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１．開  会  

○部会長   おそろいでございますし、時間もまいりましたので、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９回の会合を始めさせていただきます。 
 本日は、委員、専門委員とも全員出席でございます。また、調査会長と調査会長代理に 
も御出席をいただいております。本日の部会は一応５時までを予定いたしております。 
 本日は、前回の部会で打ち合わせましたとおり、価格、経営安定施策について議論をい 
たしたいと思います。 

２．委員要求資料「女性農業者の経営参画について」の説明  

○部会長  その議論に入ります前に、前回の部会で調査会長から資料要求のありました、 
女性農業者の経営参画について資料を準備していただきましたので、まず事務局から資料 
の説明をお願いいたします。 
○事務局  それでは、お手元に「女性農業者の経営参画について」という資料４というナ 
ンバーのものがございますので、それに従って御説明を申し上げます。 
 まず、「目次」のところをお開けください。４点ほどに絞って掲げておきました。まず 
女性の農業における位置付け、それから農業経営への関わり、それから社会参画の状況、 
それから、このところの経営参画をめぐる動きということでございます。 
 まず、１ページをお開けいただきたいと思います。これはこの会でも何度か出ておる数 



字ではございますが、右側の一番上の表をご覧いただきたいと思います。農業就業人口400 
万人のうち、女性が237万人、57.3％、農村での女性は農業就業人口の６割を占めるとい 
う点はこの点をいっているわけでございまして、農業経営や農業生産において重要な役割 
を果たしております。 
 ちなみに、我が国では15歳以上の人口が１億600万人でございますが、そのうち労働力 
人口は6,800万人ほど、うち女性が2,760万人ということで大体40％でございます。また女 
性雇用労働者の数が2,100万人で39.5％といわれておりまして、大体４割と見ますと、こ 
れに比べてかなり高い数字になっているということがおわかりだと思います。 
 なお、林業と漁業の場合はやや就業形態が違いますので、林業で16％強、漁業で18％強 
ということになっております。 
 次に、販売農家265万戸のうち、65歳未満の専従者がおられる農家戸数は79万8,000戸、 
真ん中ほどの表でございます。そのうち男子の専従者がおられる農家が59万戸、女子の専 
従者のおられる農家数は62万4,000戸ということで、女子の専従者のおられる農家の方が 
多いということが右の表で見てとれると思います。 
 一番下の表でございますが、そういう女子が専従という農家１戸当たりの経営の概況、 
これは平均でございますが、見てみますと、世帯員の数はそれほど差がないわけでござい 
ますが、基幹的農業従事者の数とか、特に際立って違いますのが経営耕地の面積でござい 
まして、ざっと２倍以上ぐらいになっているということで、農家に女性がおられる場合に 
かなりそういう面で違いが出てきており、大きな役割を占めているということがわかって 
いただけるんじゃないかと思います。 
 次のページをお願いいたします。農業経営へどういうふうに関わっておられるかという 
のが２枚目でございますが、まず農業に専従しておられる女性の2,500人を取り出しまし 
てアンケート調査を実施したものが私どもの方にございます。 
 これによりますと、一番上の横の帯になっておりますのが合計でございまして、「農業 
経営の全体を取り仕切っている」という方が11.8％、それから「ある特定の部門の経営を 
取り仕切っている」という方が12.9％、足しますと24.7％ということで、大体４分の１の 
方が取り仕切っているという認識を持っておられると。この他に「夫などと一緒に経営参 
画をしている」という意識の方が60％程度ということで、足しますと大体85％ほど、大多 
数の方が何らかの形で経営参画の意識を持っておられるということでございます。 
 これがまた、一番下の60歳以上のところを除きますと、大体年齢が上がるに従って増加 
をしているということで、意識の上でも経営参画しているというつもりの方が相当多いと 
いうことがわかっていただけると思います。 
 右下の表でございますが、その場合、どういう扱いになっているかということの一つの 
事例でございますが、報酬・給与、これは本人が使える金ということでございまして、そ 
れの受取りの状況は、農業に専従する女性の73％程度は何らかの形で受け取っておられる 
ということでございますが、決まった額を受け取る女性は16.2％ということで、きちんき 
ちんとという感じでいきますと16％程度、問題はどの程度の額かというのもあるわけでご 
ざいますが、これはまだなかなかつかみにくいところがあるということでございますので、 
御了承いただきたいと思います。いずれにしましても、役割・報酬等ではちょっと気にな 
る点があるなという部分ではございます。 
 ３番目は社会参画の状況でございます。これは他の分野といいますか、女性の参画の推 
進本部等でも事柄として挙げておる分でございますが、その中の幾つかの事例を取り出し 
てみました。農協の正組合員数が、この４年間ほどでございますが、確かに伸びてきては 
おりますが、必ずしも高い割合になっていないということがございます。これは組合員の 
方でございます。特に農業委員とか役員とか、もう少し責任があるといいますか、そうい 
う立場になりますと極めて低い水準に止まっているということがございます。 
 これはいろんな理由が挙げられると思いますけれども、こういうふうに社会参画の分野 
になりますと、依然として低い要因は、一つは、やはり農村社会がどちらかというと閉鎖 
的、というと言葉がちょっと適当でないかもしれませんが、伝統的な考え方の下で女性の 
位置付けが低かったし、現になかなかそれが解消されているような状況じゃないと。それ 
からもう一つは、農業経営はどうしても世帯単位といいますか、家族経営というものが中 
心にならざるを得ないという実態にございまして、その場合に夫が代表する意識が強いと 
いうようなことがこういう事例として挙げられているわけでございます。右の表でお読み 
取りいただきたいと思います。 



 ４ページでございます。ここからが経営参画をめぐります最近の幾つかの事例を挙げて 
おきました。 
 まずは女性の皆さんの起業活動への取組でございます。4,000ほどの事例が私どもの婦 
人・生活課で持っておりますものを挙げておりますけれども、部門別にみますと食品加工、 
あるいは販売・流通の分野で大きなウェイトを占めております。なお、長い期間にわたっ 
ての統計ではございませんが、このところ年々活発化をしておるというふうに承知をいた 
しております。 
 ただ、その4,000ほどの事例の中で販売金額を見たわけでございますが、どうしても低 
い方といいますか、300万円未満の方に集中いたしておりまして、なかなか規模の大きい 
ものになり切っていないということではございます。ただ、中には1,000万円以上の欄、 
ここに400事例ほどございまして、１割程度は相当の額の金額を確保しているということ 
で、女性の経済的地位の向上や地域の活性化に貢献をしているというふうに考えられると 
思います。 
 なお、数字は掲げておきませんでしたが、大体この4,000ほどの集まりの規模といいま 
すか、平均して10人前後というのが多いようでございます。 
 それから、先ほども御説明しましたが、家庭内の地位の部分でございますが、家族経営 
協定を結ぼうということで、これは形式的にといいますか、役所の方では平成７年から関 
係局長の通達などを出しまして、女性の役割や地位の明確化、それから労働が適正に評価 
されるようにということで、家族経営協定を結ぶということを推進をいたしておりますが、 
その協定を結んでいる農家は、真ん中ほどにございますように7,300戸ほど確認をいたし 
ております。この協定を結ぶことによりまして、近時では、もちろんそういう地位の明確 
化、それから労働の評価にもなりますが、制度的には農業者年金に加入をすることができ 
るということになっておりますし、農業改良資金の部門経営開始資金を借り入れることが 
できるという、いわばそれの資格要件として使われているということでございまして、右 
の一番上がそういう農業者年金と改良資金の借入れの状況でございます。 
 真ん中の表といいますか、家族経営協定、いろんなスタイルがございまして、これしか 
ないというのはございませんが、いろんなタイプを複数で整理をしましたけれども、概し 
て多いのは経営の継承といいますか、移譲といいますか、そういうものについての期待、 
それから経営方針、それから先ほどもちょっと触れましたが、労働報酬、それから労働時 
間、休日というものが大体半分以上ぐらいに何らかの形で期待をされているということに 
なっております。 
 なお、そういう地位の明確化なり労働の適正評価ということで、経営と家計の分離を図 
るという観点から近代化を進めるということで、法人化を進めるということで、参考とし 
て法人形態の経営組織の数を一番右下に掲げておきました。ここで私どもが関心を持って 
おりますのは、単に法人になればいいということではございませんで、単なる労働力とし 
て婦人がその中に組み込まれるというのはそれなりの問題があるんじゃないかと。できれ 
ば経営者側というとちょっと適当ではないかもしれませんが、そういう形で参画ができる 
ような位置で入っていくと、そういう法人であれば、なお全体として女性の経営参画を進 
めるという趣旨にあうんじゃないかなと思っているところでございます。 
 資料としては最後でございますが、６ページでございます。ただ、世の中も女性がいろ 
んな形で社会に参画していくという流れにもございますし、実態として農業の中で重要な 
地位を占めているということで、平成７年に、農業経営に主体的に取り組んでおられる女 
性経営者の自主的な組織である全国女性農業経営者会議が発足をいたしまして、人数とし 
ては183人、なかなか多いというにはまだまだではございますが、非常に活動能力がおあ 
りの方が多いものですから、相当の地位を占めてきておられまして、今、活発に活動をし 
ておられるということでございます。その数字を右の方に掲げておきました。 
 それから、都市の女性が農業に関心を持っていただくということはどうだろうというこ 
とで調べたデータが一つございましたので、(4)で書いておきましたけれども、全国、主 
として都会でございますが、10校ほどのいわゆる就農準備校というものを今、開設をいた 
しておりまして、右の真ん中ほどに書いてございますように1,000人程度の方がそこでい 
ろんな勉強をしておられますけれども、環境問題やいろんな安全性に対しての関心がおあ 
りになったんでしょう。農業に関心を持っておられまして、いずれ農業に就業するという 
ことも含めて勉強していただいていますが、そういう方の実績を掲げてございます。その 
うち具体的にどのくらいの方がお就きになるかということはもう少しながめてみないとい 



けないのかなと思っておりますが、こういう就農準備校のシステムをできれば広げたいな 
と思っております。 
 なお、最後の２枚ほど、女性が農業経営に積極的に参画しておられる具体的な事例を掲 
げておきました。コメをやっておられる方、畜産の方、あるいは花の方、いろんなタイプ 
がございますが、御参考までにご覧いただければと思います。 
 簡単でございますが、説明は以上でございます。 

   

３．委員要求資料についての質疑  

○部会長  ありがとうございました。こうやって資料をまとめていただきますと、女性が 
非常に大きな地位を占め、力を発揮しているということが資料にも出ていると思います。 
かつて東畑精一先生が、昭和30年代の末頃でしたけれど、「今や農業はハズバンドリーか 
らワイフリーになりつつある」という名言をはかれたことがありますけど、まさにそのワ 
イフリーの専業が進 
ういう状況になったのかなというふうに、説明を聞きながら思 
った次第でございます。 
 この点につきまして御質問、御意見等ございましたら出していただきたいと思います。 
はい、専門委員。 

○専門委員  女性のいわゆる収入が、16％しか固定でいただいている人がいないというお 
話でしたね、報酬、給与などの状況、２ページですけれど、16.2％、毎月決まっていると。 
金額についてはまだわからないということなんですが、逆に男性は毎月もらっているんで 
しょうか。全部懐に入れているという計算なんでしょうか。 

○事務局  私が承知しておりますのは一つの事例だけなんですが、どちらかというと、何 
にも取らないというとちょっと悪いんですが、むしろもらう人の方を書いてありまして、 
正直いうと主人といいますか、経営者の人のところにはむしろないというスタイルでござ 
いまして、全員が分配をするというふうに記載されていないものは承知をいたしておりま 
す。ただ、典型的にこういうふうに決めなさいよという中には全員の、つまり給与として 
もらう分を書くというふうなスタイルになっております。 
 できれば今、関心を持ってますのは、おっしゃいますように、誰が、どの程度、どうい 
うインタバルでもらっているか、それからもう一つは経営者としてもらっている分と労働 
者としてもらっている分と、そういうものを含めてきちんとしたデータがとれればと思っ 
ておりますが、いずれにしましてもデータがまだ１回分でございますので、できるだけそ 
ういうものも精査をしたいなと思っております。 

○部会長  青色申告のときの婦人に対する労働報酬なり、あるいはまた経営者報酬みたい 
なものというのは何か業務統計みたいなものはあるんですか。 

○事務局 ちょっとまだございません。 

○専門委員  といいますのは、普通のサラリーマンの家庭でも、奥様って毎月きちんとお 
給料をもらっているかとなりますと、その辺は微妙なので、農家の方だけのこういう形と 
いうのはどういうものなのかしらと思ってちょっと質問したわけです。以上です。 

○部会長 他にございますでしょうか。調査会長、何かございませんでしょうか。 

○調査会長  よくお婆ちゃんが財布を握っていると言いますよね。そうすると女性はもら 
っていないけど、どこかの時点で変わるんでしょうね、お婆ちゃんになったときに。その 
ときに財布を握るように、いつかそうなるときがくるんでしょうかね。その辺がよくわか 
りませんが。いや、これはただつぶやいただけです。 



○部会長  サラリーマンもというお話がございましたけれど、どうなんでしょうか。この 
頃のサラリーマンは全部給与振込になっちゃいまして、奥様のところへ全部ドンといっち 
ゃって、御主人というか、夫の方が小遣いをもらうという姿がかなり一般化しているので 
はないかと私は思っておりますが、どうでしょうか。 
 
○専門委員  ケース・バイ・ケースですけれども、自分たちがお小遣いもらって、ストレ 
スがたまって買い物に行きましょうといって買いに行きましても、結局子供のものとか御 
主人のものを買って帰ってきて、自分のものは買えなかったというのが実情のようでござ 
います。若い人たちはわかりません。以上です。  

○部会長 他にございますか。農業経営協定で何か委員、ございますか。 

○委員  特に私どもの地方では、女性のそういう経営観念というのは男性よりも旺盛じゃ 
ないかと思います。今言われましたように、例えば兼業でありますとほとんど給与振込、 
そして農業の担い手は女性であるということでありますし、貯金口座は全部締めておると 
いうことであります。女性の公的機関の参加につきましても、私どもの地域では農協の職 
員には１割が女性でありますし、役員の構成は女性もおりますし、管理職も１割おります。 
それから農業委員には、ちょっと数は少ないけれども、入っております。そういう面で徐 
々に公的には私どものところは24％、女性は公職の関係に採用をしております。議会でも 
１割の女性がおります。以上です。 

○部会長  団体への参画の状況は政府の審議会なんかに比べると大分低うございますね。 
ただ、この数字よりは例えば農協、委員がお出でになりますけど、理事にはなっていない 
けど、農協の婦人部会の部会長さんが農協の経営の理事会だとか、いろんな会議にかなり 
参加しておられるという形で、実質的にはこの数字よりは女性が参加しているのではない 
かという気が私、しますが、いかがでしょうか。 

○委員  農協においてのレディースクラブですか、これは非常に大きな組織ですね。特に 
私らの場合は都市農協ですから、必ずしも農業に従事していない方の方が多いけれども、 
今度は農協の総代とか理事とかいうのはまだ不十分ですね。これからというところじゃな 
いかと思いますね。 

○部会長 ありがとうございました。 

   

４．資料説明  

   

○部会長  特にございませんでしたら、価格、経営安定施策についての議論に移りたいと 
存じます。事務局に議論の参考となる資料を準備していただいておりますので、まず資料 
の説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、お手元に資料５．「農産物の価格政策及び農業経営の安定施策につ 
いて」という資料がありますので、これにつきまして説明をいたします。 
 「目次」をご覧いただきたいと思いますが、本日の資料はⅠ．現行の価格政策の評価と 
課題、Ⅱ．農業経営の安定のための施策の展開方向ということで、大きく４つをお示しし 
ておりまして、１点目が価格政策における市場原理の一層の活用、２番目が担い手の経営 
安定のための措置の導入、３番目が農業災害補償制度の見直し等、４番目が適切な国境措 
置の設定、こういったことが展開方向ではないかということでお示しをいたしております。 
Ⅲは品目別の価格政策の検討方向ということで、９ページ目以下、主だった６品目につき 
まして本日の資料を用意しているという構成になっております。 



 なお最後に、全体的な国際的な動向ということで、先のウルグァイ・ラウンドの合意で 
すとか、あるいは欧米諸国における最近の農政改革の動向ということで資料を付けており 
ます。 
 まず１ページ目でございますが、「現行の価格政策の評価と課題」という表題ですけれ 
ども、左の上の方に書いておりますが、農業自体、本来有しております生産条件ですとか 
交易条件、こういった関係の不利を補正するというふうな手段ということで価格政策が講 
じられてきているということでございます。 
 現在の価格政策に期待されております機能は、その下に(1)で４点ほど挙げております 
が、消費者家計の安定、農業所得水準の確保とその安定、需要に見合った生産への誘導、 
構造政策の助長と生産性向上の促進、こういった機能が期待され、これまで運用されてき 
たということがいえるのではないかというふうに思っております。 
 これまで講じてきております価格政策の評価ということで、その下に(2)で記述いたし 
ておりますが、まず１点目は、基本法が求めております価格の安定という目的のためのこ 
の価格政策は、農産物価格が過度に変動することを防止してきたということで、農業経営、 
それから消費者の家計の安定、こういった面で大きな役割を果たしてきたのではないかと。 
 他方、「反面」ということで続けておりますが、この運営が価格の安定とともに生産者 
の所得確保に強く配慮が行われたということで、農政自体、価格政策への依存を深めてい 
くということになったのではないか。 
 このような運用の結果、以下のような問題点が指摘されているということで３点挙げて 
おります。 
 まず１点目は、需給事情や消費者のニーズ、こういったものが生産者に的確に伝わりに 
くくなってきていると、こういうことが生産者の経営感覚の醸成、経営マインドと申しま 
すか、そういったことの妨げとなっているのではないかというのが１点目でございます。 
 ２点目は、こうした価格政策が、生産者すべてに対しまして一律に平等に効果が及ぶと 
いうふうなことで、我が国農業構造の改善につながらない面をもたらしたのではないかと 
いう点でございます。 
 ３点目は、長期的な円高傾向とも相まって、我が国の農産物の内外価格差を拡大させる 
要因の一つとなったということで、こうしたことが製品、あるいは半製品の形での輸入の 
増加をもたらし、国内の食品産業の空洞化を招いたり、ひいては国産農産物の需要減少を 
もたらしたのではないかということでございます。 
 そこで２ページ目の(3)で、今後に向けての価格政策の見直しの視点ということで整理 
をいたしております。基本法制定後のいろんな情勢の変化があるわけでございますけれど 
も、私どもといたしましては、そうしたいろんな情勢の変化にも対応しながら、近年、抑 
制的に行政価格を決定しましたり、あるいは食糧法の制定というような制度改正ですとか、 
いろんな運用改善を行ってきたわけでございますが、今後におきましては以下のような視 
点を踏まえながら見直しを行っていくことが求められているのではないかというふうに認 
識しているわけでございます。 
 まず１点目は、国産農産物の需要を確保していくためには、品質ですとか安全性、いろ 
んな面で多様化、高度化いたしております消費者の方々や、あるいは実需者と申しますか、 
食品産業サイドのニーズに生産者サイドがきめ細かく対応していく必要があるのではない 
かということ。また、国際化が進展している中で輸入農産物との競合が強まっているとい 
うことで、一層の生産性向上を図る必要があるのではないかということでございます。こ 
ういったことが国産農産物の需要の確保にもつながっていくであろうということでござい 
ます。 
 ２点目は、経営感覚に優れた担い手を確保し、自由な経営展開を図り得るように環境の 
整備が重要な課題となっているのではないか。 
 以上、２点につきまして、これを今後の価格政策の見直しの基本的な視点として考えて 
はどうかということで整理をいたしております。 
 具体的な農業経営の安定のための施策の展開方向ということで、３ページ目以下に記述 
しておりますけれども、３ページ目は総論ということで、先ほど申し上げました具体的な 
施策の展開方向を４点にわたって整理をしております。 
 まず１点目は、価格政策における市場原理の一層の活用ということでございます。以上、 
述べてきましたような事情から、価格政策自体を見直すことが必要というふうに考えてお 
るわけでございますが、その場合の方向といたしましては、生産者の経営感覚が発揮でき 



るように、また消費者・実需者の方々のニーズへの対応という視点に立ちまして、市場原 
理を一層重視したものにしていくことが必要ではないかというのが１点目でございます。 
 ２点目は、こういった価格政策の見直しということに伴いまして、価格変動の幅が大き 
くなる事態になりますと、農業経営自体のリスクが高まっていくことで、こうした担い手 
に対しまして、担い手の方々の農業経営の安定措置を講ずる必要があるのではないかとい 
うのが２点目でございます。 
 ３点目でございますが、現在も農業災害補償制度、これは農業が自然的な条件の下で営 
まれているというところで、気象災害に伴いますリスク補てんということで農業災害補償 
制度があるわけでございます。この制度自体につきましては今後とも必要であると考えま 
すが、今まで申し上げましたこれまでの制度の見直しですとか、担い手のニーズの変化、 
こういったことに対応しつつ、また農業経営を安定させる観点から、見直しをしていく必 
要があるのではないかというのが３点目でございます。 
 ４点目は国境措置の関係でございますけれども、この国境措置につきましても、我が国 
の農業が、狭小で、高コスト構造の下で営まれているという条件の下で、国内生産を今後 
とも確保していくという観点からは、引き続き国境措置は必要なものであると考えており 
ますけれども、いずれにいたしましてもこの国境措置につきましては、国内生産の確保と 
いう観点と、消費者、食品産業の要請に配慮するという観点、こういった両方の観点から 
適切に設定していく必要があるのではないかということを考えております。 
 以下、こうした４点につきまして、４ページ目以降でより具体的に記述しておりますの 
で、その点につきまして御紹介をしたいと思います。 
 まず、１点目の価格政策における市場原理の一層の活用の点でございます。 
 (1)基本的考え方ということで挙げておりますが、今後の価格政策は、基本的には経営 
感覚に優れた担い手が、価格というシグナルを通じまして消費者なり、あるいは実需者の 
方々のニーズを的確に把握することができるようにし、また、自らの経営感覚を遺憾なく 
発揮することができるようにすることが重要ではないかということで、市場メカニズムを 
重視しました価格形成のウェイト、これをさらに高めていく必要があるのではないかとい 
うことでございます。 
 より具体的には、その下に(2)で触れておりますけれども、現在、取引価格が行政的に 
定められているような品目、こういったものにつきましては市場メカニズムに基づいて価 
格形成が行われるようなシステム自体を構築していかなければいけないということでござ 
います。また、生産者と実需者との間で価格が形成されているような品目につきましては、 
より市場メカニズムが発揮され、需要側の評価が生産現場に適切、的確に反映されるよう 
な環境整備を行っていくことが必要ではないかということでございます。 
 現在、価格形成の形態からみました価格政策の類型ということで、右の方に、どちらか 
といいますと、段階的には上の①から下に下がっていくにつきまして行政的な関与が小さ 
くなっていくということで整理をいたしておりますけれども、こうしたものにつきまして、 
現在、行政的に定められているもの、定められていないものに分けまして、(2)のような 
対応を行っていくことが必要ではないかということでございます。 
 ２点目は５ページ目でございますが、担い手の経営安定のための措置の導入の関係でご 
ざいます。基本的な考え方は先ほども申し上げましたけれども、市場原理の一層の活用と 
いうことになってまいりますと、需給事情等の影響によりまして農産物価格自体の変動幅 
が拡大していくと予想されます。こういった価格変動の幅の拡大によって大規模農家、専 
業的な農家等の意欲ある担い手に経営リスクが高まっていくことが懸念されるということ 
でございます。したがいまして、価格政策対象品目につきましては、その制度の見直しと 
あわせまして担い手の経営安定のための措置、これを導入することが必要ではないかとい 
うことでございます。 
 この場合におきましては、その下に２つ触れておりますけれども、当然のことながら価 
格政策において市場原理を一層活用することによるメリットを減殺しないようにする必要 
があるということと、担い手に焦点を当てた政策展開が求められているということに配慮 
したものとすることが適切ではないかというふうに考えております。 
 なお、その下の右の方に、今年の６月成立しました「中央省庁等改革基本法」、2001年 
以降の中央省庁の再編に関します基本法でございますが、その中における新しい農林水産 
省の編成方針ということで第23条の５号を挙げておりますが、その中におきましては、自 
由で効率的な農業経営の展開と生産者の所得を補償する政策への転換について検討するこ 



と、という趣旨の条文がございます。こういったこと等も踏まえながら検討すべきではな 
いかというふうに考えているわけでございます。 
 それから２番目は具体的な経営安定措置の手法ということでございます。左の下ほどに 
(2)ということで触れておりますけれども、我が国におきましては品目ごとに価格政策が 
とられているわけでございますが、価格政策の手法ですとか市場形成の程度、あるいは品 
目別の需給事情、国境措置の水準・形態、こういったものが個々にわたっておりまして様 
々なものになっているということ、また営農類型も投下資本ですとか収益性、こういった 
経営構造自体が大きく異なるため、経営リスクの程度にも差があるのではないかというこ 
とで、この担い手の経営安定の措置は当面は品目別に講じていくことが適当ではないかと 
考えております。 
 なお、こうした品目別の経営安定対策ではなく、農業経営全体を単位として捉えた安定 
措置を講ずることも考えられるわけでございますけれども、こうした経営全体を捉えまし 
た安定措置についてのメリットといたしましては、担い手の経営安定を図る上では、個別 
品目ごとの施策よりも効率的であるという政策上の長所もあるわけでございますけれど 
も、品目別の価格政策の見直しですとか、あるいは経営安定措置の実施・定着状況、こう 
いったことを勘案しながら全体的な検討を行っていく必要があるのではないかと考えてお 
ります。 
 ６ページ目に、参考といたしまして欧米諸国における直接的な所得補償措置の例という 
ことで挙げております。欧米諸国におきましても、近年の動きということでは、価格支持 
制度の廃止ですとか支持水準の引下げ、これに代わる代償措置ということで直接的な所得 
補償措置が導入されているということでございまして、より市場機能を重視した政策への 
移行が進みつつあるということがいえるのではないかと思います。 
 こうした直接的な所得補償措置を我が国においてそのまま導入するかどうかという点に 
つきましては、以下のような利点、あるいは問題点があるのではないかというふうに考え 
ております。 
 利点といたしましては、上の方に２つほど挙げておりますが、価格政策における市場原 
理の活用と矛盾することなく農業者の経営安定を図ることができるという点ですとか、担 
い手に焦点を当てました運用ですとか、そういったことから政策目的に従いまして対象を 
限定した運用を行うことができるという利点があるのではないかと考えております。 
 一方、問題点といたしましては、我が国の場合、欧米諸国と異なりまして、農業構造の 
改善がまだ十分に達成されていないという段階におきまして、これは支払い対象者の範囲 
ですとか補償の水準にもよるわけでございますけれども、現在の零細な農業構造の温存に 
つながりかねない懸念があることですとか、混住化が進んでおります我が国におきまして、 
農業者のみに対しまして所得を補償するということが、地域住民の理解が得られるかどう 
か懸念がある、ということでございます。 
 欧米諸国における直接的な所得補償措置の例ということで類型的に右の方に表の形で整 
理をいたしております。 
 具体的施策の方向の３番目ということで、７ページ目に農業災害補償制度の見直しとい 
うことで挙げております。農業災害補償制度は左の一番上に触れておりますように、農業 
生産自体が自然災害の影響を受けやすいということで、災害時における農業者の損失補て 
んをするために設けられている仕組みでございます。 
 現在の農業災害補償制度の評価と課題ということで、その下に(1)ということで挙げて 
おりますが、この制度自体は災害時の農業経営安定のために大きな役割を果たしてきてい 
るということでございまして、平成５年の大冷害のときに大変この制度が活用されたこと 
で、今後とも農業が自然災害の下に営まれるという宿命にある以上、重要な施策として位 
置付けていくことが必要と考えております。 
 ただ、先ほど来申し上げております、いろんな事情等踏まえながら、この災害に対応い 
たしました補償制度の拡充による農業者の経営安定機能の強化ですとか、意欲ある担い手 
のニーズですとか、経営実態の変化への対応、特に大規模農家のニーズに対応した補てん 
のあり方、あるいはこの農業災害補償制度の効率的な実施体制なり事業運営、こういった 
ことを確立していくことが必要ではないかと考えております。 
 そこで、この農業災害補償制度の具体的な見直しでございますが、その下に(2)という 
ことで、実はこの制度の関係につきましては、現在この制度自体で見直し、検討を行って 
いるところでございまして、本調査会における農政全体の基本方向に沿ってこの制度の見 



直しを具体化していくことが必要ではないかと考えております。 
 それから(3)収入保険の検討ということで挙げておりますが、今後、価格形成におきま 
して市場原理が活用されていく中におきまして、担い手の経営安定のための措置の重要性 
が高まっていくわけでございますけれども、こうした中におきまして、この保険の手法を 
用いながら、災害だけではなく、その他の諸々の要因、例えば価格の変動に伴います収入 
の減少時に補てんを行う、いわゆる収入保険の手法によりまして経営安定を図るというこ 
とも考えられるわけでございますが、この点につきましては、その下に挙げておりますけ 
れども、価格政策自体の見直しが前提であるということですとか、担い手の経営感覚の発 
揮のための環境が整っている必要があるということですとか、保険料率の算定等の技術的 
な問題、これにどう対応していくかという問題があるということで、諸外国における制度 
の定着等も参考にしながら、今後の課題ということで検討していくことが必要ではないか 
と考えております。 
 ８ページ目は４番目の適切な国境措置の設定ということでございます。我が国自体、農 
業生産の面におきましては、国土の狭小さですとか経営規模の零細性、あるいは高地価、 
資材費の割高さといった、いろいろ高コスト構造ということで、諸外国の農業と比べまし 
て生産コストが高くならざるを得ない面を抱えているわけでございますが、他方、我が国 
の食品産業は、製品輸入の増加等で海外と厳しい競争に直面しております。こういった状 
況の下で内外価格差が縮小されないということになってまいりますと、いわゆる空洞化が 
起こっていくということで、原料農産物の内外価格差の縮小が喫緊の課題ではないかと認 
識しております。 
 こうした内外価格差の縮小は、基本的には我が国の農業構造自体を改善いたしまして、 
生産性向上を図り、縮小を図っていくことが基本と考えておりますが、こういったことに 
よりまして、いわば国産農産物の販路の拡大、あるいは確保を図っていくことが重要では 
ないかと思います。 
 したがいまして、今後とも、全体的な国際的規律の下で、国内生産の確保と、消費者で 
すとか食品産業の要請にも配慮した適切な国境措置、具体的には関税による措置というこ 
とになるわけでございますけれども、その設定・運用を行っていくことが適当ではないか 
と考えております。 
 ９ページ目以下は具体的な品目別の価格政策の検討方向ということで整理しております 
けれども、左上に書いてありますように、以上申し上げましたような基本的な考え方に基 
づき、また、これまでの調査会における議論を踏まえまして、品目別の価格政策の検討方 
向ということで整理するとすれば、以下のような状況になるのではないかと考えておりま 
す。 
 まず、１番目は米でございますが、現状は、これは昨年の段階におきましても御審議い 
ただきました「新たな米政策大綱」、これに基づきまして米の需給均衡、それから稲作農 
家の経営安定を図るということでやっているわけでございます。 
 全体的には説明文の方に付けておりますけれども、食糧法に基づきまして生産調整、備 
蓄・調整保管、計画流通制度の運営ということでやってきたわけでございますけれども、 
４年連続の豊作等ということで需給が緩和し、自主流通米価格は急激に低下したというこ 
とで、昨年11月に「新たな米政策大綱」を策定しております。 
 この大綱に基づきまして生産調整、稲作経営安定対策、計画流通制度の運営改善、この 
３つを基軸といたしました施策を総合的に推進するということによりまして、米の需給・ 
価格の安定等、稲作農家の経営安定を図るというふうにいたしております。 
 また、自主流通米の価格形成につきましては、本年６月の自流米の検討会報告に基づき 
まして、需給実勢を的確に反映した価格形成がなされるように、値幅制限方式に代わりま 
す新たな入札システムを導入したところでございます。 
 課題でございますが、この「新たな米政策」の着実な推進、それからこうした施策の更 
なる深化ということに尽きるのではないかと思います。 
 その下に書いてありますように、需給・価格の動向等、市場のシグナルともいうべき情 
報を生産者段階に的確に伝達し、生産者が主体的に経営判断を行えるようなシステムの定 
着を図ることが必要ではないか。 
 それから稲作の経営安定対策につきましては、実施状況ですとか農家の意向等も踏まえ 
ながら、適時適切に見直し、改善を進めていくことが必要ではないかと考えております。 
 次に、10ページ目の麦でございますが、まず現状は、政府による無制限の買入れ、それ 



から内外麦のコストプール方式による管理というのを行っているということでございます。 
 説明のところに付けておりますように、麦は生産性の高い、転作作物ということでの水 
田営農ですとか、北海道での輪作体系の下での畑作営農という面におきまして不可欠な作 
物となっております。この麦の制度は、制度上は自由な民間流通を前提としながら、生産 
者の申込みによる政府の無制限買入れ制ということになっているわけでございますが、売 
買逆ざやがあることから、実態上はほぼ全量が政府買入れの対象となっている実態でござ 
います。また、その財政問題につきましては、国内産麦に係る財政負担と外国産麦の売買 
による差益、この収支全体をコストプール方式により管理しているということでございま 
す。 
 課題でございますが、「新たな麦政策」の推進による需要への的確な対応、麦作農家の 
経営安定ということで書いてありますけれども、これは右下の方に要約を付けております 
が、本年５月末、「新たな麦政策大綱」ということで決定したものを紹介いたしておりま 
す。この大綱におきましては、国内産麦の民間流通への段階的な移行、すなわち民間流通 
が定着いたしますと政府買入れは不要となるということですとか、民間流通への移行に際 
しまして今後の麦作の担い手となるべき生産性の高い経営体の経営安定に資するような 
「新たな措置」を導入するということですとか、品種開発の加速的推進、生産対策の拡充 
・強化等々について３ないし５年かけ、実態に即しまして円滑な移行を図り、この着実な 
推進に向けて努力をしたいということでございます。 
 ３番目は11ページの大豆・なたねでございます。大豆・なたねの現状は、不足払いによ 
る生産者所得の保証を行っているということでございます。大豆も麦等と同じく米の生産 
調整に見合う、代わりの作目として、あるいは北海道における畑作輪作体系の一環という 
ことで重要な作物でございますけれども、これにつきます制度といたしましては、生産費 
等を参酌いたしまして、生産者の方々が再生産ができるような基準価格と、一般競争入札 
による販売価格との差、これを国庫交付金によりまして不足払いという形で補てんをする 
ということを行っております。 
 また、大豆の具体的な実需者につきましては、基準価格に種類ですとか銘柄区分、等級、 
こういったことによる格差が設けられまして、品質改善ですとか生産性向上が誘導されて 
いるということでございます。 
 この課題でございますが、実需者ニーズが一層反映されるような仕組みへの改善、売れ 
る大豆づくりというふうにしておりますけれども、国産大豆に対しましては、煮豆ですと 
か豆腐・納豆の類ということで一定量の需要が見込まれるわけでございますが、市場評価 
がより生産者手取りに反映されますよう、また品質・生産性向上が促進されますよう、こ 
の交付金制度の運用ですとか仕組み、これを見直していくことが必要ではないかというこ 
とでございます。 
 この大豆自体は、先ほどから申しておりますように、米の生産調整規模の変動等の影響 
を強く受けるということですとか、産地規模が零細でロットが小さいということで、食品 
産業の方々との関係における引取りが必ずしも十分ではないという意味におきまして、生 
産体制の確立がまだまだ不十分であるということで、売れる大豆生産のための実需者、生 
産者、試験研究機関等の一層の連携ですとか、安定的産地の育成に向けました施策の重点 
化、こういったことが必要ではないかと考えております。また、国産大豆を原料とします 
個性ある食品づくりですとか、そういったことにも取り組むことが重要ではないかと考え 
ております。 
 それから、なたねでございますけれども、なたねは生産量が大幅に減少し、また特定地 
域に集中しております。こうした現状を踏まえながら制度のあり方について検討していく 
必要があるのではないかと考えております。 
 ４番目は12ページ目の砂糖・甘味資源作物でございます。 
 まず現状でございますが、国内産糖の価格支持を通じまして甘味資源作物生産者の最低 
価格を保証いたしております。 このうちてん菜は、北海道畑作農業におきまして輪作体系の基幹
をなしているというこ 
とでございますし、さとうきびは沖縄、鹿児島県の奄美諸島等の離島振興上重要な作物と 
いうことでございまして、国内産糖の価格支持を通じまして、生産者に対しまして政府が 
定めます最低生産者価格が補償されているということでございます。 
 この国内産糖につきましては、交付金と、輸入糖から徴収いたしました調整金、これを 
財源にいたしまして、農畜産業振興事業団の売買を通じました価格支持が行われているわ 



けでございます。 
 それから輸入糖につきましては、価格を安定上下限価格の中に収束させることによりま 
して、国内砂糖価格の安定を図っているということでございます。 
 この課題でございますけれども、内外価格差の縮小、それから実需者ニーズが生産現場 
へ反映されるような制度への見直しということでございます。 
 具体的には、砂糖の需要は最近、内外価格差等に起因いたします加糖調製品の輸入増加 
等を背景といたしまして減少し、結果として国内産糖の円滑な引取りに支障が生じている 
ということでございます。 
 また、甘味資源作物の取引価格も、政府によりまして糖度ごとに定められておりまして、 
それ以外の取引条件、これが価格形成に反映されていないということで、国産糖業者のニ 
ーズが生産者に反映されにくいという実態にあります。 
 このため、生産者、国産糖業者、精製糖業者による生産性向上、あるいは合理化努力を 
促進するとともに、需給動向ですとか実需者のニーズが生産者により的確に反映されるよ 
う、価格政策を見直していくことが必要ではないかと考えております。 
 また、こうした価格政策の見直しとあわせまして、地域性も勘案した生産者の経営安定 
のための施策のあり方についても検討していくべきではないかと考えております。 
 次に、５番目は13ページでございますが、牛肉・豚肉でございます。現状は、安定帯価 
格制度による乱高下の防止と所得補償措置による生産者所得の確保ということを行ってい 
るわけでございます。 
 まず、指定食肉については安定帯価格制度を設け、騰貴する場合には事業団による売渡 
し、低落する場合には事業団による買入れや団体による調整保管に対する助成が行われ、 
こういったことによりまして価格安定が図られているということでございます。 
 なお、最近におきましては、豚肉に係る調整保管への助成は行われておりますが、事業 
団による直接の買入れ・売渡し、こういった実績はない状況でございます。 
 
 それから肉用牛経営に対しましては、輸入牛肉に対する関税を財源といたしまして、繁 
殖経営に対して子牛価格が下落した場合に補給金を交付する制度がございます。また肥育 
経営に対しては、所得低下時に一定額の補助を行う事業を実施しております。 
 それから輸入豚肉につきましては、国境措置として差額関税の機能が維持されておりま 
す。 
 養豚経営に対しましては、豚肉の価格低落時に都道府県ごとに国、生産者等が拠出しま 
した基金により補てんを行っている実態でございます。 
 課題でございますが、国際化や環境問題等に対応した経営安定措置の見直しということ 
でございまして、輸入品との競合激化ですとか、糞尿処理に伴う環境問題の顕在化、こう 
いった畜産経営をめぐる状況下において、生産者の経営安定のための措置につきまして、 
既存の施策のあり方を見直していくべきではないかと考えております。 
 また、こうした見直しの状況ですとか、あるいは国際化の進展状況等も踏まえながら、 
中長期的視点から価格制度のあり方についても検討していく必要があるのではないかと考 
えております。 
 ６番目は14ページ目でございますが、牛乳・乳製品でございます。現状は、乳製品につ 
きましては事業団売買を通じました価格安定と加工原料乳の不足払いということでござい 
ます。 
 バター、脱脂粉乳等の指定乳製品、これにつきましては安定指標価格を設けまして、こ 
の水準に市況が安定するように事業団が売買操作を行うという仕組みとなっているわけで 
ございますが、最近におきましては事業団による売買操作の実績はないということでござ 
います。 
 指定乳製品の原料となります加工原料乳につきましては、生産者が再生産可能となる乳 
価としての保証価格と、乳業者が安定指標価格見合いということで生産者に支払うことの 
できる乳価としての基準取引価格について、それぞれこれを政府が定めまして、その差に 
ついて、限度数量の範囲内で不足払いという形で生産者に交付する仕組みになっていると 
いうことでございます。 
 なお、一般の飲用乳につきましては、生産者団体と乳業者の相対取引に基づく価格形成 
が行われているということでございます。 
 この課題でございますが、その下に(2)で触れておりますけれども、需給事情をより反 



映した価格形成が行われるような制度への見直しということと、生産者団体の広域化等に 
よる公正な取引の助長ということでございます。 
 乳製品の取引につきましては、より需給事情を反映した価格形成が行われるようにして 
いくことが必要ではないかということで、また、その成果も踏まえながら、加工原料乳の 
取引についても同じように見直していくことが必要ではないかと考えております。 
 飲用乳につきましては、生産者団体の広域化を促進いたしまして、乳業者と生産者団体 
の公正な取引を助長すべきではないかと考えております。この場合、入札などの市場取引 
の導入ですとか、相対取引のルール化といった取引の改善を行うことも検討すべきではな 
いかというふうに考えております。 
 その他酪農における環境保全対策が重要な課題となっているということを踏まえまし 
て、経営安定のための施策を検討すべきではないかと考えております。 
 また、以上のような施策の検討、あるいは国際化の進展状況等を踏まえながら、中長期 
的な視点から、価格制度ですとか酪農経営の安定施策のあり方について検討していくべき 
ではないかと考えております。 
 15ページ目からは「参考」といたしまして、国際環境の資料ということで、これはこれ 
まで御説明いたしたものと若干ダブる面もございますけれども、ざっと御紹介をさせてい 
ただきたいと思います。 
 まず、ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意の概要ということでございます。農業合 
意の概要は、1995年から2000年までの６年間で実施するというふうになっているわけでご 
ざいます。 
 主立った農業合意の中身ということで、１点目は国境措置でございますが、原則としま 
して全ての品目につきまして関税化し、また基準期間に比べまして関税を平均36％削減す 
るということでございます。 
 ２点目は国内助成、これにつきましては助成合計総量（トータルＡＭＳ）を基準期間に 
比べまして20％削減するということでございます。 
 ３番目は、我が国と直接関係ないわけでございますけれども、輸出補助金につきまして 
は金額、数量とも削減していくということでございます。 
 この中で国内助成の関係でございますけれども、左の(2)の①、②ということで御紹介 
しておりますが、貿易歪曲的効果あるいは生産に対する影響が全くないか最小限であるも 
の、こういったものにつきましては削減対象外の政策ということで、いわゆる緑の政策に 
なっているということでございます。 
 また②にありますように、①に当てはまらず、削減対象とされている政策、これは市場 
価格支持ですとか不足払いなどの政策について品目ごとの金額を合計しました助成合計総 
量ということで計算されるわけでございますけれども、こういったものにつきましては削 
減対象となるということで、先ほど申し上げました６年間で20％削減しなければならない 
ということでございます。 
 なお、我が国の96年度の助成合計総量、これは一番右下の表をご覧いただきたいと思い 
ますが、３兆3,297億円ということでございまして、基準期間の４兆9,661億円に対しまし 
て33％減少しているということでございまして、既に2000年の削減約束水準を下回ってい 
る状況でございます。 
 なお、このＷＴＯの農業協定でございますが、(4)にありますように、助成及び保護の 
実質的かつ漸進的な削減という改革過程が継続中であるという認識に立ちまして、この過 
程を継続するための交渉が遅くとも2000年の初めには開始されることになっております。 
 16ページ目でございますが、欧米における最近の価格・所得安定のための政策の動向と 
いうことで、まずアメリカでございます。アメリカは(1)の下に４～５行で御紹介をして 
おりますように、農産物の価格形成は基本的に市場に委ねられているということでござい 
ます。この政策といたしましては、財政支出削減という観点から、96年農業法によりまし 
て、従来は減反を要件といたしました不足払い制度が中心だったわけでございますが、こ 
れが廃止されまして、代わって農家に対する「直接固定支払制度」が導入されたことが大 
きい点でございます。 
 具体的にはその下の①に書いてありますけれども、91年から95年の間に１回以上減反計 
画に参加した農家に対しまして、1996年から2002年までの７年間にわたりまして、過去の 
作付面積を基準として定められた額を毎年支払うというものでございます。この政策は 
ＷＴＯ農業協定上、「緑」となっているということでございます。 



 右上の方にその仕組みということで大まかな概要を付けておりますが、この括弧書きで 
示してありますように、農業経営者１人当たりの支払上限は４万ドルということで設定さ 
れております。また、政府が支払っております直接支払総額は、過去７年間の不足払い総 
額に比べまして約１割少ない水準、総計で356億ドル強になっているということでござい 
ます。 
 その他のアメリカの価格政策ということで、左の方に②価格支持融資制度、これは 
ＣＣＣ、商品金融公社からの短期融資見合いのものが実質的に農産物の最低価格を補償す 
るものとなっているということですとか、③の作物保険、それから④収入保険ということ 
で、これはパイロット的に導入されているものでございますが、こういったものがアメリ 
カにおいては現在導入されております。 
 次に17ページ目でございますが、ＥＵの場合は、価格・所得政策は主としてＥＵ全体の 
共通農業政策（ＣＡＰ）ということで実施されて、それを加盟各国が補完するという形で 
行われているということでございます。このＣＡＰにつきましては92年に改革が行われま 
して、穀物等の支持価格が引下げられまして、この引下げ見合い分が生産者に対する直接 
所得補償ということで行われております。これにつきましてはＷＴＯ協定上「青」となっ 
ているということでございます。 
 なお現在、左の下に触れておりますけれども、「Agenda2000」ということでＥＵ本部の 
方から加盟各国に対しまして新たな改革の提案がなされております。この趣旨は92年の改 
革をさらに深化・発展させるという趣旨から行われているということでございまして、具 
体的には、そこに書いてありますように、穀物等の価格支持をさらに引き下げるというこ 
とですとか、直接所得補償につきまして単価の引上げ幅を抑制するということですとか、 
直接所得補償の１戸当たり受取額に段階的な上限を設けるという中身の改革案が提案され 
ているということでございます。 
 最後に18ページ目でございますが、カナダの状況ということで御紹介をいたしておりま 
す。カナダにおきましては、50年代以降、価格支持が行われてきたわけですけれども、そ 
れが廃止されまして、90年代以降、農業経営全体を単位といたしました所得安定制度が設 
けられているということでございます。 
 具体的には、91年にＮＩＳＡ（純所得安定口座）、ＧＲＩＰ（総収入保険計画）、この２ 
つの制度が導入されているわけでございますが、このＧＲＩＰは財政負担が過大にのぼる 
こと等から連邦の制度としては廃止されているという状況で、現在はこのアンダーライン 
にありますように、ＮＩＳＡが作物保険、州独自の制度とともに全国的なセーフティーネ 
ットということで農家の所得安定の機能を果たしております。 
 このＮＩＳＡの具体的な仕組みは右下の方に御紹介しておりますが、農家の農業純販売 
額の農家自体が３％、連邦政府が２％、州政府が１％相当金額を個人ごとの口座に積み立 
てていき、農業所得が過去５年平均を下回った場合に、この不足分を自分の口座から引き 
出せることになっているということでございます。ここにありますように、加入自体は任 
意でありますけれども、参加資格のある農家の51％が加入している状況だということでご 
ざいます。 
 以上が本日用意いたしました資料の概要でございます。 

   

５．質  疑  

○部会長  ありがとうございました。事務局の方には、これからは少し今後の具体的な施 
策についてイメージが出るように資料を作ってほしいというお願いをして、今回は今まで 
よりもやや具体的な資料になっていると思いますが、これを素材にしまして御意見なり御 
質問なり自由に、時間の許す限り御発言をいただきたいと存じます。専門委員。 

○専門委員  これまでの価格政策に対する反省といいますか、評価といいますか、そうし 
たところは非常によくまとめられていると読ませていただきました。 
 ただ、２ページで「価格政策の見直しの視点」という中に、今までの価格政策というの 
はいわゆる市場メカニズムをうまく生かすような方向ではなかったということのみではな 
くて、①のイに「国際化の進展による輸入農産物との競合」という言葉が入っております 



が、これをもっと具体的に、どうも去年からＷＴＯの言葉を入れることに非常に難色を示 
されているなという印象を持っているんですけれども、しかし、少なくとも前回の交渉と 
いいますか、今のＷＴＯ協定の下では国内の助成措置であれ、関税化、それから関税の引 
下げであれ、方向は決まっているわけですよね。したがって、これまでの価格政策の反省 
にプラスして、見直しの視点として国際化、あるいはＷＴＯ協定における国際的約束の実 
施というようなことがやはり含まれてしかるべきなのではないかという印象を持っており 
ます。 
 それに関連しますけれども、個別品目の政策についても、方向としてはこういうことで 
よろしいんではないかと思いますが、やはりＷＴＯの中で価格政策が基本的には黄色の政 
策として分類をされていると、そういう認識の下に、黄色の政策というのは削減対象であ 
るという、そういうメッセージがきちっと伝わるような書き方をしていただきたいという 
のが要望です。そうでないと、市場原理は一層活用しながら、何か価格政策は違った形で 
残っていくのか。残すという話もこの中にあるのかもしれませんけれども、いずれにして 
も支持水準としては下げざるを得ない。アメリカはもとより、ＥＵの「Agenda2000」でも 
その方向は出して、具体的なパーセンテージまで議論しているわけですね。その意味で、 
方向としてはやはり削減の方向にいくんだよということのメッセージがきちっと伝わるよ 
うな形の書込み方をしていただきたいなということが第２点目であります。 
 それから、これも誤解を受けるという意味では、８ページの４番目の話で「適切な国境 
措置の設定」という言葉が出てきます。事務局が説明された中できちんと、これは関税の 
ことであると明言されておりますので、議事録にはそういう形で残るんでしょうから問題 
ないのかもしれませんけれども、これだけ読みますと、「適切な国境措置の設定」といい 
ますと何か新しいメジャーを導入するんだという印象を持たれてしまうんですね。つまり、 
ＷＴＯでは一応全部関税化ということで合意しているにもかかわらず、米は延期といいま 
すか、猶予措置がとられてますけれども、そうじゃなくて今後別の措置を何らかの形で設 
定していくんだというような誤解がどうも生じる危惧を持っておりますので、その点また 
書き方の問題になりますけれども、考えていただければということです。 
 それから、一番気になりましたのはその次の９ページでございます。品目別の話で米の 
話が出てまいります。(2)の課題で、これは昨年の「新たな米政策大綱」に基づく政策と 
いう意味だと思うんですけれども、「新たな米政策」の着実な推進及び施策の更なる深化 
ということがございます。私の認識ですと、「新たな米政策大綱」というのはいわば緊急 
避難的な対策という認識でおりましたので、こういう表現といいますか、つまり大綱に盛 
られたような米政策を定着させてしまうんだという認識がいいのかどうか、これはやっぱ 
り議論する必要があると思うんですね。昨年の議論のときも緊急避難的な、あるいは稲作 
経営安定対策にしても、とりあえず２年という話でたしかスタートしたという認識を持っ 
てますけれども、それを定着させるのか否かというような議論がどうしても必要だと。緊 
急避難的な措置であるとするならば、これはやはりこういう書き方ではなくて、もっとロ 
ングランといいますか、我々は2010年というところをターゲットにしているわけですけれ 
ども、そこのあたりに米政策をどう持っていくのかという視点から書込みが必要なんでは 
ないかという気がしております。 
 その絡みで言いますとやはり生産調整、これをどうするのかという視点をどうしても議 
論する必要があるのではないか。ですから、このままでいきますと米のところは去年の大 
綱でそのまま2010年までこれでいいんだみたいな印象を持たれてしまっては非常に困るわ 
けですし、特に生産調整に関しては昨年来の農業部会の議論の中でもいろんな方が発言さ 
れてますし、生産調整をどうするんだ、どういうふうな見直しをしていくのか。これは確 
かに食糧法とか自主米センターの改革等での規制緩和、これは非常に評価しておりますけ 
れども、ただし、市場原理の更なる活用というところにおいて、やはり生産調整は、これ 
は一種の言葉なんですけれども、カルテルであり、つまり人為的に価格を高く維持する下 
での規制緩和だという認識がありますので、やはり生産調整というものをどういう方向に 
持っていくのか、その議論が調査会の中ではどうしても必要なんではないかということで、 
この米のところについてはさらに皆さんで議論していただければと思います。以上です。 

○部会長  今回の会合から農林水産省の意見も少し聞いていこうと思いますが、一々指名 
しないで、少し御意見を伺ってからまとめてやりたいと思います。委員。 



○委員  なるべく関連して申し上げた方がいいと思いますので、今、御発言のあったこと 
になるべく触れながら意見を言いたいと思います。 
 まず、後の方で言われた米の問題ですけれども、要するに今の大綱は、それなりに改革 
ということで私は非常に評価いたしますが、生産調整を実施した人に対して、価格が下が 
ったときに８割まで補てんするという形でのリンクがされているわけですが、これが2010 
年までこのままの形で推移するとは到底私には思えないわけです。ですから、この場合に 
生産調整をやるということは、所得補償を受けるために、いってみれば仕方がないから嫌 
々やるという面もあるわけですよね、生産者にとっては。そのことは担い手に焦点を当て 
た施策ということから考えれば、決してプラスの発想ではないというふうに思います。緊 
急だから仕方がないとは思うんですが、拠出制という形をとったがために、私はかなり担 
い手でない人たちもこの中にひっくるめて面倒をみるという形になっていると思いますの 
で、これは緊急ですから、まあ農業部会でもケーススタディとして議論はいたしましたけ 
れども、農業部会の議論の後を経てこれが出されたということではないわけですから、私 
たちはその先の、もちろん食糧庁自身もいろいろお考えになっているとは思いますけれど 
も、その先のことを一体どうするんだということで、その一つとして生産調整とのリンク 
の問題、それから本当に担い手に焦点を当てた対策になるかどうかということを、本当に 
そういう形になるようにこれをさらに改めていくべきではないかというふうに思うんです。 
 それからもう一つ、今度は価格政策をいろんな品目に広げていって改革をしていくと。 
価格支持から所得補償と、その方向は大変結構だと思うんですけれども、やはり今までの 
価格政策の対象となっている品目というのは、重要性からいってこれから先も同等に評価 
すべきものかどうかという点もありますから、品目そのものから一体そういう政策の対象 
に本当にするのかどうかということを洗い直す、見直すということが必要だと思うんです 
ね。その場合に今度は米以外のものについては、生産調整とのリンクとかそういう条件は 
付き得ないわけですから、付けにくいわけですから、じゃ一体どういう条件で所得補償し 
ていくのかというのは一つ大変大きな問題になる。 
 それはなぜかというと、きのうも食料部会で議論したように、生産者側も一緒になって 
これから消費者のニーズに対応した作物を作っていくということになると、生産量も品目 
も増えてくるわけですよね。それに対して、じゃ価格支持じゃなくて所得補償にするとい 
うことが財政上、一体どういうことになるんだろう。米の場合には一応２年間で千何百億 
ですか、そういうお金を国の方は付けて、拠出もしてということになっているわけですけ 
れども、そういうスタイルが他の品目で一体あり得るのかどうかということが私は大きな 
課題ではないかと思います。 
 それから地域に行きますと、やはりこの価格政策の議論に非常に関心があるものですか 
ら、大豆のこともさることながら、やっぱり加工用原料乳への不足払いが本当に2000年以 
降どうなるんだという関心が非常に高くて、私、これはやっぱりウルグァイ・ラウンドの 
決着の中でイエローボックスに入っているものだと思いますから、じゃ、そちらの方は削 
減をして、その代わりに今度は新しい価格政策の中で所得補償的なものをそこに導入する 
余地があるのかどうかということを、私はこれはまた畜産物として検討しなければいけな 
いのではないかというふうに思います。 
 それから最後に、私も先ほど専門委員がおっしゃった「適切な国境措置」ということは 
言葉だけで読みますと大変ひっかかりまして、御説明の中では関税だということなんです 
けど、私はやっぱり国境措置というのは関税であるべきだと。関税以外に数量割当である 
とか、もうそんなふうなことが復活する可能性はないと思うし、またすべきではないと思 
っておりますので、関税ということであれば、何もことさら「適切な国境措置」というよ 
うなことをうたわなくても、もしそういうことをうたう必要があるとすれば、「適切な関 
税率」であるとか、そういうような表現の方が誤解を生じなくて済むのではないかという 
ような気がいたします。以上でございます。 

○部会長 委員。 

○委員  本日、事務局からお話をいただいた点については、私も専門委員や委員と同じよ 
うに概ね妥当な内容であるというふうに考えております。 
 今お願いしたいのは、これは事務局へのお願いということも含めてなんですけれども、 
この本委員会の最終答申を前にして、国際的な現状の環境の中において、一体農業ないし 



は農業政策というものが、国際的な視点からどのように位置付けられているかということ 
の認識を我々としてもう一度固めるべきではないかと思いまして発言したわけであります。 
 と申しますのは、私どもの研究所の研究員などがいろいろチェックしている範囲におき 
ましては、今の世界の情勢というのはやはり相当大きく変わってきているんではないか。 
例えば国連のＦＡＯでの議論などを見ておりますと、例えば食料安保にしましても、これ 
は長期の問題と短期の問題という区分けの中におきまして、長期の問題は農業政策の対象 
であるべきものであるし、その中においては農産物の需給関係ですね、むしろ今後は緩和 
の方向にいくんではないかという感触を持ちます。それからまた短期的にいえば、これは 
農業政策の問題というよりも、むしろ異常事態に対応するものは、危機管理の一つのポリ 
シーというふうな位置付けもできているようであります。これは私は報告を受けただけで 
ありますから、これが事実かどうか十分わからないので、農水省の方の事務局で十分に検 
討していただいて御報告をいただきたい、そういう意味なんでありますけれども、現状に 
おける食料安保というものが、むしろ問題点は、現状７億ですか、８億ですか、飢餓に苦 
しむような人がいると、そういう人たちを対象にしていかにして政策論を展開していくか 
というところにむしろウェイトがかかっているんではないかというふうにも思われるわけ 
であります。 
 そしてまた、環境問題が非常に重要になってきているわけでありますが、環境にやさし 
い農産物等々の農業については、これは新たな補助金を設けるというふうな動きもあるよ 
うでありますけれども、何せこの辺は私も報告を受けただけでありまして、それが本当に 
正しいものであるかどうかということはまだよくわからない。したがいまして、現状にお 
ける最も新しい視点で、国際的には一体どのようにこういう問題が位置付けられているか、 
これは我々の報告を出すに当たっても非常に重要な、共通の認識でなければいけないので 
はないかと思います。 
 例えば個別の例でいえば、これはスイスの例では、前にもお話があったかと思うんです 
けれども、備蓄は従来12ヶ月であったものを、今の国際情勢の中では12ヶ月は必要ないと 
いうことで６ヶ月に短縮されていると記憶しておりますし、それからまた、過日この委員 
会で輸入ゼロの場合のシミュレーション分析が出ておりましたけれども、スイスの場合に 
は輸入ゼロというふうな想定のシミュレーションは既に1990年ぐらいから廃止しているん 
ではないかと聞いております。そういうことを含めますと、現状における世界の農業生産 
についての需給問題等々については、このところ急速に認識が変わってきているんではな 
いかという感じもいたします。私はこれは十分に確認するだけの詳細な情報ということで 
はございませんので、ぜひ農水御当局から、この辺についての本当の現状における世界の 
流れというのがどうなっているのか、それを御報告いただいて、そして今回のこの答申す 
るに当たって各委員の共通認識を持ちたいと、かように思います。以上です。 

○部会長 委員。 

○委員  今、価格政策の議論と思うんですが、まず評価と課題について、どうしてもこれ 
は農業者として触れておかなきゃならないと感じておりますことは、ここに価格政策は生 
産者の所得確保に強い配慮が払われたとされているんですけれども、しかし、私ども専業 
農家なり大規模を目指した農家が必ずしも所得確保となっていないじゃないかというこの 
現実をしっかり踏まえて評論しておかないと、また同じことになるんじゃないかというこ 
とが気になるということであります。基本的にはこの評価に異議はないわけでありますけ 
れども、これが１点。 
 それから、経営感覚が醸成されなかったと、こういわれているんですが、消費者と生産 
者が連携すること自体が地域農業では否定されてきたんだということもよく踏まえておい 
て、むしろ経営感覚を持つことが地域では「わがまま者」といわれてきたんですね。ここ 
を踏まえて次の議論をしていただかないと全く同じことに、私たち命をかけて農業を守っ 
てきたと自負しておるんですが、事実かどうかわかりませんけれども、それを非常に強く 
感じておるということをまず申し上げたい。一律に政策をしたことについて反省すると、 
これは非常に私も同感でありまして、ここが大きな問題点であったんではないかという、 
まあどの時点まで遡ってそれを評価するかについてはいろいろあるかと思います。それが 
１点ですね。 
 それから、これは大変怒られるかもしれませんが、私が農業者の現場で感じております 



ことは、経営感覚の醸成をまず果たしてもらいたいのは農林行政担当の方と農業団体の方 
ではないかと思っています。まず勉強してほしいと思います。普及員の人も含めて私は申 
し上げておりますけれども、経営感覚を養うということは、まずその施策を遂行なさる方 
ヶが真剣に考えてもらわないと、これはなかなか先へ進まないなという気がしております。 
非常に厳しいことを言っておるのかもしれませんが。したがって、私は価格政策でまず大 
切なことは、施策対象を明確化しないとこの価格政策というのはなかなか意味をなさない 
のではないか。 
 それで特に大事な米についてちょっと触れますと、９ページ、先ほどから議論が出てい 
るわけでございますが、この政策は非常に私はおもしろいと思っているんです。これは一 
時的なものだという御意見もありますが、今までの価格政策で一番市場原理が導入されて 
おりますし、ただ、私が気になるのは、ここで計画外流通といいますか、今こういう取組 
をしている皆さんが、これ「わがまま者」と言えばそれでおしまいなんですけれども、経 
営感覚を磨こうとして一番努力をした連中なんですよね、我々の仲間を見ていても。それ 
は「わがまま者」と一喝される可能性のある人もいるかもしれない。しかし、我々は一番 
努力をした方々ではないかと、仲間を見てそう感じるわけでございますね。その方が外さ 
れています。 
 これは平成８年で231万トンという膨大な量なんですね。これ玄米換算ですからとう精 
歩合を計算いたしましても、85％といたしましょうか、１人１年に60キロ食べるといたし 
ましても3,300万人がこの計画外流通に頼っていたという現実、これは国民の大多数じゃ 
ないでしょうか。これがこの政策から外されるとするならば非常に問題がある。じゃ、押 
さえる数字があるのか、こういうことですが、我が国は非常に法治国家であるし、素晴ら 
しい国だと思っています。青色申告もやっていますし、法人で税務申告するわけですから、 
私は押さえられないことないと思うんですね。これは大変な問題です。例えば2,000円価 
格差が出たとしたら、税金が２×12の1,200円入るわけですね。では同じ1,500円で、同じ 
地域で同じ米を作ってスタートいたしますと、片一方は1,200円安くなる。片一方は高く 
なる。これは消費者に対してもそれを転嫁せざるを得ない。これはちょっと大きな課題だ 
なと私は感じておるということでございます。これが今、共通した意見になっているかど 
うかわかりませんが、まずは価格政策のあり方について伺いたいと思います。以上です。 

○部会長 委員。  

○委員  農業経営の安定のための施策の展開ということでございますが、経営安定対策の 
姿勢ということについては私ども農業者は将来に希望はやはり持たなきゃならない。まず 
食料の安定供給、それから多面的、公益的機能の発揮という与えられた使命を果たしなが 
らも、今後持続的な発展可能なる経営環境というものを作っていく必要があるのではない 
かということがまず第１点であります。 
 さらに食糧法が制定され、現在、私ども北陸なり、あるいは東北等、米の主産地帯、あ 
るいは農業構造改革が一定の成果をおさめておる北海道、将来とも国内生産の中心として 
の使命を果たすべき地域だと、こう思って経営改善に苦慮いたしながら、またその面を念 
頭に置きながら政策立案にもひとつ一考をいただきたい、こんなふうに思います。 
 なお、これらに関連しまして、２年後に控えましたＷＴＯの次期交渉につきましては、 
経営安定政策、いわゆる価格政策にも私は大きな関連があるだろうと思います。当然今の 
ＷＴＯの協定と整合性を持ったものでなければならないとはいたしましても、どのような 
経営安定政策にしていくかを、少しでも早く我々農業者に示して、そして足腰の強い経営 
の確立とその準備体制に入らなきゃならないという配慮が特に必要であるんではないか。 
８ページにも記述してあるようでありますが、こういう点に関しても私ども農業団体とし 
ては具体策というふうな妙案はないわけでありますが、そういう点の御指導と一体になっ 
て私どもも次期のその体制といいますか、正しい市場原理導入の中の農業経営というもの 
を考えたいと思います。 
 次にこの農業経営の安定施策でありますが、これについては３ページにも書いてありま 
すけれども、特に私ども農業委員会系統筋におきましては、基本法農政の下で産業として 
の農業の確立を目指して構造政策の推進と、農業経営者の指導、育成に取り組んできたと 
ころであります。ここに先ほども発言のありました委員のように、素晴らしい法人組織が 
各地にできておるのも現実でありますし、さらにこれらの強化を進めていかなきゃならん 



と、こう思っております。 
 したがいまして、私ども生産者も創意工夫、そして経営感覚を発揮できるような施策 
が必要でありますし、また経営リスクの回避等を含めた市場原理、それから経営安定、国境 
措置、特にこの３点というものに認識を新たにしながら、今後更なる市場原理の活用と経 
営安定策という中で、双方が密接に関連した措置であるように進めていく。特に価格下落 
時の経営安定対策というものはいかように処理をすればいいか、対策ということが大きな 
課題じゃないかなと、こんなふうにも思っております。 
 さらに、国境措置の問題等の中におきましても、大豆、なたね、麦の対応というふうな 
問題も極めて重要であるのではないか。そういったような中での高付加価値化に努力をし 
ていかなければならない、こう思っているわけであります。ただ、我が国の場合は国土面 
積の狭あいという問題なり、あるいは国民意識が、資料の８ページにもありますように、 
83.4％が少々高くても国内生産を期待をしておるというふうな国民の認識というものを認 
める限り、我々もその意向に沿った体制を強化していかなければならないと思います。 
 次に、新たな課題である環境問題でありますが、特に家畜の問題では、糞尿等公害対策 
が極めて重要であります。この設備投資、私ども現実、運営をいたしておりますけれども、 
やはりその臭気の問題なり、あるいは発酵の際の切り返しなり、あるいはその周辺地域に 
対する影響という問題では極めて苦慮をいたしておるわけでありますが、こういうものの 
完結というか、そういうものを現在も構造改善局なり環境庁他の指導を得ていろいろやっ 
ておりますが、更なる一つの確立をして、土壌の培養と畜産環境の保全ということに努め 
ていかなきゃならんと、こう思っております。 
 最後になりますけれども、一応市場性にあう大型経営、あるいはそれに耐え得る担い手 
の育成という施策が相当提起をされておりますけれども、残された農村部における小規模 
農家、これを切り捨てるというわけに私どもはまいらんと思うんですね。これらの生存権 
なり、あるいは職業の選択というか、農に対する愛着というものをやはりまとめていかな 
ければ、地方の行政の長としてはこれを無視するわけにまいりません。こういった面につ 
きましてもやはり考え方を整理していく必要があるんじゃないかなと、こんなふうにも思 
っておりますので、更なる立案、検討をいただきたい。以上であります。 

○部会長  どうもありがとうございました。大分御意見をいただいて、ＷＴＯ関連と米政 
策の将来というふうなところが特に焦点となってきているように思いますが、この点につ 
いて・・。  

○委員 その前にちょっとお願いいたします。 
 今までも申し上げ、委員の方から縷々お話のあったことについては私も賛成でございま 
す。我々農業関係者としても国民の食料の安全確保と多面的な役割を果たすと、その使命 
というのは十分考えており、また今日までそのような努力をいたしてきたはずであります。 
 価格の件は本来市場原理、これはもうすべて国際的にもそういう方向になっておるし、 
そのような方向で特に米政策についてはそうした方向を打ち出し、これから新たな麦政策 
におきましても、畜産酪農においてもそういう一層の市場原理が導入されてくる。しかし、 
そういう中にありまして、何といいましても我々が生産者として使命を果たし、同時に消 
費者のニーズにも応えていくというためには生産されなければならない。作り手がおらな 
ければならない。やはり生産者の経営安定のことが抜きには考えられない問題であるわけ 
でございます。 
 そういう中にありまして、今の日本の食料というのは1,700万ヘクタールで、1,200万ヘ 
クタールというのは外国の借地において今の日本の飽食の時代がなされておる、これは申 
し上げるまでもないわけでありますが、本日いろいろお話のあった中におきましても、一 
体、昨年、取組をいたしました米の新たな政策、これは緊急対策かどうか。２ヶ年間とい 
うことでありますけれども、ただ、御案内のようにずっと米の問題というのは、我が国主 
要食料であるわけで、ミニマムアクセス米、こういうウルグァイ・ラウンド合意をして以 
来、毎年毎年10万トン割って増えていっておる。そして毎年のように生産調整が多くなっ 
てきておる。現在の生産調整をいつまで続けるのかということを、農業生産者というのは、 
よく申し上げておりますけれども、２年分の所得で３年分の生活をずっと続けてきておる、 
こういう状態がいつまでも続けられるものじゃないと思うわけでございます。 
 今の新たな米政策を基本にして、21世紀に向かっては日本農業のあり方を確立していこ 



うじゃないかということが、新たな米政策を決めたゆえんのものである。そしてその裏作 
として麦とか大豆とか飼料作物、今の麦にいたしましても90数パーセント外国から入って 
おる。大豆にしても同じことがいえる。そうした大豆にしても豆腐にいたしましても、あ 
るいは味噌、醤油にいたしましても、そうした日本人がほとんど必要としておるもの、こ 
れが10％切っておるような、５％か７％かといったような国内の生産量でいいのかどうな 
のか。それは外国から皆輸入せにゃならない。国内でできるものは国内でなるべくなら生 
産した方がいい。またそういうことを消費者の方々も非常に希望されておる。そういう消 
費者のニーズに応えていくような我々は生産者でなければならない。 
 同時に、消費者の方々もやはり多様な農産物の指向があるはずであります。日本列島と 
いうのは2,000キロにわたり長く、その地域地域においていろんな農産物の特産品がある。 
そういう農産物を生産するというのが消費者のニーズに応えるゆえんであると思います 
し、先ほどお話のありましたそういうあれは地域のあれですから、やはり経営規模は小さ 
いけれども、そういう経営規模の方々も農業に意欲を持ってやるような、そういう政策が 
あってもと思います。 
 それぐらいにいたしまして、一体「新たな米政策」というのは21世紀に向かってもろも 
ろの大きな一つの農業の転換を図っていこうということなのかどうなのか。これについて 
農林省の方のお考えをお聞きしたい。 
 それから、やはりいろいろ国際情勢の問題、これについては輸出国と輸入国の間では確 
かに開きはあります。しかし、そういう中にあってどうするのかということ、現状はどう 
なっておるのかということ、農水の方からもそういうことはきちっと、やはり現状認識を 
どう捉えておられるのかということは、この調査会におきまして説明をはっきりしていた 
だいた方が結構だなと思います。以上です。 

○部会長  いかがでしょうか。国際関係なりＷＴＯ関係、新たな米対策、21世紀のタイム 
スパンで考えてどういうふうにそこを考えるのかということに大分御関心が集まっておる 
ようなので。 

○事務局  いろいろ多岐にわたるお話でございますので、すべてにわたってお答えできる 
かどうかあれでございますが、まず、昨年11月に決定をいたして今実行しております「新 
たな米政策」でございます。これは４年連続の豊作、それから需要の減退という中で需給 
ギャップが非常に広がったということでございまして、生産者団体もこれに対してきちん 
とした対応をする必要がある。自主流通米の価格の暴落ということもありました。そうい 
ったことを踏まえて２年間で170万トンの生産調整をするということを決断され、それを 
受けて私どもが対応をどうするか、これからの新たな方向展開をしなければならないとい 
うことを考えながら、そういった２年間で170万トンというのは皆様方、当然じゃないか 
ということかもしれませんが、これは今ある水田の35％の生産調整ということでございま 
して、大変なことだと私どもは考えていたわけであります。 
 そういった決断の下で、これまでの延長線上での対応ではいけないわけでございますの 
で、そこでいわゆる経営安定対策、備蓄運営ルール、計画流通制度の改善ということでご 
ざいますが、そういった米政策全体の見直しの中で新たな政策を打ち出したわけでござい 
ます。そういった意味ではこの「新たな米政策」の方向というのは、私どもは21世紀に向 
けての取組であるという意識で政策づくりをしたつもりでございます。したがって、緊急 
避難的対応というのは、２年間で170万トンの生産調整という点でおっしゃっておられる 
のであれば、私はそういう受取り方をされるのももっともかと思いますが、政策の方向と 
して緊急避難的という意識ではございません。したがって、この方向は21世紀に向けての 
政策の方向であるという私どもは意識でございます。 
 ただ、今お話がありましたように、生産調整実施者に限定した対応ではないかというこ 
とについて、今の状況を認識していただければわかると思うんですが、これからも生産調 
整は私、必要だと思うんですね。そのときに政策的にどういう方を対象にしてやるのか、 
これが一つ今議論になったんだと思いますけれども、私はやはり政策的な一つの考えとし 
て、生産調整実施者に限定するという考えは一つの合理的な政策選択だと考えております。 
 ただ、いわゆる担い手、いわゆる経営感覚のある経営体の育成というのが私どもの方向 
でございます。これをどうやって実現していくかということになるわけでございますが、 
あわせて「新たな米政策大綱」の中にもきちっとその点がいわれていて、今実行中でござ 



いますが、このペーパーの中にも９ページに、「稲作経営安定対策については、その実施 
状況、農家の意向等を踏まえ、適時適切に見直し、改善を進めていくことが必要」だとい 
うことでございまして、これはまさに私ども今１万5,000戸の稲作経営農家を対象にアン 
ケート調査を実施し、だんだんと結果が上がってきておりますので、それを分析するとい 
う次の段階になっているわけでございます。 
 やはり政策をどうするかというときに、実際に稲作経営をやっておられる方々が、今の 
政策にどういう期待をし、また注文を持っているのか、これをやはり実際に把握すること 
が必要だと私どもは考えております。また、ここの検討の中にも農業共済の問題が出てお 
りますが、この問題についても特に大規模な経営をなさっている方々からはいろんな注文 
が出ております。そういうことも含めてこれからの稲作経営対策といいますか、そういう 
ことを考えなければいけないわけでございまして、そういった点から今アンケート調査を 
実施し、まだ集計という段階に至っておりませんが、この年内ないしは来年にかけて集計 
をし、分析をしていきたいと思っているわけであります。 
>  それからもう一つ、そういう経営体の育成という観点から問題提起されましたのが、計 
画外流通米がこの対象に入っていないと、こういうお話でございました。これは計画外流 
通米を私どもは制度として認めているわけですから、これを何か意識的にどうこうという 
ことではございません。ただ、実態的に考えますと、計画外流通米についての価格形成と 
いうものは今実際にはないわけでございます。価格形成が行われていない、いわゆる透明 
で公正な価格形成が行われていないということでございますので、まずそちらの環境整備 
が必要ではないかということであります。 
 それからもう一つは、先ほど数量の把握は簡単ではないかと、こうおっしゃられるんで 
すが、委員は恐らくちゃんと届出をされていると思いますが、届出率は極めて低いわけで 
ございまして、そういった意味でなかなか数量の把握というのも、実際上対象にしていく 
ときにはどうしたらいいのかというのはまた一方の問題でもあるわけでございまして、そ 
ういった環境を整える条件を整備することがかなりあるということを御理解いただきたい 
と思います。 
 私ども繰返し申し上げますように、経営感覚のある経営体の育成という方向に政策を大 
きく舵を切っていることは間違いないわけでありまして、ただ、そのためにはいろんな条 
件整備と環境整備が必要だということもおわかりいただきたいと思っております。 
 それからＷＴＯの関係のことでいろいろお話がありましたけれども、私どもは今の 
ＷＴＯの枠組みとの関係で、今ここの中で記してありますようないろいろな政策転換をし 
ようとして、それは少なくとも枠組みに合致するような方向に持っていきたいというのが 
基本でございます。もちろんなかなかそうならないものもございますが、方向としてはそ 
ういうふうに持っていきたいということで取り組んでいくつもりでございますし、そうい 
ったことから言えば、この政策の転換の方向とＷＴＯ、米について2000年以降どうするか 
ということは、この政策転換の方向との絡みでこれからの私どもの最大の課題になるわけ 
でございますが、しかし、今申し上げましたように政策をどう切り換えていくかというこ 
とは、かなり明確に本日の資料でお示ししているのではないか。またいろんな御意見を今 
いただいているわけでございますから、そういうことを踏まえて、よりわかりやすくして 
いく必要があるということも本日の御意見を聞いて感じたところでございます。 
 それから委員の方から、国際的視点の関係でＦＡＯの問題を取り上げられました。これ 
は私も詳しくここで御説明するほどのデータを持ち合わせておりませんので、きちんと整 
理して申し上げたいと思いますが、事務局の方からその点は若干補足をさせていただきま 
す。  

○部会長  どうもありがとうございました。それでは事務局。 

○事務局  食料の今後の見通しの関係でございますが、この点につきましては先月の食料 
部会、たしか第９回だったと思いますけれども、去年も出しましたが、世界の主立った機 
関の今後の食料需給の見通しという形で出しております。その中におきましてＦＡＯが公 
式に出しておりますものは既に何度も御紹介しておりますけれども、ざっと申し上げます 
と、世銀が2010年、ＦＡＯも2010年ということで需給見通しを出しております。この数字 
自体は、ＦＡＯの場合、むしろ需要予測は世銀の見通しより高いという数字を出しており 
まして、先ほど委員がおっしゃったように下方修正するとかそういう動きがあるというこ 



とは、現時点においては私どもといたしましては正確にはつかんでおりません。 
 なお、もっと先の2050年の食料需要予測というのをＦＡＯは出しておりますけれども、 
この中におきましては人口増加と食生活の変化という要因により、今後、需要増が全体と 
いたしましては現状よりも125％増える。これは2050年という超長期でございますけれど 
も、そういった見通し等を出しております。 
 こういった世界の予測の関係につきましては、食料部会においていろいろと議論してい 
ただいておりまして、いわば一つのシミュレーションでございますので、どういう前提を 
とり、どういうことをやっていきますとどういう姿になるかということはいろいろあり得 
るわけでございますけれども、基本的にはそうした中におきまして、短期的な変動として、 
例えば在庫水準が上がっているとか下がっているという変化はございますけれども、長期 
的な変化といたしましては人口増並びに食料消費が高度化するということに伴いまして、 
需要自体は年々上がっていくということは基本的な見通しとしていえるのではないかと思 
います。 
 それから、若干何人かの委員の方々からお話がありましたので補足させていただきたい 
と思いますが、私どももただいま事務局が申しましたように、基本的にはＷＴＯ規律とい 
うものはいわば所与のものとして考える必要があるという前提の下でいろいろ考えていか 
なければいけないというふうに考えております。 
 この点につきましては、昨年12月の中間取りまとめにおきましても、きちんと条件とい 
うことで７ページにおきまして、「グローバル化が進展する中で、我が国の農業政策につ 
いて、農業をめぐる諸条件の違いにも留意しつつ、諸外国が実施している農業政策の動向 
や国際的な議論の潮流を十分踏まえた対応が必要」であるというのが大方の委員の方々の 
共通認識ではないかということを踏まえまして、そうしたことを受けながら私どもも検討 
していくことが基本的に重要ではないかと考えているわけでございまして、個別のこうし 
た政策につきましても、そうした流れの中で私どもも検討していきたいと考えております。 
 それから３点目は、先ほどの見通しの関係でスイスの備蓄の話がございました。確かに 
公式には私どもが得ております資料でも１年の備蓄ということでございまして、これを半 
年にしたらしいという話は承知をいたしております。 
 ただ、問題は、我が国の場合はスイスと比べましても非常に自給率が低いという実態に 
ございます。きのうの食料部会でも42％という全体的な供給熱量自給率、あるいは穀物の 
自給率は29％で世界で111番目という実態をお示ししましたけれども、スイスの場合は、 
これは10年前の数字でちょっと古いんですが、一応60％を超えるような自給率にあるわけ 
でございまして、いわば食料の需給構造が非常に危うい我が国においてそうした国際的な 
穀物の需給状況については、もう少し他の国よりはセンシティブであるべきではないかと 
いうのが基本的な私どもの考え方でございまして、他の国が下げているからそれに追随で 
きるというほど我が国の食料需給構造というのは安心できるものではないということで、 
いわば食料というものの安定供給が国の責務である以上はそういった点は十分に認識して 
おく必要があるんじゃないかという意味で、昨日も食料部会にはそうした資料を出させて 
いただいたわけでございます。以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。委員。 
 
○委員  大ざっぱなところは今のお話でわかりましたけれども、逆の意味でいえば、先ほ 
どちょっと触れたんですが、環境問題などをこの世界の農業の中でどう捉えるかというふ 
うな問題もあるわけですね。そんなことも含めて考えた場合に、やっぱり最終的に農水、 
あるいは我々の考えとして、今の世界の情勢、まあ我々の場合には2010年ということです 
けれども、それまでに向かっての環境をどのように考えるかというはっきりした独自のス 
タンスを持った上で答申をまとめるべきじゃないかなというふうに思うんですがね。 

○事務局  ただいまの点につきましては、たしか先の生産政策のときにそうした環境の問 
題ということで触れた資料というのをお出しさせてもらいましたが、いずれにいたしまし 
ても今後、最終的な答申という段階におきまして、当然各委員の方々のそうした御意向等 
が反映された形でまとめられていくのではないかというのは、ちょっと無責任な言い方に 
なるかもしれませんですけれども、そういうふうになるので はないかと思っております。 



○部会長 委員。 

○委員  「新たな米政策」の扱いにつきましては、この調査会との関係では、昨年のいわ 
ばマグマがたまった状態の中で、この調査会とは一応別のところで農林水産省の施策とし 
て出されたということでありますから、その扱いについて、その中身について評価しなが 
らも、どういう扱いになるのかなということを必ずしも明確な形で把握しないできたとい 
うのは事実だと思いますけれども、今も事務局から御説明がありましたが、私はこの「新 
たな米政策」、それぞれ今後見守っていく上で注意を要する部分というのは確かにあると 
思いますから、そういうことについては場合によってこの「新たな米政策」の評価という 
ことで我々の答申に書いてもいいかと思いますけれども、基本的には「新たな米政策」と 
いうのは、恒久的というべきかどうか、そこは委員各位の考え方だと思いますけれども、 
長期的にその効果を見守っていくべきものだという前向きの姿勢でこれを評価して差し上 
げたいものだというふうに私は見ておるわけであります。 
 いずれにしても我々の調査会で一定の評価、私はポジティブな評価を期待しますけれど 
も、評価はきちっと書いた方がいいし、見守る上で注意を要する部分があるとすれば、そ 
れはそれで書き加えたらいいというふうに考えています。 
 それから一般論として本日の資料について申し上げたいと思いますけれども、本日の資 
料では価格政策の見直しと、これにあわせた経営安定措置の導入というこの方向性がかな 
りはっきり意思があらわれている資料だと思います。本来、価格政策は、１ページの(1) 
の一番下の行に書かれておりますように、「構造政策の助長」という視点があったわけで 
ありますけれども、結果は１ページの(2)にありますような多くの反省点を生み出してい 
るわけであります。もちろんポジティブな面もありますけれども、特に農業構造の改善に 
つながってこなかったという意味においては、大きな反省点を生んだわけであります。そ 
の反省点がある上に国際環境というものが加味されるわけでありますから、この際、価格 
政策に代わる何らかの経営安定措置を検討するという方向性は、もはや否定し得なくなっ 
てきているだろうと思います。 
 その場合、６ページにあります欧米諸国における例という、これは詳しくは一番後ろの 
方の16ページ以下にありますけれども、この欧米諸国の例というのはかなり示唆的である 
と思います。これを見ていまして２つのことがあるんですけれども、１つ目は、このペー 
ジの一番下に５行、我が国に引き直してみるとこういう難しさがありそうだということが 
書いてありますけれども、大変注意深く書かれたものだと思いますが、例えば支払い対象 
者の範囲等によっては「零細な農業構造の温存につながる懸念がある」と書いてあります 
が、これはそういう構造の温存になるようなことでは困るのだろうと私は思います。 
 それから、さらにその下の２行では、対象者を担い手に絞り込むといったようなことに 
関して一般地域住民の理解が得られない恐れがあると書いてあるわけですが、これはやっ 
ぱり地域住民の理解を得られるやり方、明確な説明なり方法なりというものを用意しなけ 
ればいけないと。恐らくそのつもりで書いているわけでは無論ないと思いますけれども、 
この下５行に書いてありますことについては、その懸念に対して敢然とその懸念を払拭す 
るような方法を前向きに考えていく必要があるということだろうと思います。 
 それからもう１点、この６ページに関しては、まああまり明示的には書いておられませ 
んけれども、諸外国の例は結局これまで行われておりました価格支持をやめる、あるいは 
価格支持を引き下げる、そのやめたり、あるいは引き下げたりしたことによって生じてき 
ている公的負担の、財政負担の枠の中で新しい経営安定措置、直接所得補償という形に、 
いわば欧米流合理主義といいますか、そういうものが非常に明確に見えているように思い 
ます。 
 我が国においてなかなか難しい、先ほど申し上げたような農業構造が、農地の面積であ 
りますとか、零細構造でありますとか、いろんな意味において環境が違いますので大変難 
しいわけですけれども、こういう合理性がこういう施策のアカウンタビリティーというん 
でしょうか、対外的に、あるいはその他一般住民なり、一般国民なりに受け入れられるよ 
うに説明をする上で非常に役に立っているんではなかろうかというふうに拝見をしている 
わけであります。 
 具体的な施策というものが恐らくこの調査会で書き込まれることになるわけではないと 
思いますけれども、施策の検討の方向としては、できるだけ明確にこの調査会の答えに出 
していただきたいものだというふうに考えております。以上です。 



○部会長 委員。  

○委員  資料を拝見しましても、価格政策に市場原理を一層活用すべきであり、ただ、経 
営リスクが大きくなるんで、経営安定策を講じる必要があるというわけですけれども、こ 
れは極めて当然でありますし、経営安定というのは大変重要なことだろうと、こう考える 
わけですけれども、経済原理以外の圧力というのがしばしば生じて、経営安定という箇所 
に力点が置かれ過ぎたものになる傾向があって、それが結局、脆弱な農業構造というもの 
の温存につながりかねないと思っているわけです。まあそうなれば一体何のための価格政 
策の見直しだったのかということになりかねない。こういうケースは過去の経験から見て 
も非常に危惧されるわけであります。 
 価格政策といえば、あくまで日本の零細な農業生産構造の改革を目指して見直すという 
ことを明確に確認しておくことが極めて重要だろうと思っております。そういう意味でも 
米の経営安定対策ですか、それもより担い手の方に焦点を合わせたものにすると、そうい 
う方向を明確にこの中で打ち出していく必要があるだろうと、そう考えているわけです。 
以上です。 

○部会長 ありがとうございました。専門委員。 

○専門委員  本日お示しいただいたこの資料、また事務局の御説明につきましては、概ね 
私はこの方向で結構ではないかというふうに思っております。二、三、気になりました点 
につきまして意見を申し上げたいというふうに思います。 
 第１番目は生産調整の問題でございますけれども、気になったという意味ではですね、 
これは私、この部会でも何回か申し上げておりますし、本日も何人かの方がおっしゃいま 
したので、私は本日は省きたいと思います。 
 もう一つは、これは中間取りまとめの中での言葉の使い方についても、私、そういう感 
じがまだ残ったんですけれども、経営安定策という言葉が少し二義的、２つの内容を含ん 
でいるような感じがあるわけでございます。本日の資料の説明の中にもございましたけれ 
ども、一つは価格の変動、つまりリスクに対処する、あるいはリスクを除くというような 
意味での、比較的古典的な意味での安定策ということがあるわけでございます。もう一つ 
は、先ほど来、少し話題になっておりますヨーロッパの所得補償が、最近の所得補償が典 
型的なように、価格政策の変化によって、価格のレベルが変化したことに対する補償とい 
うような意味合いで、この２つが両方込みになっているような気がいたしまして、実際の 
政策はこれが組み合わされるということは当然あっていいかと思いますけれども、ものの 
考え方としては少し整理をしておく必要があるんじゃないか、これは政策の透明性という 
意味でも必要じゃないかというふうに思っております。いずれも農業生産者はもとより、 
適正な運用が図られるならば、社会全体にとっても私は十分意義のある政策だというふう 
に思っております。そこが一つでございます。 
 いわゆる所得補償、あるいは直接支払いにつきましては、私はやはり対象を絞るという 
ところが最大の眼目ないし一番難しいところだというふうに思っております。先ほども委 
員がいろいろ言及されましたこの６ページの、特に「懸念がある」、あるいは「恐れがあ 
る」という部分につきましても、ここの中にもう既に書き込まれているわけでございます 
けれども、結局支払い対象者、あるいはものによっては支払い地域ということになるのか 
もしれませんけれども、これを明瞭に絞り込めなかった、それに失敗したときにこういう 
非常に副作用なり、あるいはその施策の支持が得られないということが起こるわけであり 
まして、ここのところがポイントだろうというふうに私自身は思っております。 
 それからもう一つ、我が国の場合には、特にヨーロッパ、あるいはアメリカに比べます 
と、なお構造施策の推進が必要であります。この認識も私は共有するものでございますけ 
れども、その観点で言いますと、所得補償については一つやはり注意しておくべき点があ 
ろうかと思います。それはヨーロッパで特に、これは検証はなかなか難しいんでございま 
すけれども、直接所得補償が１ヘクタール当たり幾らとかそういった形で行われることが、 
必ずしも農業生産者の所得を確保することにはつながらない。むしろ地主、土地所有者の 
ところにそれが帰着してしまうというような指摘があるわけであります。最大のヨーロッ 
パの地主の一人かと思いますけれども、エリザベス女王の所得を増やすことになるんでは 
ないかという、そういうジョークがあるようなことがでてくるわけでございます。 



 我が国についても今後こういった形の政策に、私、ぜひシフトしていっていただきたい 
というふうに思っておりますけれども、その際にやはりそれが担い手の強化といいますか、 
支えになるためのものであるためには、かなり細心の注意が必要だろうというふうに思い 
ます。特にこれから先の担い手は土地を借りて規模を確保してということになるわけでご 
ざいますので、その点では農地の貸し借りのマーケットといいますか、その条件がこうい 
ったいろんな施策によって借り入れる側に不利にならないような、そういった政策をあわ 
せて行うことが非常に大事だろうというふうに思っております。 
 それから対象を絞るということは、私は我が国の農業政策が一番苦手としているタイプ 
の施策だろうというふうに思ってます。そういう意味ではまさにチャレンジになるという 
ふうに思ってます。 
 ２つ問題がございまして、もっと他にもあるのかもしれませんけれども、一つは、地域 
住民あるいは国民全体の理解を得るということが当然のことながら必要なわけでございま 
す。この点につきましてはさらに２つぐらいに論点を分けることができるというふうに思 
っておりまして、一つは、中間取りまとめに向けての調査会の中で私、多少発言したよう 
な気がいたしますけれども、こういった新しい財政支出を伴うような施策を作り出して、 
しかも、それが意味のあるものであるためには、全体の予算の配分なり、農業政策の資源 
の配分の見直しということをきちんと行わないと、実際にはあまり効果のない、すごく表 
面的なものに終わってしまう可能性があるだろうと思うわけであります。また、そういう 
予算の配分の見直しを行うことによって理解を得ていくという必要があると思います。 
 もう一つは、価格が抑制される、それから直接的な支払いといいますか、そういった別 
途の措置が行われる、それは生産者に対してもちろんいろんな影響を与えるわけでありま 
す。同時にこれは納税者、あるいは消費者にもいろいろな影響がいくわけであります。こ 
れがまた長期的には、私は対象を絞り込むことによって国民全体に還元されるような利益 
を生んでいくというふうに思うわけでありますけれども、こういったことを大きな見取図 
として、まあ細々とした予算がどういうふうに使われたということとは別に、農業政策と 
してはこれだけのお金をこういう形で使って、これが消費者に対して、あるいは実需者に 
対してどういうゲインなりをもたらして、また生産者はどういうふうになっているかとい 
う一種のバランスシートを提示していくというようなことがあっていいんではないか。こ 
れは現在の基本法の下での年次報告ですが、農業白書といったものの中でも、むしろそう 
いったことをきちんと説明して、国民の理解を得ていくというような発想が盛られていい 
んではないかというふうに思っています。 
 大きな２番目でございますけれども、これはここでは「地域住民の理解を得られない恐 
れがある」というふうにあるわけでございますが、もっと言いますと、私は農業者全体の 
中での理解が得られるかどうか、あるいは農家の間で理解が得られるかということが、実 
際にはもう一つの非常に大きな問題かというふうに思っております。ここが対象を絞ると 
いうタイプの政策が日本で非常に難しいと申し上げた、ある意味で最大の理由でございま 
す。これはいろいろ工夫をするなり、政策上の配慮が必要であると同時に私は、あるいは 
これは次回の農業部会の話題になるのかもしれませんけれども、農業団体の皆さん方にも、 
ここはひとついろいろお考えいただく部分があるんではないかというふうに思っておりま 
す。 
 全中、本日は委員おられるわけでありますけれども、都市と農村の共生というようなこ 
とをうたっておられるわけであります。これはこれで私、非常に評価したいと思うわけで 
ありますけれども、実は農業者の世界自体が共生の理念が必要な、そういう社会になって 
いるんではないか、つまり、担い手と、まあ農村の住民であるけれども、農業には非常に 
小さな関与しかないという方、つまり、この中での共生の理念というようなことをお考え 
いただく中で、一種のターゲットを絞ったような、所得政策については、これを行ってい 
くことについても徐々に理解を得ていくことができるんではないかと、そんなようなこと 
を考えております。以上でございます。 

○部会長 ありがとうございました。専門委員。 

○専門委員  今までお米を中心に、あるいはまたお米を念頭に置いてのお話が続いたよう 
な気がいたします。私はお米以外の農産物について申し上げたいと思います。 
 と申しますのも、本日のテーマであります「農産物の価格政策」ということからの視点 



から見ますと、お米ももちろん重要な農産物でございますけれども、他にも問題にすべき 
主要な農産物がたくさんある。それについての議論をもっとすべきではないかなというふ 
うに感じたからでございます。 
 ある意味では、前から私、申し上げておるんですけれども、本日の価格政策における市 
場原理の一層の活用というような展開方向からいきますと、お米は最も進んだ農産物であ 
り、市場原理化が一番進んだ農産物であります。それに対してこれから申し上げます、例 
えば麦とか、例えば砂糖とか、あるいは加工原料乳であるとか、こういったものはそうい 
う市場原理化が最も遅れたものであり、それこそ俎(そ)上に乗せなきゃならないというふ 
うに感ずるからでございます。 
 先ほど委員から御指摘がございまして、私も「なるほどな」というふうに感じたんです 
が、たしかそれは１ページのところの後段に書いてある部分の記述についてだと思うんで 
すが、今までの価格政策の評価ということについて、先ほどの委員の言葉を借りれば、い 
い点もあったんだけれども、反省点も非常に大きいんではないか。だからこれから変えて 
いかなきゃならないという件でございますが、そこで「価格の安定とともに生産者の所得 
確保にも強い配慮が払われ、価格政策への依存を深めていくこととなった」というこのと 
ころが委員が、ちょっとこれは記述としておかしいではないかと、このようにおっしゃら 
れたように私、感じました。 
 私はそれは言われて、実は私、本日発言するときに、ここのところはよく踏み込んでこ 
こまで書いていただけたと言おうと思っていたところなんです。これは真っ向から反対す 
るようなんですが、実は私はそうじゃないと。なぜそういうふうになったかというと、こ 
れはまさに４ページのところに価格政策における市場原理の一層の活用ということで、先 
ほど事務局の御説明の中で右側に①から⑤までずっと整理してある。その上の方というの 
は、行政関与が大きかった部分であるということですね。それから下の方へいくほど行政 
の関与が少ないものなんだと。委員も対象をはっきりさせなきゃいかんというふうにおっ 
しゃったのも、私はまさにそのことだと思うんですが、私がこれから取り上げようとして 
いるのは、今の４ページの行政関与の極めて大きかったもの、具体的にいえば、麦であり 
砂糖であり、そしててん菜、さとうきび、加工原料乳であると。この部分が最も行政が価 
格に対してタッチをして介入をしたところであり、それがまた消費者負担型の、私どもの 
言葉でいうと「価格支持政策」になった。だからそれを直していかなければならない固ま 
りは上の方にあるということなんです。 
 そういう観点からすると、下のお米の方は、いや、そんなことないですよという委員の 
御指摘はまことにもっともなことだと思います。したがって、１ページの記述というもの 
は、強いて言うならば、例えば行政関与によって価格政策をとってきた、そういうものに 
ついてはここの記載のとおりになるんじゃないかなと、その辺の工夫がちょっと必要では 
ないか。ちょっと外れますけれども、そういうふうに感じました。 
 したがって、私はこの４ページにおける①、②の政府関与の大きいものというものを取 
り上げていきたいと思います。これはいってみれば、価格形成に当たって行政による介入 
が強い品目であるということであり、こういった品目に対してはスピーディに改革のメス 
を入れていくべきであると、こういうふうに考えます。 
 ここに５品目挙がっておりますけれど、この５品目は内外価格差及び直接的な財政負担 
等によって消費者がよけいに負担をしているコストというものが圧倒的に大きい品目だと 
思います。細かくは計算しておりませんけれども、かつて経団連で数年前の資料を基に今 
申し上げたものの負担が一体どのくらいであるかという計算をしたことがございますが、 
3,000億円とか4,000億円とか、そういうような数字が出てきて、それは今ここで全体とい 
うか、取り上げたものの中の70～80％にも相当しているというようなことを申し上げたこ 
ともございます。それほど大きいんだからこれを取り上げていくべきだと思います。 
 私は本日の資料は品目別にわたる前のところまでの記述は大変よくできているんではな 
いかなというふうに評価したいと思います。 
 そこで、この資料でも品目別にいかなければならないという件がございましたけれども、 
それに沿って麦と砂糖と加工乳製品について若干触れたいと思います。 
 まず麦でございます。10ページに麦の品目別の資料がございますけれども、これから先 
は「新たな麦政策大綱」に基づいて麦に係わる価格支持政策を見直すというふうにされて 
おります。この大綱には国内産麦の民間流通への移行という改革が盛り込まれております。 
その運用を適切に、ここが大事なところだと思うんですが、適切に行えば内外価格差の是 



正あるいは需要者のニーズを踏まえた国内産麦の品質向上にも結びつくことからしても、 
ぜひこれが早期定着してほしいものだというふうに期待もしております。この麦の政策大 
綱が出たということについては私は一定の評価をすべきだというふうに考えております。 
 しかし、この大綱では国内産麦の生産維持を図るために外国産麦の売買差益を財源とし 
て、これ仮称になっておりますが、麦作経営安定資金を付けるんだと、このようにされて 
おります。先ほど「運用を適切に」と申しましたのはそのことなんですが、その運用いか 
んによっては、これまでの内外麦コストプール方式による価格支持政策と実態があまり変 
わらないんじゃないか。確かに内麦の世界、その枠組みの中では市場原理化されて、そし 
て優秀な、コストを安く作れる農家が、言葉は悪いんですが、制覇するという形になって 
いって、したがって、コストはどんどん下がっていくということで結構だとは思うんです 
が、しかし、それは安い輸入外麦から得られた利益というものを使って運営されるわけで 
すから、やり方によってはあまり今と変わらないことになっちゃいけないなと。 
 もしもこのような懸念が現実になれば、それは現行の農政を大きく転換したいという思 
いに対して、なかなかそうはいかないと言わざるを得なくなっていくんではないかと心配 
しております。 
 したがいまして、この制度の具体化に当たりましては、外麦の政府売渡価格の引下げを 
図ること。また、国内産麦の位置付け、国内産麦の生産振興とその費用負担のあり方など 
をめぐる検討をもっともっと深めていく必要があるんではないか。そして消費者負担型か 
らの脱却を急ぐ必要があると、このように考えます。 
 次に、第２にてん菜、さとうきびでございます。これは多くの問題があるにもかかわら 
ず、未だ見直しの方向性すら示されておりません。麦については大綱が出ましたけれども、 
全くまだ出ておりません。これはぜひこの機会に価格政策の見直しの方向性の議論をスタ 
ートしていただきたいというふうに思います。 
 その見直しの方向性でございますけれども、意見を申し上げれば、国内産糖を購入する 
ための財源として、輸入糖から徴収されている調整金の削減をまず図るべきではないかと 
いうことであります。それから記述にもござますが、国内産糖を購入するための財源とし 
て徴収されておるわけでございますが、大きく分けて産地が北海道のてん菜糖と、南の方 
の甘しゃ糖とあるわけなんですが、てん菜糖は北海道の畑作農業において輪作体系を構成 
する基幹作物であるというふうに御指摘されており、全くそのとおりだと思います。 
 また、さとうきびの方は北海道とは全く違う理由から、しかしながら、離島の振興上、 
重要な作物であると位置付けされております。 
 したがって、これどうするのかということになってまいりますが、価格政策の見直しに 
よる打撃を少しでも緩和するという必要がありますが、これについては財政が厳しいとき 
ではありますけれども、交付金制度、いわゆる所得政策の拡充ということで対応する以外 
にないのではないかというふうに考えております。 
 さらに加工原料乳でございます。これも砂糖と同じように価格形成に需給動向が反映さ 
れにくいという問題があるにもかかわらず、見直しの方向が今のところ出ておりません。 
また、近年の加工原料乳の価格決定は、不足払い制度にすらそぐわない方法で行われてい 
る。具体的に申し上げると、例えば予算制約からなのかどうなのか、補給金が硬直化して 
いるという中で保証価格が優先的に決められてしまう。したがって、基準取引価格が保証 
価格と連動する形で流れているというような問題がございます。また、事業団による需給 
調整につきましても、必ずしも市場における需給実態が反映されていないというような声 
も多く聞きます。 
 こういった問題がございますので、品目別では価格形成上、行政の介入の強い品目につ 
いて今申し上げましたけれども、麦大綱が出たわけで、しかも、麦大綱で私は大変よかっ 
たと思うのは、３年ないし５年と期限が決められている点は非常に結構なことじゃないか 
なと。そのように期限を決めて方向性を出されたように、今申し上げました主要な行政が 
価格に介入する度合いの大きかったものを優先的に、他の品目についてもスピーディに着 
手していただきたいと、このように思います。 

○部会長 委員。 

○委員  先ほどあんまり詳しく申し上げられなかったんですけれども、事務局の方からお 
話があったので、ちょっと私、今度のＷＴＯ交渉のことに触れたいと思うんです。 



 というのは今度の価格政策を転換した場合、2000年交渉の交渉次第では、その運用に少 
し影響を受けてしまう部分が結構あるのではないかというふうに危惧するものですから、 
それで例えば15ページの国際環境、国内助成の区分という中で、いわゆるグリーンボック 
スという削減対象外の中で、直接支払いもＯＫだと、構わないよというのがありますね。 
それが生産調整を要件とし、かつ特定の要件を満たすものというのは一つの大事なポイン 
トだと思うんですが、例えばＥＵがやっているものは生産調整しているから、これはまあ 
いいとして、アメリカは今はしていないんだけれども、過去一回でもやっていればそれは 
対象になるよということで、まあ拡大解釈でそうなっているのかもしれませんが、もしも 
日本の場合、米はいいですよね、生産調整やって。ただ、他の品目について、今のような 
直接補償を拡大していったときに、これがこのままで、グリーンボックスの規定そのまま 
であれば、果してそれで通るのかどうかということが一つは心配になるわけですよ。 
 ですから、前から調査会なんかのときに申し上げて、事務局のお考えは、これは外交上 
の問題なのでなかなか触れにくいというのはわかりますし、それから何も私は、外交上、 
日本がそれによって困るようなことをどうしてもここで取り上げてやらなきゃいかんなん 
ていうことは毛頭考えているわけではありませんが、しかし、最終答申に向けての気持ち 
としては、この最終答申というのは国民に訴えていくわけですから、例えば農業者なんか 
にも、価格政策の転換というのがうたわれていて、それは一つの考え方だけれども、果し 
て2000年交渉でどうなるのかと。それでもいいのと、その決着次第でね、というような疑 
念が起こるような最終報告書では、私はちょっと具合悪いと思うんですよ。 
 ですから、私はミニマム・アクセスなんか極めて不条理だと思うから、例えばそんなも 
のは全部やめて、そのかわりどうだこうだというようなことも、ちょっとそれは言いたい 
けれども、そこまでは言わないで、そんな微妙なところまで何か言おうということは思い 
ませんが、もうちょっと何かうまく、日本の立場はこれからはこういう形で政策が転換を 
していくんだと。そのときに新しい交渉に際して日本はそれなりの、その表現というのは 
ここですぐ思いつきませんけれども、僕は何かうまくできると思うんです。そういう考え 
方をそこへ滲ませることができればと。それでさっき申し上げたような疑念が何か生じた 
ときに、例えば農業者から、「大丈夫なの、新しい交渉で。そのときでもこの転換、大丈 
夫なの」と言われたときに、いや、それは最終報告書のここに書いてあるのがそういう意 
味ですよというのが少なくともわかるぐらいな、しかも、それをなるべく格調高く書き残 
すということが必要なんではないかという気が実はしているわけでございまして、そこの 
ところを、先ほどせっかく事務局から、基本的にはＷＴＯ体質の枠組みで、それにあわせ 
てやっていくんだというお話があったから、それならばそれで、ただここに「非貿易的関 
心事項等を考慮に入れることとされている」ぐらいじゃなくて、それもいいんですけれど 
も、もう少し幅のある、いわゆるこれからのスタンスみたいなものを滲ませるような書き 
方をしたいなということでございます。 

○部会長 委員。 

○委員  今ほど専門委員からもいろいろお話がありましたけれども、「新たな麦政策の大 
綱」でありますが、これは全体的に私は麦を含め、大豆、なたね、あるいは飼料作物、あ 
るいはエサ米というものにも適用していただきたいなという観点から、特に麦につきまし 
ては民間流通への移行を基軸にして研究開発の充実強化という項目があるわけでございま 
す。特に緊急プロジェクトの創設でありますが、今申した問題を特にやってほしい。 
 そのためには普及事業が極めて縦横に動いておるのも現実でありますし、改良センター 
という機能もフル回転をすることが生産農家に報いる私は一つの大きな筋道だと、このよ 
うに思いますので、強くお願いをしておきます。 
 その次に14ページにもありました、先般山梨の高根町へ行ったときに入植酪農家の素朴 
な意見がありました。というのは飲用乳の脂肪率の問題でありますが、最近は生乳は3.5 
％から４％と、こういうことになっておるようであります。確かに夏でありますと、粗飼 
料をうんとやれば脂肪率が低下するということでありますが、従前からみれば相当今は高 
脂肪率ということになっておる。 
 ところが、お尋ねは、低脂肪の牛乳がどんどん出ておる。そういう中にありまして高脂 
肪をなぜ私どもはやらなきゃならんのか。いわゆる生産コストが高まる、こういう質問が 
あったようであります。いろいろ聞いてみますと、これは3.5％から3.8％、あるいは４％ 



のものを、１％なり２％台にするときにはその脂肪を取るそうでありますね。そうします 
と、そこにまたコストがかかると、こういう問題もあるやに私も聞いております。 
 そこで、ここに書いてありましたのは、生産団体と乳業者の相対取引ということが基調 
のようであります。そうなりますと、そこら辺の問題がどういうふうに処理されるのかと 
いうことと、もう１点は、生乳の広域化の進展を促すというふうにも書いてあるようであ 
ります。そうなりますと生乳の有効期限、これは加工乳であれば別でありますが、生乳と 
いうものは期限がいつまで有効であるのか、ここら辺、私わかりませんが、こういった点 
が広域化という問題といかように関連してくるのかということも思うわけであります。 
 大体そういうことでありますが、あと４ページにあります、財政構造改革の推進に関す 
る特別措置法の23条の、担い手に対する市場原理を一層導入するための重点化の効率化と 
いう問題、あるいは５ページの中央省庁等改革基本法の中での23条５項で、自由で効率的 
な農業経営の展開を可能とするための施策を推進する云々の中に、生産者の所得を補償す 
る政策への転換について検討すること、そして担い手の経済安定のための措置としては、 
当面は品目別に講ずると、このように書いてあるわけでありまして、最も妥当だと思って 
おるわけでありますが、この23条、両方とも23条でありますが、これらの整合性が明確化 
できるように特に要望をいたしたいと思います。以上です。 

○部会長 専門委員。 

○専門委員  大体お話が皆さんからいろいろ出尽くして、私も新たな意見ということより 
も、気になる点がございまして、これは９ページの「稲作経営安定対策の概要」のところ 
で、差額の部分ですが、掛ける80％補てんとなっているんです。これは私はこれから農業 
経営者が大規模になってきた場合に、専作の方と兼農の方とで同じパーセントでいいのか 
しらということがあって、これはちょっと公平を欠くかなということに気がついたもので 
すから、後で御検討ください。 
 それと11ページの大豆の問題でございますが、やっと大豆の方に目を向けてくれまして 
私の方は大歓迎でございます。といいますのは、日本型食生活云々ということをこれから 
進めていこうという中で、大豆というのは大変貴重な食べ物でございます。本当は日本人 
はお魚なんですが、お魚はなかなか子供たちは骨があるから食べてくれない。お刺身は好 
きだけど、骨のあるものは嫌だということでお魚は食べない。そうすると、いわゆる大豆 
の加工品がどんどん出てくるんじゃないかと。そういう意味でいい大豆、日本のおいしい 
大豆をここで一気に増やしていただきませんと、輸入大豆といいますのはなるべく避けた 
い。といいますのは、これは直接つながるかどうかわからないんですけど、最近、町を歩 
いておりまして、子供たちのアレルギー、またはアトピーの子供が年々増えているんです 
ね。前は町を歩いていて見かけないんです。この状態は別に大豆だからという問題ではな 
くて、やはり体質的に風土の問題と関わりがあるんじゃないかということが私の一つの仮 
説でございます。 
 たまたま昨日、スウェーデンから私の部下が17年、嫁いだ後で子供を２人連れて帰って 
きたんです。そのときに日本へ帰ってくると水が飲めない、あんこも食べられない。なぜ 
かというと、体質が変わっちゃったみたいで日本の生あんが食べられないので一旦蒸して 
食べるんだと。それからお魚が食べられなくなったというような形で、それはスウェーデ 
ンにいて17年間経った結果の、スウェーデン人になったということなのかどうか、何とも 
わからないんですが、いろいろな意味で、いろいろ外国のものを食べますと、何回も申し 
上げているんですが、胃袋の中で文化摩擦を起こして、それがアレルギーという形になっ 
てきているんじゃないかなというふうに見ております。 
 そういうことで私はどうしても国産ということにこだわりますし、タンパク質は日本の 
大豆に優るものはないと。そういう意味でぜひ力を入れていただきたいと思います。以上 
でございます。 

○部会長  本日は調査会長がお見えになっておりますので、何かあれば御発言をいただき、 
その後で事務局に、委員からのお尋ねがございますし、先ほど一番最初に委員が、現場で 
加工原料乳の今のあれが次の交渉との関係で大丈夫かという心配が、私もそれは聞いたこ 
とがあるんですが、それを含めて後で事務局にお答えをいただき、あともし専門委員、何 
かございましたらその後、御意見をいただくというようなことで進めたいと思います。 



○調査会長  本日は「価格政策における市場原理の一層の活用」ということで、これは大 
変大事なことだと思いますが、ちょっと私、不思議に思うのは、流通産業とか商業のこと 
が全くどこにも触れられていないのはどういうことなんでしょうか。ちょっと教えていた 
だきたいんですが、２ページの上から７行目ぐらいのアというところに、「品質、安全性 
等の面で多様化、高度化する消費者・実需者のニーズに、生産者がきめ細かく対応してい 
く必要があること」と書いてありますが、これができるのはまず第一に商人なんですね。 
つまり、どういうものを生産者が求めているか、今の価値観を鋭くキャッチして、そして 
どういうものを提供したら消費者が喜ぶか、生産者にも消費者にもお助けをする、これが 
商人の役割なので、商人性悪説というのが本来日本にあるようですが、そういうことでお 
外しになったのかどうか、全く流通産業とか商業の役割が書いていないのが非常に不思議 
に思います。 
 今、全世界的に健康指向、そしてまたおいしいものが食べたいということで日本のお寿 
司が大評判で、昨年１月末にはロンドンのソーホー街に回転寿司が登場しました。これは 
イギリス人がやっているものです。60メーターの巨大な回転寿司屋ですが。今年の６月27 
日、ついこの間ですが、パリのオペラ座のそばに第２の、これは日本人が出資している回 
転寿司屋が登場しました。これは回転寿司にふたがちゃんとついておりまして、衛生的で 
ほこりがつかない、乾燥も防ぐということでえらい評判でありまして、こういうことは生 
産者じゃ考えつかないことです。流通産業とか加工業とか、そういった人たちが思いつく 
ことで、もし日本の寿司が全世界に流行すれば、寿司米は大いに需要が高まり、価格も上 
がるはずですね。これは生産者の枠を超えることなんで、こういったことから考えていか 
なきゃいかんことじゃないのかと思います。 
 私たちが今、ヨーロッパにおみやげを持っていくときに何が一番いいとお考えですか。 
カステラですわ。あれが最高に喜ばれますね。もともとポルトガルからの輸入なんですが、 
向こうは本当に昔の蒸しパンみたいなものだったのを、私たちの繊細な感覚で、美意識で 
もってあんなにいいものにしてきた。ポルトガル人はびっくりでありまして、ヨーロッパ 
ではフランス人もどこでもびっくり、まああれは原料は牛乳なのかもしれませんが、そう 
いった私たちなりのいいものがあって、それは果物でもそうですね。アジアの人たちはい 
わゆる工芸品のごとくおみやげを買ってきていますが、世界をにらんでそのような私たち 
の特産物を作り出していくのは、商人的感覚を持った人たちなんで、逆に私たちは健康ブ 
ームで赤ワインがものすごく今、常に年々倍々ゲームで量が増えており、値段も上がって 
いるわけですね。フランス人は飲まないんですが、酔っぱらって頭がおかしくなるという 
んで、代わりに日本人が飲んでいるわけでございます。ということで、そのような感覚と 
いうのは流通の感覚なので、それをどうお考えになっているのか、ぜひちょっと考えてい 
ただきたい。それが１つ。 
 もう１点は、先ほど皆様方からいろいろ御意見があったところなんですが、６ページの 
最後から３行目のところに、現状の零細な農業構造の温存につながる懸念があってはいか 
んと、こういうことが書いてありますが、例えば最近、イタリアの棚田が世界遺産の中に 
入りましたですね。日本は出遅れているので、もっと日本も積極的にやればいいと思いま 
すが、ああいうものはむしろ伝統的農法でやっているもので、でも文化的価値があって、 
こういうものはやっぱり温存すべきものですね。それにお金を付けるべきで、したがって、 
いわゆる生産の問題だけじゃ考えられない。実はその上に「農業の持つ多面的機能」と書 
いてあるわけですから、文化の面ですね。ぜひこれはこういうところでも大事なので、効 
率性だけではなかなかいかないのではないかということで、以上でございます。 

○部会長  流通の問題の次に事務局、お願いします。 

○事務局  実はこれ、各部会間で御検討いただく整理の都合上ということで、食料部会に 
おきまして、食品産業でございますとか流通の関係ということで、これまで何度か御議論 
いただいておりまして、ただいま調査会長が御指摘されましたような点からいろいろと資 
料を説明し、また各委員の方から御意見をいただいておりますのは、恐らく同じような趣 
旨で、最終的な答申ということは当然一本でございますので、ただいまの御趣旨は十分に 
盛り込まれるのではないかと思います。 
 また、文化的な話ということ、これは当然農村部会におきまして、これまでも何度も御 
議論いただいたところであり、資料作成上、我々も効率性でこの農業部会の資料も作って 



おりますので、そうした点は農村部会の議論を踏まえながら、最終的にはまとめられてい 
くということになるんじゃないかと思います。 

○部会長  問題意識は持ってますのでね。それでは事務局、お願いいたします。 

○事務局  ２点、御指摘があったと思います。まず第１点は乳脂率の関係でございますけ 
れども、もともとこれは沿革的なものでありまして、恐らく脂肪分が入っているのはうま 
いというようなことだったと思いますけれども、生乳の取引については乳脂率をベースに 
して取引がされている。もう一つ、うまいということと、バターの原料だとかクリームの 
原料になるというようなことであると思いますが、乳脂率を基本にして取引が行われてき 
たということは事実でございます。 
 ただ、最近は特に健康面の問題もありまして、確かに低脂肪乳なんかの新しい商品開発 
が行われるとか、そういうような要素があります。 
 それからもう一つは、むしろどちらかといいますと脱脂粉乳の需要が強いというような 
側面もございまして、生乳の価値についての見方が変わってきているような傾向にござい 
ます。したがいまして、乳脂率をベースにして取引をするような地域もございますけれど 
も、それに加えて無脂乳成分についても加味した形で取引が行われるというような方向に 
動いているように見受けられます。これはいずれにいたしましても、生産者団体と乳業者 
の間における個々の取引の条件設定の問題でございますので、そういう方向にあるという 
実情でございます。 
 それからもう一つは広域化の問題でございますが、これは御案内のとおり、飲用乳につ 
きましては指定生乳生産者団体と、これは各県に１つ指定されております。それから乳業 
者の間における取引で決められておりますが、酪農構造が自由に変わってきている。それ 
からもう一つ、乳業者の再編が進んでいくという状況の中で、こういった指定生乳生産者 
団体の広域化を促進して、乳業者と生産者団体の公正な取引を助長するという方向に進ん 
できております。話としてはここにおける広域化の話はそういうことをいっているわけで 
ございますが、御指摘の生乳の品質期限というんでしょうか、どのくらい保つのかという 
ような話だと思いますけれども、生乳につきましては原料でありますので、特に賞味期限 
といったものについての設定はございません。ただ、通常は大体２～３日は保つだろうと 
いうふうに見られておりまして、メーカーのタンクに入った時点で細菌数を検査して、原 
料に適合するかどうかがチェックされると、こういう状況にございます。 
 ただ、いずれにいたしましても最近は品質管理技術が大変進んできておりますので、広 
域化は大分進んでおりまして、具体的に申しますと北海道の生乳が関西に運ばれると、こ 
ういう状況にある実態にございます。以上でございます。 

○部会長  専門委員、特に何かございますでしょうか。 

○専門委員  もう議論はほとんど尽くされておりますので、私が付け加えるべき点はない 
んですが、ただ、こういう報告書は非常に根幹的な政策についての報告書ですので、やは 
り明確であることが非常に重要だと思うんですね。そういう観点から私、これを読んでお 
りまして、皆さんの御議論を伺いますと「なるほど」と思うんですが、２つ、わかりにく 
いと思った点があります。 
 一つは担い手という概念なんですが、これは一面では単なる生産者を意味している場合 
もあるようですけれども、他方で単なる生産者ではなくて、やはり農業を支えていく、発 
展させていく、そういう意味である程度規模の大きな、効率的な農業生産者ということを 
考えているんだと思いますが、そこら辺の概念があいまいな感じがしたんですね。それが 
第１点です。 
 第２点目は、これは前半の部分というんでしょうか、要するに個別の品目の価格につい 
ての問題に入る前までの、従来の価格政策を転換して新たな政策について触れている部分 
と、それから個別の品目との間のやはりギャップを、私としては正直感じました。前半の 
方では従来の価格政策を転換することによって、価格支持政策をしないわけですから、そ 
ういう意味で、特に大規模な農業経営者が場合によって打撃を受けるということで、それ 
をカバーするための、米のところでいえば所得補償というんですか、そういうのが経営安 
定ということでつながってくるんだと思いますけれども、しかし、現実に米のところで出 



てくるのは、これは生産調整、減反の問題とつながってしまいますけれども、そういうも 
のに協力する者に対して所得補償をするということで、これはある意味で、先ほどの前半 
で触れている総論的な部分、つまり、効率的な経営をする農家によりメリットのある、あ 
る種の政策、そういう意味で選別的な政策をとるというのを前半でうたっているのに対し 
て、やはりちょっと矛盾しているんだろうと思うんですね。これは先ほどのいろいろの御 
説明ですと、そういう政策に入る前にいろいろ前提条件としてしなくてはいけないことが 
あるということだったと思いますけれども、それはそれなりにロジックを明確にしておか 
ないと、自然と読みますと、何だ、前半で言っていることは立派だけれども、後半の方と 
矛盾するんじゃないかと、そういう印象を持たれるんではないかと思います。ちょっとそ 
の点だけ。 

○部会長  ありがとうございました。予定の時間も近づいておりますので、次回の部会の 
打合せも行いたいと思いますので、本日の議論はこのあたりで終わらせていただきたいと 
存じます。本日はかなり突っ込んだ御意見を、また貴重な御意見をいただきまして大変あ 
りがとうございます。 
 それから、今回からちょっと部会の運営を変えまして、農林水産省の方からもお答えを 
いただくという恰好にさせていただきました。御苦労さんでしたけれども、おかげさまで 
議論が少し煮詰まった感じがいたしております。 

   

６．閉  会  

○部会長  さて、そこで次回でございますが、前回の農業構造政策の議論の際に担い手問 
題に関連しまして、農業生産法人制度についてはさらに検討を深めるということになって 
おりますし、これに関連していわゆる株式会社の参入の問題というふうなこともさらに詰 
めよということになって問題として残っております。 
 それから農業団体についても議論の項目として挙がっているんですが、まだ議論をして 
いないということがございますので、次回はこうした残された課題について議論をしては 
どうかというふうに考えております。これもまたなかなか、本日以上に濃密な御議論にな 
るのではないかと、期待と不安と懸念を、座長としては持ちながら予告を申し上げたいと 
思いますが、そういうことでよろしゅうございましょうか。 
 それでは、次回の会合は来週７月30日を予定しておりますので、よろしくお願いいたし 
ます。本日はこれにて閉会にいたします。どうもありがとうございました。 


