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開      会 

 

○前島需給調整対策室長 それでは、皆様お待たせいたしました。ただいまから食料・農

業・農村政策審議会食糧部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。 

 

田名部農林水産大臣政務官挨拶 

 

○前島需給調整対策室長 それでは、まず、開会に際しまして、田名部農林水産大臣政務

官より御挨拶をお願いいたします。 

○田名部農林水産大臣政務官 今、御紹介をいただきました田名部匡代と申します。今日

お集まりをいただきました皆様方におかれましては、食糧部会の委員の御就任に当たりま

して御快諾いただきましたことを、まずは厚く感謝と、そして御礼を申し上げたいと思い

ます。本当にありがとうございます。 

 この部会でありますが、米麦に関する基本的な政策の方向性を議論いただくということ

でありますけれども、意欲のある農業者がこれからも安心して農業を継続できるための政

策の実現に向けまして、皆様方からお力をお借りしたいと考えております。 

 申し上げるまでもないわけですが、我が国の農業の抱える課題というのは、農業者の高

齢化であり、そして農業所得の減少、また農地の減少という大きな課題を抱え、極めて厳

しい状況にあるわけでございます。そういった厳しい状況を何とか打開していかなければ

ならない、そんな思いでいるわけですけれども、そのために、３月 30 日、皆様ももう御

承知のことと存じますが、「食料・農業・農村基本計画」が策定されました。 

 その中で、平成 32 年度までに食料自給率を 50％にする、こういう意欲的な目標を掲げ

るとともに、国民全体で農業・農村を支える社会をしっかりと創造していきたいというこ

とで、戸別所得補償制度の導入、そして食の安全・安心の確立、また６次産業化による活

力のある農山漁村の再生ということで、これら３本柱を一体としてとらえながら新しい農

政への転換を図って、関係施策を一体的に推進してまいりたいと考えております。 
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 このうち、戸別所得補償制度につきましては、本年４月から、米を対象にモデル事業が

スタートしたところでありますが、 終的な加入条件として、これまで需給調整に参加し

てきたと推計される約 120 万件を大幅に上回る 133 万件が加入申請。そして加入申請面積

でありますが、米モデル事業で約 115 万 ha と、全国で過剰作付面積が約 8 千 ha 縮小する

見込みとなっています。 

 戸別所得補償制度を着実に推進することによりまして、より多くの農家が需給調整に参

加することが期待できますし、また、食料自給率を向上させることが期待できると考えて

います。このことから、平成 23 年度、本格実施すべく概算要求を行ったところでありま

す。 

 さて、今回の食糧部会でありますが、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」に

ついて御議論をいただくことになっております。米の基本指針についてでありますが、21

年７月から 22 年６月までの１年間の需要実績が確定したことを受け、その先の需要の見

通しとともに、23 年産米の生産数量目標の設定などについて諮問させていただき、本日御

答申をお願いしたいと考えております。 

 この生産数量目標でありますが、戸別所得補償制度を推進する上でも、非常に重要な問

題であるととらえています。食糧部会の委員の皆様から、様々な立場から御意見をいただ

きたく、活発な審議を心からお願い申し上げたいと思います。 

 今日は、お集まりをいただきましたことを 後に改めて心から感謝を申し上げ、御挨拶

にかえさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○前島需給調整対策室長 ありがとうございました。 

 田名部政務官は、公務のため、これにて退席されます。ありがとうございました。 

 

出席者紹介 

 

○前島需給調整対策室長 食糧部会委員の改正後、本日が初めての会合でございますので、

私から、御出席いただいております委員の皆様のお名前を読み上げさせていただきたいと

思います。これを持ちまして御紹介とさせていただきたく存じます。 

 まず、奥村一則委員。 

 尾畑留美子委員。 

 木村良委員。 
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 佐藤あき子委員。 

 杉本和行委員。 

 田沼千秋委員。 

 永井進委員。 

 中嶋康博委員。 

 廣瀨博委員。 

 冨士重夫委員。 

 村松真貴子委員。 

 森久美子委員、でございます。 

 また、青山浩子委員、佐々木明久委員、椋田哲史委員の３人の委員の皆様方は、日程の

調整がつかず御欠席ということでございます。 

 この結果、全体の３分の１以上の委員の方に御出席いただいておりますので、食料・農

業・農村政策審議会令第８条の規定によりまして、本部会は成立しております。 

 事務局の出席者は、お手元の座席表のとおりでございますので、時間短縮のため紹介を

省略させていただきます。 

 それでは、マスコミのカメラの方々につきましては、ここで退席をよろしくお願いいた

します。 

 

部会長選任 

 

○前島需給調整対策室長 ここで、食料・農業・農村政策審議会の委員の改選に伴います

部会長の選任をお願いしたいと思います。 

 部会長の選任につきましては、審議会令第６条第３項の規定に基づき、部会に属する委

員の互選によることとなっております。なお、部会に属すべき委員については、食料・農

業・農村政策審議会の熊倉会長から、青山委員、奥村委員、中嶋委員、森委員の４名の方

が指名されております。従いまして、この４名の委員の皆様の中で部会長を互選していた

だく必要がございます。 

 奥村委員、いかがでございましょうか。 

○奥村委員 私としましては、農業経済を専攻されておられます、そしてまた、中立的な

立場で本部会に参加されておられます中嶋委員にぜひともお願いしたいと思っております
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が、いかがでございましょうか。 

○前島需給調整対策室長 ただいま、奥村委員から、中嶋委員を部会長に推薦する旨の御

発言がございましたが、森委員、いかがでございましょうか。 

○森委員 奥村委員と同じ理由で、中嶋先生にお願いできたらと思っています。 

○前島需給調整対策室長 このように本日御出席の２人の委員の方から御推薦がございま

すが、中嶋委員、いかがでしょうか。 

○中嶋委員 皆様の御推薦ということでございますので、引き受けさせていただきたいと

思います。 

○前島需給調整対策室長 それでは、食糧部会の部会長には中嶋委員が選任されましたの

で、お手数ですけれども、中嶋委員、部会長席に御移動願います。 

 

部会長挨拶 

 

○前島需給調整対策室長 それでは、ここで中嶋部会長から一言御挨拶をいただきたいと

思います。 

○中嶋部会長 ただいま食糧部会の部会長を務めることになりました中嶋でございます。

皆様の御協力のもと、円滑に運営していきたいと存じますので、どうかよろしくお願いい

たします。 

○前島需給調整対策室長 中嶋部会長、どうもありがとうございました。 

 この後の議事進行につきましては、中嶋部会長にお願いしたいと思います。 

 なお、委員の皆様にお願いでございますが、御発言の際には、部会長からの御指名に応

じて、お手元のマイクの緑ボタンを押してから発言をいただくようお願いいたします。ま

た、御発言後は、再度、緑のボタンを押してマイクのスイッチを切っていただくようお願

いいたします。 

 それでは、中嶋部会長、よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 それでは、議事に入ります前に、私から部会長代理を指名させていただき

ます。部会長代理につきましては、食料・農業・農村政策審議会令第６条第５項の規定に

基づき、部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名することにな

っております。 

 部会長代理に関しましては、これまで臨時委員として当部会にも参加されていた青山委
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員を指名いたします。 

 本日は、青山委員は御欠席でございますので、後日私から改めてお願いを申し上げてお

きます。よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 

議事の進行について 

 

○中嶋部会長 それでは、本日の審議会の取り扱い及び議事の進め方について確認したい

と思います。 

 なお、本部会につきましては、審議会議事規則第３条第２項の規定により、会議は公開

することとなっております。 

 また、本部会における皆様の御意見等につきましては、議事録として取りまとめの上、

公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、まず、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（案）」につきまして、事

務局から資料の説明をしていただき、委員の皆様からの御意見、御質問を頂戴した上で、

本指針案が適当であるかどうか決議したいと思います。 

 全体としては、17 時ごろまでに終了する予定で進めたいと思いますが、このような取り

進め方でよろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは、そのように進めてまいりたいと思いま

す。 

 事務局並びに委員各位におかれましては、限られた時間内で効率よく議事を進められる

よう、円滑な進行に御協力をいただきたいと思います。 
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議   事 

（１）米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について 

 

○中嶋部会長 では、早速ですが、議事次第の４の（1）にございます、農林水産大臣か

ら食料・農業・農村政策審議会に諮問のありました「米穀の需給及び価格の安定に関する

基本指針（案）」について御審議いただきます。 

 まず、事務局から諮問文書の読み上げを行っていただき、引き続き、資料についての説

明をお願いいたします。 

○村井計画課長 総合食料局計画課長の村井でございます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。説明は座ったまま失礼いたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、農林水産大臣より本審議会に対して諮問がなされておりますので、まずは資

料１「諮問」文を読み上げさせていただきたいと思います。 

 

２ ２総食第 ８０３号 

平成２２年１１月２９日 

  食料・農業・農村政策審議会会長 殿 

        農林水産大臣 

諮   問 

 米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について、主要食糧の需給及び価

格の安定に関する法律（平成６年法律第１１３号）第４条第７項において準用する同条

第４項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 

 以上でございます。 

 続きまして、資料２「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（案）」について、御

説明させていただきたいと思います。 

 表紙をめくっていただいて目次がございますが、その次の１ページをお開きいただきた

いと思います。第１の米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針でございます。これに

つきましては、７月に定めていただきました基本指針の内容と基本的には変更はございま

せん。生産調整、需給調整につきましては、関係者が連携して取り組むとともに、水田の

有効活用により自給率の向上を図るため、主食用米の需要の拡大、米粉用米や飼料用米等
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の生産・利用の拡大に取り組む。また、備蓄については、米が不足するという事態に備え

て、６月末時点での在庫量を 100 万トン程度ということで、現行の水準を適正水準として

保有するということを記載させていただいております。 

 続きまして、第２は米穀の需給の見通しに関する事項でございます。平成 21 年から 22

年にかけての需要実績の関係でございます。需要実績の算出方法については、これまでと

変更はございません。基本的には民間の在庫については、在庫の変動と生産量をもとに民

間流通米の需要実績を算定する。それから、政府の備蓄米については、主食用に販売した

数量を政府備蓄米の需要実績としてカウントして、これらを合算して算出するということ

でございます。 

 その結果、２ページになりますが、21 年から 22 年の需要実績の確定値を記載しており

ます。結論から申しますと、21 年から 22 年の需要実績については 814 万トンとなってお

ります。７月指針の段階では、速報値として 810万トンという数字になっておりましたが、

４万トンの上方修正ということで確定しました。４万トンの上方修正の主な理由としては、

民間在庫等の数値をさらに精査した結果、在庫が７月の時点よりは少なかったことから、

このような結果になっているということで御理解を賜りたいと思います。 

 続いて、３ページですが、平成 22 年から 23 年の需要見通しの関係でございます。この

需要見通しについては、平成 16 年７月の指針以来採用しております、トレンドで算出す

るという考え方から変更しておりません。このトレンドで算出すると、結論から申します

と、22 年から 23 年の需要見通しについては 811 万トンとなっております。 

 この点につきましては、７月指針では、先ほど申しました 21 年から 22 年の需要実績の

速報値が 810 万トンとなっておりましたので、これを用いてトレンドで計算するというこ

とを行ったわけです。その結果７月の時点では、22 年から 23 年の需要見通しが、21 年か

ら 22 年の需要実績と同じく 810 万トンになったということでございます。米の消費、需

要について非常に厳しい状況が続いている中、対前年と同じ水準というのはなかなか実感

に合わないということもあるということで、７月の指針の段階では 19 年から 20 年の需要

実績、これは小麦とか他の食料品が全般的に高騰した年ということもあって、この 19 年

から 20 年の需要実績 855 万トンという数値を除いて算出するという形をとっておりまし

た。 

 その結果、７月の指針の段階では、805 万トンという速報値を出しておったわけでござ

いますが、今般、21 年から 22 年の需要実績が 814 万トンで確定しました。この 814 万ト
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ンという数字を用いて、原則どおりトレンドで算出しますと、そこにありますとおり 811

万トンという数字になります。トレンドの直線の上にもほぼ乗っているような形になって

おります。そういうことから、この 11 月の指針案では、従来の算出方法によるというこ

とで、この 811 万トンで提案させていただいているということでございます。 

 このため、７月の指針と比較しますと、22 年から 23 年の需要見通しについては、６万

トン上方修正されることになります。さらに、22 年から 23 年の需要見通しを用いて、23

年から 24 年の需要見通し、これも同じくトレンドを算出しますと、802 万トンの数字に

なります。 

 この需要見通しを前提とした 22年から 23年の需給見通し、需給のフレームについては、

４ページにあるとおりでございます。平成 22 年６月末の在庫量、これは民間、政府合わ

せて 314 万トンで確定したということです。それから、平成 22 年産主食用米等の生産量、

これは当方の統計部で出しておる数字でございますが、824 万トンとなります。従いまし

て、平成 22 年から 23 年の主食用米等の供給量としては、1138 万トンという数字が算出

されるわけですが、それに対して、22 年から 23 年の主食用米等の需要量が 811 万トンと

いうことで、この数字、フレームをはめますと、平成 22 年６月末在庫は 327 万トンとい

う数字になるということでございます。 

 なお、この需給フレーム、特に政府備蓄米に関しては、従来の回転備蓄を前提としたフ

レームになっているということでございます。一方で、23 年度の概算要求において、備蓄

運営のあり方について内容を見直すということで要求させていただいております。概算決

定の内容によっては、フレームそのものが変更になる可能性があるということで、※１、

※２とありますが、こういう形で仮置き等の注書きをつけているということで御理解賜り

たいと思っております。 

 続きまして、５ページですが、第３は米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に

関する事項でございます。先ほど御説明しましたとおり、この 11 月の指針の段階では、

現行の回転備蓄を前提とした従来の内容を踏襲しております。ただ概算要求の中で、備蓄

運営の見直しを要求させていただいているということで、第４パラグラフ以降に、そうい

った状況について記載しているということで御理解を賜りたいと思います。 

 参考１が、現行の備蓄運営の考え方。これが現行の回転備蓄、適正備蓄水準、６月末 100

万トン程度と置いて、主食用への販売を行う回転備蓄ということで記載しております。 

 参考２が、現在農林水産省が 23 年度概算要求において行っている棚上備蓄を基本とし
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た運営の考え方ということで、適正備蓄水準は６月末 100 万トン程度。この備蓄水準につ

いては変更ないわけですが、国内産を一定期間、概算要求の中では５年程度ということで

置いておりますが、５年程度持った上で、主食への放出の必要がない場合には、５年間た

ったところで主食以外の用途へ売却するという内容で、参考２としてまとめております。 

 また、第４の米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項でございます。これは

ＭＡ米の関係でございます。年間の輸入数量 77 万トン、ＳＢＳについては、そのうち年

間 10 万トンを予定しておるということで、これも従来の内容から変更はないということ

で御理解を賜りたいと思います。 

 次に６ページの関係でございます。平成 23 年産米における都道府県別の生産数量目標

（需要量に関する情報）に関する事項ということでございます。23 年産の目標数量につい

ては、先ほど御説明しました 23 年から 24 年の需要見通し 802 万トンという数字を基準に

考えていくことになります。今回、指針案の中で御提案しておりますのは、基本的には需

要見通しをベースに、ただ、近年需要見通しと実際その年の需要がどれだけあったかとい

う需要実績を比較しますと、需要実績が需要見通しを下回る年が見受けられる状況になっ

ております。今年は米価の関係もいろいろ話題になっておりますが、そういった中で需要

動向に関する変動幅が生じていることを頭に置きながら考えるということになりますと、

23 年から 24 年の需要見通しから一定数量、下に振れる傾向をある程度考えなければいけ

ないのではないかということで、ここでは 802 万トンから 7 万トン控除して、全国の 23

年産米の生産数量目標を 795万トンで設定してはどうかということで提案させていただい

ております。 

 また、都道府県別の生産数量目標については、従来から、全国の生産数量目標を各都道

府県ごとの需要実績、これは参考資料についておりますが、各都道府県ごとの直近 6 年の

うちの真ん中の４年の平均値をとって、各都道府県の需要実績のシェアをはじき出して、

そのシェアで全国の数量目標を割り振るというやり方をとっております。 

 かつては、目標を達成した県と未達成の県によって、達成の状況によって調整するとい

う形をとっておった年もございますが、昨年、戸別所得補償モデル事業を導入しました。

また、来年から戸別所得補償の本格実施の準備を進めている中で、できるだけ多くの方に

参加していただくという観点から、いわゆるペナルティー的な要素は基本的には除いてい

ったほうがいいだろうということで、昨年の段階でも、原則そういった考え方を打ち出し

たわけです。ただ、昨年 22 年産の数量目標を決めるに当たっては、初年度ということも
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あって少し激変緩和的な要素を入れさせていただきましたが、23 年産については基本的な

考え方に立ちまして、各都道府県ごとのシェアを基本に、各都道府県に配分するというこ

とで御提案させていただきたいと思います。 

 あと備蓄の見直しの関係に少し触れさせていただきましたが、 終的に備蓄の見直しの

関係、23 年度予算の概算決定においてどういう形でお認めいただけるかということになり

ますが、現在要求している仕組みをベースにした備蓄運営方式が認められれば、23 年度以

降主食用の生産数量目標の範囲で生産される米のほかに、政府が備蓄米として買い入れる

米を生産数量目標の外枠で生産していただくということになります。少しその辺について

も触れさせていただきたいと思います。 

 以上が基本指針案の本体の中身でございます。 

 以降、参考統計表等について簡単に御説明させていただきたいと思います。 

 まず、７ページをお開きください。総務省の家計調査の１世帯当たりの米の購入数量の

関係でございます。22 年に入ってからしばらくの間、前年同月比並み、あるいは少し上回

るような数字が出ておったわけですが、御案内のとおり、今年夏以降大変な猛暑であった

ということもございます。そういった影響もあって、この夏以降の家庭での購入数量が前

年と比べて少し減少している数字が出ていると考えております。 

 ８ページは、各都道府県別の作付面積なり予想収穫量の資料を添付しておりますので、

御参考にしていただければと思います。 

 ９ページでございます。政府及び民間流通における６月末在庫の推移ということで、先

ほど需要実績のところで御説明したとおり、今般、民間の在庫数量が確定しましたので、

その確定数値でこのデータも更新しております。その前の年に比べて、販売段階では減少

しているけれども、出荷段階の在庫量が増加する傾向が見てとれるかと思います。 

 10 ページでございます。 新の政府備蓄米の在庫の状況を示したグラフになります。先

ほど需給フレームのところでは、６月末の数字ということで、在庫量は 98 万トンという

数字で紹介させていただきましたが、 新の政府備蓄米の在庫量は 10 月末の数字が入っ

ておりますが、10 月末で見ますと在庫量が 95 万トンということで、17 年産が 17 万トン

から 13 万トンに減少しております。この減少の主な要因としては、援助用に３万トン程

度 17 年産から出したということで、 近、正直なところ主食用の販売が非常に厳しい状

況が続いておりますが、主に援助用に振り向けたということで、このような状況になって

いるということで御理解を賜りたいと思います。 
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 11 ページ以降は、各都道府県ごとの需要実績を算定するに当たって基礎データを掲載し

ていますので、御参考にしていただければと思います。 

 続きまして、参考資料１という資料がございます。事前に委員の皆様から御質問を頂戴

しておりました事項について、資料としてお出しできるものを簡単に取りまとめておりま

す。こちらを御説明させていただきたいと思います。 

 まず私から、需給調整の参加の状況、備蓄水準、ＳＢＳの輸入国ごとの状況等について

説明させていただいた後、米の収穫量の統計については、統計部生産流通消費統計課長か

ら御説明させていただき、また戸別所得補償制度、22 年度はモデル事業ということですが、

こちらの農家への周知状況について生産局農業生産支援課長から説明をさせていただきた

いと思います。 

 まず、参考資料の３ページをご覧ください。需給調整に参加している農家の割合はどの

程度かということで資料を添付しております。21 年と 22 年の数字を掲載しておりますが、

少しそれぞれ数字のベースが違いますので、単純な比較ができるかどうかという問題はあ

りますが、簡単に御紹介させていただきます。 

 平成 21 年は、各地域の協議会から報告いただいた数字をベースにしておりますが、こ

ちらは水稲の作付農家数と需給調整実施者数ということで比較しております。水稲の作付

農家数が 230 万戸に対して、需給調整実施者数が 155 万戸ということで、その割合が 67％

になっています。 

 一方、平成 22 年、これは今回モデル事業が販売農家が対象ということになっておりま

すので、そういったことを勘案して、米の販売農家数としては水稲共済加入農家数を置き、

それから米モデル事業の加入農家数を置いておるということでございますが、水稲共済加

入農家数が 182 万戸に対して、米モデル事業の加入農家数が 134 万戸ということで、その

割合は 74％になっております。 

 続きまして、４ページ、これは規模別に需給調整、生産調整への参加の状況がどうなっ

ているかということで、これは今我々の手元にある数字で 新の 21 年のデータで記載し

ております。そういった意味で、モデル事業の加入状況は反映していないということで大

変恐縮でございます。ただ、大まかな傾向としては、同じような状況になっているのでは

ないかと考えております。見ていただいてわかりますように、ここでは１ha 未満、１ha

以上３ha 未満、３ha 以上 10ha 未満、10ha 以上ということで４つの階層に分けてデータ

を示しております。規模が小さくなればなるに従って、生産調整、需給調整に参加されて
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いない農家の割合が高くなるというのが、この表から見ていただけるのではないかと考え

ております。 

 続きまして、５ページでございます。ここは 16 年以降の過剰作付面積の状況の推移と

いうことで資料をつけております。16 年以降は実作付面積そのものは減少しておりますが、

それ以上のペースで生産数量目標が減ってきたこともあって、生産数量目標の減少に見合

った減少となっていないために過剰作付面積が 19 年まで拡大していって、19 年がピーク

で、約 7.1 万 ha の過剰面積になっていたということでございます。 

 以降減っておりますが、特に 22 年はモデル事業の効果もあって、前年よりも 8 千 ha 減

って 4.1 万 ha になっております。モデル事業のもとで、ペナルティー的な色彩を排除し

て取り組んできたわけですが、そういった中で前年よりも 8 千 ha 減っているということ

で、ほぼ 17 年に近い水準になってきておるということでございます。 

 それから、７ページと８ページで、備蓄水準の考え方について、また違う形で説明する

資料をつけております。現在の政府備蓄の考え方ですが、基本的に主食用の需要を国産の

米で賄うということを前提に考えております。想定される不作が発生したときに、供給量

がどの程度ショートするのかということを基準として、不作が発生したときに流通在庫が

増加傾向にあることなどをさらに勘案して設定しているということでございます。８ペー

ジにある算定式が、基本的に平成 13 年 12 月に取りまとめていただきました備蓄運営研究

会の報告の中での考え方になります。 

 それを簡単なグラフにしたのが、７ページのグラフになります。作況が例えば 92 とい

うことで、これが 10 年に一度の不作というふうに言われておりますが、92 になったとき

にどの程度不足するのか。その際に流通在庫がどの程度増えるのか。また、通常の不作、

作況 94 を想定しておりますが、これが２年続けて起こった場合に、目標数量の設定の仕

方も含めて考えていくと、こういったことになるということで、現在 100 万トンの水準を

設定させていただいているということで御理解を賜ればと思います。 

 ９ページでございます。近年の不作の状況ということで、55 年以降の作況のデータをつ

けております。55 年から 58 年にかけて不作の年が続いた状況、平成５年の作況 74 とい

う大不作、一番直近でも平成 15 年、これは作況 90 という結果になっております。こうい

ったことで、この 55 年以降を見ても、10 年に一度大規模な不作が発生する状況が、この

30 年を見ても実際に発生しているということで御理解いただければと思います。 

 それから 10 ページ、政府備蓄量の 100 万トンが大体、米の消費の視点から見たらどう
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いったイメージになるのかということで、資料をつけております。政府備蓄米の 100 万ト

ンというのは玄米ベースですので、精米に換算すると 90 万トンとなります。仮に１人当

たりの消費量を年間約 60kg、人口を約１億 2800 万という数字でざっと試算しますと、備

蓄量としては、日本国民の米の消費量の 1.4 カ月分に相当することになります。 

 ちなみに 11 ページで、諸外国における食料備蓄例ということで、幾つかの国と備蓄の

制度について簡単に説明した資料をつけておりますので、御参考にしていただければと思

います。 

 12 ページです。ＭＡ米のうち、ＳＢＳ輸入でどこの国から入れているかということでデ

ータをつけております。ここでは平成 17 年度以降の数字を入れておりますが、ＭＡ米の

輸入が始まった一番当初は、数量も今よりも少なかったこともございます。アメリカの割

合が比較的高かったという状況がありました。その後、基本的には中国のシェアがどんど

ん高まってきたということで、 近は 17 年度以降のデータが出ておりますが、中国のシ

ェアが圧倒的に多い状況になっているということで御理解いただければと思います。 

 以上で、参考資料１の私の担当の部分の説明は終わらせていただきます。 

 ほかの資料へ入る前に、参考資料２は時間の都合もございますので、資料の項目のみ紹

介させていただきたいと思います。 

 １ページは、食糧部会でいつもお出ししておりますが、米の全体需給の動向がどうなっ

ているかということで、昭和 35 年以降のデータを添付しております。 

 ２ページと３ページで、 近の米の流通の状況が一体どういうルートを通じて流通して

いるかということで、当方で調査したデータを掲載しております。 

 ４ページから６ページにかけて、家庭における米購入量の推移、あるいは家計でどうい

った食料を購入されているかということで、関係のデータをつけております。 

 ７ページは、全国米穀販売事業共済協同組合で実施されている会員アンケート、会員向

けの調査の結果を掲載しております。 

 ８ページから９ページで、社団法人日本フードサービス協会の調査に基づく、外食の動

向のデータを掲載しております。 

 10 ページから 12 ページにかけて、米消費拡大の取り組みということで、「めざましごは

んキャンペーン」の関係とか、米飯学校給食関係の資料を添付しております。 

 13 ページは、米消費拡大の新たな動きということで、 近大変話題になっておりますが、

家庭で米を使って米のパンをつくる機械が新しく開発されて、発売されて大変話題になっ
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ているということで、その関係の資料を添付しております。 

 14 ページ、15 ページ、16 ページで、米の相対取引価格の関係のデータを添付しており

ます。 

 17 ページ、18 ページ、19 ページは飛ばしまして、20 ページが、 近における政府備蓄

米の販売状況で、先ほど簡単に触れましたが、ここのところ主食用の販売が大変厳しい状

況にあるというのを見ていただけるかと思います。 

 21 ページは、ＭＡ米の輸入状況です。先ほどはＳＢＳの数字を紹介しましたが、ＭＡ米

全体の数字ということで資料をつけております。 

 23 ページは、商業用の米輸出数量の関係でございます。 

 27 ページで、水稲の作付面積規模別農家数が、平成 17 年以降どういうふうに推移して

いったかということ、次のところで、米の作付規模別 10ａ当たりの生産費の動向について

資料添付しております。 

 私からの説明は以上でございます。 

 なお、この資料の関係で少し落丁があったようでございますので、落丁があった分につ

いては後ほど配布させていただきます。大変失礼いたしました。 

○柏原生産流通消費統計課長 統計部生産流通消費統計課長の柏原と申します。よろしく

お願いいたします。着席して失礼させていただきます。 

 引き続いて、私から、ただいま計画課長から説明がありました基本指針（案）の基礎資

料となっております、米の収穫量調査の手法について説明させていただきます。先ほどの

参考資料１にお戻りいただきまして、その１、２ページをお開きいただければと思います。 

 １ページですが、上の方の真ん中のところに水稲収穫量調査の目的を書いております。

「飯用に供し得る玄米の全量」を把握する調査であるということで、要するに飯用に供し

得る玄米、実際に主食になるかどうかはともかくとして、そういうものを把握するという

ことでございます。 

 １ページの左側ですが、調査ほ場及び調査箇所の選定でございます。標本理論に基づき

まして、作況標本筆を選定しているということでございます。標本理論と簡単に書いてお

りますが、要は全数調査ができない中で、標本調査によらなければならないということで

す。母集団の縮図となるような、ミニチュアとなるような標本をどうやって選ぶかという

ことでございます。それは基本的には無作為抽出でやるということでございます。 

 下に図が書いてありますが、２ha 単位の母集団を設定して、単位区とする。その単位区
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の中から、無作為に標本単位区を抽出します。それが２番目の図です。３番目の図にあり

ますように、作況標本筆をこれまた無作為に抽出するということでございます。その中の

対角線上の３カ所、この３カ所も①の部分をランダムに決めて、あとは②、③を３分の１

ずつ加えたところで実測調査するということでございます。 

 実測調査はどのようにやるかというのはその右半分に書いておりまして、右側の２番目

の 10ａ当たり収量の求め方ということです。作況標本筆ごとに稲を実際に刈り取ります。

先ほど「飯用に供し得る玄米」というふうに申し上げましたが、具体的には農産物規格、

農産物検査の等級付けの三等の品位以上のものを把握するということでございます。三等

以上ということで、これを効率よく把握するためには、過去の実験では、1.7mm 以上でふ

るうと三等以上の玄米が も効率よく把握できるということでございます。実際に刈り取

ったものを、右の図にあるように脱穀等を行った上でふるいにかけまして、農産物検査を

行います。行って三等以上になったものを、だんだん図の下に参りますが、ふるいの上に

残ったものを計測します。これは手で刈るものですから、実際にはコンバインのロス等も

ありますので、そういうものは一括して除外しまして、10ａ当たり収量を求めます。ここ

までで１ページの右側の四角の説明になります。 

 ２ページですが、そういうふうに求めたものが、実際に生産者の方の実感と多少感覚と

して差が出てくる要因を整理しております。２ページの３番ですが、１つはふるい目の問

題でございます。10ａ当たり玄米重の選別ふるい目幅と分布状況と書いておりますが、先

ほど申し上げましたように収穫量調査では、「飯用に供し得る玄米の全量」を把握するとい

うことで、全国統一でいわば 大公約数ということで、1.7mm のふるい目幅を使用してお

ります。ただ、実際の出荷販売におきましては、例えば一等米比率を上げるとか、そうい

うような問題意識で、それよりも大きいふるい目、1.8mm とか 1.9mm のものが使用され

ている場合が多いというのが、２ページの右上の図にあるとおりでございます。 

 そういうことがございますので、私どもの調査に当たっては、ふるい目幅を大きくした

場合の収量がわかるように、ふるい目幅別の 10ａ当たり収量も調査しております。２ペー

ジの右側の真ん中の表ですが、平成 21 年産で 1.7mm でふるった場合は 522kg あったわ

けですが、例えば 1.75mm でふるうと、単収は 518kg に落ちるということでございます。

以下、だんだんふるい目を大きくするにつれて落ちていきまして、特に 1.9mm から 2.0mm

に上がるとガクッと落ちるということになります。 

 それから、ふるい目の問題のほかに、実際に生産者の方、地域とか、栽培方法とか、そ
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ういう個人差が非常に大きいということを下の分布のグラフで書いております。左下の文

章で申し上げますと、10ａ当たり玄米重の分布を見ますと、平均値より低いものと高いも

のがあり、その程度も様々である。これは栽培とか場所とかいろいろな条件で変わってく

るということでありまして、生産量は平均値で求めているので実感と違いが出てくるとい

うことでございます。 

 私からは以上でございます。 

○別所農業生産支援課長 続きまして、生産局農業生産支援課長の別所と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 参考資料１の６ページをご覧いただきたいと思います。戸別所得補償モデル対策、また

は需給調整について、各農家への周知状況について御質問がございましたので、簡単に御

説明申し上げます。 

 戸別所得補償モデル対策についての事務は、実際に私どもの出先機関である農政局や、

各県に設置する農政事務所が実際の事務を行っております。ただし、資料の各農家への配

布や取りまとめについては、市町村段階などに設置されております水田農業協議会、農協

や市町村の方々が事務局を担っていただいておりますが、そういった協議会との協力のも

とに進めているということでございます。 

 その中で、周知の状況ですが、実際に生産数量目標に即した生産を行った販売農家、集

落営農が今回のモデル事業の交付金の対象になりますが、この資料の参考にございますよ

うに、まず県、市町村、地区段階で、全国１万 2000 回に及ぶ説明会を開催させていただ

いております。 

 それから、農政局・農政事務所の段階で各地域に即したパンフレットを作成しまして、

地域内の関係農家の方々に配布しています。 

 それから、新聞媒体、あるいは市町村、ＪＡの御協力もいただいて広報誌なども使って

ＰＲし、さらにホームページなどでもＰＲしているということでございます。 

 このほかに、今まで需給調整に参加いただけなかった農家の方々については、ある程度

行政で把握している部分がございますので、そういった方々には農政事務所の職員が、直

接御訪問させていただいて説明し、参加を呼びかけるということも行っております。 

 また、加入申請書等の書類については、水田協議会の御協力も得ながら、全戸の農家に

配布する取り組みを行いまして、このモデル対策の周知に努めてきたということでござい

ます。簡単でございますが、以上であります。 
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（２）質 疑 応 答 

 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から諮問事項及び関係する資料につきまして説明がありました。 

 説明のありました基本指針（案）ですが、これにつきまして、どなたからでも結構です

ので、御意見、御質問をお願いいたします。参考資料につきましても、あわせて御質問等

あればお願いいたします。なお、何人かの方の御質問をまとめて御返答いただくという形

で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 いかがでございましょうか。 

 それでは、冨士委員よろしくお願いいたします。 

○冨士委員 ２点ほどありますが、１点目は、単年度の需要量として、23 米穀年度は 802

万トンということでありますが、23 年産の生産目標数量は 795 万トンに設定したいとい

うことで、７万トン控除する。７万トン控除するのは、今までの需要見通しにぶれがある

からだと。下振れする過去のトレンドを見ると、それだったということで７万トンという

ことであります。需要のぶれはそうだと思うのですが、今度は生産のぶれは、先ほど参考

資料の説明でありましたように、過剰作付が減ったといってもまだ４万 1 千 ha あるとい

うことで、これは計画生産やっていても、社会主義経済ではないですから、全部 100％と

いうのはあり得なくて、それは自主的に過剰作付する方がいらっしゃるわけで、そういう

意味では過剰作付の一定数量というか、一定作付というのは存在すると思うのです。そう

いう部分と作柄変動ですね。作況は今年は 98 だったのですが、当然、作況 100 を超える

部分があるわけで、そういう生産の上ぶれみたいなものをどういうふうに考え方として整

理されているのか。こういう生産数量目標に反映する、しないを含めてどういうふうに考

え方を整理しているのか、お聞きしたいというのが１点です。 

 それから２点目は、在庫というか需給見通しの見方ですが、今年 22 年６月末在庫より

来年 23 年６月末在庫、この指針の資料で言うと４ページです。そこで 314 万トンから 327

万トン。これは民間流通在庫と政府米を足して約 13 万トン増えるということですが、こ

れは 22 年が過剰作付４万 1 千 ha あって、20 万トンぐらい量としてはオーバーしている
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わけです。だけど作況 98 だったこととか、需要見通しの修正で、13 万トン在庫が増える

ということです。 

 こういう在庫が増える。我々からすると、21 年産米も約 30 万トンを超える数量は、今

22 年産米とダブって売っているわけです。古米 21 年産米と 22 年産米は。単年度需要８

百何万トンという中で、21 年産米の 30 万トンと 22 年産米の 13 万トンの部分が重なって

売られているわけです。そういう意味で、もっと在庫量が増えるかもしれないと思うので

すが、そういう需給見通し、在庫量の見方。それから、参考資料でもありましたが、民間

流通在庫が 290 万トンとか 300 万トンとか、４～５年前から比べると 30～40 万トン多い

状況になっているわけです。そういう意味で、民間流通在庫の適正在庫というものの見方。 

 この６月末在庫というのは、まだ７、８、９と３カ月間売っていきますから、１カ月間

60 万トン、３カ月分で 180 万トンぐらいの分は抱えていて当然なわけですけれども、そ

ういう意味では回転的に持つ在庫とは違うわけです。そういう意味で、在庫の見方という

のはどう思っているのか。我々としては、40 万トンぐらい単年度の需要量に比べると、需

給ギャップがあるのではないかと思いますので、その辺の需給対策というものは必要だと

思っているわけですが、その辺についての考え方をお聞きしたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 そのほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、杉本委員お願いいたします。 

○杉本委員 今の冨士委員の御質問とも若干関連すると思いますが、参考資料２の 16 ペ

ージでしょうか、22 年産米の価格の速報という資料をいただいているわけです。よく言わ

れているように、22 年産米の価格が前年度よりもまた大分下がっているということでござ

います。作況が 98 ですか。従いまして、本来の作況 100 よりも下回ったにもかかわらず、

今年の需給計画は 100 を前提としていたのでしょうけれども、それにもかかわらず価格が

下がっているというのは、どういう要因によるものなのか。今御質問がありましたような

本来的な在庫のあり方、それから過剰作付の問題、さらには戸別補償の関係で、価格の決

まり方の問題もいろいろあるかと思います。作況が 100 を下回りながら価格が下がってい

くというのを、需給計画の関係でどういうふうに考えていけばいいのか、その辺について

教えていただければと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 今の事項に関連して何か御質問ございますか。よろしいですか。 
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 それでは、このお２方の質問についてお答えいただきます。 

○村井計画課長 今御質問いただいた事項について、私から簡単に説明させていただきた

いと思います。 

 冨士委員から、生産の上ぶれといいますか、過剰作付、あるいは作況変動によるものを

どう見るかというお話がございました。確かに 22 年の数字を見ても、見通しとの関係で

言うと、４万 1 千 ha の過剰作付という数字になっているのは事実でございます。ただ、

先ほど説明しましたようにピークの 19 年産で７万 1 千 ha の数字が出て以降、言葉は適切

ではないかもしれませんが、20 年、21 年と相当締めて、需給調整、生産調整の参加とい

うことで、かなりこちらも参加をお願いするという形で取り組んできて、何とか過剰作付

面積を減らしてきたという経緯はあろうかと思っております。ただ、19 年から 20 年にか

けては１万 7 千 ha 減ったわけですが、20 年から 21 年にかけては 5 千 ha の減少にとどま

ったという形になっております。 

 今回、米戸別所得補償モデル事業の１つの考え方というのは、先ほども触れましたけれ

ども、ややもすると従来、どちらかというとペナルティー的な要素を強調しながらの取組

から、いわゆる強力なメリット措置による誘引への転換ということで、ペナルティー的な

色彩を基本的に排除した中で 22 年は取り組んできたということであると理解しておりま

す。そういったペナルティー的な要素を排除した段階で、どうなるんだという御心配の向

きもあったと認識しておりますが、結果としては、前年を上回る過剰作付の減少につなが

っていることになっております。 

 現場の声を聞いても、23 年以降さらに加入されるという声も各地で聞こえてきておりま

す。過剰作付そのものは、来年以降戸別所得補償を本格実施していく中で、さらに減少し

ていくのではないかと我々はかなり高い期待というか、そういったところで考えておりま

す。もちろん、いきなりゼロになるかどうかという議論はあろうかと思いますが、方向と

してはそういった形で締まっていくと考えております。 

 ただ、確かに作況変動は天候等によることもあります。これは人為的ではない要素によ

るリスクでございます。これまでは集荷円滑化対策という形で豊作過剰対策をしてきたわ

けですが、戸別所得補償モデルのもとでは、基本的に直接支払いによって農家の経営を支

えていくということとの整合性を考えたとき、なかなか整合性がとれないので 22 年度は

実施しないと。事業の廃止という形ではありませんが、実施しないという形になっていて、

23 年度以降の本格実施に当たって、ここの部分をどうするかということになっております。
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手法として、この集荷円滑化対策みたいな形でやっていくことについては、そこは慎重な

検討といいますか、我々としては今申しましたように戸別所得補償制度との整合性を説明

するという意味では、非常に難しいと考えております。 

 基本的に戸別所得補償制度のもとでは、平年収量ベースの所得を補償していくことが基

本でございますので、農家の経営は戸別所得補償で支えていくということを１つの考え方

のベースとしながらやっていきたいと思っております。ただ、実際に生産された米をどう

するのかという議論、論点があることは認識しておりますので、こういったところについ

ては関係の皆さんの御意見を聴取しながら考えていかなければいけない部分もあると認識

しております。 

 それから、需給見通しの見方のところでお話がございました。確かに農協系統の中で、

特に全農さん中心に 21 年度は持ち越し在庫があるというお話を伺っております。今 22 年

産が出回ってきている中で、特に実需の業務用のニーズを中心に 21 年産と 22 年産がダブ

っている部分があるということ。それは実態としてあることは、我々も認識しておるつも

りです。ただ、本当に売れ行きがよかったときにはゼロということもあったかもしれませ

んが、例年多少の持ち越し在庫を持っているということもございます。そういった意味で、

持ち越し在庫そのものがすべて過剰分かどうかということについては、慎重な見方をしな

ければいけないと思っております。 

 先ほど在庫量のここ数年の変化のグラフを紹介させていただきましたが、昨年から今年

にかけては、民間の在庫ということでは、結果としては４万トンしか増えていない。実は

民間の在庫が前の年に比べて積み上がったのは、20 年から 21 年にかけてという結果にな

っています。特に 19 年、20 年、21 年というのはかなり複雑といいますか、19 年から 20

年にかけてはかなり民間の在庫が減っておりますが、その減った分は、政府在庫が増えて

いるという要素になっております。逆に 21 年のところは政府在庫が若干減る中で、それ

以上に民間在庫が増えております。この 20 年から 21 年、21 年から 22 年の動きをみると、

特に今年は過剰だ過剰だということが問題になっているのは、21 年から 22 年にかけてで

すが、もともと前の年に比べて積み上がっているのは、20 年から 21 年というような結果

になっているということもございます。実際の米の販売の現場も含めて、どういったこと

が起こっていたのかということを十分に分析しないといけない部分があるかと思います。 

 少なくとも 21 年から 22 年にかけて、単純に民間の在庫がふくれ上がっているというこ

とではないということと、先ほど申しましたように民間の中でも販売段階の在庫が減って
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いて出荷段階の在庫が増えている、民間の中での在庫の構造が少し変わっている。そうい

ったところにも留意しながら考えていかなければいけないのではないかと考えております。 

 それから、杉本委員からお話がありました、22 年産の価格の下落に関する御質問という

ことで認識しておりますが、今年は特に非常に夏が暑かったということで、８月当初の段

階では、かなり豊作になるのではないかという予想が民間の調査機関を中心に出ていた中

で、かなり過剰感、特に 21 年産がどうも売れ残りそうだということも系統団体を中心に

あったということで、夏の段階でかなり過剰感が強調された要素があったのではないかと

考えております。 

 そういった中で 22 年産、特に農協系統さん、全農さんからすれば、特定の産地の産地

銘柄に在庫が偏っていたこともあり、22 年産については、できるだけ在庫を抱えたくない

という思いもおありになったのではないかと思っておりますが、そういった情報が錯綜す

る中で、スタートの価格がかなり弱気で始まったのではないかと考えています。 

 特定の産地が価格を下げると、どうしても全体がそれに引っ張られてしまう傾向もあっ

たのではないかと考えております。戸別所得補償との関係で申しますと、需給調整の観点

からは、その効果としては引き締めの方向にあると考えております。我々は戸別所得補償

が入ったからこの価格が下がったと考えているわけではなくて、夏段階からのいろいろな

情報が錯綜して、こういった結果になっているのではないかと考えておるところでござい

ます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 今まとめてお答えいただきましたが、よろしゅうございますか。 

 冨士委員、よろしくお願いします。 

○冨士委員 生産段階で出る過剰作付、まあ量はありますが、過剰作付と作柄変動による

豊作、豊凶ですね、これはある意味で不可避ですね。そういうものを入口段階の生産目標

数量の設定のときにも反映しない。出てきた在庫、出口として出てきた需給のずれ、生産

のずれについても、戸別所得補償と整合性がとれないから需給調整対策はやらないと、そ

ういう考え方だということですね。 

 例えば、参考資料２の 14 ページに米価の推移が載っている資料があります。22 年産は

どこにあるのかと思ったら、９月の一番下のところに１万 3040 円とあります。これを見

ても、去年の米は１万 5163 円というのが９月の価格ですね。ここから見ても 2000 円、出

来秋というか９月で下がっているわけです。そういう意味で、そういうずれが価格に反映
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されて価格形成されていると思うわけです。それを戸別所得補償と整合性がとれないから

需給調整対策はやらないということでいいのかどうかというのは、我々としては疑問だと

思います。出口対策は必要だというのが我々の考え方でありますので、御検討いただけれ

ばと思います。 

 それで、この価格が下がっている、そういうシグナルが先に出たということだけど、10

月段階の価格も、もう今は 11 月ですが、多分この１万 3040 円よりは、さらに 500～600

円下がっているのではないかと思います。さらに 10 月も、１万 3040 円より下がっている

という相対価格の取引状況だと思います。 

 この水準だと、戸別所得補償で大丈夫だと言っていた、下落しても補償しますよという

バーは、この価格で言うと１俵当たり１万 4700 円ぐらいですね。１万 4700 円から既に９

月段階で 1700 円下がっていて、1390 億円ぐらいの財源が措置されているわけですが、契

約数量からすると、１俵当たり 1700 円ぐらいが戸別所得補償の変動交付金の財源からし

ても、補填できる水準が１俵 1700 円の下落ということではないかと思うのです。そうす

ると、それを超えている下落水準というのが今の米価の状況ではないかと思うのです。こ

の辺について、足りなくなれば補正の予算を確保してでもきちんと所得補償はやっていく

ということなのかどうか、あわせてお聞かせ願いたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

○福田戸別所得補償制度推進チーム室長 戸別所得補償チームです。今現在、米価が下が

っているというお話もございますが、北海道でも大臣あるいは副大臣が御答弁されている

とおり、今年度お約束した価格下落分についてはきちんと補償させていただくということ

でございますので、よく現場にお伝えいただければと思います。 

 また、我々考えている中で、米は確かに在庫があるとおっしゃいますけれども、例えば

新潟とか、あるいは比較的高い価格のところは、そこも作況が本来低いわけですが、そう

いった価格も下がっていることについてはよくよくお考えいただく必要があるのではない

かというのは、制度を担当している立場としてはそういった印象を持っているところでご

ざいます。 

○中嶋部会長 計画課長、お願いします。 

○村井計画課長 冨士委員の発言に関連して少し補足させていただきますと、また 10 月

分の相対価格については、現在御報告をいただいた数字を精査しておるところでございま

して、まだ公表できるところには至っておりませんが、現在我々が精査している中では、
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今お話があったほどの下げ幅にはなっていないのではないかと考えておりますので、その

ことだけ簡単にコメントさせていただきたいと思います。 

○中嶋部会長 よろしゅうございますか。 

 杉本委員。 

○杉本委員 今の御説明でわからなかったのは、マスコミベースの報道ですから、それが

正しいのかどうかよくわかりませんが、戸別所得補償方式をとったがゆえに生産者段階の

米の価格が下がったのではないかという報道があるのですが、その辺をどういうふうに考

えていらっしゃるのか。戸別所得補償方式と米の価格の関係をどう考えていらっしゃるの

かということがよくわからなかったということです。この生産者段階の相対取引価格が下

がったが、末端の消費者段階では一体どうなっているのかということもあわせて伺わせて

いただければ、その辺の関係がどうなのかということも少しはわかってくるのかなという

気がするのです。 

○中嶋部会長 計画課長、お願いします。 

○村井計画課長 １点目ですが、先ほど御説明しましたように、仕組みとして我々は戸別

所得補償のモデル事業、今年の成果、それから来年に向けての各地域の声を聞いておりま

すと、需給調整の参加が確実に増えてくると見ておりますので、仕組みとして戸別所得補

償制度が価格を下げるという形になっているわけではないと認識しております。ただ、お

話あったようにいろいろな報道がなされている中で、今年は確かに、例年に比べてもスタ

ートの価格が下がっているということがございます。そういった価格の設定なりでどうい

うことが起こっているのかということについて、関係の生産者団体、卸売業者さん、小売

業者さん、それぞれ川上、川中、川下ということで関係者からもいろいろお話を聞いてお

ります。現在その結果について取りまとめ中でございます。そういった中で明らかになっ

たことがあれば、こちらから公表させていただきたいと考えております。 

 それから、末端の小売価格ですが、紹介できるデータとして今手元にはないのですが、

いろいろな業界紙の関係とか、今お話しをさせていただきましたヒアリングでお聞きした

話からみても、今年 22 年産の小売価格が、昨年の 21 年産に比べても下がっているのは事

実だと思います。ただ、下げ幅としてどの程度かというところを御紹介できるデータはな

いのですが、末端の価格も下がってきている傾向にあるのではないかと考えております。 

○中嶋部会長 それでは、局長からお願いします。 

○髙橋総合食料局長 私から３点ほどお話しさせていただきたいと思います。まず、戸別
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所得補償制度と価格の関係でお話がございました。私ども、これは２つに分けなければい

けないと思っています。１つは、この制度が毎年の供給量に対して、制度的にどのように

働くかということで、はっきりと結果でもわかっておりますけれども、強制的な生産調整

に対する指導、ペナルティーを伴うような指導ということなしに、参加者が増えて供給量

自体の過剰の幅が減ったということでございます。供給量の縮小という意味では、私ども

としてはこの制度は基本的に供給をある程度絞る方向に働いたと考えています。 

 ただ、変動と定額分というのがありますので、この辺について需給調整に参加する者が

増えると価格が維持されて、その結果、翌年には今度はそこから離脱する方もおられると

いう意味でのトレードオフは、今後見ていく必要があるのかなと思いますが、少なくとも

初年度においては、はっきりと供給量の抑制方向にこの制度は向いたと思います。 

 一方、そこで供給量は抑制方向に切り替わったわけでありますが、実際に形成される価

格にどのようにこの制度が影響したのか、しないのかということについては、相当議論と

しては難しい話があるのではないかと思っております。単純な需給の関係からいけば、き

ちんと供給量の抑制のほうに行っておりますので、価格は顕著になると考えられるわけで

す。ただ、前提として、スタート段階で中立的な形で市場が形成されていたかといいます

と、先ほど来お話にございましたように、ある程度在庫の大幅な存在がありました。加え

て、減少したといっても過剰作付があったことも事実であります。 

 それから３つ目は、販売戦略で、今課長が申し上げましたけれども、産地の売渡価格、

産地から卸への受け渡し、卸から小売、小売から 終消費者への価格、どちらに基点を置

いているかというと、多分産地から卸への価格のところが基点となって、その下げがどの

ように消費者のところまで浸透したのかということだろうと思っておりますので、販売戦

略上の関係も影響したのではないかと思っております。 

 経済理論の一部では、不足払いの制度が価格にどのように影響するかというのは、様々

な論証がなされております。制度に不足払いを導入すると価格が下がるという議論もある

ようであります。逆にそこのところは切り離されているという議論もあります。これは制

度の仕組み方として今後検証していく必要があると思いますが、少なくとも私どもとして

は、今回の価格については、スタート時における需給の条件の影響が相当大きかったので

はないかと見ているところでございます。 

 それから、 後、戸別所得補償と需給調整との関係において、入口としての調整と作況

なり過剰作付の結果としての出口でのミスマッチをどのように考えるかということであり
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ます。作況とかミスマッチの度合いが、作況指数で昔あったように 110 を超えるような大

幅な過剰時はどうかという話はありますが、少なくともここ何年間かにおける作況の変化

というのは、マイナスに振れることはあれども、平均ベースでは 100 のところをそんなに

大きく変わっていないと思っています。 

 そういう意味で、需給調整の入口論のところに、今回は７万トン減少とさせていただい

ております。それは理論的には下振れをしているからという形で御説明しておりますが、

このような下振れというのは、過去もずっと下振れをしていたわけでありますから、全体

の状況を見ながら、この下振れというものを反映させるか、しないかも含めて、ここのと

ころで調整するということは、出口のところの作況のプラスとか、あるいは過剰作付の要

因との間では、ある意味相殺する部分も相当あるのではないかと思っております。 

 結論として言いますと、この制度の基本的な考え方と出来秋の出口対策というのは、現

時点においてなかなか両立しがたい政策ではないかと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 現段階で、やや価格も在庫の状況もはっきりしないところもございますので、この後モ

ニターしていただきながら現状も分析し、またこの部会でも報告していただければと思い

ますが、一応本省としての対策の方向としては今御説明があったとおりだと思います。と

りあえずこの件についてはよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、佐藤委員。 

○佐藤委員 ずっと転作を 40 年間やってきて、多分ここにいらっしゃる皆さんの中にも

転作を勧めてきた方がいっぱいいると思うんです。それが私のところではもう 40％以上、

半分近くが転作しなさいよということできたのですけれども、去年急に、転作しない方も、

した方も同じだというような戸別所得補償になったのですが、そういうときに役人の皆様

は、何とも思わなかったのですか。農家の方がどんな思いをして、40 年間転作をして協議

会をつくってそうやってやってきたかという苦労を、やはり現場を見ないとわからないと

いう点がいっぱいあると思うのです。 

 それで、今年ですか、転作しない方もペナルティーなしの戸別補償をやると言ったら、

急に転作協議会に入れてくださいという、役所の方々も一緒になって来たというお話。だ

けど、転作協議会なんかだと総会が終わってからのお話でして、また臨時総会を開いたり

してやったところがたくさんあるのです。でも、その現状を知らないで、今まで 40 年間
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ずっと転作をやってきた方の苦労とかそういうものは全く無視したこのやり方というのは、

私は自分で農業をやっている者としては非常に腹が立ちます。 

 できれば、ペナルティーがいいとか悪いとかではないのですけれども、例えば政策を変

えるときは、つくっている方もみんな納得できるような政策を、説明しながらやってほし

い。総会が終わった後で役人の方が来て、一緒に入れてくださいよというようなやり方で

はなくて、転作協議会とか営農組合をやっている人たちが納得できるようなやり方をでき

ないものでしょうか。 

 私は 40 年間自分でやってきて、そう大して大きい農家ではないのですが、40 何％減反

ですよ。半分近くが減反なんです。ところが減反したからといって、その田んぼ全部野菜

ができるかというと、そんなものでもないんですよ。だから、そういうところも現場をち

ゃんと見た政策。現場で動いている方が納得するような、２つのこういう政策ができまし

たけれども、こっちではこういう対応をしますよというようなものをつくってやってほし

いなと思います。特に、40 年間もみんな減反に協力しながらやってきた農業者としては、

そういう声を持っている人は私ばかりではないと思うのです。でも、そういう声が政府に

はなかなか届かない。そういうことも含めて現場をちゃんと見てほしい。そして、その政

策をつくるに当たっては、現場でもう少し納得できるような政策をつくってほしいという

ことがあります。 

 今年も女性たちが集まって話をしたのですけれども、生産する前ですが、もう支払いが

だめだから出稼ぎに行くという方がたくさんいます。そういうことが余り今までなかった

のですけれども、１俵 2000 円、3000 円と落ちたおかげで、今出稼ぎに出ている方がたく

さんいます。そういう状況を踏まえて、日本の主食ですから、そういうことを考えながら、

できればいい政策をつくってほしいということをお願いしたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 今の生産調整に関連して質問はございますでしょうか。 

 村松委員。 

○村松委員 この戸別所得補償制度について１点申し上げたいことがあります。今年の７

月に、農政ジャーナリストの会と私が所属している食生活ジャーナリストの会で、これか

らの日本の農業について考える勉強会を開きました。そのときに前の大臣が御出席くださ

いまして、この戸別所得補償制度について御説明くださいました。その席で大臣は、この

制度を理解していただき推進していくことがこれからの日本の農業を変えるのだという点
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を力説なさいました。変えるに当たっては、一方的に制度を押しつけるのでなく、顔と顔

を合わせて、直に農業従事者の方たちの御意見を伺う、吸い上げることが基本になくては

ならない、そういう積み重ねがこの制度をよりよい生きたものにしていくのだということ

をおっしゃっていまして、私もそのとおりだと思いました。 

 先ほど別所課長から、この周知方法について御説明がありまして、全国で１万 2000 回

開催したという御説明を受けましたが、どのようにして周知したか、何回開催したたかと

いうことを知りたいのではなくて、もちろんそれはベースにありますが、そういう説明会

を開いたことによって、農家の方たちからどんな反応があったのか、どんな要望があった

のか。今佐藤委員がおっしゃいましたが、そういうことを踏まえて制度の仕組みを見直し

ていくことが大切だと私は考えます。そういう意見や御要望を伺うことによって、この制

度がよりよい、生きたものになっていくのではないかと思いますので、お分かりになる範

囲で結構ですので、その説明会のときにどんな御意見が出たか、どんな要望が出たかとい

うこと、具体的なことを教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 同じく関連する質問はございますか。よろしいですか。 

 それでは、今の点について計画課長からお願いします。 

○村井計画課長 まず私からお答えいたします。 

 今、佐藤委員からお話がありましたように、この生産調整の取り組みは昭和 46 年から

の本格実施になっておりますので、これまで 40 年の経緯があることは我々も承知してお

ります。そういった中で、これらの取組を始めてから、ずっとある意味課題となっており

ますけれども、確かに需給調整、生産調整に参加していただける方と、参加していただけ

ない方の存在が、需給調整参加者と非参加者の間での不公平感ということでずっと問題に

なってきたということで承知しております。 

 特に自民党政権下の生産調整の取組というのは、どちらかというと需給調整に参加して

目標達成していただいた方に、いわゆる転作助成金という形でメリット措置を与えるとい

うことで実施してきたわけでございます。そういった中でもなかなか非参加者がなくなら

ない。例えば政府の買入れなどにしても、事実上の需給調整対策という形で実施してきて、

できるだけ価格を維持するということもやってきた中で、それが逆に非参加者、フリーラ

イダーの方にもメリットになってしまうというようなジレンマといいますか、そういった
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課題をここまで抱えながらやってきた経緯があるということは承知しております。 

 今、佐藤委員からお話がありましたように、我々としても、これまでの需給調整に参加

されてきた農家の方と参加されてこなかった農家の方で、心情的な部分でなかなか割り切

れない部分があることも頭では承知しておるつもりであります。ただ、これまでも需給調

整の目標達成、達成ということが言われてきた中で、今までのやり方では限界があるとい

うことも認識をしております。 

 今回、戸別所得補償制度に移行する中では、メリット措置で誘導していくことが基本に

なっているということで、メリット措置で誘導していくに当たって、これまで参加してこ

なかった方が、事実上入ってこられないようなやり方をとっては、いつまでたっても需給

調整の目標は達成し得ない。需給調整の目標達成ということに少しでも近づけていくとい

うことを考えると、そこのところはどうしても乗り越えなければいけない部分があるとい

うことで、こういった考え方をとっておるわけでございます。 

 この 40 年という非常に長い年月、非常に重い 40 年というふうに我々も考えております

が、今後の水田農業を考えるに当たっては、これまでのそれぞれ達成者、未達成者、ある

いは参加者、非参加者という言い方がいいかもしれませんが、そういったところに我々と

してもできるだけ配慮していかなければいけないと思っておりますが、そういった考え方

を切り替えていかなければいけない部分があるということで、ぜひ御理解をいただきたい

と思います。 

 あと別所課長からも補足があればと思いますが、確かに現場の方が納得できるような進

め方をしなければいけないというのは、おっしゃるとおりでございます。22 年のモデル事

業から、来年以降本格実施に移行していく中にあって、その制度の中身もそうですし、推

進の手法についても十分検証しながら、これから取り組んでいくことについては我々も肝

に銘じていきたいと考えております。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、別所課長からお願いします。 

○別所農業生産支援課長 お尋ねのあった件で、まず佐藤委員からありました件について

私からも若干補足させていただきます。今村井課長からも御説明申し上げましたとおり、

今回のモデル対策の一番の発想の転換は、メリット措置、つまり米についても現在、販売

価格については平均的なレベルで見ますと、コスト割れという状態になっております。そ

ういう意味で、新たに定額１万 5000 円、それから価格が下がった場合の変動支払いとあ
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わせて、農家の方の生産費を補償していくというモデル対策をスタートさせたわけでござ

います。それについては需給調整に参加されている方に限るということで、むしろそうい

ったメリット措置で需給調整の実効を確保していくという基本的な考え方のもとにスター

トさせていただきました。そういう意味で、現場の方々にはその制度の趣旨を、先ほど申

し上げました説明会やパンフレットやいろいろな形で周知に努めてきたということであり

ます。 

 それぞれの説明会の中で、どういった反応があったかということについては、私どもも

フォローアップのアンケート調査等やっておりますが、稲作農業者、あるいは推進する関

係団体などの方々から一番多かった意見は、今回モデル対策ということでスタートしてお

りますので、この対策がどれだけ続くかということについて、一番不安というか疑問があ

る。その制度の骨格を変えずに安定した制度として、きちっと継続してもらいたいという

御意見が非常に多かったということがございます。当然のことながら、その水準について

もきちんと確保してもらいたいという御意見が多かったということであります。 

 一部のいろいろな意見としては、さらに対象品目の拡大とか、様々な御意見がございま

したが、大宗としてはそのような不安感というか、モデル対策をせっかくスタートしたの

だけれども、１年でこういう制度をやめることなく、継続してやってほしいという意見が

一番強かった。 

 それから、先ほど申し上げましたとおり、これまで需給調整になかなか御理解いただけ

なかった農家の方々には、農政事務所の職員などが戸別に行って、情報提供という形で、

こういう制度になっています。今回メリット措置ということでモデル対策しますので、ど

うですか、加入されませんか、ということをかなり丁寧にやらせていただいております。

その結果について、イエス、ノーの部分のきちんとした統計のデータはございませんけれ

ども、もちろんそういった説明を是として、今回新たに加わった方も相当数おられますし、

一方で、引き続き自分としては需給調整に加わらず営農をしていくんだということで、今

年は状況を見守りたいという方々も相当多かったということは事実でございます。 

○中嶋部会長 それでは、局長からお願いします。 

○髙橋総合食料局長 佐藤委員のおっしゃられたことは私どもも非常によくわかるのです。

ただ、これはこういうことではないかと思います。結局、今まで需給調整に参加してこな

かったということは、今回の戸別所得補償制度の前のときというのは、需給調整を苦労し

て我々はやっているにもかかわらず、その人たちは自由につくって自由に売って所得を上
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げてきて、私どもはこれだけ苦労して米の生産は減らさなければいけない。ほかの作物に

ついて、助成金はそこであるかもしれないけど、苦労してやっている。だけどそれと比べ

ても、あの人たちは従来どおりやっていて、同じ米で売っているという不公平感があって、

それをずっと続けてきたにもかかわらず、今年になって制度が変わったからといって、い

きなり入ってくるというのは一体何なんだという、この気持ちだと思います。 

 先ほど来、両課長からお話がありましたように、制度が変わったこと自体は、従来この

需給調整に参加してきた人にとってみると、メリットが非常に大きくなったということは

多分事実だと思います。だけども思いとしては、これまで好き勝手やってきたのに、いき

なり今度は制度が変わったからといってこちらに入ってくるというところが、多分佐藤委

員の 大の言われたかったことなのだろうと思っています。 

 ただ、もう一回だけ考えていただきたいのは、過去は確かに需給調整、いろいろありま

す、農家によって全然違うのですが、通常言われていたのは、需給調整に参加しないほう

が、その需給調整の努力の成果を全部総取りするというわけではありませんが、苦労しな

いでその成果だけを得ていたということだったと思います。そういうふうによく言われて

いました。 

 だけど、今回はそうではないのです。需給調整に参加する、参加しないは選択なのです

けれども、今年のような場合には、参加しなかったリスクはきちんと取っていただくので

す。そこのところで、参加すればよかったとなると今年の結果になるでしょうし、そうで

なかったらそのリスクは参加しなかった人が全部取っていく。これはこれまでの政策とは

違うのだということです。そこの思いは十二分にわかるのですが、今までは需給調整に参

加した人としない人との間で、特に米のところでは、そんなに明確な差をつけ切れてこな

かった。こういうところに今おっしゃられたような地域における大きな不公平感があった

のだろうと思います。これを今回は解消するものであり、御理解願いたいと思っておりま

す。 

○佐藤委員 私が言うのは、参加していない方に農政事務所でも何でも説明しに行ったの

はいいのですけれども、例えば転作協議会にもその旨をちゃんと説明しておかないから、

こういうふうな背中合わせができるのだと思うのです。だから、そういう組織にもちゃん

と、こういうことでこういうことになっているのだから、協力できることはしてください

よという前もった説明を組織にもしてほしい。 

 個人的に参加していない人にばかりに言うのではなくて、その地域にある組織にもちゃ
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んと説明をしたら、もっと背中合わせが強くならないうちに参加できるかもわからないの

ですが、その説明が変わったときにはどちらにも公平に説明したら、もっと違う方向に行

くのではないかと思ったのです。片方にだけ説明したのでは、片方はもう、何で私ら一緒

にしないとだめなんだということしかわからないので、いざこざが起きてだめだと思うの

ですよ。もし変わったときであれば、両方にちゃんと説明できるような方法にしていかな

いとなかなかうまくいかないのかなと思います。 

 変わった政策で、どちらもメリットがあるのであれば、そういう方法をとってくだされ

ばもっといいのかなと思います。現に私のところでそういうのがありましたので、それで

私のところでは、その人は入れないということで決めてしまいましたけれども、そういう

ことであれば、今皆さんの言うことにはちょっと反しているかなと思うので、両方に説明

は大事かなと思いました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 本日は基本指針（案）の検討でありますが、戸別所得補償制度の来年度から本格実施に

向けて、大事な検討事項だったと思います。貴重な御意見をたくさんいただきました。 

 それでは、廣瀨委員。 

○廣瀨委員 会社の経営に携わっているものとしての観点から、かつまた、今日初めての

出席でございますので、理解不足で恥ずかしい質問になるかもしれません。この参考資料

２の 16 ページ、あるいは 14 ページを見て思うのですが、16 ページの速報ベースで、22

年産米の９月の価格の下がりというのは、企業経営の立場からするとかなり大きい価格の

変化であるという理解をします。対前年比 93％から 79％ということで、相当大きく価格

が下がっているというデータが出ているわけです。 

 それから、14 ページを見ますと、いろいろと需給関係がありますので、単純にこのグラ

フからだけでは読めませんけれども、例えば 19 年産米のときは、作況が 99 と見たらいい

のでしょうか。それから 20 年産米が 102 と、かなり作況はよろしかったわけであります

が、このときの値段は大きくは変わっていない、動いていないということも、このデータ

から見られるわけですね。 

 従いまして、私が申し上げたいのは、9 月は 22 年産米のスタートのときですから、これ

からさらに 11 カ月でどういうデータが出てくるのかわかりませんけれども、この変化の

大きな理由が、先ほど来お話がありましたような需給の関係なのか、あるいは戸別所得補

償制度の新たな導入によるものなのか、次年度以降本格化させるわけですから、そういう
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ことの影響というものは相当きっちりとこの年度のスタートの段階できちっと分析してい

ただいて、ぜひ今後に生かしていただきたいと思います。 

 それから、生産の側でいろいろ御苦労なされておつくりになったものが、消費というか

購入サイドとのパワーのバランスで何か差が出てきていることはないのか。これは日本国

内のマーケットだけでの需給関係で、別にグローバルの影響が出ているわけではありませ

んけれども、そういう力関係とか何かあるのかないのか、このあたりは客観的に見ていた

だいて。それとの関連において次年度以降の本格化、これは予算規模にも随分大きく影響

してくるものだと思います。 

 我々企業から見ますと、これだけ下がると、「何だ」ということで、相当やはり細かく見

る必要があります。しかも、これはまた今年１年だけの話ではなしに、これからはまたい

ろいろな要素で変化してくると思いますから、今回の分析だけですべてが解決するわけで

はないと思いますけれども、その辺はそうしていただいたらいかがかと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。貴重な御意見を賜りました。 

 関連してございますでしょうか。 

 それでは、奥村委員お願いします。 

○奥村委員 先ほど委員の皆さん、生産調整のあり方等についてもお話ししていらっしゃ

いますが、私も同感でありまして、生産調整をしている中で、生産者のための、米価を維

持するための生産調整しているのではないかみたいな批判も農外から聞くわけであります。

それは当たり前のことなので、値段が下がってもいいのなら、そんなことをする必要はな

いのです。価格はある程度、再生産可能な価格ぐらいを維持したいがために、自ら生産調

整を泣く泣くやっているわけであります。 

 ですから、今回、戸別所得補償制度を入れるに当たって、従来はそういう生産調整をや

りながら価格政策をやってきたんだと。そういう消費者に負担をかけるような政策から、

納税者負担に変えるんだという詭弁事みたいなことを政府は言っていらっしゃいますが、

そうではなくて、あくまでも農家が自立できる生産調整、自立農業のための生産調整であ

って、価格が下がれば補償するということでは、日本農業の自立というものを目指してい

ないのではないかと私は思っています。 

 我々米農家とすると、豊作のときは多少売り上げが上がります。不作のときは売り上げ

が下がります。それが普通だと思っていました。だけど、その中には大変な不作になった



 

 - 33 - 

ときは、価格がまた上がったりするものですから、何とかできたということもあります。

今の時代は、豊作であろうと不作であろうと毎年着実に価格が下がっていく。これを異常

と見ていないということが大変おかしいのではないかと思っています。 

 農業というのは鉱工業と違いまして、豊作であっても不作であっても生産コストは変わ

りません。もしかしたら不作のときほど手間がかかって、労賃等がかかって、コストが上

がるのが農業なんです。鉱工業は価格が下がると思えば、コストを下げることは事前にで

きますが、農業はそういうことは不可能なんです。そういうことをやっている農家が、取

れても取れないでも毎年着実に価格が下がる。下がるけれどもそれは安心して、一定の戸

別所得補償をするから大丈夫だという考え方のための生産調整をしていたわけでは私は絶

対ないと思っております。 

 近、まちの飲食店等へ行って腹が立つのは、日本の神聖な主食である米が、ラーメン

食べたら御飯食べ放題とか、とんかつ食べたらおかわり自由とか、こういう世界になって

いるということです。流通業の皆さんも、加工業の皆さんも、飲食業の皆さんも、もしか

したら今度の戸別所得補償の１万 5000 円は、生産者のメリットではなくて、そういう人

たちのメリットになっているかもしれません。現場でいろいろな矛盾があるということで

す。 

 私は生産調整をなぜしているかというと、稲作農業、水田農業、土地利用型農業の自立

を目指すということにならないと、場当たり的な所得を補填するということであれば何の

意味もないと思います。生産調整を基本としては適地適作、適材適所、この原則にまた戻

らないと、不適地で不適作物をつくって補填をしても何の意味もありません。適地適作と

いうのはいろいろな要素がありますが、それが生産調整の原則だと思っておりまして、そ

れにかわるようなことになれば、きちっとした技術ができる日本農業になると思うのです

が、いかがでしょうか。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 関連して何かございますか。 

 それでは、永井委員お願いします。 

○永井委員 今、奥村委員のお話の中で、生産者の自立ということをどういうふうに実現

していったらいいのかなと、私はいつも思っております。今回の戸別所得補償も、仲間の

中では大変プラス思考で取り組む者もおるのですが、私は農業を始めて 20 年やってまい

りまして、その中で一番大切に思うのは、お客様に届ける視点、農家であってきちんとお
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客様をどう自分の中で確保するのか、そういうことを一生懸命考えてやってきたつもりで

す。 

 そういった中で、今回の戸別所得補償ということは、今の農業の中で岩盤の部分で足り

ない部分を補填していただくというのは大変ありがたいところではありますが、本当にこ

れから産業として農業が魅力あるものとして続いていくためには、本当にこのような形で

戸別所得補償というものがいいのだろうか。すごくそういった点も私の中では思っている

部分があります。 

 経営として何とかやっていかれる。維持できる。そういう農業だけではなくて、自分か

ら農業したいな。お客様を見つけて、そういう皆さんに米をつくっていくのだ、そういう

ものを届けるのだということが、僕はもっともっと必要だろう。今のまま戸別所得という

形で、国に補填していただいて農業していくというのも１つのあり方かもしれませんが、

農家自身の創意工夫ができる、そういうものが反映されるところも、今回の制度の中では

組み込んでいっていただきたい。そういったことが次に日本で農業をする人たちをつくる

ところで、僕はとっても大事なことになるのではないかと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、森委員お願いいたします。 

○森委員 皆さんがおっしゃっている戸別所得補償制度のところから一度離れさせていた

だきたいのですが、先ほど産地から卸への価格が基点となって、消費者のところまで影響

しているという御説明がありました。立場的に消費者側からは多分私だけになると思うの

で、今空気として感じていることを一度述べさせていただきたいと思います。 

 例えば作況指数がよくないというのが発表されたり、一等米比率が何十％であるという

情報が取り上げられて報道されたりしたときに、その意味がわからないで、まるで米の食

味も悪いように受け取る消費者が多いようです。農家の方に大変失礼な誤解だと思うので

すけれども、作柄がよくないときには、安いのが当然だろうと思うような空気がどこかに

ちょっと出てくるのではないか。例えば一等米は、どういう基準をクリアしたものなのか、

食味に関わりがあるのか、あるいは、二等米も食味に遜色のないものも多いという情報を

得る機会が、案外ないように私は思っています。 

 先ほど奥村委員がおっしゃったように、農家が再生産可能な価格で買ってもらう、それ

が農業を存続する方法であるということを、農業者ではない方たちにわかってもらうため

の方法として、今日新しくいただきました参考資料２にたくさん、消費拡大の試みについ
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てわかりやすく説明してくださったのがありますが、このような切り口をもっともっと多

方面からやっていくことが大事なことだと思います。 

 人口も減っているし、食事する回数も減っていることによって、消費が落ちている現状

は踏まえなければなりませんが、私のように昭和 30 年～40 年代に学校給食でコッペパン

を食べて育った人たちよりは、現在給食で週に 3 回の米飯を食べている児童や、今の若い

人のほうが米に対する興味があったり、お米を食べるのが好きだったりするかもしれませ

ん。朝食欠食の増加や少子高齢化により消費は減少していますが、農家の方たちの戸別所

得補償と同時に、米の消費拡大へ向けての試みも、さらに進めていただきたいと思います。

年代別による米に対する嗜好の変化等、もう少し多方面から現状を分析した上で進めてい

ただきたいと思っています。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、田沼委員。 

○田沼委員 ２つの立場でお話しさせていただきたいのですが、今年５月までレストラン、

外食団体の会長をしておりました日本フードサービス協会といいますが、そこの仕事をし

ている立場。それからもう１つ、私どもで会社を経営しておりまして、年間で約１万トン

の米を使っております。今どんどん私ども地産地消ということを進めておりまして、業界

の団体でも、そこの場で採れたものを新鮮な状態、そして、おいしくつくってお客様に食

べていただく。大変大きくアピールいたします。私どもは全店舗で業界の団体としても 70

万店舗ぐらいあるのですが、ちなみに食料の中でも重要な米という政策は、私どもにも非

常に大きな影響があります。そして食料自給率に少しでも役に立ちたいと思っております

ので、たくさん国産のものを使いたいという運動もしております。 

 そこで卑近な例ですが、私どもの会社では「稲刈りツアー」というのを年１回やってお

りまして、今年で３回目になります。たまたま今年はＪＡの岩手さんに行きまして、うち

のグループの社員のマネジメントのクラスとか、店長も何人か連れて行きまして、約 30

名で行きました。稲刈りで、生産者の方々にしっかり指導していただきながら、一緒に汗

を流して米づくりの情熱に触れるということで、行った後の米に対する理解というのが非

常に増えるのです。非常に喜んで、たくさんとれたところのおいしい米を使いたいという

ことをやっている者も多うございます。 

 それから、地産地消ではそういうプログラムをメニューに入れますと、これは米だけで
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はなくて食材、野菜も含めて、本当に採れたてのおいしいものを使うということで今いろ

いろなことをやっているわけです。残念ながら、業界全体の外食の扱い高というか売り上

げは、1994 年をピークにずっとこの 15 年間、下がり続けておりまして、やっと足踏みに

なってとまったところですが、リーマン・ショックの後の１年は、一般の消費者の方々と

同じように私どもも影響を受けました。 

 振り返ってみますと、そういう中でもお客様の需要をしっかり酌んで政策をとっておる

ところは伸びております。では、どういうところが伸びているかというと、１つは価格な

んです。私自身も米は大好きですし、食べます。毎食食べますけれども、価格ということ

から言うと、これは仕組みの問題があってしょうがないのですが、結果的には生産調整と

かバランスがあって価格は維持されておりますが、私どもも実は自社精米というのをやっ

ておりまして、外食では珍しい会社なのですが、少しでもいいものを安く買って、それを

値段に還元したときには、やはり販売の売り上げが増えるのです。 

 ですから、末端の立場、利用者から言うと、いいもので安くというのは、あらゆる仕事、

業界にも、または生産者側にも通ずるものだと思うのです。一番いいのは、皆さんのお話

にあったように、自立をしていいものを安くできれば、極端な話 800 万トンでどうやって

生産調整するかという議論ではなくて。ちょっと前の話になりますが、たしか 1965 年だ

ったと思いますが、1350 万トンつくっていた時期があるわけです。50 年前と比べるわけ

にはいきませんが、本来であれば生産を、そのことがみんなパッピーになるのであれば、

1000 万トンにするためにどういうふうにしたらいいかということを考えて、そのために価

格も少し下げて、そして生産者の方が十分それで潤って、国の補助を得るという方向を考

えることも１つ必要ではないかと思うのです。 

 この議論の中にそういう話は今日はないと思いますけれども、本来、一番いい方法はど

ういうことなのかということも議論の中に入れてディスカッションしていただけると、大

変ありがたいと思いました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、尾畑委員。 

○尾畑委員 私の立場は地方の伝統産業という立場になるのでしょうか。どこでも地方は

高齢化、というか日本全国高齢化が進んでいます。今日は過剰生産のお話になっていまし

たが、５年後、10 年後、農家の数は一体どうなるのであろうかということを時々考えまし
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て、そういった試算をされているのかなということを感じます。 

 また、若い後継者が減っている産業でもあるかと思います。もちろん、その中では意欲

のある若い方が出ていらっしゃることもよく承知していますが、もっと若い力が参入して

いけるような魅力あるビジネス環境、農政環境を目指していただきたい。その実現のため

に現行の戸別補償からどのようにシステムを移行していくのか、それがスムーズにつなが

っていくような形が望ましいのではないかと思います。 

 そして、田名部政務官より冒頭、自給率 50％を目指してというコメントがありました。

この自給率というのが一般的には大変わかりにくくて、ぜひ一度、本当のところ日本人が

必要な正しい自給率はどういったものなのかということを御提示いただければ、ありがた

いなと思っています。 

 また、自給率の関係で言いましたら、参考資料２の 23 ページに、商業用のコメの輸出

数量というのがあるわけですが、極めて少ない数字であります。日本の安心で高品質な米

の輸出量がもっと増えていくことは、すなわち日本国内の食料不足リスクを回避すること

につながっていくと思いますので、そのような輸出増加施策にもつながっていくような道

を考えて、そして強い日本の農業が育っていくとありがたいと思います。 

 全く話が変わってしまうのですが、政府の備蓄米は少なくない量だと思いますが、今ま

での回転方式から棚上方式に変わります。この移行の考えをわかりやすく教えていただき

たい。もう一つ、一定期間棚上げするのが５年間程度ということですが、５年間というの

はかなり長い年月に思えるのですが、この辺の根拠も教えていただければと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 木村委員。これで一通り全員の委員から御発言いただきます。 

○木村委員 皆様いろいろなお話をされて、なるほどなと思うお話もあり、そうかなとい

うお話もありました。私どもは卸売業の団体で、先ほどから言うと、生産者団体から幾ら

で買っているんだお前たちはというような顔をややされそうなところにどうもいるらしい

ということで、別にそういう意味での自己弁護をするわけではありませんが、私どもはお

客様が、これはいいな、この値段で買いたいと納得していただかないと物が動かないとい

うのがあるのと、それから、売らない卸は全く生産者から見ても魅力がないということが

ありますから、販売のところに一番力を入れていかざるを得ないわけです。 

 今の時点ということよりもこれから先を考えていくと、高齢化もあるし、人口の減少も

あるし、それによってトータルの消費ボリュームの減少は国内では当然考えておかなけれ
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ばいけないと思います。スーパーマーケットの団体の方ともこの間お話ししたけれども、

10 年先にスーパーマーケットというのはどうなっているのだろうというのが今の大事な

研究課題であると。果たしてお客さんは高齢化しているのに来てくれるのか。５kg とか２

kg という品物を持って帰ってくれるのか。いろいろお話が出ておりました。 

 そういう意味で言うと、国内だけで今の全体の生産量をおつくりになっている方が、全

員がその時点でつくっているということは、もう多分ないということは考えておかないと

いけないと思います。ですから、国外にマーケットを求めるということは、これから先の

１つの方法だろうと思っています。 

 それは別なんですが、この５年、10 年の間に価格がこれだけ下がってきたということで、

生産者の方たちも、流通もそうですが、米はこんなに何で値段が下がってしまうんだ。も

う一時に比べれば４分の３になってきたということですから、それはつくる側の人たちも

大変な努力だと思います。これは下がってきたから大変なんであって、たしか当時のガッ

ト・ウルグァイ・ラウンドを日本が受け入れるときには、農業に対して６兆円とか７兆円

というのは忘れましたが、かなりのお金が国から出ている。 

 その競争力をつけるということでやってこられて、コストも下げようということでやっ

てこられて、それが結果としてどれくらい効果に結びついたのかということを考えてみる

と、 近の議論から言うと、自給率という言葉は非常に大事だと思いますが、どういう努

力をして、ただ値段を下げるということではなしに、お客様が欲しいものをどうつくるか。

売れるものをつくるということになると、去年のデータを集計して、やはりみんなコシヒ

カリだということになるのだろうと思うのですが、みんなが同じものをつくった弊害とい

うのが、実は値段が下がる原因の１つとしてもあると思っています。 

 そこら辺はもう少し、生活をしている人たちを基点にして目を向けたときに、どういう

販売戦略というか、生産戦略というか、会社で言えば経営戦略をどう立てるかというとこ

ろが大事であって、そこを過剰という問題、生産調整を守らない人はまだまだいるとか、

お天気で増えたらどうするのだということは、確かに過剰の問題でそういうことが起きる

ということそのものが、お天気の問題は別にしても、自分たちのものをどのようにお客さ

んに買ってもらうかということから考えたら、これはたくさんつくったほうがいい、これ

はたくさんつくらないほうがいい、そういう戦略もつくる側として持っていくことが大事

だと思います。 

 政策もそうですし、どちらかというと団体もそうなのかもしれませんが、やや政治っぽ
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い感じがして政策としては、施行する側としては、やや上から目線かなという感じがしな

くもない。ですから、本当は地域が中心になって考えるということなのでしょうが、それ

を一律にやっていくところの実際に矛盾点が出てきていると思います。 

 今回の所得補償方式というのは、それがいい悪いということよりも、選択の幅ができた

という意味で、農業をこれからやっていく方にとっては、活力という問題で言うとプラス

の要素は多いと思います。ただ、中身の問題とか、これからどれくらい財政が追いついて

いけるのかとか、そういう問題はいろいろあると思いますが、方向としては活力というこ

とを考えていくのは非常に大事なので、そういう点から言うと、今までのペナルティー方

式と比べるとはるかによいと感じております。 

 それは流通にしてみると、農家の方が直接販売するとか、卸としては競争が激しくなる

ということになるかもしれませんが、結局、卸も価格で競争したら、だれかが行き詰って

きて数がどんどん減っていくなり、行き詰まりで世間に御迷惑をかけることになるわけで

すから、自分たちがどういうものをつくっていただいて、どういう方たちに買っていただ

くのかということを真剣に考えていく時代に、卸そのものもなってきたと感じているとこ

ろです。 

 それから、輸出の問題というのは、いろいろ国際的な問題があるのかもしれませんが、

今為替の問題も非常に状況は変わってきている。以前に比べると円高が非常に強くなって

きているというのもある。それから今回の所得補償ということの中で、海外向けは一応生

産調整の枠外ということがあるので、同じ努力で物をつくろうという中で、それは海外に

できるだけマーケットを開いていこうとすれば、一時に比べると格差も狭まってきている

わけですから、これから先、そういうことに向けては特にコストの競争力は非常に大きい

要素かもしれませんが、チャンスは広がってきているのではないかと思っております。生

産者の方も、卸もそうですし、従来の考え方だけで守るというときに、何を守るのか、何

を展開していくのかということを考えていく必要があるのではないかと思いながら、この

新しい施策の中を考えているところです。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、たくさんの質問になりましたけれども、よろしくお願いします。 

○村井計画課長 たくさんの御質問をいただきましたので、足りない部分についてはまた

関係課長から補足があろうかと思いますが、私からお答えできるところについて簡潔にお

答えしたいと思います。 



 

 - 40 - 

 廣瀨委員初め何名かの委員の方から、価格のお話がございました。確かに今日お出しし

ているのは 18 年産以降の相対価格のデータだけですが、米の価格の推移を見ております

と、昔の食糧管理法から今の食糧法に変わったのは平成７年で、食糧法の中でも、計画流

通制度というのが昔あったのですが、その計画流通制度もやめて、今の姿になったのは 16

年からということになっております。その過程で基本的に米価は、ずっと下落基調で推移

しております。不作の 15 年とかかなりはね上がったときもありますが、基本的には下落

基調できておるということでございます。特に、今年の下落幅について御指摘がありまし

た。こういった点については、今までお答えした以上の材料を持ち合わせておりませんの

で、今日いただいた御指摘を踏まえて、今後の課題として受け取っていきたいと思ってお

ります。 

 価格が下落基調で推移してきている中で、我々は統計で生産費のデータ等取っておりま

すが、家族労働費も含めた生産コストを割り込むような状況になっていることを踏まえて、

今般、戸別所得補償制度を導入するということであります。この戸別所得補償制度は、基

本的に生産費と販売価格を基点に、コスト割れしている部分を補償していくということで

あります。例えば今回、22 年モデル事業でとった仕組みが、全国一律の単価で補填させて

いただくという仕組みでございます。いわゆるコスト削減に努力していただければ、より

メリットが大きくなるような仕組みになっておりまして、我々、基本的に戸別所得補償制

度で、まずはやる気のある農家の方の経営を支えていくことを出発点にしております。 

 ただ、その仕組みとしても、行く行くは水田農業の足腰を強くしていく方向に仕組みと

してそういった要素が内包されていると考えております。そういった仕組みで足りるのか

どうかという御議論はあろうかと思いますが、そういった御意見を踏まえながら、さらに

本格実施に向けて具体的な仕組みをどういうふうにしていくのかということかと思います。 

 奥村委員からございました需給調整なり生産調整の考え方、あるいは生産調整を実施す

るに当たり適地適作というお話等ございましたが、それは委員御指摘のとおりだと考えて

おります。今回のモデル事業の中でも、いわゆる需給調整に参加していただく方の米の直

接支払いといいますか、そういった部分のメリットの誘導と、それとのリンクは外した形

にはなっておりますが、水田で主食米以外の作物で麦なり大豆なり、あるいは飼料用米、

米粉用米、こういったところに誘導していくという水田利活用事業がございますが、これ

がセットになっているということでございまして、我々としては米の需給バランス、需給

調整をきちっとやりながら、水田の有効活用に誘導していくことを考えているということ
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で、御指摘のあった点はごもっともと考えておりますが、そういったことを念頭に置きな

がら戸別所得補償の制度設計をしていく。基本的な考え方は、そのように我々も認識して

おります。 

 それから、尾畑委員からございました回転備蓄から棚上備蓄への考え方でございます。

回転備蓄については、基本的な主食用市場で政府が米を買って、さらにその米を売る。今

の考え方は、基本的に政府が売った数量の範囲内で政府が買うという形で運営しておりま

すが、例えば今指針の中でも 30 万トンという形で置いておりますが、実際の米の卸業界

は 大手でも 50 万トン弱の取り扱いになっておりまして、１人のプレイヤーが 30 万トン

前後の米を扱うというのは、かなりインパクトがある結果になると考えております。そう

いった意味で、主食用市場へのインパクトということで、より大きくなってしまうという

点がございます。 

 それから、これまで回転備蓄という考え方で運用してきた中で、ややもすれば事実上の

需給調整対策として活用されてきた側面があることは否定できないと考えておりまして、

そういった点が米の販売業者と関係業者の方から見れば、いつ政府が買うのか、どの程度

の数量を買うのか、非常に不透明だという御指摘も今までいただいております。そういっ

た中で我々としては米の備蓄制度を、不作等によって主食用の米が不足した事態に備える

という本来の目的に特化して、主食用米市場への影響というものを極力遮断する。関係者

にとって予見の可能性が高い、あるいは透明性が高い運営に変えていくということから、

今回、回転備蓄から棚上備蓄への見直しを要求させていただいているということでござい

ます。 

 なお、５年間というのは長いのではないかというお話がございましたが、現在でも、玄

米で言えば 15 度以下になるような形で保管しておる中で、食品衛生法上の観点、安全性

の観点から言うと、５年持った米が安全面で見て問題だということにはならないと考えて

おります。確かに５年ぐらいすると油分が酸化したりということで、どうしても古米臭の

問題が出てくるのではないかということを考慮して、今回概算要求の中では、５年間程度

保有するという形で、まずは要求させていただいているということで御理解いただきたい

と思います。 

○中嶋部会長 それでは、食糧貿易課長からお願いします。 

○塩川食糧貿易課長 食糧貿易課長の塩川でございます。 

 尾畑委員と木村委員から、米の輸出についての御指摘がございました。御指摘いただき
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ましたように米の輸出については、農業経営者の経営面でのメリットだけではなくて、食

料自給率の観点からも非常に重要だと思っております。近年、世界的に日本食ブームがあ

り、また安全・安心志向が高まっており、日本産米に対する需要もかなり増えてきている

のは事実でございます。資料２の 23 ページにありますように、近年輸出量は 1,300 トン

ぐらいで推移しておりますが、今年は１～９月で既にそのぐらいにきています。このまま

いくと、もう少し増えるのではないかと期待しております。ただ、ほかの国の米に比べて

価格的にはかなりハンディを背負っているし、先ほど御指摘がありましたように、円高と

いうことでかなりきびしいところもあると思っています。国としても、例えば広報資材の

配布や輸出される方に対して、輸出先国の制度情報、市場動向などを提供しながら、後押

しをしていきたいと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、消費流通課長からお願いします。 

○中村消費流通課長 消費流通課長の中村でございます。 

 森委員から、消費者の目線で、空気というお話をいただきまして、ありがとうございま

した。おっしゃるとおり主食である米について国民の関心は非常に高いのですが、十分な

知識を持っているかというと、必ずしもそうではないというのが現状だと思います。御案

内のように一等米比率が非常に低いということは、これは食味を調べているわけではござ

いませんが、そういうことで全体的に安いのは当然だという空気になっていることもある

のかなという感じはいたします。ただ、その辺については私ども丁寧な説明を心がけてお

りまして、新聞、あるいはこの間のテレビ等でも特集を組んでいただきまして、実際は関

係ないのだということ、あるいは扱いには注意するんだということを報道していただきま

して、その辺をこれからも丁寧に説明していくのかなと考えております。 

 それから、給食あるいは米の消費拡大ですが、参考資料２の 10 ページから 13 ページに

かけて資料がございます。学校給食については、12 ページにございますが、既に実施率は

ほぼ 100％でございます。あと週５日をどのくらい上げるかということで、今現在 3.1 回

なのですが、これをさらに引き上げようということで、文部科学省とも協力してやってい

るということでございます。 

 それから、米の消費拡大で、10 ページにございますが、３食のうち、朝食が失われた市

場と言われておりますので、この辺にターゲットを絞っておりまして、「めざましごはんで

ジンセイ変わるよ!」というようなポスターがありますが、なかなか好評であります。ポス
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ターだけでなくて、企業とも連携しまして、上の囲みでは約 4000 社と書いてありますが、

今現在増えておりまして、約 4300 社と提携しております。スーパー等でもパッケージ、

あるいはホップ等でロゴが見られるかと思います。また企業も、ビジネスとして数字に出

てきているということで、成功していっているということもございまして、手ごたえを感

じてきているということでございます。こういう取り組みをこれからも地道に続けていき

たいと考えております。 

○中嶋部会長 それでは、経営政策課長からお願いします。 

○金丸経営政策課長 経営局の経営政策課長でございます。 

 尾畑委員から、高齢化が進んでいる。それから、５年間で農家の数がどうなるかという

御質問だったと思います。確かに農家の就業者の平均年齢が 65.8 歳ということでございま

して、これから昭和１桁世代が離農していくことになるということで、農家の数は大幅に

減少していくということでございます。今年の３月に、「農業構造の展望」というのを公表

しましたが、それによりますと販売農家は 21 年に 170 万戸、32 年に 121 万戸ということ

でございまして、減少いたします。それから主業農家、主たる所得を農業によっているも

のが、35 万戸から 24 万戸に減少するということでございます。これは趨勢でいくともっ

と下がりますが、戸別所得補償制度の実施によって離農率を低下させる、あるいは新規就

農を増加させるという施策によりまして、少しこれを維持するような方向に持っていった

上でこの数字でございます。 

 他方、このような離農した方々の農地をこれから農業を担う方に集積していくことを進

めていきますと、21 年は主業農家の平均耕地面積が 5.1ha でございますが、これを 32 年

に 7.7ha に持っていくということで、1.5 倍にしようということでございます。こういう

ことで農業の体質強化をこれから進めていくということにしております。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、計画課長から再びお願いします。 

○村井計画課長 補足でございます。今、経営政策課長から説明のあった点については、

お手元に参考資料ということで別冊を置いておりますが、その 13 番のところに、この３

月に策定しました食料・農業・農村基本計画を入れております。その中で、ページは振っ

ておりませんが、基本計画の本体の後に、「農業構造の展望」ということで資料を配布して

おりますので、御参考にしていただければと思います。 

 それから、自給率についてのお尋ねもございました。自給率については、これまでも様々
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な議論があることは我々も承知しております。この３月に策定した食料・農業・農村基本

計画の中で、50％の自給率目標が定められておるわけですが、この基本計画を策定するに

当たって、当審議会の企画部会でも様々な議論があったと認識しております。今日十分な

資料を用意できておりませんので、３月の基本計画の策定に当たってどういった議論があ

ったのかということを、また次回以降御紹介させていただきたいと思いますので、今日の

ところは十分な説明ができないということで御容赦いただければと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 おおよそ御質問、御意見をいただいた点については本省から御返答いただいたと思いま

すが、よろしゅうございますでしょうか。 

 本日は、基本指針だけにとどまらず、戸別所得補償制度についてたくさん御意見をいた

だきました。モデル事業導入による様々な結果が出てまいりましたので、こちらも参考に

しながら、来年の枠組みに反映させて考えていかなければいけないと思います。本日御意

見のあった点につきましては、さらに今後検討していただくものとしまして、本部会とし

ては、本日、農林水産大臣から諮問のあった「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指

針（案）」の内容を適当と認めてよいと考えますが、その旨決議してよろしゅうございます

でしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○中嶋部会長 ありがとうございます。全員異議なしと認めます。それでは、食料・農業・

農村政策審議会令第８条第２項の規定により、議事の決定に必要とされている出席委員の

過半数を超えておりますので、本件につきまして、適当と認める旨議決いたします。 

 なお、本食糧部会の議決につきましては、審議会の議決とすることとされておりまして、

後ほど食料・農業・農村政策審議会として、農林水産大臣に適当と認める旨の答申をいた

したいと思います。 

 その答申案を、ただいま事務局から配布してもらっていますので、お目通しをいただき、

御確認いただけますでしょうか。 

 これでよろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは、答申とさせていただきます。 

 あと議事には、その他というのがございますが、これは事務局から何かございますか。

よろしいですか。 
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 それでは、本日は、長い時間にわたり御議論いただき、ありがとうございました。 

 本日予定の議事につきましては、すべて終了いたしました。 後になりますが、本日の

議事につきましては、議事録として整理し公開することとなります。その整理につきまし

ては、私に御一任願いたいと存じますが、よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、進行を事務局にお返しいたします。本日は、活発な御議論をありがとうござ

いました。 

○前島需給調整対策室長 中嶋部会長、どうもありがとうございました。また、委員の皆

様、お忙しいところを熱心に御議論いただき、誠にありがとうございました。 

 次回の食糧部会につきましては、年内の開催の予定はございません。年が明けてからの

開催となりますが、時期が近づきましたら、また改めて御案内させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、本日の食糧部会を終了いたします。 

 長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

 

閉      会 
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