけではなくて、他の
食料との関係でも必要な問題なのかもしれないという気がいたしました。言わずもがなのことかも



しれませんけれども、以上でございます。  

○部会長 事務局、生産調整と減反という言葉が出ましたので、その辺の解説をお願いします。  

○事務局 現在の制度は、冒頭に事務局から御説明があったとおりでありまして、米の点に着目
しますとまさに生産調整で、従来から言っておりますのは、他の作物に転換するということで転作
という言葉を使ってまいりました。転作が基本ということで進めているわけです。  

 それで、何人かの方から御意見があったわけですが、私どもが率直に感じているのは、日本の
今の米の需給ギャップが極めて大きい、大き過ぎるというところが一つの大きな問題だと思ってお
ります。生産調整をやったにも拘わらず、この24ぺージの表にもありますけれども、軒並み2千円と
か3千円下がっているということですから、これは生産調整なかりせばどこまで行くのか。もう１万
円を割ることも確実ではないか。数千円ぐらいにしかならないかもしれない。そうなりますと市場原
理と言っても、この前提で考えるということになると、現実問題としてどうにもならないということで
はないかと思います。そういう意味で生産調整の合理性に専門委員はお触れになりましたけれど
も、まさにそれをやる必要があるということだと思います。  

 それから、そのときの目標の定め方ということで、今３倍という転作率格差がありましたけれど
も、これは米の生産量とか、水田の面積とか、転作のしやすさ、基盤整備が進んでいるとか進ん
でいないとか、あるいは市街化が進展しているかどうかとか、いろんな要素を勘案してやってきた
わけです。それなりに何とか関係者に理解していただきまして、今日までやってきたということです
が、この点につきましても今地域間の競争は大変激しいものがありまして、さらに激しくなることが
予想される状況です。先週来、私のところへ各県の方が毎日のようにいらっしゃって、自分のとこ
ろは勘弁していただきたいとおっしゃいます。それでは一体どこがやるんですかということになるわ
けです。このぐらいこの問題は大変な問題だということであり、配分の公平さを確保するのは非常
に難しいわけです。  

 売れる米でということでやれればいいんですが、先ほど申し上げた問題に戻ってまいりまして、
自由にやって、それで競争して勝った者が残ればいいじゃないかということになると、何年間とは
断定できませんが、大混乱に陥ると思います。国としてはそういう社会実験はできないという立場
で来ましたので、市場原理といった要素は勘案しますけれども、勘案しつつもこういう格差が出て
きたというのが実態であります。  

 また、その次に自由か強制かという問題が出てまいりまして、これも同じことに戻るんですけれど
も、自由にやるということになりますと、その目標達成という点からみますと穴が開く可能性が大き
く出てまいります。さりとて強制的に有無を言わさずというわけにいかないのが現在の状況です。
それでは、穴が開く分はどうするのかということになります。それは何かのインセンティブを与えて
ということになるんですが、その場合、アメリカの場合には最終的に輸出によって需給調整ができ
るという措置を持っておりますが、日本の場合にはそういう措置ができない、採り得ないほどのコ
スト高でありますので、より厳密な形で生産調整の実効が上がらないと結局不都合が生じてしまう
という点を考慮せざるを得ないと思います。  

 そういう意味で価格の安定といいますか、補てん措置に参加する農家に何らかのインセンティブ
を与えて、それによって生産調整を実施した人だけにメリットがあるということは一つの有益なとい
うか、有力な考え方だと思います。しかし、例えば非参加者が増えると価格が下がってくる、そうす
ると、むしろ参加者に補てんしなければならない金が大きくなる。ところが金を拠出する人は少なく
なる、こういう逆比例の関係にありますから、まず参加者が多くなるような仕掛けもあわせて考え
なければいけないのではないかと思います。ですから、生産調整自体が円滑に進むような方策も
あわせて考えないといけないのではないかというのが今の状況であると思っております。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 米の過剰が大変なことになるという話ですが、需給の均衡を図るためには、やはり減反



を強化する以外にないだろうと思っております。余った米は海外援助に回せという意見もあるよう
でありますけれども、それはこの資料にもありますように国際ルール、あるいは多額の財政負担
がかかるということで、本格的な在庫減らしには結びつかない、輸出ももちろんできないというわけ
であります。  

 減反を強化する、せざるを得ないというわけですけれども、減反は既に３割に達しているというこ
とで、減反を実際に指導するサイドの方からも、反旗が翻っている状況であります。したがって、減
反をこれ以上強制的にやらせることはできないだろう。要するに押しつけ的ではなくて、生産者の
自主的な判断で減反が行われるようにしなければならないと思うわけです。  

 その点で先ほども出ましたが、減反を受け入れやすくするというねらいで、所得保険的な仕組み
は注目してもいいのではないか。生産者と国の方が資金を出して基金を作って、その価格が一定
水準以下に落ちれば、その差額の一定水準を補てんしようというわけでありますから、これが実現
すれば、生産者の方で、儲からなくてもいいけれども、所得の安定を求めて減反するか、あるいは
リスクを背負っても思い切って米を作るか、自分で判断できるようになるのではないかと考えてい
ます。そうすれば高知県の橋本知事の飯米農家まで減反させるのはいかがなものかというような
疑問に応えることもできるようになるだろうし、岩手県の東和町の町長さんの苦しみにも応えること
ができるようになるだろうと思っております。  

 ただ、その場合、基金を構成する国の助成金と生産者の拠出金の割合は考えなければならない
だろうと思っています。今財政構造改革を進めるということが大前提になっているわけですけれど
も、そういう中で国の助成金というのは、自主流通米関係の助成金の枠内に収めるべきだろう。今
ある助成金をスクラップ・アンド・ビルドしてやる必要がある。それを大きく逸脱するようなことがあ
れば、消費者の理解は得られないだろうと思っております。  

 こういう構想を進める場合には、需給動向を的確に反映する公正な価格形成が大前提になるだ
ろうと思います。自主流通米価格形成センターで入札が行われているわけですけれども、実際は
その建前どおりにいかないようでありまして、自由で公正な価格が形成されているとは思いにく
い。やはり生産者というか、農協ですか、そういうものの市場支配力が強いために、需給実勢とか
け離れて値決めが行われている、硬直的で不透明な運用がなされているという批判もあるわけで
あります。  

 食糧庁が、今年の97年産米から、その規制を一応緩めたというのは当然の流れでありまして、
規制をさらに緩和して撤廃する方向に進めるということになれば、価格決定に対する信頼性が高
まることになるだろう。スポット的に自由な値決めで行われる計画外流通米だけが売れて、農協の
扱う自主流通米が売れ残るという事態は改善されるだろうと思っております。  

 ただそうはいっても、価格が急落すれば、ホビー農家は他に収入があるんでしょうから、痛くもか
ゆくもないが、本当に育てなければならない、肝心の担い手というんですか、大規模で専業的にや
っていらっしゃる農家の方が真っ先にその痛手を受けてしまうことになると思うので、そういう意味
でも先ほどの所得保険というのか、収入保険的というのか、そういう仕組みは検討に値するだろう
と考えております。  

 以上です。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 生産者の立場からでございますが、本当に私自身も当事者として難しく感じておりまし
て、相手が気候、風土で、またその年によって生産が動きますので、本当に大変だなと思います。
生産調整について我々はこれを行うことにやぶさかではないわけでありまして、これはどうしても
余るんですからやる。やる、やらないというのは皆さんと意見が違っているわけではないんです。
ただ、今皆さん我々でやれというお話ですけれども、日本の国民性といいますか、民族性といいま
すかその辺からも、まだ我々経営者なり農業者にそれだけの成熟度がないわけですから、ある程



度は国で御苦労いただかないとこれは大混乱になるわけですね。これは仕方がないことではない
かということで、それから成長していくために我々はもちろん努力を重ねますけれども、その辺が１
点でございます。  

 私は皆さんがおっしゃっておられたことに特別異論はなく、専業なり大規模経営が非常に厳し
い、頑張れという励ましはむしろありがたいと思うわけですが、その辺を考えますときもう少し抜本
的なところに視点を置いて、私の意見を６点ほど申し上げたいんです。米の問題は何千年の歴史
の中で悩み苦しんできたと私も感じます。それだけに大変難しい問題であると私たち生産者も受
け止めておるわけでございます。  

 １点目は、確かに価格問題等があるんですが、基本的には国際社会とか我が国の環境からみ
て、いろいろな委員先生もおっしゃっておられましたが、市場原理というのは避けられないというの
は我々農業者も感じておりまして、それにどういうふうに少しずつ我々が近づいていくかということ
だと思います。ただし、理解していただきたいのは、米が余るときは、ある程度の財政負担という
のは、ただ農業者を保護するための米価であるとか財政支出だという観点で、どうもみられがちだ
ということです。また、足らないときは、国民のためだよと言って、例えば将来１俵10万円するよう
な時代がきたときには、国家は、国民のためだから農業者にそんなことを言ったらいけないよとい
うような政策もあるわけで、それは私もある程度分かるわけです。だから、ある程度財政支出は、
必ずしも農業政策という財政支出ではなくて、どうも我々生産者からすると、国民のためじゃない
のと思うわけです。農業経営のためだけにそのお金が出ているのかという疑問を強く感じておりま
して、その辺ももう少し我々農林関係者は、国民が視点を変えてほしいと思います。それはできな
いかもしれませんが、自衛隊が必要だということは何なのかと。戦争はしちゃいけないと分かりな
がらも、その予算を組まなければならない。極論かもしれませんが、国民にそういう考え方をしても
らわないと、これは解決しないだろうと思います。  

 ２点目は、その辺を考えながら、私は皆さんから立派なお話がありましたので、農業者として抜
本的に、特に専業なり大規模経営の皆さんを代表して言うなら、大規模化と団地化というのは、そ
れがすべてという意味ではないんですけれども、我々にとってはそういう政策がまずないとできな
いと思います。それはなぜかというと、生産性の向上とスケールメリットの確立がないと、大規模化
と言われたり専業と言われましても、我々を取り巻く社会経済の中で、スケールメリットというもの
を発揮しましょうという国民合意の中で国が動いているわけですから、この辺はいろんな議論があ
ろうと思いますが、ここは何とか出てこないと担い手は出てこないだろうなという感じを持つわけで
ございます。  

 ３点目は、我々として努力しなければいけないのは経営の複合化なり多角化ということで、お米
は春の１カ月と秋の１カ月なんです。同じ環境でお米を作りますと、植えるのも1,000ヘクタールの
経営をしようと、２ヘクタールの経営をしようと、１年じゅう田植えするわけにいかないわけでござい
ますから、我々農業経営者も複合化、多角化の中で努力しなければいけないということを感じてお
りまして、その支援対策なり政策というものをお願いしたいということであります。特にお願いした
いのは、前にもちょっと触れましたけれども、生育ステージの違うような広域的なお米づくりの連携
はぜひ必要なシステムだろうということでございます。  

 ４点目は、それから先ほどから出ているんですが、私は新しい米市場を何とか制度化していただ
きたいと思います。今は入札制度とかがありますが、それをもう少し検討していただきまして、今計
画外流通が何かお米の社会をおかしくしているのではないかという情報もありますけれども、私の
友人も計画外流通をやっていますと、例えば100トンほどの契約をとります。農家が計画外流通を
お約束するわけですから、100トンの約束をして100トンとれますという計画が絶対立たないから、
120トンぐらいの経営規模に持っていかざるを得ない。それがちょっとたくさんできて120トン、130ト
ンとれたときは、その30トンをどうするかというので、これが案外おかしくたたかれるお米になって
いく可能性がありますので、そういうお米も公的なちゃんとした取引ができるようなシステムを作っ
ていただきたいと思うんです。そうしないと、もうどこかで処理しなければならない。足りないときは
また大変なんですけれども、そういう需給バランスをとるような市場といいますか、私は専門家で
はないのでよく分かりませんが、そういうものもひとつ欲しいと感じております。  



 ５点目は、大規模農業経営の確立の中で、これからこういうお米の社会がきたとき、兼業なさっ
ている方が本当に農地を維持なさるのかという不安があります。案外我々のような専業農家に預
かってくれ、マイナスになるんだったら、お米を作るより耕作放棄か、だれか預かってくれというよう
な事態がくるとするならば、我々借地経営として大規模化を図るとするならば、それに対する経営
対策というのをしっかりして欲しい。これはくどく申し上げましたので今日は触れませんけれども、
その辺が欲しい。兼業農家の方が少々頑張って日本の農地を守るよというお考えならいいんです
けれども、万が一、だれか預かってくれよとおっしゃったときに、その対策は真剣に考えていただ
かないと、預かり手がないような耕作放棄地がどんどん増えていくと、我が国国家の問題ではない
かと思います。  

 ６点目は、そうしたときに出てくるのが専業経営と兼業経営の政策的な整理、確立というものが
ないとなかなか難しい。抜本的なところが私は必要ではないかというのを考えております。  

 長くなりましたが、以上であります。  

○委員 今、委員の現場のお気持ちを十分含んだお話を伺ったわけであります。それは大変理解
するにやぶさかでないのでありますけれども、今日生じている過剰の事態は、そのままでは到底
国民の理解を得ることはできないということで、皆さんおっしゃっておりますように厳しい生産調整
というものをもう一度考え直してみるということは不可欠だと思いますが、その生産調整への取組
がせっかくこれからやられる場合に、再びそのマーケットがせっかくやられる施策に対して、施策を
甘くみるといいますか、ばかにするといいますか、その厳しさに欠けていると市場が受けとめる。そ
の結果として価格の下落になかなか歯どめがかからないという繰返しは避けるように考えていか
なければならないだろうと思います。  

 そういう点で一つ大事なことは政府の備蓄のあり方ということであって、昔の食管法時代と同じよ
うに、政府が余剰米を全部飲み込んでいくんだというような見方をされるようなものであってはなら
ないだろうと思います。財政構造改革会議の、あるいは財政構造改革の閣議決定の中でも、政府
備蓄水準の早期適正化という言葉が使われているわけでありますが、この政府備蓄、買入れ、売
渡しに係るルールを、新しい食糧法の趣旨に即してどのようにうまく決められるかということを私は
注目していきたいと思うわけであります。  

 それから、以下は質問なんですけれども、一つはちょっと手続的な話ですが、冒頭に部会長から
今日の会合の趣旨についてお話があったわけでありますが、そして今日の資料の最後にも、いろ
いろな見直しが急務であると書かれてあり、そのための考えなければならないポイント、ポイントを
的確にまとめておられるわけですが、自民党の方でも、この中間とりまとめという形でお配りいた
だいたような紙が出ている。これを拝見すると、かなり抽象的でありますから肉付けは実に難しい
と思いますけれども、問題意識としては非常にトータルに筋を立ててまとめておられる。中間とりま
とめということですから、これから本とりまとめというのがどういうタイミングでどういうふうに進むの
か。それにあわせて政府の方でも当然いろいろなものがまとまっていく。それにあわせてこの会議
でも何か物を言うということがあるのかどうか、あるいは今のところそういうことをお考えになってい
ないのかもしれませんけれども、この会議として、この問題は最も重要な米という問題についてで
あるから、ケーススタディとしてまず我々が勉強しておくというにとどまるだろうかどうかということ
についてのお考えがあれば伺いたいと思います。  

 それからもう一つ、今日の事務局の説明を伺っていて何となく理解しているつもりであるんです
けれども、結局過剰の問題は、前に１次過剰、２次過剰が生じておって、それが一定の解決、過剰
米処理ということで財政資金をかなり使うということも含めて、ある程度の処理をしてきたわけです
けれども、今回の過剰が１次過剰、２次過剰のときと比べて、発生のメカニズム、バックグラウンド
において最も特徴的なものはどういうことであるのか。それから、これから解決していこうとすると、
１次過剰、２次過剰に比べて環境として最も特筆的に注意しておかなければならないものは何な
のかということで、過去の過剰との対比で端的に整理してお話を今伺えればありがたいと思いま
す。  



○部会長 最初の方のお尋ねは私にお尋ねなのか、農林水産省に対してのお尋ねなのかよく分
かりませんが、私の気持ちとしてあえてあのようなことを申し上げましたのは、調査会そのものは、
基本法を見直し、長期的な農政の考え方なり方向付けを行うためのものですが、米の問題は重要
な問題であるし、将来にも考え方として大きい問題でもあるし、ケーススタディとして検討を行うと
いうことで、調査会として今後ずっとこうあるベきだということを、当面の問題について細部まで詰
めるということは部会長としては考えておりません。そういう意味でのケーススタディと申し上げた
つもりでございます。  

○事務局 調査会の１次答申を12月までにまずとりまとめいただくことで進めていただいているわ
けでございますが、この１次答申をどうするかということについては、当然これから、会長はじめ調
査会の全員の方々に御相談申し上げなければいけないのですが、この米の問題が喫緊の課題で
あるということで、様々なところで御議論されていく中において、差し当たって来年度の予算との関
係は非常に大きい問題になるのではないかと思います。  

 したがいまして、第１次答申は基本的な考え方を中心におとりまとめいただき、他方こうした米の
問題が我が国農業、あるいは食料上も大きい問題である中で、タイミング的に12月の中旬に第１
次答申を行う際に、米の問題に全く触れないということになりますと、せっかく食料・農業・農村基
本問題調査会の場で全体的な御議論をいただきながら全く触れないのもいかがかという感じもい
たしまして、これは会長はじめ各調査会委員に正式に御相談しなければいけない点ですが、今
後、部会の議論の後、さらに合同部会ですとか調査会全体としての御議論がありますけれども、
そういった中においてある程度何らかの形で米の問題について盛り込んでいただくということも、
一つの答申のあり方ということでは選択肢としてお考えいただく必要があるのではないかというの
が、今のところ私ども事務局の考えでございます。  

○部会長 私が先ほど申し上げましたのは、そのことを否定した意味ではございませんで、ケース
スタディとして調査会として言うべきことがあれば、それは１次答申に盛り込むことはあり得ます
が、ただ、非常に細かいところまでこの調査会の結論を全部受けてやるんだというところまでは、
部会長としては考えていないということでございます。  

○事務局 ２点目の１次、２次過剰と今回の過剰の差についてですが、御案内のとおり１次、２次
過剰のときの仕組みというのは全量管理でございまして、したがいまして、基本的に需給のバラン
スを崩した場合に、政府の方に在庫が積み上がるということであったと思います。事実そうなった
わけであります。  

 今の新食糧法のもとでは、これは先ほども説明の中にございましたように、端的に言うと政府は
需給の基本計画のようなものを立てて、それで全体の目安をお示しする。それに基づいて生産調
整するのか、調整保管に対応するのか。それから政府は備蓄という役割の中で、豊作になったと
きには150万トンにプラス50万トンまで上積みするということで対応する。そのようになっているわ
けですね。  

 したがって、今までの過剰と今回の過剰の本質的な違いは、生産者団体が行っている調整保管
にあります。調整保管というものが現実問題として増えていく。要するに過剰になったときに増えて
いく。政府米の役割は備蓄の運営に限られ、先ほど来繰り返しているように150万トン±50万トン
の範囲で運用ということですから、それを超えて需給バランスを崩したときに、生産調整をやらな
いとすれば、調整保管で市場隔離して対応する以外にない。しかし、市場隔離をした場合、調整
保管という形でした場合、これは生産者側に非常に大きな負担をもたらす可能性がある。これは
今現実に起こっているわけであります。これが今回の過剰と１次、２次過剰の本質的な差ではない
か。逆に言えば、その辺について生産者団体といいますか、生産者側がどういう対応をされるかと
いうことが問われているという意味において、１次過剰、２次過剰とは本質的に違うと考えておりま
す。  

○委員 先ほどの米問題についてのこの調査会の位置付けで、私もお願いといいますか一つだ
け申し上げたいのは、おそらく12月半ばの中間報告であれば、当面の対策としてはおそらくかなり



進んでいると思うんです。そのときにやってないと間に合わないですから。それは進行しているとし
て、しかし一般行政としては、当面の来年度とかその次ぐらいをみた対策になると思うんです。行
政にしても自民党にしても。ですから、中間報告ではそれを踏まえた上で、一体将来的に米政策と
して位置付けるのかどうかというような判断をこの調査会が考え方としてとるかどうか。そこを事務
局がおっしゃったように、ある程度方向付けをして書くように、これは我々合意がないとできません
けれども、私個人としては、そういう方向付けを中間報告にも書きたいというふうに申し上げておき
たいと思います。それだけ一言付け加えさせていただきたいと思います。  

 それで、もうちょっと議論を進めて、先ほど私が冒頭申し上げたようなスキームが絶対なものだと
いうふうに思っているわけではありませんが、しかし、所得補償、あるいは収入保険の考え方など
について何人かの方が賛成されたということを考えて。しかし私も、この場合に一体どのくらいの
農家がそこに参加してくるんだろうか。非常に零細な飯米農家的な人は、おそらく自分で拠出して
までそういうスキームには入らないだろう。勝手にやらせてもらう。それからもう一つは、例えば非
常に銘柄のいい米産地で、もう私は所得補てん的な保護は要らないから自分勝手にやらせてもら
う、そのかわり価格が仮に暴落してもリスクは自分が負いますよ、というような人も出てくる。それ
はしかし、余り数は多くないかもしれない。  

 ただ、今度はおそらくこれだけの米過剰になれば、一応全国的な生産調整の公示面積というの
は今より広くならざるを得ないのではないかと思うんです。先ほど事務局が、面積が余ってしまっ
たときにそれは困るよということに関連して、余らないように何か手だてがないだろうかということを
ちょっと考えているんです。これは事務局のさっきのお話をもうちょっと詳しく、何か工夫が要るとい
うような表現でありましたので、そこを伺いたいんですけど、例えば全中はこの要請資料の中に、
とも補償の考え方を生かした生産調整対策ということを言って、もうちょっとこれを詳しく聞きます
と、全国的なレベルでとも補償をやるんだということは、ここに文章は書いてないんですけど、お話
を聞いたらそういうことで。  

 それから自民党の中間報告でも、この仕組みの中でとも補償の考え方を、生産調整の地域間の
分担の円滑化や適地適作の推進に資するよう活用すること、となっておりますが、これが本当に
参加者がかなり増えていく工夫になるのかどうかということを、これまでの何年かの御経験がある
わけですから、事務局にお考えを伺いたいと思います。  

○事務局 まだ余りまとまっているという段階ではないんですけれども、ある程度検討していること
を申し上げたいと思います。  

 まず、だんだん生産調整を必要とする面積が増えるに伴いまして、まさに今生産者の方から言
われたように限界感とか、強制感とか不公平感というものが強まってくる、面積が大きくなるにつ
れて強まってくるという傾向は当然だと思います。その際それらをどういうふうに調整して、不満足
ながらも納得してやっていくかというときに出てきた知恵がとも補償という考え方だと思うんです。  

 もう20数年来生産調整をやっているわけですが、この制度は数年前から出てまいりました。と申
しますのは、米を作るのとその他の作物を作るのとに、残念ながら相当な収益性とか作りやすさ
の格差があるのは事実なんですね。やはり米を作る人が応分の負担を出して、米から他に転換す
る人に援助するということでプラスマイナスのバランスをとろうということで、その考え方が出てきた
のだと思います。これは船を減らす水産界では行われておりますけれども、農村でもそういった慣
行が現実にあるということに根差して進展してきたと思います。  

 平成８年度から行っている新生産調整対策では、これをはっきり位置付けまして、農業者が半
分、国が半分拠出して、とも補償の基金を作って、それで転作した人、生産調整した人に補てんす
るということでバランスをとってきたわけです。  

 ただ、そうはいってもこれについてもいろいろ問題があります。というのは、実際には農協単位、
あるいは農協の一部の単位という狭い範囲のやりとりなものですから、高い転作率の地帯は高い
転作率の中でやりとりをしている、低いのは低い中でやりとりをしているということで、先ほどちょっ



と触れたんですが、地域間、県間の不公平感というのはかなり現実問題として強まっているんで
す。北海道ではずっと４割以上、それから低い県は２割以内ということで、何でおれたちはこういう
ことをやらないといけないのかとなります。また増えるということになりますと、どこかだけが増加な
しというわけにいきませんから、多かれ少なかれ負担が増えるということになります。すると、高い
転作率地帯から、実行しない人が出てくるおそれは極めて大きくなります。  

 今までは、いろいろと御批判もあったところですが、旧食管法時代の下では行政指導を何とかや
って実効を上げてきたわけですが、今後はそうではなくて市場原理という点を考えますと、従来手
法のウェイトが減って、納得づくというか経済的インセンティブで動く要素を増やしていく方向なの
ではなかろうかと思います。そうなったときに地域間のバランスをとる方法としては、地域のとも補
償という考え方から一歩脱皮して、もっと広い範囲でその考え方を進めたらどうかということです。
生産者団体はそういう考え方だと私も思っておりますし、私どももそういう考え方であるならば、こ
れは検討に値するのではないかと思っているわけです。  

 そういうことでありますが、低い転作率地帯では、仮に自分達が拠出したものがどこかに行って
しまうのではないかという御懸念もないことはないと思いますけれども、逆に低い転作率地帯の米
の値段が維持されているのも、その他の地域がそれぞれ応分に背負っているからであります。例
えばどこかの県が一斉に、こんなに高いのならやらない、あるいは、やらないとは言わないまで
も、しない人が増えてきたとしますと、その米が出回って全体の需給のバランスを崩すことにもなる
わけですから、その点はぜひお考えいただきたいと思っているわけです。  

 それからもう一つの要素は、米以外の麦、大豆というものの定着ということですね。生産調整は
専業の方にとって一番大きい問題だと思うんです。所得源である米の生産量そのものが減ります
から。価格がどうかという問題がもう一方でありますけれども、農業所得で食べていこうという人
は、大豆や麦で取り返す、米が減った分だけ取らなければいけないということになります。そこで
麦や大豆を作ったときに相応の所得が、これが仮にバランスするというのは率直に言って難しいと
しても、ある程度のものが得られて全体としての農業所得が得られる、もちろんばらばらに転作す
るというのではなくて、委員のおっしゃったように団地化するとかそういうことが絶対必要だと思い
ますけれども、そういったものが定着してある程度の所得を得るという方向等が専業的な人のた
めにも必要なのではないかと思います。そのための援助を米を作る人がするということは全体とし
てバランスのある発展につながるのではないか、このように思っているところであります。  

 それ以上の具体的なところまではまだ検討が進んでいない状況であります。  

○部会長 ちょっと質問していいですか。今のとも補償について委員の質問に関連しまして、県内
の調整とかとも補償はできるけど、県間とか地域間ということになるとなかなか難しいということで
すか。  

○事務局 県間というよりも町村内でも難しいですね。  

○部会長 町村内ね。それは結局、転作を引き受けた途端に、翌年その分だけ転作配分が増え
るのではないかという恐怖感があるのではないかという気がするんです。要するに、転作を引き受
けた途端にここはまだまだ転作ができるんだなということで、翌年からとも補償じゃなくて、根っこ
の転作目標面積が増やされる。そうすると隣の町村も、大体県から叱られるということではないか
と思います。ですから、仕組みとして生産調整の目標なり転作面積のシェアみたいなものを、転作
を引き受けても３年なら３年は変えないというふうにするとか、少し複数年次にわたるメリットを逆
に与えてやらないと地域間のとも補償はなかなかうまくいかないんじゃないかという感じがするん
ですが、その辺はどうでしょうか。  

○事務局 配分といいますか、どれだけ各県で持ってもらうかということについて、先ほど専門委
員からお話がありましたが、各県の方がお見えになるときには、売れないものを作ったってしよう
がないじゃないかということを申し上げております。これまでは、うまい米を作れば何とかということ
で質だけを言ってきたんですが、今は質と量の両面を考えたやり方を考えていただかないといけ



ないということを申し上げているんです。しかし、各県の人の頭にあるのを足し上げますと、余計に
なるというのも事実なんですね。  

 皆さん郷土愛に燃えていまして、自分のところは適地であり、みんなうまい米だと、また、比べて
みると自分のところが一番うまいともおっしゃいます。食べ慣れているから当たり前だと言えばそ
れまでなんですけど、みんなそのようにおっしゃってなかなか客観的な物差しがないわけです。そ
れでは市場メカニズムできちんと何か評価されればということなんですが、これは純粋な市場形態
は現にありませんし、ある程度うまいとかまずいとかというのは出ても、なかなか決定的な物差し
はないのが実態だと思います。  

 そういう中での合意形成ですから、どうやって分担していただくかというときに、より負担していた
だくところに、低いところから高い方に何らかの調整措置が働くということが円満なる生産調整の
推進上必要なのではないかということでございます。そのときに、まさに部会長がおっしゃったよう
に、毎年変わるというわけにはいかないので、今度はどのように期間を設定するかということにな
ろうかと思いますが、その期間は、同一のレベルでということで考えるべきだと思っています。  

○部会長 今日は会長代理がお見えになっておられますが、地方行政で県も、知事さん初めこの
問題は御苦労、御心痛じゃないかと思うんですが、何かありましたらひとつ御発言いただけません
でしょうか。  

○会長代理 生産調整を現実に府県でやっているというのか、やらされているというのか、昔と大
分意識が違うので二、三申し上げたいと思います。  

 栃木県というのは全国で８番目の米の生産県ですし、生産性も結構高い方ですし、おいしい米を
作る県であると思ってください。別に一番うまいという意味ではありませんが、まあまあいい県であ
ります。それから県民性は割合穏やかで、お上の言うことは比較的よく聞くという県なんです。例え
ば町村合併というのは、全国で一番たくさん合併をした県の方に入っているわけでありまして、非
常にお上の言うことをよく聞く県なんですが、そういう中で食管制度を守るためとか何かそういうも
のは別として、一昨年までは比較的順調に面積が増えても、言うことを聞いてくれてきたと思いま
す。ところが、去年からガラリ変わりました。これはぜひとも農林水産省にも農業団体にもしっかり
覚えておいてほしいんですが、49の市町村の中で最もしっかりしている、最も県に協力的な、国に
対して協力的だった市長さんないし町長さん６人が、ものすごく生産調整について農業団体に苦
言を呈しました。  

 その原因は何かというと、やはり食糧法になって、食糧法についていいか悪いかは別にしまし
て、新聞その他で作る自由、売る自由ということだけがもう喧伝されてしまい、そのような中で生産
調整することについて、また自分たちが引っ張り出されるのかということで大変な違和感があった
ということが一つあります。  

 農業団体は割合従来ぺースで、市町村長さんが言うことを聞いてくれると思って、割当会議に上
ったんですが、私が座長をやって、農業団体に今年は一筋縄じゃいかないよということを申し上げ
たら、そんなこと知事さんないでしょうということで始まりましたら、私の予想どおりでとんでもない
騒ぎになって、おれたちは言うことを聞かないという方から、やるつもりはないという方まで、もちろ
んゼスチャーもありますが、そのようなことをおっしゃる町村長さんが何人かいました。とうとう農業
団体がたまらなくなって、我々もやると、これは我々自身の仕事だと、我々も一生懸命やるからぜ
ひという発言があって、やっと町長さん方が収まった次第です。こんなことはなかったわけですね。 

 そういう意味で一つ申し上げたいのは、農業団体は従来と違って、役所に依存して何とかすると
いう姿であっては、高知県とか岩手県でああいう話が出たことは、たとえ新聞に載らなくても、黙っ
て結果として非協力的になる町村長が激増するということをしっかり踏えておいて欲しいと思いま
す。これは栃木県の中でもそういうことがあれば農林水産省のために私も一生懸命努力はいたし
ますが、従来どおりうまくいかないことになるおそれが多分にあるということです。ましてや量が増
えるということになればなおさらなので、農業団体はまさに自分の問題としてこの問題をしっかり捉



えてくれないと間違うということを申し上げておきたいと思います。  

 それからもう一つは、今年は米泥棒が多いんです。私は知事を３期やっていますけど、これまで
米泥棒の話は聞いたことがないんですが、今年は非常に米泥棒が多いんです。これは我々が知
らない流通ルートがあちこちにできているということを意味しているんだろうと思います。これはば
かにできないので、そのことも十分念頭に置いておかなければいけない。そういう意味でも余りお
米については役所にということではなくて、農業団体はしっかりしてほしいなという感じがいたしま
す。  

 それから、去年非常に苦労した理由の一つに、私は具体的なことは分かりませんが、一昨年ま
では食管法ということもあったんでしょう。農産園芸局の生産調整面積と食糧庁の買入限度数量
あたりがうまくリンクしていたらしくて、県として市町村に配分するときに、あめよりも、それなりのむ
ちがあったわけです。それが今年は全然なくなったということであります。また、生産調整の達成、
未達成によって補助金や補助事業をやったりやらなかったりするというのは全く評判の悪い話で
ありまして、その辺のことも非常に末端を混乱させた大きな原因になっております。  

 申し上げたいのは、そういう中で来年以降も生産調整を続けなければいけないと私も思います
し、それはまた多分増えるんだろうと思います。そういう意味で２点目に申し上げたいのは、増や
すとすれば、それでなくても先ほど申しましたように大変難しい状況になっていますから、また、あ
めだ、むちだという話に多分なるんだろうと思いますが、あめ、むちという表現がいいかどうか別に
しまして、あめの方らしいんですけれども、農家に対する保険や価格補てんというのも一つの知恵
かなと思いますが、無制限に、例えば価格が下がったら下がった価格を全部埋めるのか、それと
も、下がったけど、ある程度までしか埋めないという具合にするのか、そこはかなりきちんとした議
論をして、そのレベルを決めておかないとまた妙な制度になりますし、これはきちんとして欲しいな
と思います。  

 それから、むちというのは言い過ぎですが、例えば先ほどの資料の４ぺージで、５反未満の農家
が作っている売渡シェアが２割ぐらいあるという話ですが、この人達は米の値段が下がろうが何し
ようが全然痛痒を感じない人たちなんですね。この人たちにどうやって協力してもらうかというのは
ものすごく難しいんです。彼ら自身が２割のシェアを持っているわけですから。私なんかは毎日農
家とか、市町村長とか、農協長に会っていて思うのですが、うるわしき生活共同体であった農村の
中に、守る人と守らない人によって差をつける、それを行政がやらされるというので、いわば比喩
的に言えば、うるわしき農村を壊す役目を私どもは米の生産調整でやらされるので、非常につら
いんですよ。  

 そういう意味でも、農業団体がやるんだということで初めて僕は、農村共同体的なものを維持し
ながら協力してもらうことができる。この人たちに生産調整に協力していただくためにどういう方法
があるのか分かりませんが、これはそうしろと言って申し上げるわけではありませんが、農業共済
のような制度を今度の生産調整の強化のときに、何か対策の一環として入れるのか入れないの
か。例えばこういう人たちは政策の対象としない。農業共済組合が反対と言うかもしれませんが、
生産調整に協力しない人は農業共済に入れさせないとか。  

 私の経験では、平成５年の大冷害のときに、収獲ゼロですと反当８万円ぐらい現金をもらえるん
です。結構大きいんですよ。言うことを聞かないと、ああいう制度から除外するということまでやれ
という意味ではありませんが、総力戦的な意味で何か知恵があるのかないのかということをぜひ
御検討いただけたらなと思っております。  

 それは大変難しい話ですし、我々も事の深刻さは分かりますので、できるだけの協力はするつも
りでありますが、県、市町村の立場でできることとできないことがあるということ、それから食糧法
になって世の中はガラリと変わっているということ、それともう一つは農業団体が余程しっかりしな
いと市町村長が協力しなくなるということ、その３点だけぜひ申し上げておきたいと思います。  

○部会長 ありがとうございました。  



 現実に御苦労いただいている知事のお立場からの貴重な御意見、ありがとうございました。  

 先ほど発言を留保しておられましたが、専門委員。まだ中断している状態になっておりますの
で。  

○専門委員 後半を発言するという形になろうかと思いますけれども、また、発言の冒頭に事務局
の御発言に関連しまして、私の感じたことを申し上げたいと思います。むしろこの会議の前半の方
で御発言いただいた部分であります。  

 幾つか生産調整に関連して、需給のギャップが非常に大きいということ、それから社会的な実験
ができないということ、それから仮に生産調整を今解除するとすれば、非常に大きな価格の下落
が起こるだろう。１万円あるいは数千円というような御発言がございました。私はそれぞれほぼ同
意しております。ただ、３番目の価格につきましては短期的なショックといいますか、その場合にど
うなるかということと、うまく軟着陸、これはあくまで長期の話でございますけれども、そのときに需
給がバランスする価格がどうなるかということはちょっと分けて考えておいた方がいいだろうと思っ
ております。  

 需給の均衡価格といいますか、バランスする価格ということであれば、当然のことながら現在の
需要量を生産者の自発的な生産の判断で満たすことのできる、そういうことを引き出すことのでき
るシグナルになるような価格の水準ということになりますので、短期的に非常にショックがあって暴
落、暴騰を繰り返すような短期的な局面と、長期的に落ち着いた想定をどうするかということはちょ
っと分けて考えた方がいいだろうと思います。ただし、これはあくまでも構造政策なり立地配置の
問題を含んだかなり長期の問題でありますけれども、その点ちょっと感じましたので、一つ付け加
えさせていただきたいと思います。  

 それで、私が留保しておりましたのは、目下のいろいろ言われている対策についてでございま
す。これもまだはっきりしない面もございますし、また肉付けがこれからなされるだろうということも
ありまして、これも一種のケーススタディのような発言になるのかもしれませんが、私自身が感じて
いることをお話し申し上げたいと思っております。  

 今私の耳に、あるいは目に入っておりますのは、保険的な要素をセットにした所得の安定化政策
というアイデアが浮上しているということかと思います。この点につきましては私自身幾つかの点
で評価したい点と、それから、もう少し他の考慮事項として考えておくベき点があると思います。  

 一つ積極的に評価したい点としては、確かに今のアイデアでは所得補償的な機能を果たすこと
になるかと思いますが、一種の目標価格自体が、ある意味では市場価格に連動するようなアイデ
アが出てきているという理解をしておりますけれども、そうだとすると、それはそれでいろんな意味
での問題を回避することになるのではないかと思っております。これは特にＥＵの現在の固定価格
による補償を比べてみますと、現在一種の過剰補償ということになっていろんな議論を呼んでいる
わけでございます。しかし、その目標価格自体が市場価格、市場の実勢を反映したということにな
りますと、ある意味では生産構造なりにある程度ニュートラルな形になるという意味で、いろんな副
作用が回避できるという印象を持っております。  

 それから完全に稲作と転作の収益性がイーブンになるかどうか、これはそう簡単にはならないと
思いますけれども、ある程度そういう方向に近づくだろう。そうしますと、ある意味でボランタリー、
自発的な生産調整という方向に一歩二歩近づくという意味では、強制的というふうに言っていいか
どうか、説得的といいますか、その配分のプロセスがかなり軽減されるだろう。特に行政のラインと
いう意味で。  

 私自身はこの30年近くの生産調整の一つの問題点は、特に地域の行政、市町村の行政のヒュ
ーマンリソースの使い道という意味で随分いろいろな苦労をされている点があって、逆に言います
と、他のいろいろな農業政策の面にむしろエネルギーを投入できないということもあったかと思い
ます。その点は、こういう形で自発的な減反に近づくことによって相当ストレスを解消できるのでは



ないかと思っております。それから、担い手農家と他の農家の一種のあつれきという面を緩和する
という意味でも、この方向は非常に意味があると思っております。  

 今後、私として気になる点として二、三点申し上げたいわけでありますが、一つは構造政策との
関連ということでございます。最後に申し上げました農家間のあつれきといいますか、フリクション
を和らげるという意味では、構造政策上むしろよい効果を持つかと思いますけれども、ただ、先ほ
ど委員もおっしゃいましたけれども、このスキームについて、どういうタイプの農家が、あるいはど
ういうタイプの地域がどういう選択をするかということについては、よく分からないところがあるわけ
でございます。ここはかなり精査、あるいはモニターして、私自身はこのスキームの中に構造政策
的な要素を盛り込むか、あるいはそれがなかなか難しいということであれば、別途いろいろなこと
を考える必要があるだろう。とも補償の地域内での機能というのは、私はある意味ではお米の生
産の効率化に結びつく面があると思っておりまして、これも含めて構造政策上の配慮が必要では
ないかという点が気になる点の一つであります。  

 同じように稲作の立地についても、この際かなり将来ビジョンを考えていく必要があるだろうと思
います。これは国で考えると同時に、それぞれの市町村なり地域で農業のあり方をどう考えるかと
いうことについて、少し長期的なビジョンを考える必要があるだろうと思っております。  

 それから、これもとも補償に絡むわけでございます。とも補償も痛みを分け合うという面ももちろ
んございますけれども、考え方によっては、お米を作る一種の権利といいますか、それを貸し借り
しているという考え方もできるわけでございまして、生産性の高い経営は権利を借りるという形で
お米の生産を集中していくという面もございますので、あるいは地域として集中していく、それを助
長する面もあると思いますので、そういう観点でも適地適作といいますか、それをできるだけ妨げ
ないような、あるいは助長するような配慮が必要かと思います。  

 それから、具体的な中身は分かりませんので、私自身のコメントも非常に抽象的になりますけれ
ども、政府のマーケットに対する介入のあり方が非常に微妙で難しい形になると思っております。
これは長期の問題と短期の問題に分けて考える必要があると思います。長期の場合には、私自
身はある程度構造政策なり立地配置の変化を反映するような市場が形成されて、それに余り妨げ
にならないような形で、一歩引いた形のスタンスがおそらく望まれるだろうと思っております。  

 それから短期の問題は、例えば自主米センターの値幅の問題ですとか、あるいは生産調整の量
の問題でございますが、これは市場の価格に相当影響を与え得るということでありまして、そうな
りますと、言われております補償の部分の額なりその水準もそれによって随分大きく左右されるこ
とになるわけで、非常にセンシティブな部分になってくるわけでございます。その意味では短期の
観点から言いますと、市場へのいろいろな形の介入はできるだけルール化しておくことが望ましい
と私自身は考えております。  

 やや長くなりましたけれども、先ほどの続きということで発言させていただきました。  

○部会長 ありがとうございました。  

 専門委員が一番最初の御発言でございますので、ちょっと優先させていただきます。  

○専門委員 本日のテーマは私にとって大変不得手な部分でございまして、今まで専ら諸先生方
の御意見を承ってまいりました。私の意見がないわけではございません。ただ、既に諸先生方が
私の考えておりますことをほとんどおっしゃっていただいているということでございます。ただ、結論
だけは申し上げておきませんと、私の考え方というのが何色なのかが全く分からないのでは困り
ますので、結論だけ申し上げます。  

 それは、専門委員が先ほど来、長期的と、長期がどのぐらいの期間なのか私ちょっと受けとめか
ねる点もあるんですが、ともかく長期という点でおっしゃった生産調整と価格決定の問題ですね。
長期的に市場経済の原点であるところの需要と供給が見合うところまで米価が下がるというの



か、そこに価格は落ち着んだという市場原理、いわゆる需給均衡価格というところが我々が目指
すべきところではないか。それに専門委員も、ソフトランディング、軟着陸というお言葉も使われま
した。軟着陸というお言葉を使われたのは、それは急激に着陸はできない。難しい問題がいっぱ
いある。そこのところも私は全く同意見でございます。  

 ただ、ここで一つ付け加えたいのは、今日は冒頭の座長の御発言もありまして、ケーススタディと
いうことで、当面する喫緊のお米の三重苦、五重苦という委員のおっしゃる問題について勉強して
いるわけでございますけれども、しかし、私どもの調査会の使命は、そこで長期的な問題になるん
ですが、間もなくやってくる外国からの攻勢に対して、その農産物と、例えば今日のテーマで言う
ならば外国の米と闘っていけるような競争力をつけていかなければならないというところに最終的
にはあると思います。それが本命の議論なんですが、その前に、国内問題の生産者間の競争を
取り上げざるを得ないというのが今日の立場だと思っております。  

 ですから、今日の生産調整をどうするんだとか、あるいは価格をどうするんだというときに、長期
的にここへ軟着陸するんだという私は意見でございますけれども、そのことをしっかりと視点として
確認しておいて、そこへ向かってどういうプロセスで、どういう問題点をどうクリアしていくんだとい
うことを論議する中で、したがって、当面している今年についてはこういう手を打っていくんだと。そ
れが全然逆行するような方向に向かっていくわけにはいかないんじゃないか。それが特に申し上
げたいことでございます。  

 生産調整の問題は、理想的に需給均衡価格というところになれば、それはまさに余りも足らなく
もないということですから、生産調整という問題が起こらない価格にもっていくということでございま
す。ただ、事務局がおっしゃったように、一挙にやればめちゃくちゃ値段が下がってしまうだろうと
いうことも感じますし、あるいはまた、ここで価格が下がれば非常に皮肉なことに、先ほど御説明
の中にもありましたけれども、我々が最も育てていきたい、強くしていきたい専業のプロの意欲の
ある米作農家というか経営体が一番ショックを受ける。  

 実は全体の構成で言えば数十％以上もあるような極めて、しかも農業所得の比率がわずか
10％、20％という数多い零細農家は余り大きなショックは受けない。一番ショックを受けるのは
我々が最も女王蜂として育てていきたいという農家、あるいは経営体であるというところに悩ましさ
があるんじゃないかと思うんです。そういったことを踏まえて、そういうところは強くしていきたいん
だと。その中で今年はどうやっていくのかという観点でみていかなければいけないのではないかと
思います。  

○部会長 委員。  

○委員 今長期的な軟着陸というお話がありましたけれども、割合今日の議論は中期的なところ
を見通している話になっていると思うんです。今年とりあえずということになると、例えば政府米が
買入れを減らしているけれどこれをどうするんだとか、それから今貯っているやつをどうしなけれ
ばいけないとか、そういうことになるわけですが、私はそれは意識的にとりあえずこの１、２カ月で
答えを出さなければいけない話だと思いますので、それは全く避けているわけでありまして、そう
いう意味で言うと中期的なことに私の発言を皆さんの御意見を伺って補強しますと、確かに所得
保険と言ってもどのくらいのレベルでやるか。おそらく価格の水準というのはそれぞれの銘柄米の
基準価格ぐらいになるのかなと。それは市場の実勢が反映されているものだと思いますので。そう
なったときに、そこから下がった分の全額を補てんするということはおそらく考え方としてはあり得
ないだろう。そのときに７割になるのか８割になるのか、そこはちゃんと詰めておかなければいけな
いだろうと思うんです。  

 それから生産調整実施者がメリットを受けると言っても、ある一つの県の公示された目標面積が
減反率20％ということであれば、10％でもやれば減反に参加したことになるのか。それはそうはな
らないだろう。少なくともそういう基本的な義務は一応こなした上で、そのメリットを受けるというとこ
ろはかなり細かくやらなければいけないのではないかと思います。  



 それから、とも補償について事務局のお話を伺いました。それから会長代理のお話も伺いました
けれども、私は余り広い範囲の全国的に及ぶようなとも補償というのは余り賛成じゃないんです。
というのは、基本的にお金なんか貰わなくても、実は米から撤退していただきたいという人、あるい
は地域があるわけであって、現実に別途生産調整奨励金というのはおそらく残るわけですから、
それに加えて、さらに他の地域から、米をもっと作らせてもらいたいような地域からお金を貰わな
ければやめないという考え方が、私には余り健全なものではないんじゃないかというふうに感じら
れるんです。  

 それと関連して、非常に零細な人たちが入ってくるかどうかという御心配を会長代理はおっしゃっ
ているわけですけれども、私はそれは余り行政がどうこうする必要はないんじゃないかと思うんで
す。確かに売渡数量をシェアでみますと、0.5ｈａ未満層で平成７年売渡数量10％、それから１ｈａ未
満層で22％、そんなに少なくはないんですけれども、全部とは言わないまでも、入らない人は入ら
ないでいい。そのかわり、どうしても需給が心配だ、価格が下落して心配だということであれば、そ
れは農業団体が必死になってその間をコーディネートしてやるということをまず第一に考えて、余
りそこは行政が心配しなくてもいいのではないかという気がします。  

 行政が本当に心配すべきじゃないかと思うのは、今の現実は、先ほど来事務局もおっしゃってい
るように、米は余るわけです。米だけは余るけど他のものは足りない。主要食料は足りない。だか
らそのことも念頭に置くと、例えば総合的な農業経営計画を立てた地域なり何なりについては、総
合的というふうに申し上げたのは米にこだわらないという意味です。米だけではなくて、何かそこに
総合的な農業経営計画を立てた地域や何かについては、一種の構造政策の奨励として何らか
の、先ほどの言葉を借用すればあめ的なものを考えるとか、そういう形で少しずつ適地適作を進
めていくことについて行政は頭を悩ますということでいいんじゃないかという気がしております。  

○委員 私も生産団体、あるいは行政と両面から考えて思うんですが、稲作の問題は、当面はア
ジアのモンスーン地域の定着した長い歴史のある農業、特に我が国の食料なり農業、農村を考え
る上で、これらについては未来永劫変わらないんだろう、そうあるべきだと思っているわけでありま
す。そこで、効率的な持続的な稲作経営の確立が極めて重要である、このためには土地基盤の
整備、それから担い手への農地利用の集積、それから経営対策全般にわたるところの問題が集
中的に必要ではないかと思うわけであります。  

 もっと具体的に申し上げますと、特に今年は、先ほどから御案内のように自主流通米価格は先
般の９月末では１万7,698円ということで、前年同期からみますと13.1％のダウンをしております。こ
ういった中で大幅な価格の下落と、それから将来の我が国の稲作を担う比較的大規模な経営者、
それから主産地にとって大きな痛手であります。そういう面で先ほど委員からも言われましたよう
に私どもは適地適作、あるいはさっきの資料にありますように北陸のシェアは極めて高いわけで
あります。これは言うなれば積雪の単作地帯というもので、そういったような一つの状態というか自
然環境があるのではないかと思うわけであります。  

 そこで稲作生産者の不安と動揺を抑えるために、将来の見通しが持てるような抜本的な経営の
安定対策、例えば今ほども議論がありましたように、所得保険というものがぜひ必要だろうと思っ
ております。それから稲作の経営安定対策の中では、価格の現状はただいま申しましたけれど
も、生産調整実施者の所得を確保する観点から、政府の助成なり、あるいは生産者が拠出すると
ころの基金によって、下落に対する補てん金を交付する仕組みを整備していかなければならない
と思います。  

 次に生産調整対策でありますけれども、生産調整面積の拡大がさらに見込まれる中で、生産者
の自己防衛として、その取組が必要であることは論を待ちませんけれども、政府も取組に対する
支援と助成が必要であろうと思います。そして生産調整実施者の取組のメリットがより発揮できる
ようにしたいと思うわけであります。  

 次は備蓄対策でありますが、今の回転備蓄では市場への影響が避けられないということにな
る。というのは古米の問題がどうなるのかということであります。そこで財政的な面もありますけれ



ども、政府備蓄については棚上げ備蓄とする必要があるのではないか。棚上げ備蓄については
主食用の市場とは切り離して、海外食糧の援助や食料の貸付制度なり、あるいは飼料用、そして
新規の用途開発に当てていくべきではないかというふうに思うわけであります。なお、これらの対
策には必要な財源をぜひ確保すべきであります。  

 もう二、三点だけ申し上げます。食料部会でも意見がありましたように、輸出補助金をつけて商
業的に売っている国もあるわけでありますけれども、日本はお金を出すがという批判もあり、生産
技術の指導を含め各国の食料の自給率を高めるための国際協力や国際的な機関が食料の過不
足を調整するなどの取決めが優先的だと思うわけであります。短期的には、今まさに困っている
国もあるわけで、先般来報道されたとおりであります。そういった面で人道的な立場から食糧援助
や食料貸付に積極的に参加していくべきではないかと思います。  

 もう一点は、米の需要拡大と先ほど健康という問題なりカロリーベースの問題もありました。その
エネルギー源である炭水化物の問題等で、９月の合同部会でもお話がありましたように、食べ残
しの問題等が米の日本型食生活の中でいろいろ言われているわけであります。というのは飽食の
問題等もありますけれども、今言いましたような日本型食生活の健康、長寿の源をぜひ行政の面
でも取り上げ、指導が必要であるだろう。そういう意味での新しい料理メニューの開発と普及という
ものが必要であると思います。  

 最後に、学校教育の中でお米と水田に関する歴史、文化、あるいは稲作生産の現状を教え、子
供たちにより愛着を持ってもらうような取組が必要ではないかと実感しております。そういう意味で
日本農業の将来につきましても、より稲作の経営安定によって環境の問題なり、国土の保全なり、
生活の保全というものが可能になるだろうと思います。そういう面での施策を強く訴えたいと思って
おります。  

○部会長 ありがとうございました。  

○事務局 誤解を招くといけないので、ちょっと一言。今いろいろな御意見をおっしゃられたわけで
すが、一つは備蓄の問題で回転備蓄は市場に影響を与えるということですが、今現実に生産者の
方々がおっしゃっているのは、または今のこともそうなんですが、売るなということは、結局買わな
いということなんですね。そこは全部抜けているので、私はそこは強く申し上げておきたいと思いま
す。  

 それから棚上げ備蓄のお話については、いつもこういう事態になるとそういう議論が出るんです
けれども、これはもちろん国際的なルールとか援助等の関係もありますが、問題は政策の判断と
して、こういったものは必ず最終的な処理ということ、または財政負担ということになるわけで、政
策の優先順位としてこれを取り上げるということであれば、別途の政策経費は当然のことながら、
その分難しくなるということがないと国民的な合意はなかなか得られない。事実私どもが苦労して
いるのもその点であります。  

 それから人道援助のお話でおそらく最近の報道の中でのお話として、北朝鮮のＷＦＰからの呼び
かけに応じて2,700万ドル拠出した。ところが、あれは円換算で34億円でございますが、先ほどこの
資料の中でも御説明しておりますように、あの北朝鮮の援助でも我が方の食管は65億円程度の
負担をせざるを得ない。それはなぜかといいますと、今のルールは国際価格までしかＯＤＡなりＷ
ＦＰは負担しない。その残りは食管負担なんです。したがって今のようなことをやっていくには、そう
いった問題をどうするのかということも当然考えておかなければならないことであります。必要な財
源確保ということでありますけれども、財源の確保とともに、どういう政策に優先的に財源を配分
するかということも当然考えないといけないということを御理解いただきたい。  

 それから需要拡大では新しい料理ということですが、これはもう考えつく限りのことを全部私ども
やっていると思うんです。それから先ほど専門委員からお話があったように、非常に簡単に言え
ば、体を動かさない生活になってこういうことになっているので、健康との関係を考えれば、まず体
を動かすことではないでしょうか。そうすれば御飯というものも必然的に体が要求すると思います。 



○事務局 貴重な時間の中で恐縮ですが、一言だけ、委員がおっしゃられていたので。  

 委員がおっしゃられたように、まさに義務をこなした上でのメリットということなんですが、その義
務が20％なのか、25％なのか、まず幾らやるのかというところで各論があってなかなか定まらな
い。そのところを納得していただくための仕掛けとして、経済的な調整措置が要るのではないかと
いうのが第１点です。  

 それから２番目は、所得保険的なものといっても、これは米を作った人に対してでありまして、米
から転換した人に対してはそれ自体効かないということで、間接的に後で資格が云々ということで
ありますけれども、米を作らない人に対する措置がないと片手落ちではないかというふうに思って
おります。  

 簡単に言えば、所得保険とか何か別建てで一人歩きしているような感じなんですが、これは一体
ではないかというふうに思っております。簡単にたとえれば、転作の方の措置というのが予防措置
で、豊作なんかで需給バランスを崩して値段が下がったときに対応する補てん措置が治療措置だ
と。こんなことで一体的に考える、位置付けていくべきものではないかと思っております。  

 あとちょっと細かいことになりますが、突然全国へ何かポンと行くというイメージではなくて、地域
段階のものもかませて考える必要があるのではないかということもあわせて申し上げたいと思い
ます。  

○専門委員 ちょっと伺いたいんですが、お米の損益分岐点というのは幾らぐらいに収まれば一
番いいのかということですね。この12ぺージの自主流通米の入札取引結果でございますが、さっ
き委員がおっしゃいましたように、前年度が非常に高かったのか、これがこのまま推移した方がい
いのか。もちろん高ければ高いほどいいんですが、今年が落ちたというのは、落ちた方が悪いの
か、去年が高過ぎたのかというところを非常に疑問に思います。といいますのは、私どもも番組を
やっておりまして、視聴率を余り高くとると後で上から、もっと高く上げろと。とった瞬間からその数
字が当たり前になってしまうというようなことがございまして、その辺をどう判断するかということ。  

 それから廃棄量の問題でございますけれども、今、私どもスタッフで番組はお弁当を出すわけで
す。毎回40食位出すときに、白い御飯のときは必ず捨てているんです。まぜ御飯だと皆さん食べ
るんです。ということは、かなり消費には協力しているのではないかと。町のお弁当屋さんをみまし
ても、ほとんど白い御飯が今減っております。みんなまぜ御飯、または赤飯ということで、晴れの
日も褻（け）の日もなくなってしまったというメニューで、それだけごちそう攻めのために皆さん食べ
飽きてしまって、逆にスナックの方向にきているという意味では、お米の粉をスナックで何とか流用
できないかということで先ほど専門委員に伺いましたら、素材としてはいいんだけれども、コーンか
ら比べると非常に高いということでございまして、結局お米の問題は、もっと下がればいろいろな
形で消費が伸びていくのではないかと思います。ちょっと意見というより感想でございます。  

○部会長 ありがとうございました。  

○委員 今価格の問題が出ましたので、生産者としてちょっと申し上げたいと思います。  

 いろいろあると思うんですが、今ものすごく多様化していますから大変難しいんです。私たちの感
じでは、これはいろいろあるようですが、60キロ１万5千円程度ではないかと。所得保険とかいろい
ろ参加の問題も出ていますけれども、私は一番大事なのは担い手だと思うんです。家業から職業
と考えている現実というもの、その辺について若者の担い手の意見を聞かずしてやったら、またこ
れ反発を食うような話になりまして、結果的にまたどうなんだと、みんないなくなるんじゃないかと
いうことで見放されますから。その辺は若者の意見なり主婦の意見を十分聞いてやってもらわな
いと。我々でも今は息子でも娘でも命令できません。おまえ百姓やれと言ったって、そうはいかな
い時代を作っているわけですから。その辺は１万５千円が若者を引きつけていくぎりぎりの線とい
うのが私の判断であります。  



○部会長 ありがとうございました。  

○事務局 今の専門委員の御質問の件で、今日の表でございますと５ぺージ目に規模別の収益
性についてお示ししておりますが、この基になる米の生産費調査で、0.5ヘクタール未満層で数字
だけ申し上げますと、10アール当たり粗収益、売上げは大体15万円ぐらいです。費用でございま
すが、18万円ということですので、マイナスが約３万円近くになってきますが、実はこの費用には生
産費調査上は家族労働費等は費用ということにしておりまして、現実的には実現される所得という
ことになりますので、これを差し引きますと、大体農業所得ではプラスの４万5,000円ぐらいの水準
になるのではないかと思います。  

 一方、５ヘクタール以上層では、粗収益が10アール当たり14万5千円でございます。費用合計が
９万８千円。これに家族労働費等を加えました農業所得的なものになりますと、10アール当たり７
万円程度という数値になっておりまして、損益分岐点分析のような中小企業等で行われている正
確な経営学上の分析ではありませんが、参考のため数字だけ申し上げさせていただきたいと思い
ます。  

○部会長 ありがとうございました。  

○専門委員 先ほどから具体的なスキームの話に入ってきて、それに参加させるためにどういうこ
とが必要かということで、私もある種の経済的なインセンティブを与える必要があるだろうというこ
とをお話ししたわけですけれども、ただ、どういうインセンティブならよくてどういうのがまずいのか
という、やはり限界があるんだろうと思うんです。そのことはちょっと考えておかなくてはいけない。 

 先ほど、農業共済に入れないのはどうかと。別にそれをいいとおっしゃったわけではありません
けれども、例えばそういう問題が出てきたときに、おそらくその目的との関係で不相当な手段という
ことになりますと、これは不当な差別という問題になって憲法上の問題にもなりますので、そこら辺
の限界をどう考えるか。おそらく基本的には、よく分かりませんけれども、さっき生産調整でもって
生産量を減らしている者と減らさない者との間の格差を埋めるというのを、そしてそれに若干プラ
スアルファする程度がおそらく妥当な線で、それを超えるようなところがいけないという見解になる
のかなという気がいたしますので、憲法関係の判例ですと、目的と手段との間の合理的な関係と
いう形で問題とされておりますけれども、そういう問題もあるということだけ付け加えさせていただ
きます。  

○部会長 ありがとうございました。  

○会長代理 今農業共済の話が出たので、私が申し上げたことは、そこまで申し上げるつもりは
なかったんですけれども、それをやったら絶対に共済組合が反対するんです。できっこないんで
す。だけど、それくらい農林水産省が打ち出せば、農業共済組合も米の生産調整に協力するとい
うか、自分の問題として取り組むだろう。そういう意味で申し上げたつもりなので、ちょっと誤解が
あったようでございます。  

○部会長 若干時間をオーバーしておりますが、私は進行役なので意見を言うのは差し控えなけ
ればいけないんですけれども、この際しか言う機会がないかなと思いまして。今まで出ました意見
と重複することは一切申し上げません。重複しないことを一、二だけ申し上げたいと思います。  

 まず生産調整についての基本的な考え方なんですが、先ほどから出ている御意見は、長期的に
みるとやはり需給均衡価格で需要と供給を合わせるべきだと。それへのソフトランディングで当面
は生産調整やむを得ずということなんですが、私はちょっとそこは、もう四半世紀これをやっている
わけですね。25年かかってソフトランディングができないのはおかしいじゃないかと。それが続いて
いるということは別の意味があるのではないか。一方では転作を進めながら一種の食料安全保障
といいますか、水田はとにかく有事の際の備えといいますか。昭和30年代半ばごろの高度成長が
始まったころの米の消費量に戻せば、自給率は飛躍的に上がるわけですね。そういう意味合いも
あるということで、これだけ続いてきたのではないか。もしそうでなければ、もう25年もかけないで



過去で調整すればよかった話ではないか。そこは私はそういうふうに考えております。  

 なぜそんなことを言うかといいますと、生産調整を拡大するんだったら、農地転用を緩めろという
話が最近非常にあるようですけれども、それだったら生産調整なんかやる必要はないんですね。
価格を下げればいいんです。そうではなくて農地を残そうというので生産調整をやっているんじゃ
ないかというのが私の考え方ですので。生産調整、目標数量が増えるからといって農地転用を増
やすと。都市近郊の市街化区域内の農地の転用手続を簡単にしようということは、僕はかなり簡
単になっていると思いますが、つらいと思うんですが、大規模にそういうことをやるというのは、私
はちょっと本末転倒ではないかという気がいたします。  

 それから２番目に、どうも生産調整を拡大するということは大変つらいことなものですから、嫌な
ことはどうしても先送りしたくなる。先ほどもどなたか言っていましたが、去年を振り返ってみて、今
年の生産調整の面積というのはこれで本当によかったんだろうかということがあると思うんです。
営農の安定のためにはなるべく変えない方がいいわけですけど、例えば米穀年度末の在庫が220
万トンとか230万トンオーバーするときには、必ず増やすんだというふうなオートマチックなルールと
いうのは難しいのかもしれませんが、そういうことは、こういうつらい思いをしたときに合意しておか
ないといけないんじゃないか。  

 かつてＥＣが価格の決定をするときに、毎年毎年大もめにもめて、結局需要と供給のインバラン
スがこうなったら価格を１％だか２％下げるというルールを決めたことがあるんです。そういうことも
やって極端に振れるのを、どこかでやはり予防するルールづくりみたいなことがいいのではないか
ということでございます。  

 それから、今日は随分所得保険的な制度の問題が出まして、私も委員、専門委員のおっしゃっ
たことに大体賛成なんですけど、一つそういうルールを仕組むときに、次のラウンドでいわゆるグ
リーンの政策というのが、内容がそのまま維持されるのか、また変わるのか分かりませんけれど
も、少なくとも今のウルグァイ・ラウンドの結果の中での政策の分類、削減を必要とするかどうかと
いう分類を頭に置いた上で、制度として設計していく必要があるのではないか。そういう意味から
しますと市場価格にある程度目標価格も連動して、それから低落の幅の全額ではなくて、７割なら
７割をカバーするような形であることが望ましいだろう。  

 それから来年度に向けては、おそらくこういう緊急のときですから予算上の折衝になると思うん
ですが、農業生産者は毎年の予算措置だとなかなか安心できないということがあるんですね。そ
れともう一つは生産調整自身が今度、新食糧法では法律に書いてある。それから気象災害による
減収の場合に補てんする農災保険とどういうふうに仕分けするかという問題もあります。そうする
と予算措置でつぶれたとしても、僕はいずれは、いずれはというのはちょっと言い過ぎかもしれま
せんけれども、この調査会の最終答申が出た後は法律として制度化する必要があるのではない
か。そのときはＷＴＯのことも考え、また、これは米だけに限定すべき制度かどうかということもあ
ると思うんです。では、麦はどうなんだと。それから、他の作物の中で今の価格政策はむしろこちら
の方へ入れかえた方がいいものがあるかもしれない。そういう総合所得補償のような形にした方
が、例えば特定農作物の価格支持に実質上当たるような、特定農作物の生産を刺激するようなも
のは削減対象だよという、例のウルグァイ・ラウンドの結論との関係でも、米以外にも及んだような
形の制度化ということも将来検討に値するのではないかということを、この際ちょっと申し上げてお
いた方がいいかなと思います。  

 それから最後に、生産調整は生産者団体が自らの問題としてこれからやって、行政がそれをサ
ポートしていく。所得保険の方はむしろ行政の仕事としてやっていく。そうしませんと今のように価
格プールで差し引きすると、幾ら払って幾らいただいたのかというのがよく分からないということに
なりますから、そこははっきり分けた方がいい。  

 私が珍しく発言して、また時間をオーバーして申しわけございませんでした。  

 特にございませんでしたら、これで今日は終わりたいと思いますが、次回の部会の打合せを行



いたいと存じます。  

 次回の部会は、10月30日、木曜日の午後２時からを予定しております。  

 議論のテーマでございますが、これまで、農地、担い手、農業経営、生産政策、最近の米をめぐ
る問題等について議論してまいりましたが、それぞれ議論が尽くせておりません。一方、予定では
次回が、第１次答申前の農業部会としての最後の議論になりまして、その後は議論が合同部会の
場に移ることになっております。  

 そこで、次回は、議論のテーマを特に特定いたしませんで、これまでの議論を踏まえて、幅広く
議論していただければと考えます。そこで論議が拡散いたしませんように、事務局の方には、次回
の議論の際に参考となる資料として、これまでの当部会における主な議論、論点とその議論の内
容、それから最近、農業政策に関する各界からの提言が出ておりますので、それの概要の準備を
お願いしたいと思います。  

 その他に、何かこの際特に資料要求はございますでしょうか。  

 ございませんようでしたら、今のような資料をよろしくお願いします。  

 また、今後の予定につきましては、11月７日に第２回の合同部会、それから11月20日に第３回の
合同部会が予定されておりますので、よろしくお願いいたします。正式には、改めて事務局から御
案内を申し上げることになっております。  

   

４．閉 会  

   

 それでは、本日はこれにて閉会をいたします。どうもありがとうございました。  

（別紙参考）  

１９９７年１０月１５日 

   

食料・農業・農村基本問題調査会  

農業部会長 殿  

農業部会専門委員 

   

 １０月１６日第５回農業部会は所用のため出席できませんので、議題「米をめぐる事情と諸課題」
について、書面にて意見を申し上げます。  

   

記  

 米をめぐる諸問題は配布資料にも見られる様に多岐にわたっていますが、現行食糧法について



問題を四点に絞って意見を述べさせていただきます。  

 第一点は現行食糧法が「米穀の売り渡し義務」を廃止したにも拘わらず流通ルートによって米を
区別していることである。旧食管法では米流通の全量管理を裏付けるため政府への「米穀の売り
渡し義務」が課されていたが、この廃止は現行食糧法が旧法と制度的に最も異なる点である。こ
れにより流通規制の大幅な緩和が可能となり、また政府の役割も備蓄目的の政府米運用、貿易
の管理、需給見通しに基づく基本計画の策定などに限られることとなった。  

 「売り渡し義務」の廃止は米市場の自由化への前進であり、実際「売る自由」は大きく拡大した。
しかし、このような流通規制緩和の下で、政府米は別として、米を「計画流通米」と「計画外流通
米」に区別する必要はどこにあるのか。政府は米流通の基本は計画流通米であるとし、毎年の
「基本計画」で出荷数量・流通量を決めているが、売り渡し義務がない以上、補助金による誘導以
外それを担保するものは何もない。  

 そもそも、現行基本計画の性格は生産者への指針・情報提供であり、多額の補助金を用いて計
画流通米ルートに米を集中させねばならない理由が不明である。安定供給を目的とするのであれ
ば、緩衝在庫操作など、他の政策の方が有効であるし、また、緊急時の流通については、閣議の
決定を経て流通業者に対する譲渡命令や生産者に対する政府への売り渡し命令などが現行食
糧法で発動できるようになっている（第四章第八十条）。したがって、米の流通ルートによる差別
（補助金）を廃止し、米市場の一本化に向けた改革が望まれる。  

 第二に問題としたい点は米の価格形成に関する規制である。市場実勢を反映した米価の形成
は米市場の活性化に欠かせないが、現在の自主流通米価格形成センターは、９年産米の入札で
ルールの改善がなされたものの、値幅制限、入札販売数量や取引参加者の制限など依然として
制約の多い制度となっている。また、８年産米の入札価格が３年連続の豊作にもかかわらず出来
秋に高騰するなど、必ずしも市場実勢を反映したものになっていない。現行のセンターは他の米
取引の指標価格を形成する場と位置づけられているが、将来的には、自主流通米に限らず、米市
場全体の自由な価格形成を行う正米市場への転換に向け、さらに先物市場の創設も視野に入れ
た制度の見直しが必要と思われる。  

 第三の問題点は、昨年来問題になっている米在庫の過剰をもたらした政府米の役割の不徹底
である。食糧法では政府米の買入れは備蓄用に限るとしながらも、実際の運用は生産調整と絡め
ることで一定の価格保証の役割を担わせている。また、一年間保管の後販売される政府米売渡
価格の設定は前年末に行われるため市場実勢が反映されず、豊作時の新米価格より高値になる
といった現象さえ生じ、当然の結果として政府米が売れ残り過剰在庫が発生したのである。したが
って、過剰在庫の解消のためには、政府米の役割を備蓄に徹底させ、また政府売り渡し価格は市
場実勢に合わせて販売するシステムを作る必要がある。そのためには現行の回転備蓄方式が適
切か否かを含めた検討がなされなければならない。  

 最後に第四点目として生産調整の問題に触れておきたい。従来は行政指導であった生産調整
は食糧法に法律として明記された。しかもその目的は「米穀の需給の均衡を図るため」（第一章第
二条）とされている。しかし、市場経済で需給の均衡を図る役割を担っているのは価格であり、生
産調整は総量規制で価格を市場均衡価格以上に保つための措置であり、一種のカルテル行為で
ある。そこにあるのは生産者利益の論理であり、消費者の視点は見られない。  

 農産物の生産変動は不可避的であり、短期の過剰解決のための生産調整を否定するものでは
ないが、今日の米の生産過剰は構造的なものであり、市場に歪みをもたらす政策を恒常化させて
しまうことは問題である。本来、政府は価格の低下を通じて構造調整が図られ資源の有効利用が
実現されるのを補完・推進すべきであると考える。  

 生産調整はウルグアイ・ラウンド農業合意で米が関税化を猶予された時の条件のひとつであり、
また豊作続きで過剰基調がさらに強まっている今日、生産調整の即時解除を主張するものではな
いが、中・長期的には米市場の実態に即し、過剰生産は市場メカニズムを通じて解消していくべき



問題であることを十分認識する必要がある。その上で、当面の問題としては生産者に選択の自由
があるような生産調整制度に切り替えていくことが望ましい。  

 市場経済の活力を生かした日本農業・稲作経済の方向を探ることを新基本法のひとつの柱とす
べきであり、価格政策の見直しもそうした観点から重要課題として議論するならば、施行後間もな
い食糧法ではあるが、抜本的な見直しに早急に取りかかるべきであると考える。  

以上 


