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午前 10時０分開会 

 

○村井計画課長 おはようございます。予定の時間がまいりましたので、ただいまから食

料・農業・農村政策審議会食糧部会を開会させていただきたいと思います。委員の皆様に

おかれましては、足元の悪い中、お忙しいところお集まりをいただきまして、誠にありが

とうございます。 

 

委員出欠状況報告 

 

○村井計画課長 本日の委員の皆様の出席状況でございますが、岩崎委員、米濵委員にお

かれましては、所用により御欠席との連絡を事前にいただいております。また、藤井委員、

深川委員におかれましては、若干遅れてお見えになるという連絡をいただいております。 

 結果、全体の３分の１以上の委員の御出席を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。 

 それでは、この後の議事進行につきましては、林部会長にお願いいたしたいと思います。

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

に応じて、マイクの緑色のボタンを押してから御発言いただくようお願い申し上げます。 

 また、御発言後は再度緑のボタンを押してマイクを切っていただくようにお願い申し上

げたいと思います。 

 それでは、部会長、よろしくお願いいたします。 

 

部会長挨拶 

 

○林部会長 おはようございます。部会長の林です。 

 本日も、皆様の御協力のもとに円滑に議事を進めてまいりたいと思います。本日は２つ

ございます。１つは、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

いただくとともに、米の備蓄運営に関する現状と課題についても意見交換を行うという予
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定になっています。また、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、公開となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、本部会における皆様の御意見につきましては、議事録として取りまとめた上で公

開させていただきますので、これにつきましてもどうぞよろしくお願いいたします。 

 

農林水産大臣政務官挨拶 

 

○林部会長 最初に、開会に際しまして、佐々木農林水産大臣政務官より御挨拶をいただ

きます。 

○佐々木農林水産大臣政務官 皆さん、おはようございます。林委員長を初め委員の皆さ

ん方には大変お忙しい中、しかも足元の悪い中こうしてお集まりをいただき、御論議をい

ただきますことに心から厚くお礼を申し上げる次第であります。 

 食料・農業・農村政策審議会の皆さん方には、活発な御論議をいただいて、３月 30日に

新しい食料・農業・農村基本計画を策定していただきました。その中でも、種々御論議を

いただきましたが、現状として、我が国の農業・農村、今、農業所得で平成２年の 6.1 兆

円から平成 19年で 3.3兆円と半減してございます。さらにまた、主業農家が平成２年の 82

万戸から平成 21 年で 34.5 万戸と、これまた半分以下という状況になってございますし、

耕作放棄地が平成 2年の 21.7万 haから平成 17年で 38.6万 haということで、これも大幅

に増えているという状況がございます。こうした状況を何としても打開して食と地域とい

うものを再生していかなければならない。それが私ども政権に与えられた大きな使命だと

考えているところでございます。 

 そんなことから、この新しい基本計画の中でも、食料自給率を平成 32年までに 50％に引

き上げるという目標を掲げさせていただきました。同時に、農水省は業と村と食という３

つのテーマを抱えているわけでありますが、業に関して言えば、戸別所得補償制度という

ものを中心にしながら再生していかなければならない。そして、食に関して言えば、安心・

安全のさらなる消費者のニーズに応えていくというシステムをつくっていかなければなら

ない。村についていえば、６次産業化などを含めて、活力ある農山漁村をつくっていくと

いうことを大きな３本柱にして、新しい基本計画をつくっていただいたところでございま

す。 

 このうちの戸別所得補償制度については、本年４月から、米を対象としたモデル事業を
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スタートさせていただいてございまして、６月末時点の速報値で参加される農家が、想定

しておりました 120 万件を大きく超えさせていただきまして、131 万 9000 件の皆さん方に

加入をいただきました。さらに本格実施に向けて、今、省内で検討させていただいている

ところでございます。 

 今ほど部会長からもお話がございましたが、今回の食糧部会では、米穀の需給及び価格

の安定に関する基本指針と、米の備蓄運営の見直しについて御論議をいただきたいと考え

ているところでございます。 

 １つ目の米の需給等の基本指針については、この秋に平成 23年産米の生産数量目標を設

定する上で基礎となる米の需給実績及び需給の見通しについて諮問させていただき、本日、

御答申をお願い申し上げたいと考えているところでございます。 

 もう一つの米の備蓄運営の見直しについてでありますが、これまでは回転備蓄という形

で政府買入れや販売を行ってきたわけでありますけれども、過剰作付により、需給が緩和

して、市場での販売残が生ずれば、政府に買入れを求めるという圧力が生じること、さら

にその都度緊急対策として政府買入れなどを行うことにより、多額な財政負担を招いてき

たこと、さらには、農家に、売れ残れば国が何とかするから生産調整に参加しなくてもよ

いというような誤った認識が生じたことなどの課題が指摘されてきたところでございます。 

 このような中、鳩山前総理大臣や赤松前農水大臣が国会の場で棚上備蓄の方向で検討す

るということを答弁させていただいている。さらにまた、その際には食糧部会の御意見も

お聞きしたいと申し上げてきたところでございます。 

 以上のことから、本日、２つの課題について、皆さん方の御意見をいただきたいと考え

ているところでございます。２つとも、農政の柱である戸別所得補償制度を推進する上で、

極めて重要な課題でございます。ぜひ、食糧部会の皆さん方の様々な立場から、忌憚のな

い御意見をいただきますように心からお願い申し上げて、私の御挨拶とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○林部会長 ありがとうございました。国会が始まっておられますので、これで政務官は

国会のほうに戻られます。どうもありがとうございました。 

○佐々木農林水産大臣政務官 すみません、中座をさせていただきますが、よろしくお願

いいたします。ありがとうございます。 
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議事の進め方について 

 

○林部会長 それでは、本日の議事の進め方について確認させていただきたいと思います。

政務官からもお話ありましたように、２つの議題。１つは、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、事務局から資料の説明をしていただき、委員の皆様から

御意見、御質問をいただいた上で、本指針（案）が適当であるかどうか決議していただき

たいと思います。これが１番目です。 

 その後、米の備蓄運営に関する現状と課題につきましては、同様に事務局から説明をい

ただき、委員の皆様から御意見をいただきたい。今日は意見交換をしていただきたいとい

うことでございます。 

 全体としましては、ちょうど区切りのいいところでお昼の休憩を入れさせていただきた

いと思います。お昼をとっていただいた後、１時半ぐらいから再開したいと思いますが、

全体として午後３時には終了したいと考えております。このような進め方でよろしいでし

ょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○林部会長 ありがとうございます。それでは、これからそのように進めてまいりたいと

思いますが、事務局並びに委員の皆様におかれましては、限られた時間内で効率よく議事

を進められるよう、御協力をいただきたいと思います。 

 

議題 

（１）米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定について 

 

○林部会長 早速ですが、議事次第の（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ござい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。事務局から、諮問文書の読み上げを最初に行っていただい

て、引き続き資料の説明をいただきます。それではお願いいたします。 

○村井計画課長 計画課長の村井でございます。改めましてよろしくお願い申し上げます。 

 まず、農林水産大臣から審議会に対して諮問がなされております。早速、資料１の諮問

（写）を読み上げさせていただきたいと思います。 
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２２総食第４０５号 

平成２２年７月３０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策定について、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の「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、御説明させていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 まず、１ページからでございます。 

１ページの「第１ 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針」でございますが、基

本的に、昨年 11月に御審議いただきました基本指針の中身と変わってございません。現時

点では、回転備蓄、それから６月末時点での在庫量を、100万 t程度の水準を目安に保有す

るという考え方でございます。この第１の中身については、これまでと変わっていないと

いうことで、御理解いただきたいと思います。 

 続きまして、同じく１ページの「第２ 米穀の需給の見通しに関する事項」でございま

す。まず、「１ 平成 21/22 年の需要実績」でございます。平成 21 年７月から当年６月ま

での１年間の需要実績でございますが、算出方法についても、これまでと変わってござい

ません。 

 民間流通米の需要実績につきましては、在庫の変動の状況、それから平成 21年産米の生

産量をもとに需要実績を算出する、それから、政府備蓄米の需要実績については、平成 21

年７月から平成 22年６月までの主食用の販売数量を需要実績とするということで、この民

間流通米の需要実績と政府備蓄米の需要実績をもとに算出するということで、これまでと
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同様の考え方に基づいて算出をしておるわけです。 

 その結果が、２ページの「（３）全国の需要実績」のところになります。結果としては、

810万 tという数字になっております。この７月の時点では、例年同じでございますが、現

時点では速報値ということで、さらに数字の精査はこれから行っていかなければいけない

段階でございますが、速報値ベースで 810万 t という数字になっております。 

 細かい内訳は、下の図１のところに示しておりますが、政府備蓄米の主食用販売が 3.1

万 t。それから、民間流通米の主食用等の供給量ですが、その箱の中にも算出方法が書いて

おりますけれども、結果として 812.4 万 t ということになっております。このうち民間在

庫の増加は、昨年の６月末の時点で 212 万 t という在庫になっておったわけでございます

が、これに対しまして 5.9万 t（６万 t）の増加となっております。これを加減いたしまし

て、需要実績といたしましては、809.6 万 t（810 万 t）という結果になっておるところで

ございます。 

 続きまして、３ページでございます。昨年７月から今年６月までの速報値ベースの需要

実績を含めて、平成 22 年７月から平成 23 年６月までの１年間の需要見通しを算出すると

いうのが３ページのところになります。これもあくまでも速報値ベースということになり

ます。 

 この需要見通しの計算の考え方も、平成８年から平成９年の需要実績、それ以降の需要

実績を用いてトレンド（回帰式）で算出するという考え方は変えてございません。これま

でのデータを用いて算出すると、実は平成 22 年から平成 23 年の需要見通しについては、

平成 21 年から平成 22 年の需要実績 810 万 t と同数の 810 万 t という結果になるというこ

とでございます。 

 しかしながら、平成 21 年から平成 22 年の需要量がこの回帰式による推計需要値──こ

の真ん中のグラフのところで直線で引っ張っておるところでございますけれども、回帰式

直線上の推計需要値で申しますと、818万 tという数字になるのですが、それに対して 810

万 tということで、結果としてこれを下回る水準になっているという状況でございます。 

 こういった状況の中で、平成 22年から平成 23年の需要見通しが、平成 21年から平成 22

年の実績値と同じ数字になるということが、今の米の需要の状況からみて、なかなか実感

に合うものにはなっていないのではないかということが問題点として考えられます。 

 こういったことから、過去の需要実績の精査を行いました。その結果、これも御案内の

ことかと存じますが、直近でかなり上ぶれした年がございます。平成 19年７月から平成 20
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年６月までの需要実績が 855万 tという数字になっておりました。 

 この年の需要の増加、これも御案内のことかとは思いますけれども、麦なり油脂なり食

料品全般の価格が上昇する中で、米の価格は安定的に推移をしていった。そういったこと

で、米に需要が戻ったということを当時も申しておりましたが、こういった特殊な要因に

よる一時的な需要の増加と考えられるのではないかということで整理したところでござい

ます。 

 こういったことから、平成 22年から平成 23 年の需要見通しにつきましては、平成 19年

から平成 20年の需要実績 855万 tを除いて算出してはどうかということで計算をしたわけ

でございますけれども、その結果が４ページになります。平成 22 年から平成 23 年の需要

見通しが 805 万 t ということで、今年の速報値ベースの需要実績との比較ではマイナス５

万 tという結果になるわけでございます。 

 素直にトレンドで計算すると、先ほど申しましたように、今年と同数という結果になる

のですが、現在の米の需給の状況を、そういった実感を踏まえて、今回の指針の中で、こ

の 805万 tという数字を案として提示させていただいておるところでございます。 

 この結果を踏まえて、５ページで平成 22 年から平成 23 年の需要見通しの全体のフレー

ムの数字をはめております。 

 平成 22 年６月末在庫量は、先ほど見ていただきましたとおり、民間在庫 218 万 t、政府

保有在庫量が 98万 t ということで、全体は 316万 tということになります。 

 平成 22 年産の主食用米等の生産量は現時点で出ておりませんので、昨年の 11 月指針で

お示しをした全国の需要量に関する情報、生産数量目標の 813 万 t という数字を置いてお

るところでございます。 

 平成 22 年から平成 23 年の主食用米需要量が 805 万 t ということで、このデータを今の

時点で仮置きをしていきますと、平成 23年６月の在庫量が 324万 tと算出されるというこ

とでございます。 

 続きまして、６ページでございます。「第３ 米穀の備蓄の数量目標その他米穀の備蓄の

運営に関する事項」ということで、第１のところの基本方針と同じことでございます。こ

の７月の指針は、基本的に平成 22年産の備蓄の考え方ということでございますので、これ

までの回転備蓄、それから６月末の保有数量の水準 100 万 t ということは変わってござい

ません。したがいまして、この第３の備蓄の運営に関する事項のところの記載も、これま

での指針の中の記載と基本的には変わっておりませんが、一番最後の下の３行、「また」以
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下のところでございます。「また、現在の備蓄運営については、需給緩和時に販売抑制を求

められるなど、必ずしも原則どおりの備蓄運営が行えず、結果として追加的に財政負担が

生じる等の課題もあることを踏まえ、適切かつ効率的な備蓄運営のあり方を検討します」

ということで、この後、また御議論をいただきます備蓄運営のあり方に関する議論、これ

までの課題を踏まえて、この備蓄運営のあり方について、いま一度きちんと整理をする必

要があるのではないかということで、この問題意識を書かせていただいているということ

でございます。 

 なお、参考といたして「現行の備蓄運営の考え方」、これは平成 13年 12月の備蓄運営研

究会報告に基づいて現在運用しておるわけでありますが、そういった点を御紹介させてい

ただいております。 

 最後、「第４ 米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項」、いわゆるＭＡ米の

関係でございますけれども、この部分に関しては変更はございませんので、説明は省略さ

せていただきたいと思います。 

 それから、参考統計表のほうを尐し御紹介させていただきます。まず、７ページのとこ

ろで、総務省の家計調査の１世帯当たりの米の購入数量のデータを記載いたしております。

この１年間、家計調査のデータを見てもやはり尐し厳しい数字が出ているということで、

特に昨年の 11月、12 月は、その前の年が比較的好調だったことの反動というような要素も

ございますけれども、対前年で 81.9％あるいは 86.5％ということで、前年に比べてかなり

マイナスであったという状況になっております。 

 今年に入って、前年を下回る月もあれば、対前年ほぼ同じあるいは若干上回る月もある

という状況になっておりますが、実は本日、総務省から家計調査の最新のデータが８時 30

分時点で公表ということになっております。我々のほうで朝確認したところ、６月の１世

帯当たりの米の購入量は前年同月比で 6.1％のプラスという結果が出て、６月は前年よりも

購入が尐し増えているという結果が出ているようでございます。資料は間に合いませんで

したが、口頭で御報告させていただきます。 

 それから８ページ、「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、平成

11 年以降のデータをつけさせていただいております。先ほど御紹介いたしましたように、

平成 22年、民間の在庫がトータルで 218万 t、それから政府の保有在庫量が 98万 tという

ことで、合計で 316 万 t ということになっております。平成 21 年から平成 22 年、民間在

庫のほうは６万 t の多尐の増加ということで、極端な増加にはなっていないと考えており
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ます。 

 また、民間在庫の構造で申しますと、そこに見ていただいてわかりますように、出荷段

階での増加。これは農協系統等を中心に出荷業者のところということになりますけれども、

そこでの在庫が 12万 t増えているということになりますが、一方で販売段階──卸売業者

中心のところになりますが、そこでは 35 万 t が 28 万 t と、７万 t 減っているという結果

が出ておるということでございます。 

 それから、９ページでございます。現時点での政府備蓄米の在庫の状況ということで、

先ほど申しましたように、６月末時点で 98万 tということで、我々、現時点での備蓄運営

の目安となる在庫水準 100万 tにほぼ張りついている状況ということでございます。 

 一番古い米として平成 17 年産 17 万 t の米がまだ在庫の中に残っておるわけですけれど

も、それ以降、平成 18年産 25万 t、平成 19年産 30万 t、平成 20年産が 10万 t、平成 21

年産が 16万 tという構成になっておるということでございます。 

 10 ページ以降のところで、各県別の需要実績のデータ、これも毎回つけさせていただい

ております。また最新のデータも含めて掲載させていただいております。御参考にしてい

ただければと思います。 

 13 ページのところ、ミニマム・アクセス米の販売状況。これもこれまでの累積の最新の

データを掲載させていただいておりますので、こちらもあわせて御参考にしていただけれ

ばと思います。 

 それから、お手元に「最近の米をめぐる関係資料」という参考資料を配付させていただ

いておるかと思います。今の基本指針本体とダブる部分もかなりございますので、必要な

ポイントだけ尐し御紹介させていただきたいと思います。基本的に毎回お出ししているデ

ータの更新が中心でございますので、そういった点は省略させていただきたいと思ってお

ります。 

 ４ページ以降のところで、先ほど御紹介いたしました米の購入量の推移ということで、

家計調査のデータを載せております。今御紹介したように、最新６月は対前年 6.1％の増と

いう結果になっておりますが、全体で見るとこの１年、その前の平成 20 年から平成 21 年

６月に比べると尐し厳しい状況になっていたということでございます。 

 ５ページ、６ページのところで１世帯当たりの米、それからパン、麺、それぞれの品目

の購入量の推移、あるいは支出金額の推移ということでデータをあわせて掲載させていた

だいております。こちらも御参考にしていただければと思っております。購入数量のとこ
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ろで見ると、米の減尐がパン、麺に移っているのかというところがはっきりとした形には

なっていないのですが、確かに、米に比べてパンなり麺なり、価格の低下という要因もあ

るかと思いますが、プラスに振れている月が多いという状況になっているかと思います。 

 ６ページの購入数量、こちらのほうは支出金額ということになりまして平成 12 年以降、

年間トータルのデータもつけておりますが、確かに米に対する支出金額は減っている一方

で、パンなり麺のところは微増という状況になっているということで、米とパンと麺との

支出の割合が、米中心から米のウエートが若干下がってきているという結果になっている

のかなということでございます。 

 ７ページ、全米販で実施をしていただいております会員企業へのアンケート調査の結果

を、今回も掲載させていただいております。結果としては、前回よりは米の販売状況が尐

し良くなっているという傾向は示しているかと思います。ただ、当然のことながら、今後

の動向についてはまだまだ注意をしていかなければいけないと考えている会員企業が多い

という結果が出たかと考えております。 

 それから、10ページ以降のところで「めざましごはんキャンペーン」、あるいは朝食の欠

食の問題、それから学校給食における米飯給食の状況といったところについての資料をつ

けさせていただいておりますので、御参照いただければと思います。 

 13ページ以降は米の価格の関係。まず、13ページのところで、直近の相対取引価格のデ

ータを掲載させていただいております。今年６月の全銘柄平均価格が 60㎏当たり１万 4120

円というデータになっており、前の月に比べて、約 190 円程度の下落という結果になって

いる。対前年比で言うと 94％ということで、大幅な下落にはなっていないものの、下がっ

ているという状況でございます。 

 14ページ、15ページのところで、月別の全銘柄平均の推移、それから主要銘柄の相対取

引価格の推移ということで、グラフをつけさせていただいております。確かに、平成 21年

産はここ数年間の動きと違って、出来秋の段階からじりじりと下がってきている状況は否

定できないところかと思います。銘柄別のところでは、銘柄ごとによってかなり異なる動

きが出ているところもございますけれども、総じて同じような傾向になっているというこ

とでございます。 

 ダブる資料がほとんどでございますのであとはデータの更新ということで省略させてい

ただきますけれども、27 ページのところでございます。これは当方の農林業センサス、あ

るいは農業構造動態調査の調査結果をもとにいたしまして、販売目的で作付をした水稲の
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作付面積規模別の農家数ということで、データを示させていただいております。平成 17年

から平成 21年、どういうふうに動いたか。これは北海道と都府県で分ける形でデータをつ

けさせていただいております。平成 17 年と平成 21 年で比較いたしますと、北海道あるい

は都府県のほうも大規模層の割合が増えているという結果になっておりますけれども、見

ていただいてわかりますように、数字として大きく動いているという状況ではございませ

ん。徐々に大規模層にウエイトがシフトしているという状況であると言えるかと考えてお

ります。 

 28ページと 29ページのところで、米の作付規模別 10a当たりの生産費のデータを掲載さ

せていただいております。28ページが北海道、29ページが都府県ということで、北海道あ

るいは都府県、これは平成 17年、平成 18年、平成 19年という３カ年のデータをつけさせ

ていただいておりますけれども、北海道にしても都府県にしても平成 17 年から平成 19 年

にかけて生産費は低下しているという結果が出ているわけでございます。それぞれ階層別

に見た場合にどういうふうになっているかというところでございます。 

 平成 19年のデータで見ますと、例えば北海道でございますと一番左の欄に平均値を掲げ

ておりますが、北海道の平均コストをさらに下回る階層というのはどうなるか。当然、北

海道と都府県でそもそもの経営の規模が違うところがありますけれども、北海道の場合で

申しますと、労働費は５ha から 10ha 層のところで平均して 90 ということになっておりま

して、そこから下がり始めていますが、物財費を含めて下がるのは、やっぱり 10ha以上の

層という結果になっております。 

 29 ページの都府県のところを見ますと、これは物財費、労働費ともにということになり

ますが、２ha 以上の層のところで平均の生産費を下回ってくるといった結果が出ておると

いうことでございます。 

 それから、30ページに、平成 21年産米に対する水田・畑作経営所得安定対策の収入減尐

影響緩和対策、いわゆるナラシの補てん単価の各県別のデータをつけさせていただいてお

りますので、御参考にしていただければと思います。 

 31 ページのところでは、各都道府県の発動状況について御紹介をさせていただいており

ます。 

 それから、32ページ。先ほど政務官の挨拶の中でもありましたけれども、平成 22年度の

戸別所得補償モデル対策の加入申請状況ということで、６月 30日の速報値をつけさせてい

ただいております。131万 9000件の加入申請があったという結果になっております。 
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 以降、米粉用米の動向とか、あるいは政府の売買・管理業務、10 月から包括的民間委託

ということで、新しい仕組みに変わっていきます。そのあたりの資料は前回もつけさせて

いただいていたかと思いますけれども、改めて掲載させていただいておりますので、また

御参考にしていただければと思います。 

 それから、最後の 40ページでございます。東京穀物商品取引所において、「コメ研究会」

が設置されたということで、この東京穀物商品取引所のほうで、米の先物市場の上場の関

係、いろいろ自発的に研究されるという動きが出ております。そのあたりの動きについて

御紹介させていただいておりますので、こちらも御参考にしていただければと思います。 

 私の説明は以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に委員の皆様、御意

見あるいは御質問、どこからでも結構ですので、いただきたいと思います。 

 冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 ２つお聞きしたいのですが、１つは、６月末時点の 218 万 t という民間流通

在庫です。昨年に比べて６万 t 程度しか増えていないというお話なのですが、６月末時点

でもいいですし、どこの時点でもいいのですが、適正な民間流通在庫の数量みたいなもの

をどういうふうにお考えになっているのかということ。 

 ２点目は、それとも関連するのですけれども、現下の米の需給状況みたいなものをどう

いうふうにとらえていらっしゃるのか、その辺のお考えがあればお聞きしたいということ

であります。 

 といいますのは、この 218 万 t という６月時点の民間流通在庫を、もう尐し丁寧に説明

する必要があるんじゃないかと思います。これが古米として持ち越される在庫の水準とい

うふうに認識されると、それは違うということでありますし、じゃ、ランニングストック

として通年、この水準を抱えているような水準でもないわけですので、これから７月、８

月、９月と新米が出る間、この数量は売れていくわけですよね。だから、そういう意味で

問題なのは 10月以降、新米が本格的に出てくる時期までに売れなくて、新米需要を食って

しまう本当の持ち越し在庫がどのぐらい発生するのか、今どのぐらいの水準になろうとし

ているのかということが大事なわけで、それが今後の需給とか価格とか、それこそ来年の

生産数量目標をどのぐらいにするのか。これは 11月の食糧部会で決める話ですが、そうい

うものに影響してくるわけなので、そういうことを丁寧に説明してどういうふうに考える

のかということを問うべきだと思うんです。そういう意味で、それをお聞きしたいという
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ことであります。 

 私の認識で言うと、218万 tと６万 tしか増えていないということですが、この 200万 t

を超えるような６月末時点というのはこの２年間で、それまでの平成 17 年、平成 18 年、

平成 19年は 160万 t から 180万 tの６月末時点の水準で、当然、７月、８月、９月で売っ

ていく需要量に見合うような在庫水準というものを持っていた。そういうことからすると、

明らかに過剰であると思いますし、現在、全農系統で未契約な米というのはおよそ 35 万 t

ぐらい発生して、新米が本格的に出回る 10月以降バッティングするという、本当の持ち越

し在庫の水準はそのぐらいになるのではないかという見通しを立てていますし、そういう

意味では非常に過剰感があるという認識でありますが、その辺についてお考えをお聞きし

たい。 

○林部会長 竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員 それでは、むしろ関連した点でお答えいただくときにまとめてやっていただ

ければいいと思うのですが、私も今の話は大変興味深い点だと思うんです。今御説明いた

だいた資料の 17ページに、政府分の在庫の状況の年産がありますね。まず最初に気になる

のは、政府米はみずから在庫を保有していますから、年産はわかっていますね。民間の 210

何万 t というのは年産はどういうことになっているのか。今の冨士さんのお話からすると、

持ち越し分が従来に比べて増えていると。それは確かに、ビジネス上は大変な重荷になっ

ているという要素があるようですけれども、こんなに古い年産を民間流通在庫にあるとは

とても思えないんです。 

 ですから、今の質問に関連している点は、政府の立場で民間流通在庫の適正を判断する

ということはどういうことを意味しているのか。普通、ビジネスであれば、ビジネスの主

体は自分で在庫管理を判断してやっているわけですね。その結果がここにマクロであらわ

れているので、政府がそのマクロの数字が企業行動がいいの、悪いのと──これは経営判

断ですから──言うのは、恐らくちょっと異質かなと。そうではなくて、米の全体需給の

状況というのは、農政にとっても、あるいは農業家にとっても大変大きいことでございま

すから、そういう全体需給の状況を判断する内訳として、要素として、これはどう考える

か。もちろん、政府在庫等含めてと、そういう御質問だろうかなと。そうでないと、事柄

が尐し変だなと、まず１点目は思います。そういう点について、どういうふうにお考えに

なっているのかという御質問に、私からするとなろうかなと。 

 それから、関連した２番目は、いずれ午後の議論のときでも結構なのですが、この表か
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ら見ると、今申し上げましたような点からすると、全体の政府在庫が 17 ページで 86 万 t

から 96万 tに増えている。これについて、どうして増えたのかというのはもちろんありま

す。しかし、総額が増えている中の年産が一切変わらないで、平成 21年産だけ増えている。

こういう在庫管理は民間ではあり得ないですね。 

 今、冨士さんがおっしゃったように、前年産、前々年産があるのかどうか知りませんが、

持ち越し分についてはビジネス上は負担になっているというお話がありましたけれども、

もっと古いものを持っていて、これがほとんど 20 万 t から 17 万 t──17 年産が３万 t 下

がっていますけれども、この構成が政府在庫管理のあり方として適正であるということで

あればほとんど変わらないというのでもいいでしょうが、これは現在までの備蓄運営ルー

ル上のプリンシプルからすると、どういうふうに考えることができるのか。午後の時で結

構なのですが、現在の備蓄運営ルールというのは何だったのか。備蓄に関しては、さらに

午後にまたいろいろ意見交換があると思います。以上が関連した話です。 

 ついでに、尐し関連しているのは、14ページにあるように、平成 21年産が価格がじりじ

りじりじり下がってきましたね。これについて、何で平成 21年産はこういうふうに下がっ

てきたと市場関係者が考えているのかということについて、農林省としては、市場関係者

の判断をどういうふうに見ておられるのか。その２つを質問につけ加えさせていただきた

いと思います。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 藤岡委員、どうぞ。 

○藤岡委員 今の意見とも関連あるかと思います。５ページの需給見通しのところに、来

年の６月末在庫の見通しに 324 万 t という数字が出ていますが、これは今年の６月末在庫

よりもまださらに多くなるという見通しなわけです。参考資料の 16ページにもありますよ

うに、平成 16 年から平成 20 年まではおおむね安定した在庫を平均的なあれで持ってきた

んですが、いわゆる平成 21 年産、平成 22 年から極端に右肩上がりで増えていますね。こ

れがこのまま行くと、さっきの５ページの需給見通しと同じで、どんどん増えていくとい

う、またかつてのような過剰在庫の時代に入っていくのかと、非常に危険な感じがするわ

けです。 

 そもそも、平成 20 年産の需給のバランスの見通しが甘かったのかどうか、平成 20 年産

の持ち越しが響いて、結局平成 21年産も今みたいに過剰にあるということだろうと思いま

すが、この辺で抜本的に需給見通しも含めて在庫のあり方を考えないと、また過剰在庫を
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抱えて、しかも、さっき話があったように、生産者米価はどんどん下がっていく。そして、

在庫の財政負担は増えるというところに入っていくような気がして、非常に危険な感じが

しておりますので、思い切った在庫の今後のあり方、これは午後の議論にもなるかと思い

ますが、その辺のところをどう考えているのか伺いたい。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 ほかにこの関連で御質問ありますか。 

 よろしいですか。それでは、ここまでのところを課長から。 

○村井計画課長 では、私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、冨士委員からお話のありました６月末 218 万 t という民間の在庫数字をどう考え

るかということでございます。確かに、お話があったように、過去のデータと比較した場

合に、この平成 17年以降のところで見ると、大体 180万 tちょっとぐらいの水準。平成 20

年は、平成 19 年に打った緊急対策との関係もあるかと思いますけれども、161 万ｔという

ことで、かなり極端に下がったというデータになっておりますが、大体 180 万 t ちょっと

ぐらいで推移をしていたのがここ数年。それで、平成 21 年のところで、また反動的に 212

万 t まで数字が積み上がっているという状況でございます。そういった意味で、確かにこ

こ数年の中では、この民間の在庫水準というのが数字としては比較的高い水準になってい

るということは否定できないと思います。 

 ただ、平成 11 年から平成 15 年まで、もちろんこれは改正前の食糧法の時代ではありま

すけれども、当時、民間在庫が 200 万 t を超えるような水準で推移をしていた時期もある

ということでございまして、こういったことからすると、平成 21 年なり平成 22 年の 212

なり 218 というのが極端に上ぶれしているというところまではちょっと言えないのではな

いかなと考えております。 

 政府の備蓄水準については、10 年に一度の不作が来た場合、あるいは通常起こり得る不

作が２年連続発生した場合でも耐え得るようにということで、100万 tという水準で今運用

しておるわけでございますけれども、民間備蓄について、では、数字としてこれぐらいが

適正というのは、正直言って我々も持ち合わせておりません。そういった中で、過去の推

移との関係で行くと、今申しましたように、確かにここ数年の中では比較的高い水準には

あるが、では、極端に異常に高い数字になっているのかというところまでの評価は、なか

なか難しいのではないのかなと考えております。 

 ちなみに、今年の６月末の民間在庫が６万 t の増加になっている、もう尐し細かい状況
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を見てみると、産地段階でいうと、東北を中心とした一部の産地にかなり偏って売れ残り

が発生しておるという状況でございます。一方で、もう在庫がほとんどないという県域も

あるという状況になっており、かなりまばらになっているのかなと。先ほど説明の中でも

お話しさせていただいたように、出荷段階と販売段階での在庫の持ち方の構造が尐し変わ

ってきているという傾向が出てきておるのかなということがあります。 

 あと、これは繰り返しになりますけれども、民間在庫はこれまでも増減を繰り返してい

ると。特に政府の打った対策との関係でもかなり影響される面があると思うのですが、そ

ういったことから、今の時点でこの 218 万ｔというのが余りにも過大な在庫だということ

までは、なかなか言えないのではないかと考えております。 

 需給の状況については、先ほど需要実績を紹介させていただいたように、その前の１年

と比べて、やっぱり 14万 t減っているというのは数字としては事実でございますので、引

き続き、米の需要については厳しい見方をしていかなければいけないんだろうと考えてお

ります。 

 モデル対策の６月 30日の加入申請状況の速報値を出しておりますが、この後も当然、面

積としてどれぐらいの加入があるのかとかさらに精査したデータがいろいろ出てくると思

います。今年のモデル対策は、農家の方にどういうふうに評価をされて、どれぐらいの効

果を上げるのか。そういったこともきちんと見ていかなければいけません。それから平成

22 年産ということで言えば、当然、今後の気象状況を見ながら全国的な作況がどうなるか

ということも踏まえて考えていかなければいけないと思っております。 

 そういったことを総合しながら、また今年の秋以降の数字をどう見るかということも必

要ですし、さらに先の話ということで言いますと、今申しました平成 22年のモデル対策の

評価をきちんとした上で、平成 23年以降本格実施にどういうふうにつなげていくのか。こ

ういった中で、米の需給をどう見ていくかということも検討していくことになるのではな

いかと考えております。 

 竹内委員からお話しのありました民間の流通在庫の年産状況でございますけれども、大

変申し訳ありません。政府として、民間の在庫 218 万 t について、それぞれどの年産の米

がどのぐらいあるのかというところまではデータを持っておりません。我々、そこのとこ

ろは調査の限界ということもございまして、そういったデータはお示しできないのですが、

確かにおっしゃったように、それほど古い米を民間のほうで持っているというふうにはあ

まり考えられないところではないかと考えております。 
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 そういった中で政府在庫の課題、お話しありましたように、また午後、この備蓄運営の

議論がございます。そちらの資料のほうでも、こちらの問題意識等を御説明しながら、午

後に深い議論をしていきたいと思うのですけれども、去年、86万 tから 98万 tに積み上が

った要因ということだけ尐しお話をさせていただきますと、結局、今政府米の販売につき

ましては、毎回毎回１万 t 程度のメニューを提示して、大体月２回ぐらい入札をかけてい

るという形で対応させていただいているのですが、最近のところで申しますと、１回当た

りの落札数量が 1000t に満たないという状況になってきておるということでございます。 

 この原因としてどういったことが考えられるか。政府の場合は回転備蓄ということでや

っておりまして基本的に古い米から売っていくということでございますので、現在販売対

象になっているのが平成 17 年産の米であるということが１点。それから、平成 17 年産の

政府米の産地銘柄別の在庫で見ますと、コシヒカリあるいはあきたこまち、比較的高価格

帯の全国流通銘柄が多いという状況になっております。当然、古い米になっておりますの

で、ある程度そういったところで販売価格を見ていかなければいけないのですけれども、

一方で、政府が売るときに余り極端に価格を下げ過ぎると、また市場価格への影響という

問題も出てくる、あるいはそういったことに対する批判的なお声を頂戴するということも

考えられます。 

 そういった中で、我々はやはり、現時点での市場価格を念頭に置いた予定価格の設定を

行っているわけでございまして、平成 17年産については、もともと買い入れたときの価格

との関係で、現在、値頃感といったところで、販売がなかなか思うように行かないという

状況になっているのではないかなと考えておるところでございます。 

 平成 21 年産の価格の動きについてということで、お尋ねがございました。これも我々、

関係業界の方から聞き取った情報ということになりますので、その情報がすべてかどうか

というところでございますが、私がお聞きしているところで尐しお話をさせていただきま

すと、やはり昨年の秋も平成 20年産米の持ち越し在庫が一定数量あったと聞いております。 

 そういった中で、平成 21 年産が出回り始めた出来秋の段階でも、平成 21 年産がすぐに

売れるということではなくて、まずは平成 20年産をどうするか。そちらのほうが米の動き

としては中心になっていたと。平成 21年産については、前年の価格を見ながら相対価格の

設定をされていたということなんだろうと思うのですけれども、どうしても平成 20年産が

先に動いて平成 21 年産がなかなか動かないという中で、平成 21 年産の相対価格がじりじ

り下がっていったのではないかというお話を聞いておるところでございます。 
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 それから、藤岡委員からお話がありましたが、今後、在庫がどう増えていくか。これは

この後の議論でまたさらに深めていきたいと思いますけれども、先ほど申しましたように、

モデル対策の結果の評価もしながら、本格実施の中で、米の備蓄を、全体、どういうふう

に設計していくのか。基本的にはそういった中で考えていかなければいけない問題ではな

いかなと考えております。 

○林部会長 局長からもお話があります。 

○髙橋総合食料局長 ８ページの先ほど藤岡委員からのお話がありました、米の在庫が新

しい危険水域に入っているのではないかということなんですが、８ページの表をよく見て

いただきますとおわかりになりますように、民間在庫のトータルは平成 11年からでありま

すけれども、大体 200万 t前後。もちろん、平成 20年で 160万 tという数字があるわけで

ありますが、大体こういう形で推移しています。 

 それから、トータルの在庫量。これももう尐し見ていただきますと、例えば平成 16年産

から平成 19 年産ぐらいにかけて減っているように見えます。平成 20 年は別といたしまし

て、ここのところは実は政府在庫は、基本的に備蓄運営ルールの６月末在庫 100 万 t とい

うものに比べて、例えば平成 16 年産 60 万 t とか、平成 17 年産 84 万 t、あるいはその後

77 万 t、77 万 t というように、100 万 t 推移に達しておりません。したがって、もし、例

えばこの段階で今年のように 100 万 t に近いところまで行きますと、この部分は上がって

くるという形になります。見かけ上ここのところに来て急に増えたというようにご覧にな

る方もいるかもしれませんが、その点は若干注意しなきゃいけないと思っております。 

 もう一つ、過剰ということなんですけれども、これを見ていただくと、本質がはっきり

していると思います。過剰はどこにあったのかということは、持っているのは明らかに政

府米のところに 100 万 t ということを前提としながら 300 万 t に近いとか、政府米の段階

で生じているものであったわけであります。これらの状況を踏まえて、現状の備蓄運営ル

ール、あるいは末在庫 100 万 t ということがあるわけでありまして、そういった中で、今

のところ、これまでも動いてきたのではないか。 

 ただ、直近になりまして、平成 21 年、平成 22 年とかけて、在庫量が若干増えてきてい

ることは当然でありますので、ここのところの動きには注視しなければいけませんが、巷

間言われているように、急激な在庫とか過去のような在庫ということでは、多分ないのだ

ろうなと思っているところであります。ただ、いずれにしても、平成 22年産の動きが一番

重要でございます。 



- 19 - 

 もう一つ政府米の関係で、９ページのいわゆる年産構成で竹内委員からお話がございま

した。課長からも申し上げたように、現在の備蓄の運営方式が回転備蓄ということでござ

います。一定の数量を毎年買い入れますが、売れた数量を買って、１年間保管した後に売

っていくという形になるわけでございますが、その際には主食米として売るわけでござい

ますので、例えば損切りを見越して低価格でこれを売っていくということになりますと、

当然のことながら、主食の市場に対して悪影響を与える。したがって、市場動向を見なが

ら一定の価格水準を維持しながら売っていくという方法をとってまいりました。時々によ

っては、これはもっと抑制すべきだというようなお話もございました。したがって、当初

の想定どおりの減尐ということにはなっていなかった。午後の御議論につながるというこ

との一つの証であったのではないかと思っております。 

 以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 まずは立花委員、そして冨士委員。 

○立花委員 今の御議論に関係するんですけれども、参考資料の米をめぐる関係資料の 16

ページのところで、在庫の推移が、経年変化が伺えるわけですが、これを見てわかるのは、

平成 19 年と平成 20 年の間でどういう変化が起きたか。一番上の白いところは 77 から 99

ということは、22 万 t 増えている。これはたしか、価格下落を恐れて政府に米を買い上げ

てもらいたいといった生産現場からの要望があって、政府が 30数万 t買い上げたと思うの

ですが、私が時々知り合いの方と話すときも、特に平成 19年産の扱いについては、現場に

非常に混乱を起こした。生産調整を守らなかった人たちからすれば、価格が下がるべきと

ころを価格を維持した、サポートしたということで、本来フリーライダーで不利益を被る

人たちがそれほど不利益を被らなかったということで、生産調整を真面目にやっていた人

たちは、私のところにも非常に不満をぶちまけに来たことを思い出すわけです。 

 ですから、こういう政府備蓄について、価格を維持するために介入するというのは邪道

だろうと。この平成 19年産の時の行いが、その後、卸売業者の人たちも価格が下がるだろ

うと思ったところ、価格がむしろ上がってきたということで、今度は卸のほうが在庫を抱

える。すると、平成 20年産はむしろ豊作になっちゃった。そうすると値段が下がるという

ことで、卸の人たちは平成 20年産の時は非常にダメージを受けたということがあるわけで

す。 

 これは午後からの議論にも関係する話ですが、午前と午後の接点としては、備蓄の運営
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ルールが──私も何年かこの審議会の臨時委員をやらせていただいていますけれども、私

も不勉強だったといえば不勉強ですが──米みたいな生鮮食料品と違って、経産省関係の

石油とかあるいはレアメタルの備蓄は質が务化しないということで、普通は価格をサポー

トするためには扱わない。むしろ、需給が逼迫して暴騰するという場合に、もちろん平時

から買い上げておくわけですが、それは海外で安いときを見計らってストックをして、国

内で暴騰したときに石油なりあるいはレアメタルを市場に放出するということで、価格支

持は意図していないわけですね。 

 つまり、この備蓄がマーケットの価格形成に影響を与えるような運営をすることが、果

たしていいことなのかどうなのか。やはりマーケットに参加する当事者からすれば、政治

的な意図によって市場の予測可能性が、平成 19年産のときは見事に裏切られた。そういっ

たしこりが後々尾を引いてきているんだろうと思うんです。それは巡り巡って生産現場の

ほうにも不信感をもたらすということで、この備蓄と価格形成との絡みで言えば、政府備

蓄を生産者価格、販売価格の維持のために使うという、それは、正直申し上げて邪道であ

って、本当に需給が逼迫して、業界が不足しているという場合には、当然、対処する必要

があるわけですが、それにつけても私が不勉強だと思ったのは、そういう通産省絡みの石

油にしろあるいはレアメタルにしろ、備蓄運営の方針が具体的に明らかにされているわけ

ですが、そういえば米の場合には、基本指針においてどういう場合に放出する、どういう

場合に買い上げるという具体的な方針が──過分にして私の不勉強かもしれませんが、余

り聞いたことがなかった。 

 やはりその辺は、午後の議論とも関係しますが、備蓄運営がマーケットの価格形成に影

響を及ぼすことが、結果的には、価格が下がるのを維持してくれたということはその場は

非常に助かった、助かったということかもしれませんけれども、それが後々尾を引くとい

うのが一つの教訓ではあるまいかという感じがいたします。 

 もう一つは、今課長あるいは局長からお話がありましたが、同じ参考資料のほうの 14で

す。時あたかも民主党が政権をとった以降、別にこれは関係あるわけじゃないかもしれま

せんが、平成 21年産は価格が下がってきているわけです。たまたまのことかもしれません。

ただ、数尐ないんですが、私が農家の方のお話を伺うと、これは推測ですが、民主党政権

になって戸別所得補償をやるということがアナウンスされて──もちろん昨年の８月 30日

の総選挙で、その後９月からずっと下がってきているということかもしれませんが──制

度設計がだんだん進んできたということで、結局、供給過剰のもとで 10a 当たり１万 5000
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円、全国一律にゲタを履かせると。生産費と販売価格のギャップを埋めるということで、

１万 5000円上乗せさせるという方針が民主党政権になって以降、期待感が高まってきたわ

けです。 

 それは供給過尐のもとであれば、ある意味では生産者にとってよかったかもしれません

が、恐らく、私が聞いた農業者の方は、供給過剰なので、値段を下げてでもできるだけ早

く売ったほうがいいという判断が、売り手サイド、つまり農家サイドに働いた可能性があ

るんじゃないかなということです。 

 これは農林省のほうにぜひ検証していただきたく思いますけれども、現象だけ見れば因

果関係ははっきりしませんが、皮肉なことに、戸別所得補償の導入がかえって米価の下落

を供給過剰というもとで促した面があるんじゃないかと農家の方が言っていたのを私も聞

いて、確かにそれは一理あるかもしれないなという感じがしたのです。ただ、農家の方が

言った話を紹介しただけですけれども、それを今直ちにということは難しいかもしれませ

んが、ぜひ検証していく必要があるんじゃないかなという感じがいたしました。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 答えにはなっていないような気はするのですが。というのは、６月末時点の

在庫って、やっぱりもうちょっと丁寧に説明するべきだと思うんです。資料２の８ページ

に内訳が載っているわけですけれども、出荷段階の在庫が 139だとか 127とか、平成 11年

のときに 124とか 125 とか 98とかね。ここが変わらないとか、そう増えていないとかいう

ことが大事なんですが、平成 11 年、平成 12 年は年間需要量は 900 万 t あったわけですよ

ね。今は 800万 tとか、そういう需要見通しを出しているときに、100万 t需要量が多い中

で、あと２カ月分かなんかの需要量を満たすものを、６月時点で出荷段階で持っていると

いうことなんですよね。だから、過去の平成 11 年、平成 12 年の 900 万 t 年間需要があっ

たときから比べれば、出荷段階の在庫というのは過剰だと思います。 

 赤松前大臣も、300 万 t 棚上備蓄といったときに、国会で 100 万 t 政府備蓄で、200 万 t

は民間流通在庫があるからというお答えをしたようですけれども、違いますよね。６月末

時点というのは、実質本当の持越在庫じゃないんですよね。この上の 98万 tというのは政

府在庫ですよ。その次の販売段階の 28万 tというのは、卸さんの流通在庫のランニングス

トックですよ。だから、これが 20万 tとか 30万 tとか 40万 tというのは商売です。それ
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から、一番下の 51万 tというのは農家の自家飯米用の在庫ですから、これも関係ない。真

ん中の 139、127というところが大事なんです。 

 ６月末時点は、７月、８月に超早場米が数万 t 出てきますけれども、今でいえば平成 21

年産米を売っていくわけですよ。だから、本当に大事なのは、実質持ち越される在庫がな

んぼなのかと。10 月以降、新米が本格的に出てきたときに、需要量を食ってしまう古米と

して出回る持ち越し在庫がなんぼかということが大事なわけですね。それが米価を引き下

げたり、価格に影響を与えるわけだし、それが来年度の生産数量目標を幾らにするかとい

うことになるわけですよね。 

 だから、過剰感だとかわからないということを言っているので、そういうことをもっと

丁寧に説明して、どういう認識を持っているのかということをお聞きしているわけです。

だから、実質持ち越し在庫になるのが 35万 tぐらい出るということなんですね。それは民

間段階としては非常に過剰だということです。 

 何でかといったら、単年度需要に合わせて計画生産をやっているわけですよね。だから、

商売とかじゃなくて、この需要見通しに基づいて、去年ぐらいから単年度需要に即して生

産数量目標を設定して取り組んできたわけですよね。だから、それが需要量のずれ、また

生産過剰のずれ、そこに集約されて出てきているわけじゃないですか。だから、それをど

ういうふうな数量として認識し、じゃ、それをどういうふうにして対応していくのかとい

うことが大事なわけですよ。 

 例えば、それを実質 35万 tを今度、実質 10 月以降に持ち越されるとすれば、その 35万

t に、今年の米が作況 101 を超えて豊作になったら、豊作分のその 10 万 t も供給量として

出てくるわけじゃないですか。過剰作付がなんぼあるかという、これはこれから出てくる

だけでしょうが、これも例えば５万 ha あれば 25 万 t ですよ。そうなると、70 万 t ぐらい

のものが過剰に 10月以降の新米需要を食っていくということじゃないですか。 

 そういうことになれば、今度の 11 月食糧部会で決める平成 23 年産の目標生産数量、こ

れは今 805 万 t と需要見通しをしましたが、これから幾ら減らすのかとか、そういうふう

になるわけじゃないですか。だから、そういう数字を今丁寧に説明して議論しておくべき

だということなんです。そういう手だてを打たなければ、その分全部、来年の数量目標に

なって減るということになるんですよ。60 万 t も 70 万 t も生産数量目標を減らされたら、

フリーライダーとおっしゃいますが、97％の生産調整、計画生産をやっている方々の生産

数量目標が 50万 t、70万 tという数字で、何の手も打たなければ減るということになりか
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ねないわけで、そういう意味で大事な実質的な数字を説明すべきだと思います。 

○林部会長 竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員 また関連した御質問になるんですけれども、せっかくのことですから、この

機会に政府と民間全体の在庫のあり方、あるいは全体需給も関連していますが、これにつ

いての政府の立場はどういう立場にいるのか。民間はどういう立場にいるのか。この民間

在庫は個々の経営体の経営判断のオペレーションの結果なんですね。これについて、私の

想像では、政府は指示を出していない。したがって、今の御質問はどういう御質問なのか

というのを、私は帰ってからよく考えてみたいと思うんです。 

 別の角度からすると、政府の立場は市場に対してどういうポジションに立っているのか。

市場を通じて在庫管理をしていますから、市場の関係者に思惑を及ぼすのは当たり前です

ね。したがって、為替についても株価についても、どの先進国の政府も市場のことは市場

で聞いてくれと。「為替は実体経済にちょっとずれているような感じはしますよ」というよ

うなことはぽろっぽろっと言ったりする。市場関係者の思惑に走り過ぎることがある、金

利とか為替市場は米に比べてずっと大量の取引がある。ちょっとメッセージを送って、カ

ッカしているのを冷やす。そういうことがあるんですが、基本的には、市場のことは市場

に聞きなさいというのが、先進国の基本的な市場の常識なんですよ。 

 そこでやっぱり私は尐し気になるのは、さっきの政府在庫の内訳についても、御説明の

隅々に民間の価格に及ぼす影響があるから売りのほうを差し控えたと。これ、ある種の民

間の市場に対する介入とまでは言わないが、メッセージなんですよね。そのメッセージが

流通業者、農家の取り扱いにどういう影響を与えるかというのは、具体的に今、御説明が

ありましたね。これは何回も繰り返しているんです。 

 その繰り返した結果、もう私から御説明するものはないんですが、何回も政府のメッセ

ージが流通の取り扱い業者、農家の扱いに影響を及ぼして、しかし、最終的な価格は需要

者のところで決まるわけです。最終需要に大きな変化がないのに、あたかも市場では価格

に及ぼす影響がほかから来るということを予測して行動した結果、あるところに在庫がむ

ちゃくちゃたまった。しかし、結果的にはそんなに売れない。そうすると、それが上がれ

ばどんと下がる。在庫がうんと溜まっちゃった、困った、これをどうしてくれるんだと。

これはむしろ、全部とは言わないけれども、株主から経済経営主体の見通しの誤りと言わ

れても仕方ないんです。 

 ですから、政府の立場はどういう立場で市場とつき合うのか。その立場というのをすべ
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ての関係者にちゃんと説明できる立場なのか、特定の人だけにしか説明できないような説

明なのかどうかということは、やはり厳密に考える必要があるのであって、そういう意味

で、同じような趣旨から、過去の在庫の動きがどういうことが影響してこうなったのかと

いうのを、丁寧に分析する必要があるだろう。できれば、ぜひ、今日の午後に間に合わな

ければ次回でも結構ですし、別にもう尐し時間がかかってもいいのですが、市場と政府の

関係というのは、自ずから立場というのがきちっと説明できるものでなければいけない。

特に、物を扱っている場合にはそうです。その点についての分析をぜひお願いしたいと思

います。 

○林部会長 ほかに御意見。 

 木村委員、どうぞ。 

○木村委員 今の竹内委員とか立花委員のお話もごもっともだと思います。やっぱり政府

の発するメッセージというのを、流通もぴりぴりしながら聞いております。緊急の買い上

げの場合もそう、それから多分、平成 11年、12年頃でしたかね、不作になったときの政府

米の売却の時点でもそう、どういうふうに対処をしていくのかというのは、極めて短期間

の間にメッセージが発生されるということで、あわてて買いに入らなくちゃいけないのか、

売りに出なくちゃいけないのか。大体買いに入って、最後、暴落して終わるというケース

が多いわけですが、そういう意味で言うと、メッセージというのは、政府在庫については

どういうふうな考えで取扱いになられるのかということを、原則論としてはあるのかもし

れませんが、もう尐し分かりやすくしてほしいということが１つ。 

 あと、この平成 21 年産の価格はずーっと下がってきているというのは、先ほど村井課長

からのお話にもありましたように、平成 20年産の在庫はぐーっと落ちてきている。平成 20

年産を消化するまでは平成 21年産になかなか手がつけられないねと。極めて明快に言うと、

単純化するとそういうような状況でありました。 

 それをもう尐しさかのぼってみると、今度の需要計画ではこれに参入しないよと言われ

た平成 20 年、平成 21 年のときの 850 万 t のあたりから、それから政府の緊急買い上げが

あったというあたりから、その影響がずっと残ってきているのではないかと思います。ず

れずれでこの民間の在庫が次の年度の生産の需要に対して押せ押せでいきますから、これ

でいけば、平成 20 年産を年の初め、半ばまで消化をしながら行くと、平成 21 年産は当然

在庫は残っています。 

 これで、今度平成 22年産の新米時期を迎えるということになると、先ほど冨士委員がお
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っしゃったように、どれくらいがプラスアルファになるのかはわかりませんが、いずれに

しろ当然翌年度の需給に影響を与えてくると思っていますので、やはり生産数量目標にあ

る程度手を加える必要があるのではないだろうかという気がしております。 

 それで、これで下がっていきますと、我々流通の立場から申しますと、この新しい所得

補償政策になって、いわゆるモラルダウンといいますか、安くしても補償があるじゃない

かということで、流通から生産に対しての買いたたきがあるのではないかということをニ

ュースで何回か流されておりますので、我々としては、お客様に買っていただけないもの

はなかなかその値段では買えないというのがあります。別に買いたたくというわけじゃな

いけれども、市場の価格、末端流通のほうから売価がだんだん決まってくるという今のよ

うな状況に即して言うと、どうしてもなかなか買えない、在庫が持てないというような状

況。 

 もう一つ、今先生方がおっしゃられたように、買いたたきというふうに言われるのは、

我々として見ると、適切な値段で適切なものを売ろうとしているわけでございますので、

大変心外だというところがございます。マーケットの価格でものが決まるということは、

ひとつ、末端のところでは往々にしてあるんだということを御認識をいただいておきたい。

そういう点も考えながら、需給の問題については御対処いただきたいなと思っております。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 福代委員、どうぞ。 

○福代委員 今までの在庫と多尐外れるところもあるかと思いますが、よろしいでしょう

か。戸別所得補償モデル事業に関しましては、生産者といたしまして期待も非常に大きい

ところです。そういった中で、６月末現在で約 132 万件以上の加入件数があったというこ

とで、これに対しまして需給は引き締まり、それから米価の下落の抑制になるという発言

が政府関係者の方から報道等で流されておりますけれども、先ほど課長さんが出そろった

ところできちんと評価をするとおっしゃいましたが、まだまだこの加入件数だけを見て、

このような評価がされるというのは、私たちにとりましてはちょっと意外なところがござ

いまして、やはり作付面積とか作柄などをきちんと見極めた上で評価をすべきではないか

という点が１つございます。 

 それから、先ほどから在庫等の関連等から米価が下げ傾向に入っていると。これはみん

なが認識しているところでありまして、今回のモデル事業が入りましたけれども、こうい

った状況の下げ傾向の中でもきちんと補てんができるのか。直入にお尋ねしてどうかと思
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うのですが、そういった予算措置がきちんととられているかというのは、生産者にとって

は非常に不安が残っているところがあります。 

 もう一つ、予算に関しまして、来年の予算は一律で１割削減。１兆円の特別枠について

も何か政策コンテストが導入される。これが閣議決定されたとなっておりますが、農業予

算に関しましては、これをやはり政治アピールの道具などにはしてほしくない。そういっ

た面で、農水省の皆様にはきちんと頑張っていただきたいと思います。やはり予算を含め

た農政の安定があってこそ、安心して生産もできるところです。 

 もう一つは、続いて需要に関してですが、これもどんどん減尐している。非常に残念で

すが、昨年はたしか外食における消費の減尐を理由として挙げられておりましたけれども、

いろいろあるかと思いますが、要因というものを具体的に、何か分析がなされていればお

知らせいただきたいと思います。需要の減尐というのは、生産サイドにおいてもさらに生

産調整の強化を進めなければならないようなところもございますし、それから需要で米粉

用米が今後非常に期待されるところがありますが、食料・農業・農村基本計画の中に米粉

用米、本日の資料にも載っておりますが、平成 20年度産のところでは約 1000tですね。そ

れが平成 32年度、約 10年で 50万 tになっておりますけれども、これだけ増やすには、生

産者、それから企業にも責務が課せられたような感じでここには載っておりますが、どこ

かでとられたアンケートでやはり消費者の方にまだまだ認識されていないところがたくさ

んありましたので、これにつきましての今政府でとられている手だてに関しまして、何か

ありましたらお聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 神田委員、どうぞ。 

○神田委員 今のお話と絡むところもありますので。一つは、需要の見方についていろい

ろ御説明がありましたが、変化の要因がはっきり分かっていないという印象を受けました。

例えば、お米からパンや麺に移っているのか分からないけれども、お米中心からはちょっ

と変わってきているというお話でしたので、やはり私たちの食生活をどうつかんでいって

くださっているのか。その上の政策であってほしいと思うわけですが、その辺がちょっと

不安に感じます。 

 ですので、この前、事前の説明のときにも申し上げたのですが、私たちの食生活につい

ての分析を、これまでのイメージとか先入観にとらわれずに、これで言えば家計調査など
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は出ておりますけれども、これだけではなくて、もっと多面的に調査し、分析してほしい

なと思っております。現在そういった分析はどのようになさっているのかということを、

もし教えていただければお聞きしたい。今のは意見です。 

 もう一つ、この前お聞きしたんですが、お答えがなかったのでついでにお願いしたいの

です。参考資料のほうにもありますので今お聞きしますけれども、消費拡大の取り組みと

いうことがこの間ずっと行われております。キャンペーンなども行われているし、それか

ら食育ということで予算も非常に多く使われているという中で、そういった動きというか

結果というか、いい方向が出ているのかといったことはきちっと受けとめているのか。何

かあれば教えていただきたいと思います。 

 それから、米粉の話が出ました。米粉の普及はもちろん私も望んでおりますし、いい方

向に行くことを願っております。ここで話すことではないのかもしれませんが、実は国の

支援もあって、消費者も知らない人がいると言ったのですが、関心も高まっている面もあ

ります。 

 例えば、米粉を使った食品が大分出てきているんですけれども、ちょこっとしか使って

いないが、あたかもたくさん使っているような売り方があるわけです。このことについて

は、ある消費者団体も問題視しておりまして、尐し調査をして改善に向けて意見を出して

いきたいという動きも既にあるくらいで、その辺がちょっと気になっておりますので、こ

この問題ではないかもしれませんが、そういった売り方の問題のところまでやっぱり心配

りをしていく必要もあるのではないかと思っております。一つの情報提供ですけれども、

そんなふうに思っております。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 青山委員、どうぞ。 

○青山委員 一つ質問です。戸別所得補償モデルの加入の件数はわかったんですが、面積

をもしおつかみのようでしたら教えていただきたい。これが次年度のお米の生産量にも非

常に影響を与えると思うんです。たまたま昨日取材をしたところは、ある県のある集落営

農で、面積は 30ha やっていて、水田で 20ha やっているのですが、加入していないと言う

んです。特に減反をしたくないということでもなく、事務手続が面倒くさそうだったから

ということだったんです。そういうことになると、件数はともかく面積がどうなるかによ

って、需給が引き締まるのか、あるいは緩んだままなのかというのが、非常に大きくかか

わってくると思うんです。もしも面積が尐ないようでしたら、やはり過剰作付になるおそ
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れが非常にあると思うんです。 

 今のお話を聞いていますと、やっぱり過剰感というのは、ここの会場にいるだけでかな

り感じるので、ただでさえ過剰なのに今年度の加入が意外と尐ないとなると、過剰に過剰

だということで、そうなるとこの平成 22 年、平成 23 年の 804 万 t というのをもしかした

らもっと引き締めないといけないんじゃないかなという気がいたします。数字はもう決め

ないといけないかもしれないんですけれども、自分としては、昨日の取材を通じて面積を

知りたいなと思いましたので、つかんでいるようでしたら教えていただければと思います。 

 以上です。 

○林部会長 深川委員、どうぞ。 

○深川委員 何人かの委員の方々とほぼ似た感じなんですけれども、結局、米だけが事実

上非常にアントレーダブルなものになっていて、ほかの消費者が比べて食べる物──小麦

を使ったもの、あるいは食品のレベルになってしまったものというのは事実上トレーダブ

ルなわけです。そうすると、生産者の方々及びそれに関連した方々は、需給が相変わらず

で価格が下がって米に関しては困ると思っていらっしゃるかもしれないですが、消費者か

ら見ると、トレーダブル・グッズの価格はもう円高ですし、どんどん下がっていくわけで

す。 

 そういう中から比較して選んで食べているわけなので、生産者の理由はあるかもしれま

せんけれども、消費者の理屈から見ると、米はすごく安くなっているという感じでは全く

ないし、片方はどんどん下がって、もっとバラエティーが増えていっているわけですから、

ある意味これは市場の反応というのが非常に残酷に働いた結果で、このままの構造でいけ

ば、もうこのままをとめることができないと思うんです。だから、片方はトレーダブル・

グッズで価格は需給ベースで相当決まっているものを、生産の調整もしながら、無理に価

格形成にまで踏み込もうとしているこの根本的なゆがみがある限り、今の構造的な矛盾は

なかなか直らないと思うんです。 

 でも、根本的にそれをなくしていくというのはものすごく大変な作業だと思うので、と

りあえずできることというのは、皆さんもおっしゃっているように、政府備蓄米のような

もの、政府の介入の原則等──何のために備蓄を持っていて、どういうふうにこの備蓄を

使うのかという原則は尐なくとも明確にして透明性を高めないと、ただでさえゆがんでい

る価格形成メカニズムに、ゆがんだ土台の上にさらに３階も４階も５階もゆがんだ上物を

建てている状態になってしまっていると思います。 
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 なので、政府備蓄米の年度について統計公表されていましたけれども、例えば、非常に

お出しにくいんでしょうけれども、どういう米の品種を買っているかとか、どういう価格

帯を買っているかとか、この辺まで出せば市場の予測というのはもう尐し高まる。やっぱ

りこういう努力をしないと、耐震構造にほとんど合わないような建物を建てている状況と

いうのは余り変わらないと思います。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 おおよそ御意見いただいたような気がするのですが。 

 冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 需要見通しの算出方法なんですけれども、これは統計学の話だからいかんと

もしがたいのかもしれませんが、毎年毎年１年ずつ増えていきますよね。平成８、９年か

らやっていて、平成 17、18 年は 10 年間とり、今の平成 22、23 年は 15 年間とるというこ

とで、ずーっと長期になっていく。ところが、需要の減尐は直近のほうは大きく出ていた

りするので、そうするとやっぱりそこに単年度の直近の需要予測とずれが出て、尐し甘く

なるという傾向値にあるような気もするので、より直近の需要が反映されるような算出方

法をとって、実勢の単年度の需要量とずれがないようにしないと、この生産数量目標とか、

そういう設定からしてずれてきますので、統計学の話はなかなか難しいのかもしれません

が、そういうより実態の需要に即した方法を検討してもらえればと思います。 

 それから、いろんな参考資料を出していただいていますが、国内の状況だけではなくて、

世界の食料需給というか、世界的な人口の増大で、20 年後には食料の逼迫が想定される。

それに食料の増産が追いつかないと言われます。世界で最も食料の危機感を抱いているの

はアメリカで、アメリカは食料増産とか食料安保に対する危機意識というのはすさまじい

ものがありますけれども、そういう世界の穀物需給の動向だとか、各国のとっている取り

組みだとか、そういうものも参考資料で御紹介いただいたらありがたいと思います。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 藤岡委員、どうぞ。 

○藤岡委員 皆さんからいろんな意見が出たので重複する点もあろうかと思いますが、米

のいわゆる生産調整から需給のバランスというのは永遠の課題で、長年やってもなかなか

うまくいったなという感じはしないんですが、特に今年は政策が大きく転換した、米の戸

別所得補償制度が導入されたということで、農家の人もある程度期待をしながら、しかし、

来年以降、恒久的に法制化されて、きちっと続いていくのかという不安感を非常に持って
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いるわけです。 

 そういう意味で、今までは、先ほどもあったように政治介入をして政府米として買い上

げたりして、ある程度の価格の維持もされたこともあったのですが、じゃ、今後は米の価

格はもう市場に任せて、あと所得が減った分については、きちっと戸別所得補償なり、あ

るいは価格補てんなりでやるんだというものがきちっと示されれば生産者も安心するんだ

と思いますが、ここはちょうど、端境期みたいなところで、その制度の来年度の予算化も

まだどうなるのかは分からない、今年の米の作況もまだはっきりしていない、そこのとこ

ろで今非常に不安。新しい制度に変わるときというのはやむを得ない状況かもしれません

が、そういう意味では、いち早く戸別所得補償制度のきちっとした来年以降の中身を提示

することが非常に大事かと私は思っております。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 今井委員、どうぞ。 

○今井委員 今の藤岡委員と全く一緒です。現場は、今年は様子見の状態だと思うんです。

これでまたこの１年やってみて、予算も安定していないとなると、来年は本当にどうなる

のか、また過剰米が増えるのかなと思うと、現場は、来年度は本当に真っ暗やみで計画も

立てられないと思いますので、予算も、政策そのものの見通しをはっきり出していただき

たい。持続可能な経営ということを考えたときに、担い手も育たないと、放棄地が増え、

すごい危機的な現場がこれからどんどん出てくるんじゃないかなと思いますので、その辺

のところも分かりやすく見えるような体制を早く打ち出してほしいなと思います。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 それでは、これまでのところを、まず課長からどうぞ。 

○村井計画課長 順次お答えをさせていただきます。午後の時間もございますので、午前

中のお答えで不足する点等があれば、また午後のほうにきちんとしたお答えをしたいと思

います。 

 まず、立花委員から、緊急対策の影響だとか、政府のスタンスがどういった影響を与え

るのかという観点からお話がございました。私も平成 19年から需給調整対策室長としてこ

の米政策に関わってきておるところでございますけれども、平成 19 年の緊急対策の後に、

確かに生産現場も含めていろんな意見をいただいたというのを私自身の実体験として持っ

ております。確かに緊急対策によって、当時、まだセンター価格を一つの指標として使っ

ておりましたが、センター価格はつり上がったが、結局、相対価格はほとんど動かなかっ
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た。そういった中で、本当にだれがメリットを受けたんだろうという問題点、あるいは先

ほどお話しありましたように、卸の方を初め流通業者の方々は、また違う観点からそうい

った問題点をいろいろ提示していただいているところでございまして、午後、備蓄の関係

でいろいろ御議論をいただくわけでございますけれども、我々としては政府の備蓄運営が

市場に影響を与えるという形で運用するというのは、やはり基本的にはまずいのではない

かという問題意識を持っております。 

 そういった中で、我々として、オペレーションの中で、今申しましたように、極力価格

なり需給に影響を与えないようにするためにはどういうような具体的なあり方が望ましい

のか。こういったことを、ぜひ、午後また御議論いただければということで、資料を別途

用意させていただいておりますので、我々の気持ちとしてはそういったことで考えている

ということで、御理解をいただきたいと思います。 

 冨士委員から、引き続き６月末の在庫の数字をもうちょっと丁寧に説明すべきというお

話がございました。確かに、当時の需給量との見合いといったことまできちんと見ていく

ということも、それはそれで御指摘のとおりだと思いますが、一方で、今年の在庫の状況

を先ほど説明の中でお話しさせていただきましたけれども、各産地ごとの状況を見ると、

一部の産地に偏って在庫が積み上がっているという状況でございます。いろいろお聞きし

ておるところによると、各県域によっていろんな販売戦略──価格設定も含めてというこ

とになりますが──をいろいろ考えて対応されているようなところについては、昨年に比

べて今年は売れ行きはそれほど落ちなかった、あるいは去年よりもいいというような状況

で推移をしているという県域もあるということでございます。 

 そういった意味で、確かに数字として持ち越し在庫が出そうだという産地があるという

ことは否定はできないんだろうと思うのですが、米の需要を喚起するという意味で、どう

いった売り方をしていくのがよいのか、価格の問題もあるかもわかりません、品質の問題

があるのかもわかりません、そういったことも含めて議論をしていく必要があるのではな

いかなと考えておるところでございます。 

 それから、竹内委員からのお話は、また午後の議論にゆだねたほうがいいかと思います。

先ほど申しましたように、政府としては市場に影響を与えないというスタンスのもとに、

今後の議論をしていくべきではないかなと考えておるところでございます。 

 木村委員からも同じようなお話がございまして、また生産数量目標の設定の考え方のお

話がございましたが、後ほど需給調整対策室長のほうからも補足があるかもわかりません
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が、基本的には、先ほど申し上げましたように、まず今年、モデル対策の加入件数が最終

的にどれぐらいになるのか、面積はどれぐらいカバーされるのかといったことも含めて起

因と成果を検証した上で本格実施につなげていく。その本格実施の中で、生産数量目標の

設定のあり方はどうなんだという議論が、これから必要になるのかと考えております。 

 それから、冨士委員から推計式がこれでいいのかどうかという問題点の御指摘がありま

したので、そこの点はお答えをさせていただきます。御案内のとおりでございますけれど

も、現在のトレンド（回帰式）による需給見通しの算出方法、これは平成 16年の７月の当

食糧部会において様々な算出方法を考える中で御議論をいただき、それまでは２年移動平

均の平均減尐量による算出方法というのを用いていたわけですけれども、このトレンド（回

帰式）による見通しの算出方法ということで、委員の皆さんのほうから御議論、御意見を

いただき、この方式を今採用しておるということでございます。 

 いろんな方式を考える中で、それぞれメリット、デメリットといいますか、長短あるわ

けでございまして、そういった中で、この平成 16年７月の食糧部会においてはトレンドに

よる算出方法ということで決めていただいたわけでございまして、我々としては現時点で

はトレンド（回帰式）による算出方法でやっていきたいということではありますが、当然、

今後の米の需要の動向等々からして、今の回帰式によってもいろいろ問題点があるのでは

ないかということが将来的に出てくる、そういった問題点がさらに浮き彫りになってくる

可能性ももちろん否定はできません。そういった場合には、今のやり方に対するいろんな

お声が出てくれば、またそれはその時点で様々な算出手法が考えられるわけでございます

けれども、そういったことについていろいろ比較検討するということについては当然あり

得ることではないかなと考えておりますが、今申しましたように、現時点では平成 16年７

月に御議論いただきましたトレンド（回帰式）による需要見通しの算出方法を採用したい

と考えています。 

○別所農業生産支援課長 何人かの委員の方から戸別所得補償モデル対策の加入状況につ

いてお尋ねがございましたので、お答えを申し上げます。まず、加入件数についてですが、

これは６月 30日までが加入の申請期間でありまして、かなり多くの申請が６月に集中した

ということもあり、正直、労力的な問題からいって、現時点においては件数をカウントす

るのが精いっぱいなところでありました。 

 その加入件数をどう考えるか、どうとらえるかというときに、昨年の様々な統計データ、

例えば水稲共済の加入件数とか、あるいは施策の推進のデータ等から推計して、昨年と同
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じ程度の生産調整の推進状況であれば、おおよそ 120 万件弱程度の加入件数があるかなと

いうところを推計したということが一つであります。 

 それに対して、６月 30日現在の速報値として 132万件という加入件数があった。これは

まだ、一部の県で口蹄疫等の事情で加入申請手続の期間を延長しているようなところもご

ざいますので、まだ速報値でございますけれども、そういう結果からいけば、一つのイン

デックスとしてはその 120 万を上回っているということで、件数だけから行けばベクトル

の方向としては需給調整が進んでいるということが見えるのかなというところであります。 

 ただ、御指摘いただいたとおり、詳細な需給に与える影響を分析するのであれば、面積

ベースのデータが必要である。これはまさに御指摘のとおりでありまして、現在面積ベー

スでどういう実態になっているかということについて積み上げ作業を行っているところで

ありますが、これについては、正直申し上げまして、相当量のデータを処理する必要がご

ざいまして、今しばらくお時間をいただく必要があるということでございます。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○山口戸別所得補償制度推進チーム参事官 官房参事官の山口でございます。 

 戸別所得補償が来年度以降どういう形になっていくのかということについてお答えした

いと思います。 

 今年は、今御説明がありましたように、米を中心とした水田農業についてのモデル対策

ということで、事業を実施したところでございます。委員の皆様方からも御指摘ございま

したように、その実施状況を検証しながら平成 23年度からの本格実施に向けての制度設計

を行っていくことにしております。 

 どういう姿になるのか早く見せてほしいという御指摘でございますが、基本的にはまず、

来年度の事業の実施ということで、概算要求をしなければならないということでございま

すので、８月末の概算要求の際には、来年度の制度の骨格が示せるのではないかと思って

おります。いずれにしろ、まだこの辺につきましては、政務三役と検討させていただいて

いるという状況でございます。なるべく早く姿が示せればと思っております。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○中村消費流通課長 消費流通課長でございます。 
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 米の消費拡大について、実効が本当に上がっているのかという御質問がございました。

消費者に直接訴える米の消費拡大運動というのはさまざまやってきたわけでございますが、

徹底的に場面とターゲットを絞り込んだ運動をしようというのが今行っている「めざまし

ごはんキャンペーン」でございまして、若い人は３割朝食を食べていない。年間約 62億食、

1.8兆円というのが隠れた市場として存在するということに着目しております。 

 これを推移として、どの程度効果があるのかという把握はなかなか難しいのですが、現

在、そのキャンペーンの参加企業が 4300社に達しております。やっとここへ来てテレビコ

マーシャルあるいは店頭等においても、めざましごはんのマークの出現頻度が非常に高ま

ってきているというのが現状でございます。 

 それから、民間が参加することによって、我々の発想し得ない新たな発想というのが生

まれてきております。例えば、前の日の残りのカレーを翌朝食べるというのは、家庭内の

文化としてはあったわけでございますが、これをレトルトとして商品化してしまうという

ことで、今市場に出回っておりますが、この市場が既に 10億円マーケットになっていると

いうことでございます。 

 それから、朝からお茶漬けを食べるという発想は役人としてはなかなか出てこないんで

すが、これをお茶漬けメーカーがキャンペーンを張りまして、これが前年比で 34億円増え

ているという効果も出てきております。やっとここへ来てキャンペーンが根づいてきてい

るなと実感しているわけでございます。ターゲットが若い人でございますので、次もＡＫ

Ｂ４８でございますか、若い者の知名度の高いキャラクターを使って展開していきたいな

と考えてございます。 

 以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○村井計画課長 深川委員からお話がありました政府在庫の銘柄ごとの構成のお尋ねでご

ざいますけれども、平成 21 年産の買入れから実は政府の入札予定価格を一本に設定して、

安い札から落としていくという買入れの方法を変更したということがありまして、そのと

きに、どういう銘柄をいくらで買ったかという情報は、予定価格との関係がございますの

で、それをこちらのほうからすべてにお示しするというのはなかなか難しいのです。ただ、

過去積み上がっている在庫はどういった状況になっているのかということについては、ど

ういった形で情報提供させていただけるのか、そこは我々のほうで検討したいと思ってお
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ります。 

 それから、冨士委員の世界的な食料の需給状況。済みません、今日お配りした資料の中

には入っておりませんけれども、３月の食糧部会でいわゆるＭＡ米をめぐる状況というこ

とで報告をさせていただいた資料の中に、一応、世界の穀物の市場がどうなっているのか

という簡単な資料はつけさせていただいておりますけれども、それでもまだまだというこ

とであれば、そういった御意見を踏まえて、今後、どういうふうに充実していけるかとい

うことを、また引き続き検討させていただきたいと思います。 

 神田委員からもお話がありました食生活をめぐる状況ということで、済みません、我々

としてきちっとした答えがまだなかなかできないといいますか、分析がまだまだ不十分な

点があります。そういった意味で、ここの場で今お答えするのがふさわしいかどうかとい

う問題はありますが、長期的なトレンド、これは皆さん御案内のとおりでございまして、

動物性の食品が大幅に減尐する中で、特に日本の場合は従来の米を中心とした食生活であ

ったのが、米なり加工品が大幅に減尐しているという長期的な動きがある中で、米の需要

が基本的には右肩下がり基調で減尐してきているということ。これは間違いのないところ

だろうと思います。 

 あと、年齢層別で、厚生労働省さんの調査結果等々で見ておるのですけれども、そうい

った意味で我々としてまだ分析が十分できていないところがあるのです。例えば直近 19年

の年齢階層別の食品群別摂取量の 20歳以上のところで見ると、米なり加工品は年齢階層別

にそんなに大きな違いはないという結果が出ている。 

 一方、米以外の加工品は、定点で見ると年齢が高くなるほど摂取量は減尐するという結

果が出ておるということなんですけれども、こういったところをもうちょっと細かく見て

いかないと、食生活がどういうふうに動いているのかというのがなかなかわからないとこ

ろがあると思います。よく言われますように、単身世帯の増加とか、あるいは働くスタイ

ルがいろいろ変化をしている中で、当然、食のスタイルも変わってきているということも

ございます。 

 また、今この場で御議論いただいたのは、米の全体需給ということでいうと、日本全体

で人口が減尐していくという状況にある中で、こういった要素もどう見るかということも

必要になっていくかと思います。 

 そういったことも勘案しながら我々、食育担当部局ともよく相談をして、また今後どう

いう整理ができるのかちょっと検討させていただきたいと思っています。 
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○林部会長 ありがとうございました。 

 それでは、午前中の部を終わりたいのですが、その前に今回の基本指針に関する論議は

全体の２割ぐらいしかなくて、午後の論議の備蓄に関する、あるいは在庫に関するところ

が８割方だったので、私のほうから確認させていただきたいのですけれども、今回の基本

指針の大きなポイントは、需要実績は、これまでのものをずっと見ている中で、平成 22年

から平成 23年、つまり今年の７月から来年の６月までの需要見通しを 805万 tにする。こ

れを行うために、実はこのトレンド（回帰式）の中で、平成 20 年から平成 21 年の突出し

たときは、先ほど説明もありましたけれども、全体的に価格が非常に高くなった中で上が

ったんですけれども、これを省いてしまう。これは恐らく、これまでやったことのない作

業です。ある意味では恣意的な作業です。これを入れると需要見通しが 810 万 t 近くにな

ってしまうものですから、全体的な今日の論議の中から見ても、この１年度だけは除いて

回帰式をつくったほうが妥当ではないかという判断を事務局はいたしました。私もそれは

妥当だと思うんですが、今日の論議の中で言いますと、これでもちょっとまだ甘いという

感じの方もおられたようですが、特に対案が出てきておりませんので、この 805 万 t とい

う需要見通し、今月から来年の６月まで、これでよろしいかどうかということで確認させ

ていただきたいと思います。 

 もう一つは、午後の論議につながりますが、米穀の備蓄については従来どおり 100 万 t

程度を適正水準として考える。 

 この２点が基本指針のポイントですので、午後の備蓄の話に移る前に、午前中にそれに

ついて決議させていただきたいと思うのですが、お手元の資料２にあります「米穀の需給

及び価格の安定に関する基本指針」の１ページの一番上のところに書いてございますが、

この内容を適当と認めてよろしいかどうかお諮りしたいと思いますが、これでよろしいで

すか。 

〔「はい」の声あり〕 

○林部会長 それでは、お認めいただきました。どうもありがとうございました。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、これを決議いたします。この内容を事務

局から今配付していただいておりますので、もう一度この配付された資料を見ていただい

て……。 

○今井委員 すみません、お話し中ですが。先ほど戸別所得補償の面積がまだまだという
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ことだったんですけれども、概算要求が８月にあるのであれば、それなりの面積をおおよ

そ目安を決めて概算要求もするわけですし、その面積によって全然違ってきますよね。 

○林部会長 今やっているのは生産がどうなるかじゃなくて、日本国民がお米を今年の７

月から来年６月までにどのくらい食べるかという需要の見通しを今やっているわけです。

その需要の見通しと生産の見通しは違いますので、私たちが今やろうとしているのは、需

要見通しが 805 万 t で妥当かどうかと言っているわけです。その決議をしていただきたい

と言っているわけで、生産はまた別に考えなきゃいけない問題があるわけです。11 月にそ

のことはもちろんやります。よろしいですか。 

 今皆様に論議していただき、決議していただきたい内容は、日本国民がこの７月から来

年の６月まで 805 万 t の需要ということで、私達が決めていいかどうかということなので

す。これはこれまでのトレンドがあり、それから特に、今、いろいろな問題もほかにもあ

るということで論議いただいたわけですけれども、これ以外の適当な数字というのは皆様

からいただいておりませんし、毎年この時期に需要見通しを決めて、生産見通しについて

は 11 月から 12 月にかけてやるということで、この進め方に全体的なまずさがあれば、そ

れはそれでまたあれですが、今おっしゃっている戸別所得補償は生産に非常に関係してき

ます。 

○今井委員 でも、この在庫によってすごく値段が変わるわけですよね。早場米も出てき

ますし。その米価によってまたその消費は変わってくるんじゃないかなという気もするん

ですが。 

○林部会長 米価の決まり方は、先ほどからいろいろ論議にありましたが、もちろん需要

と供給といろいろまた複雑な要素があります。それについてはいろいろ論議しなければい

けないところがあると思うんですが、私たちが需要を決めるというのは、生産調整をどう

するかという大問題があるから、この時期に生産調整をどうするかというのを決めないと、

その数量、一番有効な形で皆さんに守っていただくような全国的な通知というのが難しく

なるんです。よろしいですか。 

○今井委員 わかりました。 

○林部会長 もしほかに御意見があれば。 

○竹内委員 今井さんの話は、こういうふうに考えればいいのかなという気がします。確

かに、おっしゃるように、いろんな事情が消費に影響します。価格が上がれば消費は減る、

価格が下がれば消費は増える。うどんの値段や麦の値段があれば、こちらは相対的には減
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る。それは短期的には起きるんです。ただ、ここでずーっとやっているように、米の消費

量をどのくらい予測するかというのは、来年１年間の予測をあらゆる要素を入れての見通

すのは、それは難しい。むしろ長期的なトレンドですね。その背景には人口の減尐とか高

齢化とか、食生活のパターンの変化とか、そういうのが長期的にはかなり影響しているな

という理解に立って、従来から割と長期の推計をしているんです。 

 ですから、おっしゃるのはもちろん正しいことなので、その点については消費を見通す、

あるいは考えるお立場の方は、役所だけでなくて、これだけの１億 2000万人の人の動向で

すので、みんな注意しなければいけない。ただ、ここでやっているのは、超長期のトレン

ドで見ておくのが事柄に合っているかなということでやっていると考えることができるか

なと。 

○今井委員 ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございます。ただ、我々が決めるのは今年の７月から来年の６月

までの需要見通しで、もしこれが当たらなかったら、当たる当たらないの問題じゃないん

ですけれども、これまた来年真剣に論議してこれを調整するということは当然やっていく

わけですが、尐なくともこれから今年の生産調整を考えていく上で、需要がこれだけある

からこれだけの生産を行うのが適当ではないかという根拠になる数字を 805 万 t としてい

いかどうか。 

 これは従来のやり方をしていますと、810 万 t になる予定だったんです。それで、平成

20年から平成 21年度の高くなったところを回帰式の計算に入れないという判断を今回した

わけですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、お手元の答申案を見ていただいたと思うんですが、これでよろしいでしょう

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○林部会長 異議ないということですので、どうもありがとうございました。 

 それでは、基本指針については決議を終了しましたので、このあたりで一区切りさせて

いただいてよろしいですね。午後は 13時 30分まで、１時間 20分ほどありますので、その

間にまたいろいろと情報はいただけるわけですね。また午後もよろしくお願いいたします。 

 

午後０時 10分休憩 
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午後１時 30分再開 

 

（２）米の備蓄運営について 

 

○林部会長 それでは、１時半になりましたので、食糧部会を再開いたします。先ほど来

申し上げていますように、これから意見交換をさせていただきたいと思いますのは、米の

備蓄運営に関する現状と課題でございます。最初に、事務局から資料を御説明いただきま

す。 

○村井計画課長 それでは、お手元にお配りしております資料３「米の備蓄運営の現状と

課題」につきまして、私から御説明をさせていただきます。 

 おめくりいただきまして、１ページでございます。まずは備蓄運営。これまでどういう

ふうな変遷をたどってきたかということで、歴史のおさらいという形で資料をまとめさせ

ていただいております。御案内のとおりでございます。現行の食糧法の前は、食糧管理法

に基づいて米の制度は成り立っていたわけでございますけれども、食糧管理法の時代は国

が全量を管理するということが基本でございました。この食糧管理法のもとでは備蓄とい

う概念そのものはなかったということでございますが、実際にオペレーションという意味

では、端境期に一定程度の持ち越し在庫を保有するという需給操作で運用をしておったと

いうことでございます。 

 右のところに、食管法時代の最後、平成３年から平成５年にかけての政府在庫と作況推

移をデータとして掲載しております。御参考にしていただければと思います。 

 平成５年でございますけれども、これもまだまだ記憶に残っておるところでございます

が、作況が 74という大不作になったということでございます。当時、政府の在庫水準も 23

万 t という数字になっていたということで、これが平成の米騒動の要因になったというこ

とでございます。 

 この大不作を受けて、政府は合計 259 万 t の米を外国から緊急輸入を行ったわけでござ

いますけれども、最終的には販売数量としては 161 万 t にとどまったということを経験し

たわけでございます。 

 右のところ、６米穀年度の緊急輸入米の用途別売却数量、それからどういった国からど

のぐらいの数量を入れたかということでデータを掲載しておりますが、こちらも御参考に
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していただければと思います。 

 ページをおめくりいただいて２ページでございます。この平成５年の大不作、それから、

同じ年になりますが、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意といった非常に大きな出来

事がございました。こういったことを契機に、旧食糧管理法から食糧法へということで、

平成７年に現行の「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」が施行された。その後、

平成 16年に食糧法が大改正されておりますが、食糧法としては平成７年に施行されたわけ

でございます。この食糧法の中では、政府の役割は備蓄の運営、それからミニマム・アク

セス米の運用といったものに限定されたということが、法律上明確になったわけでござい

ます。 

 この食糧法のもとでの備蓄運営でございますけれども、このときはそこの３パラグラフ

目に書いてありますように、150万 tを基本とする、豊凶等による需給変動に対応し得るよ

う一定の幅ということで 150 万 t を基点に±50 万 t の幅をもって運用するというのが、こ

の食糧法がスタートしたときの備蓄運営の基本的な考え方でございます。参考として、当

時の備蓄水準の考え方、それから関係規定の抜粋をつけております。こちらのほうもあわ

せて御参考にしていただければと思います。 

 そういったことで、３ページにございます食糧法のもとでの備蓄運営がスタートしたわ

けでございますが、食糧法のもとにおける販売というのは、一定期間備蓄保管をした上で

販売をしていくことになったわけでございますが、そういったことに加えまして、平成５

年は大不作であったわけですが、その後、豊作の年が続くということとか、あるいは過剰

作付──当時はネガ配分の時代でございますので、数字上は目標達成という形になってい

たかと思いますが、実際には過剰感がある。そういった中での緩和基調であったという状

況のもとで、計画に即した販売というのがなかなか難しい環境であった。 

 こういった状況の中で、在庫水準で見ますと、結果としては備蓄水準の上限、先ほど申

しましたように 150 万 t±50 万 t で 200 万 t ということになるわけですが、この上限を超

えて高水準へ推移をするという実態。こういった期間が長期化したということで、結果と

して備蓄に要する経費も著しく増加したということでございます。 

 右のところの政府在庫、作況の推移、期末在庫を見ていただいてわかりますように、平

成８年以降 200 万 t を超えるような期末在庫になっていたということ。それから、下の表

のところで平成７年以降の財政負担の状況ということで数字を掲載しております。そうい

ったことで、御参考にしていただければと思います。 
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 続きまして、４ページでございます。平成９年に新たな米政策大綱において備蓄運営ル

ールを決定したという経緯がございます。今見ていただきましたような食糧法になってか

らも、基本的にはこういった豊作とか過剰作付といったことで、政府在庫の水準は基本的

な考え方の上限を超えて推移をするという状況が続いたわけでございます。 

 こういった中で、多大な政府米在庫が自主流通米価格の低下圧力になるのではないかと

いう声が出てきたということで、こういったことを回避するという観点を踏まえて、新た

な米政策大綱の中で備蓄米の備蓄運営ルール──具体的には備蓄米の買入量と販売量を均

衡させて、政府米在庫の累増を避けるという考え方ですが──を決定して、平成 10年産米

から適用してきたということでございます。 

 ５ページでございます。ただ、実際その後どういうことで推移してきたかということに

なるのですけれども、結局、この備蓄運営ルールを導入しても、作況の関係等々、実際の

在庫の数字で見ると、在庫はなかなか減っていかない。米の需給が緩和基調で推移したこ

とから、どうしても備蓄水準の上限を上回る在庫水準が続くという状況が解消できなかっ

たということでございます。 

 こういったことを受けて、平成 12 年 12 月から翌年の平成 13 年 12 月までの１年間をか

けまして、備蓄運営研究会において、この備蓄運営のあり方についていろいろ御議論いた

だいたということでございます。 

 現在の備蓄運営の基本的な考え方、備蓄運営ルールについては、この研究会報告をもと

に運用しておるわけでございます。この備蓄運営研究会の報告のポイントは下に掲載して

おりますが、この研究会の中で、備蓄運営方式につきましては、回転備蓄方式と棚上備蓄

方式の比較検討を行っています。 

 その中で、潜在的需給ギャップの縮小に向けた生産体制の構築。あるいは、生産への悪

影響を生じさせないということ。それから、膨大な財政負担の発生を回避するといった点

を踏まえて、基本的に回転備蓄を行うということを再度確認した上で、備蓄の適正水準と

しては 10 年に１度の不作、あるいは通常起こり得る不作──作況 94 を想定しておるわけ

でございますけれども──が２年連続したとしても、国産米できちんと対処し得る水準と

して、毎年６月末、100万 t程度が適切であるということで、その報告の中に盛り込まれた

ということでございます。 

 具体的に６ページと７ページのところで、当時の備蓄運営研究会の報告の、今御説明を

させていただきました部分についての抜粋と、備蓄水準 100 万 t の考え方ということで、
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７ページになりますが、10年に１度の不作、作況 92という数字を想定しておりますが不作

に備えるための数量の試算、それから作況 94が２年連続した場合の試算ということで、そ

の当時の資料をそのまま掲載しております。こちらも御参考にしていただければと思いま

す。 

 以上、現在までの国の備蓄運営の基本的な流れということでは、平成 13年の備蓄運営研

究会の報告が現在まで引き継がれているということでございます。 

 こういったことで備蓄運営をやってきたわけでございますけれども、８ページ以降のと

ころで、実際これまでやってきた中で、我々の問題意識としてこういったことが課題では

ないかということでまとめさせていただいております。 

 まず、８ページでございます。政府買入れなり政府の販売による市場流通なり価格への

影響ということでございますが、現行の備蓄運営は回転備蓄方式ということで、あくまで

も主食用米穀の需給フレームの中で行っているということでございます。このため、民間

市場において過剰感が生ずる事態になった場合には、政府買入れによる隔離対策を実施し

てほしいという要請が起こったり、あるいは備蓄米の主食用販売が市場価格の引下げにつ

ながるから販売をやめてくれという要求が出たり、こういったことが現実の問題としては

どうしても起こりがちになるということでございます。 

 ２つ目のところ、「各種の緊急対策を講じてきたことによる生産調整への悪影響」という

ことでまとめておりますが、こういった声を背景に、これまでいろんな緊急対策を講じて

きたというのもこれまた事実でございます。 

 直近で申しますと、平成 16 年からスタートした米政策改革の中で、特に平成 19 年に第

２ステージに移ったところでございましたが、平成 19年産の出来秋の段階で価格がかなり

大きく下がったということで、こういったことを背景に政府に対して緊急対策としての政

府買入れ、あるいは備蓄米の販売が強く求められて、具体的に平成 19年産の緊急対策とい

うことで措置をしたわけでございます。 

 ただ、このとき現場も含めてどういった声が上がったかということでございますが、こ

れらは確かに先ほども話の中で触れさせていただきましたが、当時のセンター価格のデー

タを見れば、緊急対策を決定した後、センター価格が上がると、市場米価の一時的維持回

復効果はあったという結果は出ております。ただ、実際にそういったメリットは本当にだ

れが享受したのかということになるわけですが、結果的には生産調整に参加しない、いわ

ゆるフリーライダーに強力なメリットを与えることになったのではないか。結局そういっ
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たことが、生産調整に参加しなくても、最後は国が何とかしてくれるという意味でのモラ

ルハザードを惹起したのではないかと、我々としても問題意識を持っておるところでござ

います。 

 ９ページに移らせていただきます。そういったことに加えて、問題点として、「備蓄米の

年産更新の困難化」ということで、午前中の御議論の中でも御指摘ございましたが、現実

問題として、備蓄米の年産更新が非常に難しくなっているという面がございます。基本的

には、回転備蓄方式、買入れと販売を数量的にも均衡させていく。基本的に、毎年毎年更

新をしていくということが基本でございますが、ただ、そういった仕組みで運営しており

ますので、販売数量に応じた買入数量というふうにしなければ、在庫は積み上がっていき

ますのは当然のことでございます。そういった状況になってしまいます。 

 しかしながら、これまで実際買入れの要請が起こったときに、具体的にどういう形で対

応してきたかということになりますが、従来は生産団体あるいは出荷団体のところで、販

売残数量というのは産地銘柄によってばらつきが出るという状況がございます。そういっ

た中で、販売残数量に見合った政府買入数量を基本的にやってきたということでございま

す。 

 これらの結果、結局、備蓄米の計画的な年産更新が困難になって、在庫の累積あるいは

古い年産への在庫の偏りといったことが、現実問題として起こっているのではないかとい

うことでございます。 

 また、こういったことから保管年数を経た古米の飼料用等への処理を実際に行ってきて

いるということも、現実の問題としてございます。こういったことから、当初予定した回

転備蓄運営による財政負担水準を大きく超える財政負担が結果として生じてしまっている

ということでございます。 

 備蓄運営研究会の中での試算といたしましては、そこの下にありますように、100万 tの

備蓄水準で年間 200億円という試算をしておったわけでございます。実際、平成 13年以降、

どれだけ財政負担が生じていたかは９ページ右の下の表に掲げております数字になってお

るということでございます。 

 10 ページのところで、過去実施をいたしました緊急対策の実施状況ということで、直近

の平成 19年産、一番頭のところに載せておりますが、それから食糧法を改正する前の平成

11 年、平成 12 年、平成 13 年の緊急対策の概要を掲載しておりますので、御参考にしてい

ただければと思います。 
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 それから、11 ページのところで、政府が備蓄米として持っていたお米の各年産ごとに、

では、実際どれだけ財政負担がかかっていたのか試算した数字を掲載しております。現在

持っている米の一番古いのが平成 17年産ということで、午前中資料を見ていただいたとお

りでございます。平成 17年産以降については、そのような意味で数字は確定しておりませ

んが、これまで平成 16年産、既に販売等終わったところで見ると、そういった状況になっ

ております。下にこれまでのトータルで数字を載せておりますけれども、売買に伴う損失

額として 1500 億円程度。援助・飼料処理等に伴う損失額として 3400 億円程度。あと、金

利・倉敷料、保管経費ということになりますが、2400 億円程度の財政負担をこれまで伴っ

ているということでございます。 

 おめくりいただきまして、我々が現時点で持っている特に大きな問題は今御説明させて

いただいたとおりでございます。こういったことを踏まえて、ぜひこの食糧部会の場にお

いて御議論をいただきたい論点ということで、尐しまとめさせていただいております。 

 １点目でございますが、まず主食用米市場への需給、それから価格への影響を最小限に

とどめながら、備蓄運営上必要な量の買入れ、あるいは販売を計画的かつ確実に行うため

にはどうすればいいのかということ。 

 ２点目といたしまして、適切な備蓄運営を行いながら、より効率的・効果的な財政負担

として、国民全体の理解を得るにはどうすればいいのかということ。 

 ３点目といたしまして、備蓄水準の検討に当たって、これは今、ベクトルとして２つ考

え方が出ていると思います。１つ目は、その主食用以外の米需要も拡大していると。こう

いった主食用以外の需要を含めて、備蓄運営の必要性あるいは水準を検討するべきではな

いかという意見がある一方で、主食用需要そのものが減尐していると。主食用需要の減尐

傾向を踏まえた備蓄水準というのをやはり検討すべきではないか。これらの意見がある中

で、今後のこの備蓄水準についてどういった対応が考えられるのかということでございま

す。３点目として、そういった点を挙げさせていただいています。 

 ４点目といたしまして、米戸別所得補償モデル事業の実施状況を踏まえた上での検討。

これまでも御説明させていただいておりますように、戸別所得補償制度、需給の引き締め

効果、あるいはそれによって米価に好影響を与えるという面もあると考えております。こ

ういったことからこのモデル事業の実施状況を踏まえた上で、備蓄運営を検討する必要が

あるのではないか。こういった観点も必要ではないかということでございます。 

 最後に、政府買入れが需給調整に参加しない生産者のメリットとならないようにするに
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はどうしたらいいのか。これまで備蓄運営を検討するに当たって常に問題になってまいり

ましたけれども、こういったところに視点を置きながら、ぜひ御議論を賜ればと考えてお

ります。 

 なお、13ページ以降のところでございます。「最近における国会での備蓄運営に対する議

論のポイント」ということで、先の通常国会で鳩山前総理あるいは赤松前大臣から、政府

の米の備蓄運営に関して、何度か国会での質問に対して御答弁をいただいております。そ

の国会での答弁のポイントをまとめて概要として掲載させていただいております。こちら

のほうも、議論の御参考にしていただければと考えております。 

 また最後、16ページのところは今年の３月 30日に食料・農業・農村政策審議会企画部会

を中心に御議論をいただいて閣議決定をしたものでございますが、この基本計画の中の備

蓄に該当する部分の抜粋も掲載させていただいております。こちらのほうも御参考にして

いただければと思います。 

 私からは、以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 それでは、残り時間、大体１時間ぐらいございますが、今日と、そして次回は８月９日

も予定されておりますけれども、ここで何かを決めるということではなくて、この米の備

蓄運営に関してどういう考え方をこの部会として持つのか。これを一本にまとめるという

のは大変でしょうから、幾つかきちっとした論理性のある考え方を整理するという形で御

発言いただければ大変幸いに存じます。どこからでも結構です。午前中もお昼もいろいろ

論議ありました。 

 佐々木委員、どうぞ。 

○佐々木委員 これまでの御説明、皆様の御意見を聞いておりまして、私なりに感じたこ

と、考えたことを申し上げます。国の米の備蓄の目的ということなんですが、やはりこれ

は一言で言えば安定供給のためにあるのかなと。国が備蓄をして一定量保管しておいて、

何か非常時があったときにそれを活用するということが主目的であると考えました。 

 ですから、決して市場価格の調整のためにするものではないのであろうと。したがいま

して、やり方としては、機械的なオペレーションといいますかね、市場関係者だれもが予

測可能な機械的な買入れ、それから販売、そういうオペレーションをしていくということ

が基本ではなかろうかと考えます。 

 以上です。 
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○林部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 回転備蓄から棚上備蓄へという点で言えば、今も回転備蓄と言っていますけ

れども、先ほどいろいろな変遷の説明がありましたとおり、ここ近年 100 万 t の備蓄水準

で売れた量だけ買うという需給事情、新米供給がメーンになっている中で古米の需要が尐

ないということで、10 万 t とか 20 万 t 売って 10 万 t 買っていく。したがって、100 万 t

回転していく場合には７年かかったり８年かかったりするわけで、そうすると、当然５年

以上越えた米は棚上処理していくというか、主食以外に処理していくという実態があった

わけです。一方で売り手、買い手、マーケットに対しては常に主食の古米が出てくるとい

う、政府米が常に 100 万 t 存在しているという状況になっていて、そういう価格形成に対

する影響ということもあるので、そういう意味では新しい制度、政策の転換の中で、棚上

備蓄に大胆に転換していくということは賛成です。そういう方向でやるべきだと思います。 

 ただ、買入れ、売渡しですけれども、一定のルールは必要だと思いますが、機械的とい

うことではなくて、一定のバッファとかアローアンスを持ってやるべきだと思います。そ

れは米の生産特性として豊作、不作というものがあるわけですので、そういうものをどう

するか。 

 それから、計画生産をやるわけですけれども、100％計画生産をすべて完全に達成すると

いうことは、社会主義の国じゃないのでなかなか難しいわけで、今でも面積換算で言えば

96、97％参画して達成して、未達なのは３％、４％ぐらいということで、おおむねきちん

とやってきているわけですが、それでも３％、４％で出るのは今の資本主義社会の中では

当たり前なので、そういうものもあるという前提の中で、買入処理をしていくという棚上

備蓄における運営のバランスといいますか、柔軟性というのはやっぱりある程度持つ必要

が。米の商品特性は腐らないとか、そういう形で豊凶変動があるということで対応してい

くべきだと思います。 

 そこの出口対策のところで何も手を打たないということになれば、価格が下落するがま

まに任せるわけですので、そのための今度の戸別所得補償における財政負担というものは、

１俵 1000円下がれば 600万 t、１億俵で 1000 億円ですので、1000億から 1500億なんてい

うのはすぐです。去年から今年の米価水準 1000円下がりましたというのは先ほどありまし

たが、1000 円下がったってそういう財政負担になるわけで、しかも、１年にとどまらずと
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いうことになれば大変なことになる。ここでも財政の効果的・効率的な負担ということが

ありますので、そういう全体利益にとって何が大事なのかということも含めて、棚上備蓄

における買入れというものをきちんと整理する必要があるんじゃないかと思います。 

 フリーライダーの話はありますけれども、先ほど言いましたように、面積換算で言えば

３％、４％の不心得者をこらしめるために、全体が 1000 億円と 1500 億円もマイナスにな

るようなことをやるのか。そうではなくて、97％取り組んだ人たちに目を向けて、対策を

どう考えるかということが大事なんじゃないかと思います。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員 私はやはりこの棚上備蓄か回転備蓄かという議論がありますように、検討し

て現在の備蓄回転ルールというのを決めて実行してきた。実行した状況がルールに十分沿

わない運用が結構出てきたという経緯の御説明がありました。その備蓄の目的というのは

何かというのは、はっきりした御意見の方と、はっきりしない方もおられるのかもしれま

せんが、当時備蓄の目的として考えて法律に書かれていること。この法律に書かれている

考え方が正しいのかというのがまず前提だと思います。 

 もしそれが正しいとすれば、それの政策目的に合うように運用されてこなかったことは

反省しなきゃいけない。つまり、政策目的が今御紹介がありましたように、いざ供給不足

に陥ったときに対応する対応力を政府が持っていましょうと書いてあるわけです。したが

って、それが政策目的なのであって、米価が下落してきたときに下落をとめましょうとい

うのが政策目的として政府にできるのか。これは基本的には最終需要と供給の関係で決ま

るわけですから、したがって、その生産調整をいかに実効的にみんなで運用できるかとい

うことにかかっている。それが途中で価格の下落が続く。何とかしてくれ、政府が買い入

れてくれ、放出をやめてくれということで、対応したことが過去にあります。 

 その結果どうなったかということも書いてあります。幾つも弊害が出てきています。一

つは流通に及ぼす攪乱要因になっている。あるいは、生産者に対する間違ったメッセージ

になっている。例えば政府が買入れを価格の支持のためにしたと。あるいは、価格の支持

のために売却を控えた。そうすると、価格は下げ止まって上がっていく可能性があるんだ

なと予測した人は、必ず在庫を増やしますね。将来上がれば、今在庫を買ったほうが得で

すから。それは流通でも農家段階でも起きました。それでは、その価格支持は成功するか。

毎年毎年買い続けて、棚上している。棚上した結果どうなるかは今の 1000億、1500億の問
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題。これはまたやっぱり考えなければいかん。その前に、そうは続かないということにな

れば、最終的な需給の関係で価格が決まりますから、その効果はイリュージョンにすぎな

かったということになると、在庫管理は失敗した。農家の生産対応も、間違ったメッセー

ジに基づいて対応しちゃったというような、流通・生産に攪乱要因を与えたと書いてある

んだと思います。現にそういうことが起きたわけです。 

 したがって、まず考えるべきことは、備蓄の目的は何なのか。その目的が正しいのであ

れば、それに沿うような運用をするというのが誠実な政策の遂行なのであって、そこに書

いていない違う政策目的を達成しようとすれば、もしこの備蓄の目的がそうであれば、別

の政策手段がなければだめなんです。１つの政策手段で２つの目的を達成することはでき

ない。その数学は中学校の時に習いました。解が２つ欲しければ、方程式は２つ要るんで

す。解が３つ欲しければ方程式は３本要るんです。そういう関係になっている。そこが一

番基本だと僕は思います。 

 次に、それでは回転備蓄から棚上した。棚上した後、どうなるんですか。棚上というこ

とは、主食用米に使わないということですね。したがって、飼料用に売る以外にない。で

すから、そこに膨大な価格差が政府負担にして生じます。それは、今お話しになった 1000

億、1500 億ということが１兆円、２兆円の規模で過去に起きましたね。そういう方向に政

策を変えるんですか。変えた場合に、その財政負担はどうやって政府は対応できるんです

か。最近のニュースによると、こういう財政状況ですから、各省は基本的には交付税と社

会保障関係を抜いて、まずは 10％切ってくれという閣議決定がされた。 

 今、その状況にほかの歳出増加要因もある。そうすると、その論理で政策が運営される

限りは、農林省の他の政策を切らにゃいかんのですね。これもまた増える要因だと。また

切る。そうすると、農林省の中で、政策の優先順位をどう考えるのか。棚上備蓄をして、

主食用に買って、それを飼料用に売って、膨大な 1000 億だったら 1000 億の財政負担が今

よりさらに出てきて、その分はどこを削減するようにするんですか。その棚上備蓄がいい

というのであれば、それが総合農政としてどういうふうな政策体系になるのかということ

が問われてくるんだと思うんです。 

 農政はいろいろな課題を答えていかなきゃいけない。現場の土地改良が今どうなってい

るか。私はちょっと現場に行ってみたいんです。今年、何割カットになったんですか。来

年またそういう動きでどうだというような今は非常に難しいところへ来ている。ですから、

短兵急に一つの政策目的だけのために急にルールを変えるということが全体の農政の中で
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どういう影響が及ぶのか。現場、生産、流通、そういうことをよく分析しないといけない

んじゃないか。備蓄の目的を明確に改めて整理して、それに沿わない運用があったのであ

れば、沿うような運用に努力をしていく。価格の問題は、その本質に合うような対応をし

ていく。そういうことが基本なのであって、そういう検討をした上で考え方を整理しても

らうことが一番適切で現実的ではないかなと私自身は思っています。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 立花委員。 

○立花委員 私はまだ十分考え方が整理できていない点があるので、またいろいろ皆さん

のお話を伺っていて、確かにそうかなということで、修正あり得べしという前提ですけれ

ども、皆さんがおっしゃっている何のためにこの備蓄をやるのかという目的をはっきりさ

せておいたほうがいいというのは全くそのとおりで、私は、皆さんとちょっと違うかもし

れませんが、メーンは国内対策、国内の需給の安定といいましょうか、食糧法に書いてあ

るようなことが、当然、それはメーンだということは私も認めますけれども、果たしてそ

れだけでいいのかです。 

 今、日本の産業界あるいは今の鳩山、菅政権も東アジアとの関係をどう持っていくのか、

いろいろな方々が東アジアは日本の準内需だと思って考えていったらいいじゃないかなと

いうことで、東アジアの成長の成果をいかに日本経済として獲得していくのかという問題

意識にだんだんだんだん変わってきている。国内市場はシュリンクしていますから。 

 そういう状況の中で、民主党政権になって、東アジア経済共同体とか、まだ言葉だけで

そのイメージがこれからということではもちろんありますけれども、朝鮮半島の安定の問

題、北がいつどういう状況になるかというのは、わからないといえばわからないですけれ

ども、そういった東アジアにおける民生の安定。それは中国にしても、日本と同じように

風水害に見舞われたり、干ばつの影響もあるでしょうし、台湾等々、日本が好むと好まざ

るとにかかわらず、アメリカはもちろん大事ですが、やはり東アジアとの関係をお互いウ

ィン－ウィンの関係でどういうふうに持っていくのかというのは、国レベルでも、それか

ら個別の企業レベルでも、あるいは各組織ごとでもいろいろ考えていく必要があるだろう。 

 そういった中で、このお米の問題は一つのシンボリックな協力アイテムになり得るので

はないかなと。３月末に決めた基本計画も、国際協力ということで、ＡＳＥＡＮとかある

いは日米韓とかいったことで、緊急備蓄の問題にたしか触れていたと思いますけれども、

私はそのためにどの程度お金が必要なのか。ＡＳＥＡＮプラス３の緊急コメ備蓄体制の実
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現等に努力するというふうに３月末の基本計画に書いてあるわけですから、こういった国

際協力という観点も今、備蓄、メーンはもちろん国内対策中心で、国内の需給の安定でい

いと私は思いますが、東アジアに向けて、そういったものにも──別に来年からというわ

けではもちろんありませんが──対応できるような形で、そこら辺も視野に入れて考えて

おく。お金も既存の農林予算の中からは難しいというのであれば、ＯＤＡの金、あるいは

総合安全保障的なイメージで、そういったお金のほうから振りかえる──今のはやりの言

葉で言えば、組みかえるといいましょうかね、そういった発想があってもおかしくない。

ただ、これは来年からというわけではもちろんありませんけれども、単に国内だけじゃな

くて、もう尐し我々、切っても切り離せない東アジアとの民生の安定にどう貢献していく

かということも視野に入れて、この備蓄の問題を考えていく必要があるのではないかなと

いうことです。 

 それから、お隣にいる竹内さんがおっしゃったことで全くそのとおりなんですけれども、

私も午前の会議で申し上げましたが、要するに本来はこの目的だったが、この際、お金が

ないからこれで価格を下支えするとかいった不順な動機に駆られやすいんですけれども、

やはりそれは後々いろんなところに影響が出てくるということで、我々、短期的にはそれ

でよかったよかったということかもしれませんが、翌年あるいは翌々年、あるいはいろん

な関係者にいろいろ苦い経験を与えてきたということは否定できないわけですから、目的

外で不順な動機に駆られてマーケットの価格を下支えすることにはならないようにしてい

かないと。 

 ただ、それも恐らくお金次第という面があるかもしれませんね。確かに、私もこれを見

ていて、財政負担の問題が大変だよというのは全くそのとおりで、従来からこの財政負担

の問題、人の財布を見れば、自分の財布じゃないからどんどん使えというように言うとい

うことを、私もこういう場で申し上げてきました。確かに財政負担の問題は大変な問題で

ありますので、だからといって、財政負担で発想がとまっちゃってもちょっと残念だなと

いう感じがして、財政負担、つまり公金の負担ということはそれはそれで大変な大事なこ

とで、私はそれを従来から主張してきたんですけれども、だからといって、そのためにい

ろいろ発想がシュリンクしちゃうのもちょっと残念だなと。やっぱり５年、10年、20年と

いったもうちょっと長い視野で、東アジアにおける日本の役割等々を見ながら、尐し繰り

返しになりますけど、今すぐ、来年からというわけではもちろんありませんが、構想して

いくことも必要かなと。とりあえず、現段階ではそんな感じです。 
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○林部会長 ありがとうございました。 

 藤井委員、どうぞ。 

○藤井委員 備蓄の考え方で、何年か前の研究会で出された考え方というのは、今でもち

ゃんとしていて非常にいいのではないかと思っています。ある意味、食料の安全保障を守

っていくんだということで、きっちりとした管理をしていくんだということで定められた

のかなと思っています。ただ、皆さんおっしゃっているように、このルールでやることに

よって、リーズナブルに国民の非常時に対して対応できるというふうにやったにもかかわ

らず、運用上うまく行かなかったのはなぜなのかということをきっちりと議論していかな

ければいけないのかなと思っているところです。 

 その意味で行くと、ある意味主食用米というのは、輸入もしていないですし、国内需給

の中で価格調整をしていくんだということで、運用していくということになっているんで

すけれども、そうは言いながらも需給が軟化していて、価格下落が続き、特に価格下落に

なったときに、主要の大規模農家を中心とした再生産維持というのが非常に困難ではない

かという悲鳴みたいなものが上がってきて、政治的に何とかしなければいけない。そうい

う循環が起きていたんだろうと思っています。 

 ただ、そうは言っても、いろいろなフォローアップ対策というのは政策的にも打ってい

たわけであって、それに待ち切れないという形で、政治的に何とかしなければいけないと

いうことが行動として起きた。そのときに、農水省の持てる施策というのは、食糧法のと

ころで決められた中で、備蓄とＭＡ米の管理ということである程度決められているわけで

あって、農水省の政策カードとしては、フォローアップの政策をつくるのか、それとも需

給の価格をいじるのかということでいえば、備蓄というものをいじらざるを得なかったと

いう流れで来たのかなと見ているところです。 

 ただ、そういう意味で言えば、この間、何年かをずーっとやってきて、国内需給の中で

生産者自身が需要を考え、決め、その上で需給バランスをとりながらやっていくんだ。あ

る意味やみカルテルみたいなものを公的に認めていくという制度なわけなんですが、そう

は言いながらも需給関係が軟化しているという現状の中で、こうした備蓄という制度を使

わなくても、低価格になって価格が下落したときに大規模農家や主要の米作農家に対して、

経営を維持できるという政策的な代替措置がきっちりなされているかどうかという判断の

評価が必要なのかなと思っています。今回、事務局から出されました戸別所得補償がそう

したカードであると。また、農業者もそういうふうに受けとめられるんだということであ
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れば、ある意味極論すれば、今の備蓄制度のままでも原則的に運用すれば成り立つのでは

ないかと思っています。 

 ただ、そうは言いながらも、現状の備蓄制度がなぜこうイージーにうまく価格を維持す

るために使われてきたのかということを逆説的に見ていくと、800万 t強の米の生産の中で

実際に流通しているのが 600 万 t 強だと思うんですけれども、その中で 50 万 t、１割近い

買い付けを行えるプレイヤーがいるということは、やはり大きなインパクトがあるんだろ

うと思っています。そのプレイヤーとしての大きさがどうなのかというのが一つあるのか

なということ。 

 それから、いつどのように買うのかということや、そんな巨大プレイヤーなんですけれ

ども、動きが全く見えない、シークレットなプレイヤーである。その動きが見えないプレ

イヤーが一定程度政治的な要請によって動きを変えていくんだということによって、価格

が一定程度思惑どおりに操作されてしまうという現状が起きているのだろうと思っていま

す。 

 戸別所得の評価とともに、こうしたプレイヤーとしての適任性というものを再評価しな

がら、備蓄運営の制度設計をしなければいけないのかなと思っているところです。 

 意見としては余りまとまっていませんけれども、そんな印象を得たということで発言さ

せていただきました。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょう。 

 青山委員、そして神田委員、どうぞ。 

○青山委員 皆さんと共通する部分が多いんですけれども、備蓄の方式をあっちからこう

するという方式ではなくて、備蓄と過剰米対策というのを完全に切り離すことができるの

かどうなのかというところにかかってくると思うんです。過去に何回か緊急対策で買い入

れたということのメリットと弊害とかがあったという御説明があったのですが、これをは

っきり切り離すかどうかによって、回転備蓄か棚上備蓄かどちらの方法でも私はそんなに

変わらないんじゃないかなと思うんです。まず、切り離して考えられるかどうかというこ

と。 

 次に、主食用として売ることと、飼料用として売ることのどっちのニーズが高いのかと

いうことも冷静に見たほうがいいと思うんです。飼料として売る場合、多分、価格を安く

して売るので売りやすいというところがあると思うんですが、ＭＡ米との絡みはどうなの
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か、ＭＡ米が今度はすごく残ってしまうんじゃないかとか、あるいは飼料用に転作田で作

付ていた農家に対して販路が断たれるんじゃないかということも素人ながら考えられるの

で、そういったことも総合しながら考えていくことではないかなと思います。 

 個人的には、緊急買入れというのはやはりやめたほうがいいような気がいたします。た

だ、そうなると、産地は過剰米の対応に非常に苦慮されると思いますので、その辺は別に

対策をつくるべきだと思うんですけれども、せっかく戸別所得補償というのが始まったの

で、農家に対してはその変動部分をいかに補てんできるかというところをしっかりやれば

いいと思うんです。ただ、そこに入らないのは、ＪＡさんが持っている在庫の保管代とい

うのがまたすごく問題になるんですが、それを全面的にカバーしてあげるのか、あるいは

在庫を持たずにうまく売っているところはやっぱり販売力があるところだと思うんです。

販売力を持っているＪＡを育てていくには、成績の悪いところをずっと補てんしていって

果たしていいのか。逆に、早く売り切ったところにインセンティブを上げるようにしたら

いいんじゃないかとかいうことも考えていく必要があると思うんです。 

 方式をどちらにするにしても、私自身が単純に考えたときに、政府米というのを自分で

買って食べたことは多分ないと思うんですよ。「たくわえくん」というもので売っていると

いうことなんですけれども、スーパーで見ることがなかなかできないんですね。曲がりな

りにもこういう業界に携わっている人間でも知らないので、一般の消費者は全く知らない

と思うんです。 

 先ほど、竹内さんが現場に行きたいとおっしゃったんですが、私も、果たして政府米と

いうのがどの辺で備蓄されていて、いつの段階で消費者の目にとまって、スーパーではど

うやって売られているのか。「たくわえくん」というブランドは本当に今でもついているの

かどうなのかということを、産地見学というか産地視察というか、流通の視察というのを

関係者にさせていただくと。 

 逆に今、こういう時代なので、例えばコンビニのおにぎりは 100 円ぐらいで売っている

のですけれども、それが 50円になった場合、欠食している若い人たちは、50円だったら買

うかもしれないじゃないですか。「たくわえくんおにぎり」とかいう形で。ですから、そっ

ちの消費拡大を、この備蓄方式を変えてしまうからもう主食用の消費拡大は全くやめてし

まうということではなくて、改めて私は、今の時代なので、政府米の消費拡大こそはやっ

たほうがいいんじゃないかなと思いますので、そのあたりの備蓄米、政府米がどう消費さ

れているのかというあたりの現状を、もう尐し私たち自身も知ってから議論したほうがい



- 54 - 

いのかなと感じました。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 では、神田委員、どうぞ。 

○神田委員 先ほどの立花委員の御意見のように、今後、アジアを見据えた視点というの

も必要だなと思いながらお聞きしていたのですが、主たる目的である非常時、緊急時のた

めのものというところがぶれないようにしていく必要があると思います。 

 そうしたことから言って、非常に次元の低い話で大変恥ずかしいんですが、御説明の中

に、古い年産米の在庫に偏っているというくだりがあります。一番最初のページのところ

で、平成５年のときにそういった事態のときに輸入米を 259万 tしたが、161万 tにとどま

ったというこのときは、幾つか理由はあったんでしょうけれども、食味がやっぱり合わな

いということが非常に大きな理由の一つではなかったかなという印象なんです。現在、そ

ういった古いお米が残っている場合に、実際に緊急時ですから食べるとは思いますが、こ

のような経験をしてくると、一定レベルの食味というものが保たれていないと、やはり何

か事があってもなかなか手が出ないのではないかと現実的には思うわけです。ですから、

その辺の一定のレベルを保つということは大丈夫なのかどうか。これも考える一つの要素

ではないかなと思いました。 

○林部会長 福代委員、どうぞ。 

○福代委員 備蓄に関しましては、運用上の議論は十分にしていかなければならないと思

います。当然、ここに目的に関しましては不足する事態に備えるための措置として云々と

ございますが、やはり消費者への安定的な供給を確保するということと、生産の安定供給

といったものがきちんと明確であることと私は認識しております。ですから、そういった

ところから、備蓄に関しましては方式について需給や価格への影響がより尐ない棚上備蓄

のほうがよいのではないかと私は考えております。 

 もう一つ、先ほどの資料の中で、見直しに向けた論点の中で非常に気にかかるところが

ございまして、12 ページの真ん中の部分ですけれども、「備蓄水準の検討に当たって」で、

「備蓄の必要性とか水準を検討すべきという意見がある一方で、主食用需要の減尐傾向を

踏まえた備蓄水準とすべきとの意見もあるという、これらにどのような対応をしていけば

いいのか」というのが挙げてございますが、尐しはずれますが、自給率向上の国民運動の

中に、子供たちの子供たちのずっと先の子供たちも食べていけますようにという、非常に
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インパクトの強いキャッチ・フレーズで国民運動を展開されておりますけれど、日本は島

国で、米は１年に１回よりできないんです。米は特に安全保障上もかなめとなっているも

のでございますし、適正水準につきましては、先ほどの基本方針の考え方で既に答申がで

きておりますので申し上げるべきことではないかと思いますが、いろいろなことを想定し

た場合に、例えば想定できないような有事というものがどういうものであるかというのも

お考えなのか。そこらあたりもお聞きしたいところが一つありますが、将来的にはこの適

正水準につきましても、十分な必要量というものを、いろいろ意見がある中で考えていか

なければ、この数字ではちょっと不安があるような気もいたしております。 

 以上です。 

○林部会長 それでは深川委員、そして冨士委員。 

○深川委員 食料安全保障の議論は感情論が非常に多数含まれていまして、安全保障とか

いったっていろんなレベルがあるわけですね。戦争とか、本当に海上補給の途絶とか、非

常に極端な場合と、それから平時においても当然不作の年、豊作の年とあるんですが、こ

のレベルをぐちゃぐちゃにして議論してはいけないと思います。 

 それから、食料自給率という観点からすると、米は基本的に余っているわけです。先進

国では異例に農業自由化を拒否してきて、事実上、トレーダブル・グッズじゃないからと

いうことですけれども、自給率は今の時点では余っているわけです。基本が足りない、他

のものとは違う。いろんなものを区別する必要があると思います。 

 あと、在庫の話ですが、日本が非常な大国で、非常に財政に余裕があって、政策の選択

肢がいろんな方から出ているとおり、幾らでもあるんだったらそれは財政規律を無視して

いろんな価値を追求することができるんです。しかし、もはや、先ほどの資料でも見まし

たとおり、例えば金利とか保管料とかいうのが入っていて、金利は今は限りなくゼロです

からそれは結構ですが、これが暴騰した場合に、じゃ、どうやってマネージしていくのか。

こっちのリスクのほうが、突然戦争になる安全保障のリスクよりはるかに大きいと思うべ

きではないでしょうか。やっぱりもう財政規律を中心に考えざるを得ないというのを所与

のものとして、スタートするしかないということだと思います。 

 もう一つ、３％対 97％の農業者のお話が出て、一番最後のところにも、政府買入れが需

給調整に参加しない者のメリットにならないようにと書かれているんですけれども、実は

残りの３％の人たちは、自分のリスクを背負って、市場に非常にチャレンジングな農業を

されている可能性もあるということです。 
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 やっぱり、農業にはもちろん土地の制約はあるわけですが、創意工夫をもって生産性の

ある農業をやっていくことが、結局は国民の安全保障にも資するものであり、農業者にと

っても非常に幸せな農業の形になるんじゃないかという議論を無視することはできないと

思います。 

○林部会長 ありがとうございました。  

それでは、冨士委員、そして藤岡委員。 

○冨士委員 政策目的をきちっとして政策目的に沿うようにやっていくということは、趣

旨はそのとおりなんですけれども、それだけでなかなかうまく行かないのが実情なのでは

ないかと思います。 

 ８ページの資料で、フリーライダーで、平成 19 年産のときに 34 万 t 買って緊急対策を

やって生産調整に悪影響したということは書いてあるわけですけれども、８ページの右側

の下のほうの過剰作付の面積、④－③のところを平成 19 年産で７万 ha まで行ったわけで

すね。だけど、34 万 t 緊急買入れしましたが、その後５万 4000 ha、４万 9000 ha と、過

剰作付が減ってきているわけですよね。 

 だから、やらなかった人たちの面積は減っているんです。全体の目標生産数量を削減し

て設定しているにもかかわらず、その中で過剰作付の面積が減っているということもある

ので、何が悪影響だったかという分析も必要だし、不測の事態に備えて 100 万 t 棚上備蓄

で持つ、その政策目的に沿うようにやっているということなんですが、例えば、豊作対策

は今民主党政権なんて一切とらない状況ですから、豊作対策をとらない中で、豊作になっ

た場合もマーケットに出ていきますね、価格が下落してもしょうがないですね。戸別所得

補償で下落しても補償します。こうなんですけれども、豊作の場合はそのまま価格が下が

ってもしょうがないです。今度、不作になったら 100 万 t 備蓄が出ていきます。つまり、

不作になれば必ず大丈夫ですねと。マーケットは常に、豊作のときは豊作なりのままで下

がっていくんです。だから、政策目的はそうなんだけれども、価格に影響を与えないなん

ていうことはあり得ないわけで、足りないときは上がったっていいんだが、上がらなくな

るし、上がる度合いが尐なくなるわけですよね。 

 だから、そういう意味で、価格に影響を与える、与えないということは、一つの政策を

やっていくということは、そんな単純じゃないわけなんですよ。だから、そういうことも

よく考えて、全体として米政策とか水田政策をどうしていくのかということを考えないと、

ごちゃごちゃになるのはもちろんよくないですよ。だけど、戸別所得補償一本やりでやっ
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ていけばうまく行くんだということじゃないというか、いろんな対策なり政策を組み合わ

せて効率的・効果的な対策運営をやっていくということだと思うので、よく考えてもらい

たいと思います。 

○藤岡委員 皆さんからいろんな意見が出たのでかなり重複するかと思いますが、今まで、

過去何年間の備蓄の対策、政策を見ていると、目的は緊急時に国民に米を十分供給すると

いう大前提でやっているわけですが、ややもすれば、過剰米対策と備蓄がごっちゃになっ

て、農業者に誤解を与えてきたんじゃないか。私は、それは大いに反省するべきだと思っ

ております。 

 当時の目的は、恐らく平成５年の大凶作以降、ある一定の量は備蓄しなきゃいけないと

いう目的だったわけですが、以降、豊作が何回か続いたりして、そのたんびに政府が買い

上げしましたよね。これがいわゆる備蓄対策イコール過剰米対策みたいなところがあって、

そういうアナウンスが定着してきたところに、私はちょっと間違いがあったのではないか

なと。 

 備蓄は備蓄としてきちっとある一定の量は国が責任を持って買う。そして、国民には、

不足時にも供給減にはならないという絶対的な使命である、それは当たり前ですが、農業

の場合は、先ほども言ったように、そういう豊作が例えば２年も３年も続いたとかという

のが結構あるわけです。じゃ、そこで価格が安くなれば消費がぐっと増えるかといえば、

特に主食の米なんていうものは、価格が仮に半減になったとしても、50 ㎏食べた人が 100

㎏食べるわけじゃないので、当然それは量的には余っていくわけです。それを生産者みず

から他用途にきちっと転換して、そしてある一定の価格の安定化をやるのか、今までみた

いに政府が介入してやるのか、その辺のところのアナウンスはきちっと生産者に伝えない

と、私は、今までの政策の流れの中で来ていると理解している生産者がまだまだいると思

います。 

 特に今回、戸別所得補償が導入されましたけれども、これが今実行されて、いわゆる 10a

１万 5000 円もらうのが 12 月です。価格が下落した場合の補てんが来るのは恐らく来年の

３月末までだと思います。そうすると、平成 22 年産米というのはこの秋の 10 月ごろ収穫

されますよね。ここで価格が出るわけです。すると、恐らく農家が、例えば今の過剰化の

中で極端に米価が下がると、戸別所得補償をやったけれども、何だ、米は極端に下がった

じゃないの。それで１万 5000 円もらって、その後にまた補てんもらったが、結局、何だ、

去年と変わらないじゃないの。今平成 21年産米を引きずっているのと、戸別所得補償がき
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ちっと１年回って来年の３月まで機能する間のタイムラグの半年間ぐらいが、私は非常に

現場に与える不安感があるだろうと思っています。 

 だから、そういう意味で、過剰米対策でまた米を買えとは言いませんが、このまま平成

21 年産米の去年より多い在庫を持って平成 22 年の買い上げに入るのか、新しい戸別所得補

償に入るのか。ここは一旦何らかの対策を打ってリセットして、新しい戸別所得補償に入

るのか、そこはやっぱりちょっと農水省としても議論の余地があるんじゃないかと思いま

す。 

○林部会長 竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員 私が言ったことで、もし誤解があるといけないので、２つほど補足したいと

思うんです。１つは、どなたかがおっしゃった政府の在庫管理も市場を通じてオペレーシ

ョンが行われますから、その在庫管理のプリンシプルが明確に対外的にも伝わっていって、

オペレーションはビジネスの世界でまずは行われますから、ビジネスの人たちに予測可能

性があるということがもっとあれば、今まで起きたような間違ったメッセージが伝わって、

流通業者も大混乱する、農家もメッセージを間違えるということは起きないでしょうと言

われたのは、私は非常に大きなポイントだと思うんです。 

 市場に対して中立的に振る舞うべきだということだと思うんですけれども、どなたかお

っしゃったように、市場でオペレーションをやっていて、市場の価格その他に影響がない

ということはないわけです。ですから、そういう意味ではないのであって、市場に対して

中立的な運営をやる、その原則がもっと明確になった備蓄運営のプリンシプルであるとい

う場合には、その政策目的に合うようなオペレーションだという意味であって、それ以外

の政策目的をこのオペレーションで達成するというのは混乱の原因になるんですよという

意味の市場に対する中立性だというふうに、ちょっとつけ加えさせていただきたいと思い

ます。 

 ２点目は、たまたま今日、今、新聞を見るとやれシーリングとかいっぱい出ていますの

で、財政負担についての話を、私もちょっと申し上げました。この資料から適宜想像して

数字を言っているだけなんです。しかし、別の方もおっしゃいましたね。実際に先々を完

全に読み切ることはできませんが、頭の体操として価格の下落が続いていった。それで需

給ギャップがあるというと、市場ではどういうことが起きるかというと、まず市場におけ

る予期せざる在庫が膨らみます。これはどの業種さんもみんな同じです。その予期せざる

在庫が農家段階で起きたり、流通業者段階で起きたりしている。では、政府在庫はどうか。
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政府在庫がもしプリンシプルが明確であれば、とりあえずは毎年の需給の違いもあれば作

況もある、この市場に影響するいろんな要因がありますね。それによって、変動すること

は、必ず変動します。その変動に対する対策が、この政策でやるんじゃないんですよとな

っていれば、こっちには及ばないんです。 

 しかし、そうじゃなくて、棚上ですよと言えば、流通段階にたまった予測せざる在庫、

農家段階にあった持越在庫、特に流通段階はビジネスでやっているわけですから、すべて

の人が同じように在庫をためるわけじゃないんです。先行きの見通しについて判断が違う

業者、ビジネスの人がいれば、それはみんな違ってくるんです。そこで結果的に起きるこ

とはそれを全部政府の在庫に置きかえて棚上して、財政処理しましょうという意味だと私

は思うんですよ。そうかどうか、それを考えてほしい。そうすると、それは政策としては

どういう政策なのかということも、この際よく考えないといけないんじゃないか。 

 私が申し上げたのは、単純に当時検討した２つのタイプが、純粋モデルで考えた場合に

は、在庫分は政府が主食用米に処理する。その結果、財政負担処理を２回しましたね。実

質的には３回なんですが、１回は１兆円、２回は２兆円。当時と環境は違います。しかし、

純粋モデルの棚上備蓄というのは、結果的には同じことになると考えられるのではないか。

そういう政策が国民の理解を得られるのか。特に財政負担が伴うわけですから、その財政

負担が、現状では、ほかの政策あるいは農林省の中の政策の間の既に行われている施策と

の取捨選択になるという環境のもとで、合理性があるというふうに総合農政の立場から考

えるのかということを考える必要があるんじゃないかという意味で申し上げたので、ちょ

っと誤解されるといけないのでつけ加えさせていただきました。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 木村委員、どうぞ。 

○木村委員 この備蓄運営の研究会というのは、平成 13年ということは今から８年から９

年でございますね。そのときにも出させていただいたのですが、これを需給調整に使うと

いうことも考えているのかどうかということを、そのときにも質問させていただいたよう

な気がします。需給調整に自動的にこれを使いますよということになると、いつ買い上げ

ていつ放出するかわからないということになるので、流通としては大変厳しい問題だと思

っているという話をしたかと思いますが、現在でも基本的にはこれの目的はあくまでも備

蓄ということですから、余程の緊急事態に対しての対処ということだと思っているんです。 

 ですから、もちろん年１回の作況が出て、過剰にできるときもあるし、たまには尐ない
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ときもあるということなんですが、特に過剰の問題を全部政府のお金で本来処理すべきも

のなのか。やっぱりこれから先どれくらいつくるのかと。今の中で言えば、この所得補償

方式が出てきて、これで幾らつくったって面積に対しての補償があるから大丈夫だよとい

うように解釈してしまうと、これで生きていこうという考え方になると、いずれは自分に

天つばのような形になるのではないかと思うのですが。 

 今の需給環境から見て先々どうなるかという予測を立てる方法を、例えば先物なんかも

含めてそうだと思うんですが、生産者もそうだし流通もそうだし、そういうリスクを回避

するため、自分で予測をするための諸材料がわからないから、全部政府にお預けよみたい

な備蓄政策になってしまうと、これは皆さんがおっしゃられたように、政策目的とどんど

ん外れていってしまうと思うし、膨大な予算がかかってくるんだろうなと思うので、基本

的には切り離して考えるべきだろうと思います。 

 過剰対策については、今申し上げたように、今の自分たちの、生産も流通も含めたリス

クを回避できる諸策を新たに考えていくなり、追求していくことが大事なんじゃないかと

思います。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 今井委員、どうぞ。 

○今井委員 平成 19 年産米のように、ルールがよく周知されてなく、価格にすごい影響を

及ぼすようなやり方ではなく、いつ販売するというのがわかるルールがあるべきだと思い

ます。それから、できれば棚上備蓄に賛成です。何年目には飼料用米になるというふうな

決まった量を確保するようなやり方が財政的に許されるなら、棚上備蓄がいいと思います。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。  

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、私も一言。もう備蓄は見直すのかという、これは暗黙の了解があると思うん

ですが、備蓄をしなければならない必要性について、先ほど深川委員がおっしゃったよう

に、各々の人によって程度の差というのはあると思うんです。今、100万 tとやってきてい

て、これについてはほぼあうんのところで合意が得られているのは、恐らく平成５年のあ

のことを多くの国民は覚えていて、ああいう混乱がないようにきちんと政府として 100万 t

程度は備蓄しておく必要があるんじゃないかということが根拠になって、備蓄を国民が求
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めているのではないかという気がします。 

 実際に、３年後か５年後かわかりませんけれども、買い上げと売り渡すときの価格が全

然違うのは当たり前のことで、务化は避けられないわけですけれども、そういう損失が出

る。あるいは、それを保管しておくための経費がかかる。この経費を国民全体が負担しよ

うというのはそういうことなんだろうと思うんですが、やはり回転か棚上かといえば、平

成 13年のときにそのことを論議しているわけですね。棚上じゃなくて、回転がやっぱりい

いと言っている。それは尐しでも国民の負担を減らすためということを言っているわけで、

私もやっぱり、基本的には回転できるものだったら回転がいいと思っているんです。 

 例えば５年後で、毎年 20 万 t ずつきちんと、本当に公開で政府が買い上げ、そして 20

万 t ずつ回転で売っていく売り先なんですけれども、お米の消費拡大も考えたり、いろん

なことを考えたりすると、きちんと備蓄してきた米というのは、ちゃんとヒストリーがあ

るわけですから、これが一つの武器になるわけで、これを国民全体が、ちょうど家庭で言

うと何年か備蓄していた災害のときのための乾パンをみんなで食べましょうというような

ことがあるわけです。もちろん捨てる家庭もあるかもしれませんけれども、捨てる家庭に

近いのが棚上方式に近いわけで、何年か後には我が家の災害用に備蓄していたこれをみん

なで食べようというのが回転備蓄に近い、そういう考え方で消費できないものか。それは

農水省にお考えいただきたいなと。 

 ただ、これはある程度国民にそういうことを強いるわけですから、国民的な合意が得ら

れるものかどうかということもあり、またそういうことが果たして許されることなのか。

また、許されたとしても、本当に実現可能性があるのかということもありますが、基本と

してはなるべく国民の負担を減らすという意味では回転のほうがよくて、それができない

場合には、もちろん単に捨てるわけではなくて、飼料用米ということで、食料の自給率を

上げるためにも貢献してもらいたいということは当然ですが、やっぱりその場合は国民の

負担が尐し多くなるということは避けられないだろうと思います。これは私の意見でござ

います。 

 ほかに御意見、よろしいですか。 

○竹内委員 私の理解力が乏しいからかもしれませんけれども、常識的に考えると、今の

お話はこういうことでしょうかね。今、お米は１t15、16万円ですか、最近の数字は知りま

せんが。それで、えさ用にすると 10分の１ぐらいですか。えさ用にすることをはっきり対

外的に表明した上で 10倍の値段で政府が買うと。そういうことを言っているんですか。 
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○林部会長 ５年後にえさになるかもしれないということを前提として、えさ用の値段の

10 倍で買うということですね。 

○竹内委員 スイスは備蓄で有名な国ですよ。しかし、買うときに 10分の１になっちゃい

ますよと国民に言って、その差の９割は税金ですよということでスイスは備蓄運営をやっ

ているわけじゃないんですよ。政府が、今とりあえず生産よりも消費が尐ないから差分を

買って、その分は 10 分の１でえさに処理しますよ、その差の９割は税金ですよと、そうい

うのが国民の理解を得られるというのは、私は余り想像できないんですけどね。 

○林部会長 もちろん、備蓄は３年後、５年後でも同じ価格で売れれば全然問題はないわ

けで、それでももちろん備蓄している間の経費がかかりますよ。この経費についても国民

の負担ですから、幾ら負担するかということなんですが、その負担の程度が尐なければ尐

ないほど私はいいんだと思うんです。だから今、もう一つそうじゃない飼料用米の前の、

国民がもっと食べるという方式で何か知恵を絞れないかというお話をしたわけですけれど

も、国民の負担が１円でもなるべく尐なくなる方向での備蓄が可能であれば、それはそれ

で探るべきだと思います。 

 どうぞ。 

○立花委員 農林省の資料だと思うんですが、古米か古々米かわかりませんけれども、矯

正所といいましょうかね、恐らく刑務所だろうと思うんですが、古米を使ってもらったと

書いてあったのですが、アメリカの場合にはかなり膨大な金を使って、フードスタンプ、

現物支給をしているわけです。 

 私は、前々から思っているのですけれども、生活保護世帯も今は 100 万世帯を超えて、

非常に格差が激しいということはいろんな方がよく指摘されるわけですが、現物支給、す

べてお米を食べて、そのほかのものを食べるなということはもちろん申し上げませんけれ

ども、せめて食費の半分ぐらいは米で、あとは米も場合によっては現物支給、バウチャー

みたいな引換券でもいいかもしれませんけれども。あと、もちろん現金でパンを買っても

いいし、あるいはラーメンを買ってもいいし、何を食べてもいいのですが、やっぱりアメ

リカのフードスタンプの例に倣えば、そういった生活保護世帯に対しては、2200 から

2300Kcal のうち、半分ぐらいは米を現物支給することができないのかなということを前々

から私は思っているのです。人権の問題だとか、すぐそういう議論があるんでしょうけれ

ども。刑務所で使う、あるいは自衛隊で使うお米もあるのかもしれません。新米に比べた

ら古米のほうはそれほど質が务化しないで、今は低温保管でかなりいい状態で保てるとい
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うお話もありますから、そういった政府の息のかかるところで尐しそういった販路を確保

するということをもちろんいろいろ、この後も、努力されてこられたんだと思いますけど、

また人権上の問題があるとか、そんな批判があるかもしれませんが、その辺はもう尐し新

しい発想のもとで考えてみるのも必要かなという感じがいたします。 

○林部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、お答えいただけますか。 

○髙橋総合食料局長 今日、本当にたくさんの御議論をいただきまして、私ども、この場

で直ちに全部の御意見にお答えできるような情報がないものですので、また次回に宿題に

ついてはお返しさせていただきたいと思います。 

 １点、最後の立花委員のお話なんですが、アメリカはフードスタンプを出されているの

は、大部分が農務省の予算なんですけれども、政策目的は何なのかということを考えます

と、やはり低所得者層に対して一定の主食について低価格で供給するということだと思い

ます。この話と、私どもがいわゆる日本国全体で米というものが不足になったときにどの

ように安定的に国民全体に供給するかという話とは、政策的にちょっと違うのではないか。

前者のほうは福祉政策だと私どもは理解しております。そうしますと、そこについてやれ

ないわけじゃないと思いますが、じゃ、その財政負担は、本来食糧のこういう安定供給の

会計が見るべきものなのか、いわゆる食糧政策として見るべきものなのか、福祉予算の中

で見るべきものなのかというところはきちんと整理をいたしませんと、この議論は何回か

国会でも出たことがございまして、私どもはいつもそういうことで、私どもの食糧政策な

んでしょうかということはお答えしたことがございます。 

○立花委員 今髙橋局長がおっしゃったことは、私も十分承知しております。おっしゃっ

たとおり。 

○林部会長 海外援助なんかでも同じ考えですね。 

○髙橋総合食料局長 ＯＤＡの予算で見る部分と、私どもの国内の流通の経費対策として

見る部分と、海外援助の場合もきちんとＯＤＡはＯＤＡの部分として措置をしております。 

○村井計画課長 あと、青山委員からもお尋ねのありました政府米の販売方法の関係でご

ざいますが、確かに、かつて「たくわえくん」という名称を使って広告していたことはあ

りますけれども、例えば小売店に行って、棚に並んでいる商品として、政府の備蓄米だけ

で売られているという形にはなっていなかったと認識しております。 

 今でも、月に２回ぐらい１万 t ほどのメニューを提示して販売の入札をかけておるわけ
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でございますが、基本的に卸売業者の販売業者さんが入札に参加して購入されるというこ

とになるのですけれども、基本的には政府備蓄米として購入されたものについては、恐ら

く業務用なんかが中心になるんじゃないかなと思いますが、いわゆるブレンド米の原料と

してお使いいただいていると我々は認識しておりました。決して、国がそういう商品をつ

くって売っていたわけではないということで御理解をいただければと思います。 

○林部会長 どうぞ。 

○冨士委員 棚上備蓄にした場合の備蓄水準の話ですが、次回に政府としての考え方を整

理してほしいんですが、赤松前大臣なんかは民主党で-300 万 t インデックスで出ていたこ

とがありますよね。私はそれはそれなりに理解できるんですけれど、それは作柄変動じゃ

なくて、１年間の需要量のうちの４カ月分ぐらいが 300 万 t という考え方じゃないかと思

うんですけれども、そういう意味で４カ月分 300万 tを持つとおっしゃっていた。それと、

今言っている作柄変動が２回続いているのですよ、過去の例から見て 100 万 t という作柄

変動を基準に置いて 100万とか 150万なのかという、その辺の考え方の整理。 

 それから、持つ場合の棚上というか、政府米は 100 万 t と、それからＭＡの 70 万 t と、

それから民間流通の 200 万 t と、これは何回も私が言っていますけれども、違うので、そ

ういう 100 万 t と 200 万 t を合わせて 300 万 t だとかという答弁をされているのですが、

それは違うんです。 

 そういうことなので、どういう考え方に基づいて 100 なのか 300 なのかということと、

世の中にあるＭＡ米を含めた在庫水準というか、物のとらえ方というか、考え方を整理し

てほしい。 

○林部会長 次回お話するとき、そういう資料を出していただくと、やはり備蓄運営の話

をここでいろんな御意見を交わしているわけですが、量がどうなのかということは運営の

仕方まで影響しますので、大きく考えれば、国として各家庭で米びつにもっとたくさんお

米を持ってくださいと言うことだって備蓄の一つになっちゃうわけです。国がやる備蓄と、

それ以外の備蓄の考え方の整理とかいうのも、そういう議論ができる資料をお出しいただ

ければ。 

 ただ、あくまでここでは何か一つの結論を出そうということではなくて、いろんな考え

方を整理していく。一つになるのは非常に大変だろうと思いますので、こういう考え方、

こういう考え方、こういう考え方があるということを、最終的には９日に整理させていた

だければと思います。 
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 ほかに何か御意見ありませんでしょうか。 

 それではお返しいたします。 

○前島需給調整対策室長 林部会長、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。 

 

次回開催日程について 

 

○前島需給調整対策室長 次回の食糧部会につきましては、先ほど部会長からもお話あり

ましたように、本日と同じ、この場所におきまして、８月９日午前 10時からの開催をお願

いしたいと考えております。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。 

 

午後２時 59分閉会 
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