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午前 10時０分開会 

 

○前島需給調整対策室長 皆様、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。 

 

委員出欠状況報告 

 

○前島需給調整対策室長 本日の委員の皆様の出席状況でございますが、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、竹内委員に

おかれましては、尐しおくれるとの連絡をいただいております。 

 その結果、全体の３分の１以上の委員の皆様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。 

 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が、御発言の際には、部会長からの御指名に応じ

て、マイクの緑のボタンを押してからの御発言をお願いいたします。 

 また、御発言後は再度緑のボタンを押してマイクを切っていただくようお願いいたしま

す。 

それでは、林部会長、よろしくお願いします。 

 

部会長挨拶 

 

○林部会長 皆様、おはようございます。前回と同様に活発な御意見をいただきたいので

すが、なおかつ円滑に本会議が進みますよう御協力をお願いいたします。 

 前回も申し上げましたが、本日の会議は、７月 30日に意見交換を行っていただいた備蓄

運営についてでありますけれども、この論議に従って事務局のほうで論点整理をしていた
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だきました。この資料をもとに、さらに意見交換を行うということでございます。 

 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

となっております。また、本部会におけます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、公開させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

総合食料局長挨拶 

 

○林部会長 それでは、最初に髙橋総合食料局長より御挨拶をいただきます。 

○髙橋総合食料局長 皆様、おはようございます。総合食料局長の髙橋でございます。 

 本来ならば政務三役が参りまして、皆様方の御議論をきちんと伺わせていただく予定で

ございましたけれども、国会は終了したわけでございますが、来年度の概算要求に向けま

して、今政務三役を中心に、内容は最後大詰めのところに来ているわけでございます。本

日御議論いただきます備蓄の問題につきましても、月末の概算要求時におきまして、この

御議論を反映した形で私ども取りまとめさせていただきたいと思っているわけでございま

すが、そのようなことで本日は欠席ということでございます。私ども事務方できちんと皆

様方の御意見を承った上で、反映させていただきたいと思っております。 

 前回も申し上げましたけれども、米あるいは水田農業政策については非常に大きな変わ

り目の時を迎えていると思っているわけでございます。需給調整の問題にいたしましても、

農業経営の安定の問題にいたしましても、あるいは自給率全体の向上の話にいたしまして

も、この大きな変わり目の中でどういうふうにきちんと体系立った、総合立った整理をし

ていくのかということが非常に重要だと思っております。 

 その中でも、この備蓄の問題につきましては、これまでも備蓄運営方法について様々な

米、水田農業の生産あるいは経営に大きな影響を及ぼしてまいりました。今後も、当然の

ことながら大きな役割を果たすわけでございます。そういった意味で、こういった備蓄運

営が適切かつ円滑に行われますよう、前回に引き続きまして御議論のほどよろしくお願い

申し上げさせていただきまして、私の冒頭の御挨拶にかえさせていただきます。今日はま

たありがとうございました。 

○林部会長 髙橋局長、ありがとうございました。 
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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最初に確認したいと思います。お手

元の資料をご覧いただきたいと思います。「米の備蓄運営に関する考え方」、また参考資料

として「前回の議論の中で御要請のあった資料」、この２つを事務局から最初に説明してい

ただき、午前中いっぱい委員の皆様から御意見を自由にいただきたいと思います。 

 そして、12 時になりましたら一旦休憩をとりたい。その間にお食事をしていただくわけ

ですが、御休憩中に前回の７月 30日にいただいた御意見と本日の御意見を、事務局におか

れましては大変ですが、この時間帯にまとめていただくということであります。 

 そして、午後１時半を一つのめどに本部会を再開したいと思います。事務局で休憩時間

中にまとめていただいた意見案を皆様にお示しした上で、再度確認していただいて、必要

があれば修正していただき、御了解いただいて、その後本部会で示された今後の備蓄運営

のあり方について、この部会の意見ということで取りまとめたいと考えております。 

 全体としては、遅くとも 14時半には終了したいと考えておりますが、今私が申し上げた

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した。それでは、そのように進めてまいります。事務局

また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、また活発な論議を行って

いただくようお願い申し上げます。 

 

              議題 

              （１）米の備蓄運営について 

 

○林部会長 それでは、お手元にございます資料「米の備蓄運営に関する考え方」につい

て論議をいただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、参考資料も含めて御

説明をいただきます。お願いいたします。 

○村井計画課長 おはようございます。総合食料局食糧部計画課長でございます。 

 私から資料の説明をさせていただきたいと思います。恐縮ですが、資料の説明は着席の
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ままさせていただきたいと思います。 

 まず、「米の備蓄運営に関する考え方」という資料から御説明をさせていただきます。表

紙をおめくりいただきたいと思います。「新たな備蓄運営の検討に向けての論点」というこ

とで、前回もこの備蓄運営のあり方に関する論点ということで、ぜひ幾つかの視点から御

議論いただきたいということでつけさせていただきましたけれども、前回の御議論を踏ま

えて、若干文言修正をしております。 

 １つ目の丸のところで、関係者が予見可能な形で、市場に対してより透明性を確保した

形で計画的かつ確実にこの備蓄運営を行うにはどうしたらよいかということで、若干の文

言修正をしておりますけれども、基本的には前回つけさせていただいたものと同じものを

つけさせていただいております。改めまして、今日もこういった観点から御議論をいただ

ければと考えています。 

 ２つ目のところで、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す

るにはどうすればよいのか。 

 ３つ目といたしまして、主食用以外の米需要拡大の中で、これらの需要を含めて備蓄の

必要性なり水準を検討すべきという意見がある一方で、主食用のお米の需要の減尐傾向を

踏まえた備蓄水準を検討すべきではないかという御意見もあるということ。 

 ４つ目といたしまして、米戸別所得補償モデル事業の実施状況を踏まえた上で、このモ

デル事業の需給引き締め効果あるいは米価下落の抑制効果といったものも検証しながら検

討するべきではないかという御意見。 

 最後のところで、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

にするにはどうしたらよいのかということ。 

 こういった視点を今日の御議論の中でも、ぜひ踏まえていただければと考えております。 

 ２ページのところは「備蓄運営方式の考え方」ということで、前回も回転備蓄と棚上備

蓄ということで御議論をいただいたわけでございますが、改めまして回転備蓄方式と棚上

備蓄方式について、定義を明確にしておこうということでつけさせていただいております。 

 まず、回転備蓄のほうですけれども、買い入れた米穀については、一定期間保管した後、

主食用に販売するというのが回転備蓄の基本的な考え方でございます。例えば２年回転で

あれば、買入れから１年間は保管をした後販売を始めて、販売開始後１年でその販売を完

了する。これで２年でワンサイクルということになるわけですが、こういったことが回転

備蓄の基本的な考え方ということになります。 
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 この場合、買入れにつきましては、現在、備蓄運営ルールということで販売数量と買入

れの数量を均衡させるというルールに基づいてやっておるわけですが、こういった販売数

量等々をにらみながら買入れの数量を決めていくということになりますので、基本的には

出来秋から翌年中に行うというオペレーションで、現実回しておるということでございま

す。 

 一方、棚上備蓄のほうでございますけれども、買い入れた米穀につきましては、一定期

間保管した後、飼料用等の主食用以外の用途に販売をするということで、例えば５年棚上

ということであれば、買い入れてから５年間保管をし、不足等の事態が生じず、備蓄米と

して使うという事態に至らなかった場合には、飼料用等主食用以外の用途に販売をしてい

くということになるわけでございます。 

 この場合の買入れにつきましては、基本的には回転備蓄と同じようなオペレーションで

対応していくということも当然可能なわけでございますが、棚上の場合には、毎年一定量

を非主食用に売却するということで、数量が明確になります。そういったことから、売却

数に見合う数量を出来秋以前にあらかじめ契約するという手法をとることも可能になると

いうことで、回転備蓄と比較すると、通常時には数量が明確になるということで、こうい

った手法を選択肢としてとることも可能になると考えております。 

 続きまして、３ページでございます。「新たな備蓄運営における政府買入れのあり方につ

いての検討」ということで、これまでの買入れのあり方について、いま一度現状なり課題

等を整理した上で、今後の対応の方向ということで、このページでこれまでの議論も踏ま

えてまとめさせていただいております。 

 これも繰り返しになりますけれども、現在の回転備蓄方針のもとでの政府買入れ、これ

は適正水準 100 万 t の範囲内で、備蓄運営ルールに基づいて販売量に見合う数量を買い入

れるということでやっておるわけでございます。ただ、現実には作況あるいは過剰作付を

要因とした需給緩和基調のもとで、米価維持対策としての緊急対策を実施してきた。その

中で、緊急対策としての政府買入れを実施する。あるいは政府米の販売抑制を実施する。

こういった対応をしてきたわけでございます。 

 そういったことを要因といたしまして、政府の買入数量あるいは販売数量は、毎年大き

く変動しておるというのが実態でございます。 

 また、政府買入れの時期につきましても、緊急対策を実施するのかどうか。その秋の状

況によって、これまでも様々な議論をなされてきております。そういった状況とか、出来
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秋の作柄、価格の動向といったものを踏まえながら決定するということで、９月に決まる

ときもあれば 12月までずれ込む年もあるということで、かなり幅が出ておるというのが実

態でございます。 

 また、これは厳密に言うと平成 19年産までということになりますが、ルールとしては平

成 20 年産まで。平成 20 年は集荷円滑化対策の区分出荷米を特例的に買い入れた年でござ

いますので、ある意味このやり方でやったのは平成 19 年産までということになりますが、

いわゆる銘柄別の買入れを行っておりました。この銘柄別の買入れというのは、各産地の

在庫状況等を把握しながら、その状況に応じて、いわゆるどういった銘柄をどの程度買い

入れるのかというのを、事前にすり合わせながら買入れのメニューをつくっていたという

ことになるわけですが、こういったオペレーションを組んでいたということで、需給緩和

時には販売不振銘柄、あるいは高価格銘柄を買入対象としておるというのが実態でござい

ます。こういったことから、その銘柄の選定過程が不透明という御指摘も一部いただいて

おったということでございます。 

 その結果、どういった事態になっておるのかということでございますけれども、生産者

に対しては、出来秋の作柄あるいは価格の状況によっては、政府が買入れ等によって需給

調整対策をやってくれる、あるいは出荷販売業者にとってみれば、やはり同じような形で、

需給の引き締めを政府がやってくれるといった誤った期待を生じさせたのではないかと考

えておるところでございます。 

 このように、買入決定時期なりいつ買入れを行うのか不明確、毎年の買入数量も変動す

るということで、市場関係者には買入数量を予見することもなかなか難しいという状態に

なっておったということから、今後はより透明性を確保した形の備蓄運営となるよう、政

府買入れの時期、あるいは数量が一定となるような手法を検討する必要があるのではない

かというのが、我々の問題意識でございます。 

 ページをおめくりいただきたいと思います。４ページ、５ページのところでございます。

では、こういったことから、新たな備蓄運営を考えていくに当たって、財政負担は一体ど

の程度になるのかということでございます。４ページに幾つかのモデルについて財政負担

のおおまかな試算をした表を載せておりますが、その前提となるモデルの考え方は５ペー

ジになりますので、まず５ページからごらんいただきたいと思います。 

 ここでは、回転備蓄と棚上備蓄について、これまでの基本的な考え方も踏まえつつ、モ

デルを示しております。まず、回転備蓄については国内産、これは現行の適正水準として
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おりますが、100万 t ベースを２年で回転させる、あるいはＢのところは３年で回転させる

ということで、この２つのモデルを示しております。 

 100万 t２年回転というのは備蓄運営研究会の報告で示された方式ということになります

が、一方でＢのほうは、平成 16 年から平成 21 年度の買入れ・販売の実績をベースに、年

間の政府の売買数量の実績ベースのマックスとして 30万 tということで、このＢのモデル

も示させていただいているということでございます。 

 一方、棚上備蓄につきましては、100万 t水準をベースに５年間の棚上ということで、こ

こで５年間の棚上として考えておりますのは、年間の買入・販売数量はそれぞれ 20万 tと

いうことで、毎年 20 万 tずつ買入れ、販売を行いながら、５年間保管をする。これでトー

タル 100 万 t ということになるわけです。その５年間保管した結果、不作等の事態が生ぜ

ずに、備蓄米としての用途に使用する必要がなくなった場合には、主食用以外の用途に販

売するということで考えております。こういった３つのモデル。 

 さらにはＤ、これは参考という形にしておりますが、民主党の昨年のインデックスの中

に 300万 tの備蓄と記載されておりました。民主党のインデックスの中では、この 300万 t

は国産米だけではなくて、国産以外のお米を含むという記載ではあったわけですけれども、

これを仮に 300 万 t 国産でやった場合、オペレーションとしては５年間の棚上ということ

で、Ｃのモデルと同じようなオペレーションで考えておりますが、そうしますと年間 60万

t ずつということになるんですが、こういった４つのケースについて試算させていただいた

のが４ページの表になります。 

 これで見ますと、まず回転備蓄のＡの２年回転のモデルで行きますと、財政負担として

は年間 250 億円程度。売買差損と管理コストの内訳を書いておりますが、そういった数字

になります。 

 Ｂの３年回転であれば、年間の財政負担が約 220億円程度。 

 それから、棚上備蓄のＣの５年棚上備蓄で見ますと、年間約 520億円程度。 

 参考につけさせていただいております国産米で 300 万 t 棚上備蓄をやった場合には、年

間約 1500億円という数字が試算としてはじき出されるところでございます。 

 ただ、真ん中の灰色の欄をごらんいただきたいと思います。これは平成 16年から平成 21

年度の平均実績での数字をつけております。これまでも繰り返し御説明させていただいて

おりますが、回転備蓄での運営ということで今までやってきておるわけですが、なかなか

理想形では回っていないという中で、実際どれぐらい財政負担がかかっているのかという



- 8 - 

ことで数字を見ると、年間約 510 億円程度の負担がこれまでかかっているという実績が出

ておるということでございます。そういったことでこの表を御理解いただければと思って

おります。 

 こういったことを踏まえまして、今後の新たな備蓄運営の考え方として、どういった選

択肢が考えられるのかということで、６ページをごらんいただければと思います。前回の

御議論でもいろいろ御意見を賜りました。そういった中で、これは例えば一つの選択肢と

いうことで示させていただいておりますが、当然、また異なる御意見もあろうかと思いま

す。そういったことをこの括弧の中でも書かせていただいておりますが、まず備蓄手法。

先ほどモデルの中で示させていただきました５年間の棚上備蓄ということで考えてはどう

か。この５年の根拠というのは、現在の保管技術をベースといたしまして、主食としての

品質の保持が可能な期間ということで、５年と設定させていただいておるわけですが、そ

の５年間で回していく棚上備蓄ということで、一つの選択肢と考えてはどうかと。 

 こうした場合に、当然不足等、備蓄放出の必要がなかった場合には、販売は飼料用なり

非主食用の用途に売っていくということから、主食用の市場に対してはより透明性が確保

できるのではないかという問題意識でございます。 

 一方で、先般も御議論ありましたが、政府による買入れ、売渡しはあくまでも備蓄を目

的としたものであるということを徹底した上で、２年ないしは３年の回転備蓄方式による

効率的な運営のあり方をきちっと目指すべきではないかという御意見もあるということで

ございまして、こういったそれぞれ御意見ある中で、今後、備蓄運営のあり方をどう考え

るかということでございます。 

 それから、備蓄水準につきまして、国内産米 100 万 t ということにさせていただいてお

ります。別途ＭＡ米については、毎年輸入数量が 77万 tということでございますので、こ

れはＷＴＯのルールとの関係もございます。今後もこのルールに沿って、年間 77万 tを輸

入、販売していくということで掲載しております。 

 現在の需要見通しは 805 万 t ということで、これは前回の食糧部会で御審議いただきま

した基本指針の中に盛り込んだ底の値、直近で言うと 805 万 t ということになるわけです

が、この数値を当てはめて、備蓄運営研究会の報告でとった計算を行うと、基本的には水

準はそれほど変わらないという結果になります。その試算は７ページにつけております。 

 それから、備蓄制度発足以来、これは食糧法に基づく備蓄制度ということで平成７年か

らということになるわけですけれども、国産米で 100 万 t を超える備蓄放出の事例はない
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ということから、基本的には 100 万 t 程度と考えていいのではないかということでござい

ます。 

 一方で、現在の備蓄水準からすれば、90 万 t 程度への引き下げが可能ではないかという

お考えもあります。確かに、７ページの試算を見ていただければ、平成 13年当時の需要量

と現行の需要量をベースにすると５万 t程度の差はあるということで 10万 t程度の引き下

げを考えてはどうかということで、そういった御意見もここのところで記載させていただ

いております。 

 なお、ＭＡにつきましては、基本的には食糧法３条２項に定める米穀の備蓄につきまし

ては、その趣旨から見ても、国内で生産される米穀を対象とするというのが基本ではない

かなと考えておりまして、ＭＡ米の扱い、これは先ほど申しましたように、年間 77万ｔを

きちんと約束どおり輸入し、きちんと販売していくことが基本になるかと思いますが、い

わゆる食糧法におけます備蓄の概念には含めずに考えていくべきではないかということで

提案させていただいております。 

 それから、実施時期。平成 23年度からということで、当然、この備蓄運営につきまして

は、予算の裏づけが必要となります。そういった意味で、最も早ければ平成 23年度の概算

要求に反映させていくということで、平成 23年度からの実施を想定してはどうかという御

提案でございますが、一方で、本年度、米戸別所得補償モデル事業を実施しております。

このモデル事業の最終的な評価──まだ数字がきちんと挙がっていない部分もあります─

─としては、これからまだ一定程度時間がかかるということになるかもわかりませんけれ

ども、このモデル事業によって需給の引き締め効果としてどの程度発揮されたのかどうか

を最終的に検証した上で、備蓄運営のあり方を検討すべきという考え方がございます。 

 そういった場合で、平成 23年度から間に合うのかということもございますので、こうい

った要素をどういうふうに考えるかということもございますが、一方で、戸別所得補償に

つきましては、平成 23年度からの本格実施というようなこともございます。この戸別所得

補償制度の趣旨なり基本的な考え方を貫徹するということで逆に備蓄運営の見直しが必要

であれば、これに合わせて実施すべきではないかという考え方もあろうかと思います。 

 買入方式につきましては、播種前契約による買入れということで、この資料の中では一

つの選択肢として御提案させていただいております。播種前で契約をすれば、毎年早期に

計画的な買入れが可能になります。また、生産者が御自身の稲作経営をそのときどういう

ふうに組んでいくかということを検討するという観点からも、例えば一定程度政府の備蓄
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米の生産を組み入れるということを前広に判断することも可能になると考えておりますの

で、そういったことからもこの播種前契約という選択肢を考えてはどうかと考えておりま

す。 

 以上のような前提で財政負担を試算いたしますと、先ほどごらんいただいたところでご

ざいますが、年間約 520 億円程度ということで、これまでの実績ベースの財政負担とそれ

ほど極端には変わらない。同程度の水準になると我々は見ておるところでございます。 

 ７ページは、先ほど申しましたように、平成 13 年の備蓄運営研究会の報告での考え方、

今の需要水準に当てはめた場合ということで試算をした資料になっております。御参考に

していただければと思います。 

 ８ページでございます。ＭＡ米の運用ということで、先ほど、年間 77万 tの輸入量、そ

れから販売数量を回していくという話をさせていただきましたけれども、現行はまだ 97万

t の在庫が残っております。そういった意味では、当面は 100万 t程度を年間に販売してい

くという計画を立てながら、将来の基本形としては、今申しましたように当年度の輸入量

と販売量を均衡させていく。そういった形でオペレーションしていくことを考えてはどう

かということでございます。 

 そういった意味では、加工用米なり飼料用米を中心に現在販売しておるわけでございま

すが、こういったところにきちんと売っていくということが必要になるということでござ

います。 

 備蓄運営に関する考え方については、以上でございます。 

 続きまして、参考資料「前回の議論の中で御要請のあった資料」ということで、こちら

も続けて説明をさせていただきたいと思います。 

 まず１ページ、「棚上備蓄の財政負担について」ということで、先ほど全体の数字はごら

んいただいたとおりでございますが、そのバックボーンといいますか、根拠となっている

単価等について、この資料でお示しをしております。 

 通常時については、買入単価が１t 当たり 22 万円。これで年間 440 億円かかる。一方、

飼料用に売った場合に１t 当たり３万円ということで、60 億円の収入が見込める。差し引

き 380億円の売買差損が発生するということでございます。 

 一方、不足時の備蓄放出。年間の買入れのところは同じでございますが、主食用に売っ

た場合の販売価格１t 当たり 24 万円で年間 480 億円の販売収入ということで、この場合に

は年間 40億円の売買差益が発生すると見ております。 
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 当然、不作で主食のお米が不足する事態でございますので、今後のお米の価格の動向が

どうなるかということももちろんあるのですけれども、基本的にはやはり通常時よりは価

格が上がるだろうということで、ここでの試算では平成 15 年産、作況 90 という不作の年

がございましたが、その際の価格を参考に試算をさせていただいております。 

 いずれにしても、備蓄運営のための──こういった売買差損の問題もそうですが──売

買管理経費については、さらなる縮減合理化を図ることが必要でございますし、また長い

目で見ていった場合に、こういった不足時の備蓄放出時の売買差益といったことも、トー

タルコストで見た場合の備蓄コストの軽減の要素にはなるのではないかということで、こ

の資料をつけさせていただいております。 

 続きまして、２ページでございます。「飼料用米の生産・需要状況について」ということ

で、先般、20 万 t を果たして飼料用で処理できるのかどうかというお話がございました。

現在、配合飼料の原料の使用量としては、右の円グラフにありますような構成で大体約 2500

万 t程度使われているという状況になっております。 

 米はその他穀類のところに入っておるわけでございますが、平成 19 年産から平成 21 年

産まで実績ベースでそのように数字を掲げておりますけれども、平成 19 年産は輸入トウモ

ロコシの高騰があったということで、特にＭＡ米で 67万 t程度供給しているという実績が

ございます。平成 20 年は、事故米の問題等もあって、数量としてはかなり落ち込んだので

すが、平成 21年産はまた 42万 t程度という状況になっております。 

 平成 19 年産でも 70 万 t 弱の受け入れがあったということを考えれば、モデルケースの

ような形で示しておりますが、備蓄米のほうから 20万 t程度をえさの原料として供給した

としても、現実問題として十分受け入れの余地はあるのではないかなと考えております。 

 もちろん、いわゆる民民ベースでの国産の飼料用米についても、基本計画の中で増産を

図っていくという計画になっておるわけでございますけれども、当面の姿としてはこうい

ったことで考えられるのではないかと考えております。 

 ３ページでございます。現在、政府が所有しておりますお米の産地銘柄の一覧というこ

とで、これも初めて出させていただきますが、平成 17 年産から平成 21 年産はこういった

構成になっているということでございます。 

 先ほど資料の説明の中でも申し上げましたとおり、平成 17 年産から平成 19 年産につい

ては、産地銘柄ごとにおおむねの買入数量を決めてメニューをつくるというやり方でやっ

ていた年。平成 20年産につきましては、集荷円滑化の区分出荷米をそのまま買入れの対象
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にした年。平成 21年産については、入札予定価格を一本化するやり方に変更した年という

ことになりますが、見ていただいてわかりますように、平成 17 年産、平成 18 年産、平成

19 年産は秋田のあきたこまちとか新潟のコシヒカリ、さらには宮城のひとめぼれ、山形の

はえぬきあたりが主要銘柄ということになりますが、こういった銘柄だけでほぼ過半数を

占めるという状況になっております。 

 実際、こういったお米が、当時、各産地の在庫としてかなり厚かったということを反映

して、こういう結果になっておるということで御理解をいただければと考えております。 

 ４ページでございます。これまで、なぜ回転備蓄運営が計画どおり行えなかったのかと

いうことでございます。基本的に、これまで御説明させていただいている中身を改めて整

理をしたような形になっておりますが、基本的にはこういった緊急対策はこれまで何度か

実施してきておるわけですが、その中で技術上の需給調整のための買入れ、あるいは市場

への影響回避のための販売抑制を実施してきた結果、具体的にはということで書いており

ますが、回転備蓄ですから市場での販売を前提としているわけですけれども、それにもか

かわらず販売力を超える量の政府買入れを行ったこともある。逆に販売抑制によって古い

年産をそのまま抱えてしまうという状況になっている。この結果、古い年産の在庫が主食

としての市場評価が得られなくなると、飼料用に売却処理をせざるを得なくなってしまう。 

 そういった形で、その不良在庫の消化のための飼料用の処理を実施したという場合には、

基本的には主食に売っていないわけですから、備蓄運営のルールから言えば、主食として

の販売に見合う買入れということではなかなか数字が立たないのですが、実際には飼料用

処理をした数量に見合う数量を、政府買入れを実施してきている。こういった実態があっ

たということでございます。 

 このように、政策的な緊急対策の実施と、それによる在庫の偏在等の影響の是正のため

に計画から逸脱した販売、あるいは飼料売却を行った結果としては、米を作っていれば最

後は政府が何とか面倒を見てくれるというような誤ったメッセージ、市場の過度の期待と

いった弊害を招いてきたのではないかということであります。 

 そういったことからも、これも繰り返しになりますが、関係者が予見可能で、市場に対

し、より透明性を確保した形の備蓄運営ということを検討しなければいけないのではない

かということでございます。 

 ５ページは、前回もつけさせていただきました、過去に実施した緊急対策の実施状況で

す。御参考にしていただければと思います。基本的には、政府の買入れあるいは販売抑制、
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あるいは団体による調整保管だとか自主的なえさ処理に対する助成。こういったことが基

本的な柱になっておるということでございます。 

 ６ページでございます。過剰米対策に対するこれまでの考え方と戸別所得補償モデル対

策の考え方というのをきちんと整理してほしいというお話がございました。 

 まず、２つ分けていますが、いわゆる過剰作付の場合、豊作過剰の場合ということでご

ざいます。過剰作付の対応ということでは、これまでの基本的な考え方は、これまでの需

給調整は需給調整参加者に対してのみ転作支援のための助成を行う。一方で、非達成者あ

るいは非達成地域に対してはペナルティー措置といったことによって、需給調整の実効性

を確保するということで、半ば強制的なやり方をとっていたということでございます。 

 そういった中で、どうしても過剰作付で過剰感が出てしまう、需給が緩和してしまうと

いった場合には、緊急対策を実施してきたということでございます。 

 こういった形で実施をすると、米価はある程度維持されるという結果につながってきた

わけでございますが、その際、非参加者にとってもその恩恵は行ってしまうということで、

参加者との間に不公平感が増大してきたというのが、これまでの問題ではないかと考えて

おります。 

 一方、戸別所得補償モデル対策での考え方でございますけれども、戸別所得補償モデル

対策は、初めて米の恒常的なコスト割れに着目して、その補償を行うということでござい

ます。交付対象は需給調整参加者ということになります。一方で、ペナルティー措置は廃

止しておりますので、農家にとってみれば、この戸別所得補償モデル事業に入るのか、あ

るいは引き続きこのモデル事業には入らずに自由にやっていくのかということでの、主体

的な経営判断による対応ということが基本になっておろうかと思います。 

 また、転作助成については、非参加者に対しても対象にするという形に今年変えたわけ

ですが、こういったことから、基本的には農家が主体的な経営判断によって需給調整に参

加するかどうかを考えていただく。我々としては、当然モデル事業を組んでいる以上は、

こういったメリット措置で需給調整の参加を誘導したいということではあるのですけれど

も、基本的には最終的には農家の経営判断だということになっております。 

 ただ、この際、やはり価格シグナルというのも農家の経営判断には重要なファクターに

なりますので、そういったところで、政府のオペレーションによって価格に影響を与える

というのは、余り好ましいことではないのではないかという議論も考えられるところでご

ざいます。 
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 豊作過剰への対応でございますが、これまでいわゆる集荷円滑化対策によって豊作過剰

分を市場から隔離して、できるだけ米価下落を防止するということでやってきたわけでご

ざいますが、この集荷円滑化対策については、平成 20年産の区分出荷米を特例的に政府買

入れの対象にしたというお話をさせていただきましたけれども、結局、これまでの結果と

して県ごとの加入率のばらつきが大きいとか、需給調整非参加者は豊作過剰分を含めて全

部主食用として売っているのに対して、加入者にとってみれば、豊作過剰分は実質１俵当

たり 7000円しか補償されない。そういったことから、参加者の不公平感も増大してきたと

いうことになるわけですが、モデル対策のもとでは、基本的に平年収量ベースできちんと

このモデル事業への加入者の農家所得は補償されるという仕組みになっております。そう

いった意味で、豊作過剰分は純然たる農家利益になるということから、農家の主体的な経

営判断によって、例えば飼料用米など、いろんな用途に販売していただくということが基

本になるのではないかということで、整理させていただいております。 

 ７ページでございます。世界の穀物需給についてのお尋ねがありましたので、1970 年以

降の需要量と生産量、それから期末在庫率のグラフをつけさせていただきました。 

 世界の穀物の生産量は、作柄によってもちろん変動いたしますが、基本的にはこれまで

の単収の伸びによって生産量が増加してきている。これによって、何とか需要量の増加に

対応してきたということで考えております。 

 ただ、中長期的に見た場合に、需要量の増加に生産量が追いつくのかどうかという問題

が出てくる可能性がございます。そういった中で、これはＦＡＯのほうですが、2019 年に

は期末在庫率が 13.3％まで低下するのではないかという見通しがあるということで、資料

としてつけさせていただいております。 

 ８ページについては、食糧貿易課長から説明させていただきます。 

○塩川食糧貿易課長 食糧貿易課長の塩川でございます。 

 資料の８ページをお開きいただきたいと思います。前回、委員から「備蓄は国内だけで

考えるのではなくて、東アジア経済域の中で考えていくことが必要ではないか」という御

指摘をいただいたところでございます。委員の御指摘のとおり、東アジア地域は我が国か

ら距離が近くて、また、米を主食としているという共通点を持っていると考えております。

このため、東アジア地域において緊急時に地域協力として米を融通し合うという仕組みを

構築することは重要だと考え、資料にもございますように、2004 年から東アジア地域、具

体的にはＡＳＥＡＮ10 カ国と日本、韓国、中国においてあらかじめ米を備蓄し、大規模災
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害などの緊急時に支援を行う東アジア緊急米備蓄パイロット・プロジェクトの事業を実施

してきております。具体的には、下にありますように、申告備蓄による対応と現物備蓄に

よる対応からなっております。今これはパイロット・プロジェクトなのでございますが、

これを恒久的な取り組みであるＡＳＥＡＮ＋３緊急米備蓄（ＡＰＴＥＲＲ）に移行するこ

ととしておりまして、現在、本年秋に予定しております協定への署名に向けて関係国と調

整しているところでございます。 

 以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございました。それでは、御説明は以上ですね。 

 

質 疑 応 答 

 

○林部会長 それでは、これから 12 時までの間、前回７月 30 日の意見交換に引き続いて

意見交換したいということですが、どこからでも結構ですから、御意見をいただきたい。 

 岩崎委員、そして藤井委員。 

○岩崎委員 前回は北米出張で欠席しまして、今日議論をまた後ろへ戻すことになるのか

もしれないのですけれども、基本的な米の需給について尐し整理させていただきたいので

す。と申しますと、今、備蓄の話をする前提になっています、需給見通しというものを前

回おやりになったんですよね。そのときの需要規模、デマンドサイドの方は 805 万 t とい

う数字で、供給の方はたしか 813 万 t ですね。この数字は、今の生産見通しなんですか。

それとも、去年の秋の時点の数字なんですか。そこのところを教えていただきたいのです。 

○村井計画課長 813 万 t というのは、昨年の 11 月の指針の改定のところに盛り込ませて

いただきました平成 22年産の需要量に関する情報、いわゆる生産数量目標ということで御

理解をいただければと思います。 

○岩崎委員 そうなりますと、今の作況を見ますと、具体的にどういう数字で落ちつくの

かなと。来年の６月末の数字は、813－805 で落ちつくんでしょうか。それとも、今の勢い

を見ますと、需給ギャップはもっと大きな数字になるんじゃないかという気がしてならな

いのですよ。需給曲線というのか、ここでいろいろ資料をつくっていただいているのは、

ずーっと右肩下がりで下がっていっている。その趨勢値を回帰曲線上で織り込んで 805 と

いう需要を算出されているんですけれども、実態値は、それ以上に消費側が落ち込んで、

なおかつ今のような天気であれば、豊作見通しで作況評価が 102 とか 103 という話を聞き
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ますと、根本の数字そのものがおかしくなってくる。だから、議論としては、今年の作柄

が固まった 12月だとか１月の時点でもう一度、今ある実態に合わせて、どれぐらいの在庫

を持って我々は向こう１年に備えたらいいのかという議論をしたほうがいいんじゃないか

と思うんです。 

 といいますのは、６月末現在の在庫というのは、政府は 100 万 t 近くお持ちになってい

るのかもしれませんけれども、既に民間では二百何十万 t というのをお持ちになって、な

おかつバッファーとしてのミニマム・アクセス米が 100万 t近くあるということは、400万

t 以上ですよ。ということは、主食ベースの総需要の半分以上の在庫がある。対消費在庫率

になると 50％になるわけですから、そういう前提で備蓄問題を議論するのかどうかという

のは、乱暴なような気がしてしょうがないんです。だから、そこのところをもう尐し実態

に合わせて、あるべき数字というものを議論されたほうがいいんじゃないかなと思います。 

○林部会長 お話しいただけますか。 

○村井計画課長 まず、前回御審議いただきました基本指針の関係でございますが、需要

のトレンドを厳しく見なければいけないというお話もございました。そういった観点から

前回も御審議いただきましたように、トレンドで算出すれば向こう１年間 810 万 t となる

ところを、異常値をはじくという形で 805 万 t という需要見通しを設定させていただいた

ところでございます。 

 一方で、供給のほうは今お話しありましたように、今後の作況でどういうふうに左右さ

れるのか。あるいは、今年で言えば、米戸別所得補償モデル事業の加入状況等を踏まえて、

実際の作付がどの程度の面積になるのかということを、これから精査していかなければい

けないと思います。 

 そういったことにつきましては、例年お願いをしておりますように、最終的には 11月指

針の中でこの需要実績なり需要見通しを固めていく。さらには、翌年、今年でいえば平成

23 年産の数量目標をどのような考え方のもとにどういうふうに設定していくのかというこ

とで御議論をいただいておるわけでございまして、そういった中で整理をしていかなけれ

ばいけない問題だと認識しております。 

 なお、今、在庫につきましては民間 218 万 t、政府 98 万 t ということで、このような資

料をお出しいたしましたように、316万 tというオーダーになっておるわけでございますけ

れども、過去の備蓄水準との比較で申しましても、確かにここ数年間、特に平成 15年の不

作があった以降は、民間備蓄と政府備蓄合わせて 270 万 t 前後の水準で推移をしていたと
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いうこととの比較で言うと、両方合わせた数字としては若干高目ということにはなってお

りますけれども、これは民間の在庫水準についても同じことかと思います。 

 ただ、ここで今回備蓄の運営のあり方について御議論をいただきたいと考えております

のは、先ほどの資料の１ページのところで御説明させていただきましたように、実際、こ

れまでの回転備蓄ということで基本に運営をしてきた中で、いろんな課題があるというこ

とを我々認識しておる中で、特に主食用米市場の関係者が予見可能な形で、市場に対して

より透明性を確保するにはどうしたらいいのかという観点からの御議論をいただきたいと

いうことで提案させていただいておるところでございます。 

○髙橋総合食料局長 今の岩崎委員の御質問については、需給表の性質、性格なんですけ

れども、基本的に需要は実績を過去のトレンドで見まして、翌年に必要な需要量を推計す

る。ポイントは、それに対して当年産の供給量と期首の在庫量が供給になるわけですから、

これをどのように考えるかです。 

 そのときに、年産のは今年の秋、作柄を見ませんと当然わからないわけですね。したが

って、作柄を見た段階でもう一度、11月秋の段階にここは確定をした上でやるわけですが、

需要はその段階で、例えば今の７月末の段階と 11月の段階で需要実績がどれだけ推計値が

変わるかというと、実はデータ等の関係もあるので、そこは変わりません。ですから、ま

ずは７月の段階で当年の需要実績と翌年の需要推計を行わせていただいた上で、次に供給

量をどのように想定していくかでございます。 

 供給量と備蓄、期首在庫をどうするかというときに、その期首在庫のイメージはどのよ

うに考えるかというのは、資料の「備蓄運営に関する考え方」の７ページに、備蓄水準の

試算表という考え方があります。これは過去のこれまで、米についてはずっと同じ考え方

で、期首の在庫プラス当年産で需要を見るという形でやってくるわけですけれども、民間

の流通在庫はその時々によって水準が確定するというわけではありません。時々の民間水

準があるわけですが、不作になれば当然増えますし、豊作になれば減ってくるという形に

なるわけです。 

 そういうような流通在庫そのものがどういう形で不作、豊作対応をしていくのかという

ことを見ながら、当年が不作であったときに翌年に向けてどれだけの量のものが食べられ

るかということを推計したのが、例えば 10年に一度不作であった場合、それから２年続け

て不作であった場合に、どういうような流通過程の中で最終消費に対応していくのかとい

うことを計算したもので、ある意味モデルなんですが、尐なくとも平年ベースでずっと続
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いてきている中で、こういうような不作があったときにどの程度のものを用意しているか、

現実に物がショートしないで済むのかということをやっておりますので、確かに今年から

来年に向けてというのはあるんですが、通常年ベースでの備蓄水準をどのように考えるか

というのは、過去の備蓄運営研究会での議論を持ってきて、尐なくとも問題ないんじゃな

いかというのが私どもの考え方です。 

○林部会長 藤井委員、そして竹内委員。 

○藤井委員 午後から離席をしますので、早目に意見を言わせていただければと思ってい

ます。 

 部会のまとめにつきましては、部会長に一任します。備蓄の問題につきまして、事務局

から御説明いただいた大きな問題点なり枠組みは理解していると思っているんですが、そ

の中で、やはり消費者としてちょっと腑に落ちない点が１点ございます。それは、資料に

あります備蓄後の在庫について、非主食用として売却をするんだと書かれている視点でご

ざいます。３点の視点で、尐し意見を述べさせていただきたいと思っています。 

 １点目は、本当に食料需給逼迫という世界的な状況の中で、食べられるものをこういう

扱いをしていいのかという視点でございます。ＷＦＰのホームページを来る前にちょっと

見たんですけれども、世界の飢餓人口は 10億人いると出ておりました。飢餓またはその原

因で毎日２万 5000 人亡くなり、かつ５歳以下の子供は１万 4000 人いるという統計でござ

います。ＷＦＰが 2007 年に食糧援助した穀物総数は 330万 tという水準だったと出ていま

す。今回、５年棚上備蓄で行きますと 20万 tを主食用として買入れ、主食用として食べら

れるように管理しているお米を非主食用途として売却するんだと。食料輸入国としてこう

した措置が本当に国民合意がとれるのかどうかという視点がございます。 

 先進国、我が国においても、やはり格差社会が進む中で、食料をちゃんと調達できない

人もいるというところで、生協なんかはフードバンクの取り組みを一生懸命やっていると

ころでございます。非主食ということに非常にこだわりを感じる。ここが１点目でござい

ます。 

 ２点目は、食育という視点からもどうなのかなと思っています。生協なんかは全国の農

業者や JAなどと一緒に、水田を使った食育教育をやっていると。その中で、生き物調査や

田植えや収穫などをしながら、やはり命をはぐくむお米というものを、子供たちが生き生

きとしながら感じ取っている。そういう子供たちに、今回のような施策をどう説明すれば

いいのか。ちょっとどうかなというふうに思っています。これが２点目です。 
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 ３点目は、政策の整合性としてどうなのかと思っています。なぜ食糧安保の視点からや

っている回転備蓄がうまくいかなかったのかという原因は、事務局の御説明にもあったよ

うに、そういう意味で言えば、農業者が生産費を回収するには、やはり一定の価格で売れ

ないと回収できなかった。いろいろな施策はあったにしても、農家の経営安定という意味

で言えば、脆弱な仕組みであった。だから、国の関与が一定残る備蓄というものの施策を

使いながら、米価の一定程度の安定規模を施策としてやってほしいという要求が出てきた

んだ。 

 しかし、今回事務局から説明があったように、戸別所得補償制度というものは、いわば

生産費については 10a 当たりきっちり生産費を考えて所得を税金で補てんしていく、フォ

ローしていくということの施策なのではないかと理解しています。そういう施策であれば、

幾ら米価が逆に下がっても、国が放出して米価が下がったからといって、農業者はそのこ

とによる経営の不安定さというものは、一定排除されているのではないか。そういう意味

で言えば、むしろ回転備蓄をきっちりやるほうがよりいいのではないか。 

 米価が下がると、逆に戸別補償のコストが上がるのではないかという議論もあるかもし

れませんけれども、米価が下がるということは備蓄のための調達コストも下がるというこ

とであり、こうした米関連のコストをむしろできるだけリーズナブルに、できるだけ安く

して戸別補償を厚くしていくというのが、今後の大きな政策方針のベクトルなのではない

かと私は理解しています。 

 そういう意味から行くと、今回は現状の中の様々な問題点の中でベターな施策として御

提案されたのかもしれませんが、尐し腑に落ちないなと思っているところでございます。 

 前回、部会の最後に部会長から、たとえ棚上備蓄にしても、できれば国民で備蓄を考え

るために食べるような考えはできないかという御提案があったと思っています。私、この

提案に大変共感いたしました。国に何とかしてもらうのではなくて、生産者も消費者も一

体となって食糧安全保障を考えていく。そうしたものにぜひ施策として何かできないもの

か。そのように思ったところでございます。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 それでは、竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員 最初に部会長にお願いがあるんですけれども、これはこの問題の３回目の議

論で、今日皆さん御意見をおっしゃると思うのです。最初に、これを取りまとめて答申と
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いうわけではないので、皆さんの意見を自由に言ってもらって、それで御意見があったと

いうような取りまとめをされるとお伺いしておりますので、これから皆さん、それぞれ御

意見をおっしゃるわけでしょうから、その意見のバランスに合うような取りまとめにして

いただくのが民主的だと思うんです。今日の御説明で、今藤井さんがおっしゃった点は私

も基本的には同感なんですが、その点は重なりますから省略いたしますが、幾つか疑問が

あります。 

 例えば、「備蓄運営に関する考え方」の６ページの備蓄手法のところにくくってありまし

て、棚上備蓄が適当ではないか。一方で、回転備蓄でやっていくべきとの考え方もあると。

こういう整理は、前回までの各委員がおっしゃった御意見のバランスのある整理とはとて

も思えない。ですから、そこは民主的にフェアに扱っていただきたいというのが最初のお

願いでございます。 

 それから、これは事務局にお願いしたいのですが、御説明は何回かお伺いしましたので、

申しわけないんですけれども、簡潔にお願いしたい。繰り返し２回、３回おっしゃってい

ただかなくても、前回御説明いただいたのと同じであれば、省略していただいて、できれ

ば質問者の質問にポイントが合うような簡潔な御答弁をお願いしたいと思うんです。 

 最初の私の質問は、今回はちょっと驚いたのが、前回までと違って、農林省のと言った

らいいのでしょうかね、この事務局の具体的な案が出ているわけですから、それの政策目

的は何かということを教えていただきたい。私の想像では、これは米価支持対策ではない

んだろうと思います。米価が下がってきた、平成 21年産、平成 22年産が５、６％ですか。

20、21 は同ぐらいですから、２年間でその前も見なきゃいけないかもしれませんが、５、

６％の米価の下落というのは生産者にとって痛手であることはよくわかります。しかし、

それについて政府が直接介入して価格を維持するという発想でこの案を出されているもの

ではないのだろうなと思いますが、その点は念を押させていただきたい。 

 となると、今までやってきた回転備蓄のどこがまずくて、政策目的が何かというのが当

然あるはずだと思うんです。そこで、次の疑問は、この御説明の資料の「備蓄運営に関す

る考え方」の３ページの真ん中に、回転備蓄が理想どおり行かなかったと。それは端的に

言って、えさ用に売るということまでは回転備蓄は想定していなかったのが、その間の作

況や民間における在庫のたまり等々から政府のほうにもたまってきたというのが３ページ

なりほかの資料にありますね。160万 tぐらいたまってきたと。これの処理が回転備蓄タイ

プどおり行かなくて、それでえさ用にも販売せざるを得なかった。その結果、ここには政
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府がいざとなれば買い上げてくれて、需給を引き締めてくれるという誤解が発生したと書

いてありますね。これがまずかったところだと。したがって、これは反省するんだと書い

てある。今度の案は、20 万 t かどうか知りませんが、最初から主食用のものを 22 万円/t

で買って、３万円/t でもってえさ用に売るということを前提にして買う仕組みというわけ

ですから、この弊害を正面から政府が公式のものとして認めるということになるんだと私

は思うんです。そうすれば、この弊害はもっと拡大するじゃないですか。今までは、本来

は回転備蓄なのが、諸般の事情から回転備蓄の理想どおり行かなくて、政府がえさ用に売

らざるを得なかった。これはよくなかったんだと。このよくなかったものを制度化しよう

というふうにしか私は思えないんですよ。 

 ですから、これはそうでなければいいんですけれども、価格対策でもない。あるいは、

回転備蓄の失敗を反省して、過去の反省の上に立ったわけでもない。したがって、政策目

的は何かなと。どうも今までの御説明では、率直に言って政策目的の御説明がありません

でした。したがって、私は、邪推でなければいいと思うんですが、無理して棚上備蓄とい

う言葉を残さざるを得ないというんですかね、オフィシャルにせざるを得ない。何でかと

いうのは、私はよくわかりません。ですから、政策目的がよくわからないというのが２番

目の疑問です。 

 ３番目の疑問は、この財政負担の計算です。同じ資料の４ページにあって、５ページに

内訳が書いてありますね。４ページで見ていただくと、回転備蓄Ａ、Ｂ、実績と、棚上Ｃ

があります。ここにはっきりと、今までの実績と大差ないんだという御説明が書いてあり

ます。これはいささか疑問です。なぜならば、値段が、棚上備蓄は 22万円で買って３万円

で売るんですよ。約 10分の１以下で売るわけです。今までの実績では、政府が買った分を

全部えさに売っているわけじゃないんですよ。主食用にも売っています。ですから、もし

棚上備蓄と実績が同水準ぐらいの財政負担であれば、このトン数がまた、実績 30万 tこっ

ちは 20万 tで５割の違いがありますから、したがって、売却値段が３分の２ぐらいの関係

であればトントンになるんです。しかし、３分の２の関係になるとはとても思えない。こ

っちは 10分の１ですから。ですから、あたかも今までの実績、しかもそれは運営がまずか

ったというのと比較して同じぐらいの財政負担だから来年度の仕入れ値には影響はない、

これはずっと先の財政負担の話ですから。ですから、当面の財政負担にすぐ来ないとはい

え、この財政負担の比較の仕方はちょっと正確性を欠くんじゃないかなと。 

 ４番目は、岩崎委員の考えに私は非常に賛同するんですけれども、新聞を見ると、小麦
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の相場が上がってきている。こういうのは率直に言ってわかりません。上がったり下がっ

たりする。しかし、このところ上がってきている。これはライバル商品ですから、数年前

にあったように、好きか嫌いかは別として、小麦の価格の国際相場が上がれば米価にもプ

ラスの影響があるんですよ。作況が今 102 と。しかし、秋口まで結構変動する。いろんな

事情から、何でこの夏のときにこの方針の是非を明確にする必要があるのか。 

 岩崎さんがおっしゃるように、やっぱりもう尐し慎重に、来年の需給で見てもそうです

し、もともとこういう問題はもっと慎重に議論してほしいなという気がするのは、回転備

蓄の経緯、あるいは米の管理の経緯は、皆さん御承知のとおりですね。昭和 40年代の前半

までは米の消費は拡大していったんですよ。しかし、１人当たりが一貫してだんだんだん

だん下がってきている。昭和 50年代になって、高年齢・尐子化になったと。最近、人口が

減ってきていると。一貫して米の消費量は下がってきている。これはいい悪いは別ですね。 

 それに対して、生産のほうは技術革新というのは常時尐しずつありますから、こういう

挟み状態になっているのをどうするかという全体、大枠の事情の構造の中で、３回過剰米

が発生しますね。１回は１兆円、２回は２兆円、それから３回目はちょっとぱらぱらやり

ましたから具体的な数字は覚えていませんが、やっぱり米管理が非常に難しいけれども、

こういうことを繰り返してはいけないということから、政府の備蓄のあり方あるいは食管

を廃止する、全量買入れをやらないというようないろんな工夫をして、需給が一番基本だ

ということが、みんながわかってきたわけです。ですから、その王道に沿って政策を考え

ていただくのが筋道なのでやっぱり今までの単なる備蓄の方式の問題じゃなくて、米管理

の基本のところにつながっていますから、そういう歴史的なあるいは構造的なものという

のもしっかり踏まえていただきたいなと。 

 最後に申し上げたいのは、やっぱりこのところ 10数年ぐらい前から、政府全体あるいは

特に食料を扱っている農林省が、生産者向けの政策だけじゃないんですよと。消費者安全

の問題というのが非常に大事ですよと転換されてきているわけですね。今回はどういう最

初の政策目的から来ているのか。まさか生産者対策、いや、価格対策じゃない。じゃ、流

通業者対策なんですか。そうでもない。ですから、私はこれはよくわからない。やっぱり

市場の中で、最終的には売れて何ぼの話ですから、売れるという軸。それは消費者選択で

すから。その上に政策を積み上げてくるというのが、最近の政府全体あるいは特に食料を

扱っている農林省の基本的な姿勢だと思うんです。そういうような流れから言っても、今

回の話はどうも私には理解できないので、もう尐し時間をかけて、もう尐し慎重に必要な
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議論をきちっきちっと積み重ねていって判断し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。 

 立花委員、どうぞ。 

○立花委員 何点かございますけれども、私も昨日ちょっと考え方を整理すべく、いろい

ろこの難しい方程式を自分なりにどう解くかというのを考えてみたんです。まだ完全に自

分の頭の中で一つのストーリーができたわけじゃありませんが、まず物事を考える場合に、

今竹内さんがおっしゃったとおり、何のための備蓄なのかということを共通の認識にする

必要がある。 

 これは別に、私の感じでは最初からえさ米にするべく備蓄するのではなくて、万が一の

ときの大規模な供給ショートに対してきちっと手当てをするんだというのが目的であって、

そういう事態が幸いにして起こらなければ、えさ米にするということだろうと思いますの

で、やはり前回の、これまでの回転備蓄の反省を踏まえれば需給調整機能を、あるいはも

うちょっと平たく言えば在庫調整の負担を備蓄にしわ寄せすることはもうやめたほうがい

いと。備蓄は備蓄ということで、つまり食糧安全保障、あるいは総合安全保障の上から、

万が一のときに国民が日干しにならないためにやっていくんだという、それがまず大前提

ではあるまいかと思うんです。 

 そうすると、次に出てくるのは、前回も冨士委員が言っておられましたけれども、天候

の加減、最近のことを見てもわかるように出来秋の豊凶が農産物には避けがたいと。ある

いは、場合によっては、生産調整に非協力した分がプラス分として、過剰分として出てく

るという御指摘がございます。まず、生産調整に非協力した分が増産して、それが過剰に

なるんだというのであれば、最初から生産調整を割り当てるときにその分は差っ引いて、

過剰にならないように、できるだけ需給がトントンになるように、大体５万 haとか６万 ha

と言われていますけれども、それは最初から、ある意味で言えば差っ引いて生産調整とし

て割り振るべきではないのかなという点。 

 つまり、具体的に言えば、最近の米の消費実態、高齢化とか人口減尐とか尐子化とか、

いろんなことを言われていますが、あとは国民全体が貧乏になってきたという話もありま

すが、そういったいろいろ消費に及ぼす影響等を勘案して、米の消費動向をきちっと、こ

れは別に今すぐというわけではもちろんありませんけれども、やっぱりもう一回見直して

みる必要があるんじゃないかなという、これが入口の問題です。 

 それから、出口のところで、政府の見通しも当たるときもあれば当たらないときもある
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と、さっき岩崎さんが米の 800 万 t の問題についても言及されましたが、結果的に政府の

見通しが需要の面で当たらないときもあるわけですから、在庫調整は備蓄にしわ寄せしな

いということだとすると、やはり出来秋の豊凶の調整あるいは思わぬ需給変動に対して何

らかのバッファーは必要だろうと。 

 これは基本的に言えば、民間の産業界ですと自己負担で在庫を処理するということです

が、農業の場合には生産者が個々個別に二百数十万ということで規模も大から小まである

ということで、なかなか難しいというのであれば、在庫調整を備蓄のほうで調整するんじ

ゃなくて、つまり余ったから買い上げて、それを備蓄にとっておくというやり方ではなく

て、バッファーストックはバッファーストックとしてきちっとした目的で、集荷円滑化対

策も今年はないということではありますけれども、何らかの形で農業につきものの豊凶変

動、需給変動について、食糧法の上では安定を図るというのは一つの目的にはなっていま

すから、民間企業と同じように在庫調整、在庫変動を全く 100％自己責任で個々の農家にし

わ寄せろというのも正直なかなか難しいんだとすれば、その辺は生産者の自己責任を前提

としつつも、何らかの形でバッファー用はバッファー用として尐し調整、サポートする必

要があるかもしれないという感じが私はいたします。 

 それから次に、私が申し上げたいのは、民主党の戸別所得補償を 10a当たり１万 5000円

をコスト割れ高というので補てんするということは、平たく言えば国民の税金で１反 10俵

をとれる、600㎏とれるという前提ですれば、１俵、60㎏ 1500円になるわけですね。ある

意味で言えば、国民の税金でもって１俵 1500円、米価を値上げしているという状況だと見

てもいいんだろうと思うんですね。 

 そういった中で、高米価を維持するために買い上げる。それも税金。それから、高米価

自体、高い米価を消費者負担でやるということで、消費者にとってみると二重の負担にな

るわけですよ。本当に国民がそういった実態を踏まえて納得できるのかどうなのか。私は

その辺、尐し議論が必要かなと思うんです。 

 それから、民主党の政策では──これは平成 22年産米からということでしょうけれども、

平成 21年産米をどうするか。これはこれで別途考えなきゃいかんと思いますが──米価が

下がっても 10a当たり１万 5000円、これも今年でしたけれども、来年以降、それはまた変

わるかもしれません。米価が下がれば、またさらにオンされると。 

 それから、価格変動部分も補てんされるということだとすれば、本当にそれだけの財源

が確保、払えるのかどうなのかですね。価格変動分については、たしか 1391億円が確保さ
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れているという話も、平成 22年産の数字がありますけれども、それで間に合うのかどうな

のか。間に合わない場合にはどうするのか。その辺はきちっと、やはり戸別所得補償で需

給が締まるという見方を、前回いただいた資料では国会答弁でいろいろ政務三役がされて

おられますけれども、本当にそうなのかですね。どうも、現場からのお話ですと、むしろ

早く売ったほうが勝ちだということで、多尐安くても売ってしまうといった動きが見られ

るということなものですから、本当に戸別所得補償をやれば需給が締まるという前提、こ

れは今年の 11月、12 月になればはっきりするんでしょうけれども、本当にそれが正しいの

かどうなのかです。そこはもうちょっときちっと政治主導ということでこういう政策が入

ったわけですが、それはそれとして、事業仕分けではありませんが、きちっと検証をする

必要があるなという感じを私は持っております。 

 順不同で大変申しわけありませんが、それから、棚上備蓄か回転備蓄かということで、

私も前回申し上げたとおり、にわかにどちらがいいかなということは正直言うとよくわか

らないので、両方の意見をよく聞いた上で判断したいということを申し上げましたけれど

も、どうも去年の選挙のときは、戸別所得補償はネットで農業予算がプラスになるという

前提で受けとめていたところ、結果的には農業公共の予算を削ってこっちに回したという

ことで、結果的に農業予算は増えなかったと。恐らくその辺は農業者はかなりがっかりし

たんだろうと思うんです。増えるんじゃなかったのかと。 

 ですから、棚上備蓄による費用、財政負担もこの財政負担だけ入れていますけれども、

消費者負担は一体どうなっているのかなということもぜひ資料として考えてもらいたいと

思います。財政負担だけとってみても、五百数十億かかると。それは現状、失敗してきた

回転備蓄の悪いほうの数字と同じだからいいじゃないかという言い方はおかしいじゃない

かというのが竹内さんの御指摘で、それも確かに理屈としては一理あるなと私も思います。 

 いずれにしても、五百数十億の金は天から降ってくるわけじゃないとすれば、恐らく農

業予算の枠の中で、漢文で習った朝三暮四ではありませんけれども、トチの実を朝３つ夕

方４つを朝４つにして夕方３つにするというのと同じ類の話だとすれば、貴重な農業のイ

ノベーションの、例えば農業公共の中で基盤整備だとか土地改良だとか、あるいは排水だ

とか、農業生産に密着している予算がさらに削られるおそれがあると。コンクリートから

人へということでですね。それが農業イノベーションの芽を摘み、それが将来の本当に競

争力のある農業にとってプラスなのかどうなのかです。農業予算の枠の中での分け方の問

題だとすれば、私は五百数十億の金とはいえ、もっともっと農業のイノベーションのため
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に、前向きのほうに何とか使ってもらいたいなという感じがしてならないので、そういう

面で五百数十億の金の持つ意味も、私は考える必要があるなという感じがいたします。 

 それから、私ばっかりしゃべってもあれですけれども、これは自分でも考え方がうまく

整理できていないのは、フリーライダーが得するじゃないかという議論がよくあるわけで

すが、農業生産者の方々は、それはぬぐっても、95％の生産調整に協力している人たちを

救うんだと。これはこれで私も一つの理屈だと思うのですが、これは非常に冷たい言い方

ですが、農業の競争力強化という面から見て米価が下がるということが本当に 100％悪いこ

とばかりで、いいことが何もないのかというと、必ずしもそうではないだろうと。 

 一部には、この間の資料でも輸出ということがありましたが、まだまだ輸出は見通せま

せんけれども、米価の低下と同時に、いろいろまた展望も開けてくる余地もあるわけで、

要はそこら辺をどうやって軟着陸させていくかということについて、政策的な出番、出動

の必要性はもちろん私はあると思いますけれども、やっぱり米価の値下がり自体が悪いこ

とばっかりで、いいことが一つもないんだというのは、当面の対策と将来のそういった競

争力あるは輸出ということも、あるいはいろいろ他用途に展開していくということから見

て、そこら辺のことも両方の眼でもってきちっとバランスをとりながら、短期と中長期、

その辺も見分けながら判断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す。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。これからまた御意見いただきますが、今は米の需

給調整とか、お米の将来について全部語るんじゃなくて、ここは何が求められているかと

いいますと、備蓄運営をどうしていくかということを論議していただこうとしているわけ

です。備蓄というのは、通常の米の需給調整とは全く関係のないことだという説明が一番

先にありました。また、需給調整に関与したことはあるけれども、今回の論議は、まずそ

こはない形で。だけど、それはあった形がいいという御意見は当然いいんですよ。そうい

う意見はいいんですが、基本的には備蓄というのは、通常時じゃなくて非常時の 100 万 t

の備蓄をどう管理していくかということについての御意見を、あと 35分ぐらいしかないの

で、皆さんに御意見いただきたいと思いますから、そこに絞って御意見いただきたいと思

います。 

 冨士委員と深川委員、青山委員、そして藤岡委員、どうぞ。 

○冨士委員 私は５点あります。１点目は林部会長から今意見がありましたけれども、こ

の前提条件が明らかになっていない中で、備蓄の問題だけを整理しようとするのはやっぱ
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り無理があると思います。今までいろんな委員の方から出ているとおり、米政策全体の政

策体系がどうなっているのか、その中での備蓄が回転なのか棚上なのか、何十万 t か何百

万 tがいいのかとか、そういう議論をすべきであると思います。 

 ちなみに、例えば米の所得補償モデル事業ですが、これも今のモデル事業をそのままや

るのか。話によると変動部分、米価が下落した場合は、今は補てんするというモデル事業

がありますが、これをやめちゃうとかいう議論もあるわけだし、それから転作作物の麦・

大豆のほうと、これも畑作経営安定対策があるわけですが、これの対象要件が、麦・大豆

のほうは一定の規模要件だとか認定農業者とか集落営農組織だとか、要件が決まっている

わけです。米のモデル事業のほうは要件を問わないわけですね。米の計画生産をやってい

ればだれでもいいということ。そういうものもこれから調整を図っていって、全体として

の体系をつくっていくわけですよね。そういうこともない。 

 それから、モデル事業が、これも意見が出ていましたが、10a 当たり１万 5000 円という

定額分ですが、これが本当にマーケットに忠実であったのか忠実でないのかというのは、

これから検証してみなきゃならない。これは書いてありますけれども、全体の体系の中で

こういう問題を議論しないと、どういう前提条件のもとに回転なのか棚上なのかというこ

とをしないと、議論も無理があると思います。そういうものがないんだったら、やっぱり

こっちで出口対策を考えなきゃいけないとかありますので、そういうのが１点です。 

 ２点目は、これも出ていますが、備蓄の手法です。回転か棚上かというので、別添資料

の４ページで、これまで回転備蓄運営が計画どおり行えなかったことの検証ということで、

販売抑制を求められたとか、緊急調整のため買い入れざるを得なかったとかと言っている

わけですけれども、抜け落ちているのは、本当に古米販売をして今の米の市場の中で 30万

t、50万 t、60万 tというものを回転的に買って売って、１年古米でやっていくということ

ができるのかできないかという総括がないんです。50万 t買って 50万 t 売っていくという

のが当初のあれだったが、結局はこの過去の推移を見ても、不作のときしか 38万 tとか 100

万 tとか売れていないわけですよね。これは不作だからですよ。通常、20万 tとか 10万 t

とかいう部分で回転しているわけですよね。だから、そういう意味で、販売抑制を求めら

れたとか緊急買入れをしたというあれだけではなくて、本当に回転していくことができる

のか、できる数量というのはどのぐらいなのかという、今の米のマーケットとか需給事情

の中で、そういうことの総括がないということが２点目です。 

 ３点目は備蓄水準ですが、100万 t。これは回転か棚上かということであるわけですけれ
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ども、縷々説明資料で出てくるのは、不作に対応するということですね。作況 94とかいう

ことです。しかし、100万 tというのは 800万 tの８分の１。年間の月数で 1.5カ月分の備

蓄量ということです。そういう観点からもどうなのかということも、世界全体の中の穀物

需給とか需要とかいうことも含めて、本当に 100万 tでいいのかというのは、その辺の 800

万 t、１年間の総需要量の８分の１、1.5カ月分だということから含めて、やっぱりどうな

のかという議論があるべきだと思っておるのが３点目です。 

 ４点目は、これは買入方法、放出方法という、棚上にした場合でもどういうふうに買っ

て売って放出していくかというそこの部分は、この運営の考え方でも、買入れだけしか出

ていないんです。売るというのは、棚上だとえさで処理するというんですけれども、放出

というのがあるわけですよ。作況が悪かったら主食用に放出するんでしょう。そのときは

作況 100を下回って 99だったら放出するんですか。98でも放出するんですか。そのことの

放出基準みたいなのがないわけです。95 を下回ったら放出するのか、常に作況の 100 を超

えるときは 20万ｔしか買わない。作況 100を下回って不作のときは 99だろうが 98だろう

が、豊作のときからすればダブついた米価を今度戻そうとするわけですよね。ところが、

そこでまた放出されれば米価水準が下がる。 

 だから、棚上で 20万 tやっていくという基本を置いたとしても、そういうマーケットに

中立だということはあり得ないんです。私はそう思います。だから、どういうルールを決

めるかというのは大事ですよ。それから、どういう運営をやっていくかというのは決めて

おかなきゃいけないけれども、機械的であるべきだとか、マーケットに完全中立なんてい

うことは、棚上でやったとしたってあり得ないんですよ。常に米価は、不作のときに放出

していれば押し下げることしか働かないわけだ。出口対策はないということになればね。 

 だから、そういう意味でどうなのか。だから、政策目的の話もありますけれども、国民

消費者のために食糧安全保障上の備蓄だというのは、当然そうですよ。だけど、一方で米

の需給とか価格の安定とか国内生産基盤の安定というものをあわせ持って当然なんですよ、

というのが私の考え方です。 

 ５点目が、これも出ていますけれども、財政負担の問題です。これも棚上備蓄や回転備

蓄だということで、100万 tで 20万 tとか 30万 tとかいう話ばっかりしていますが、それ

はそれでありますけれど、全体の財政負担がどうなるかということですよ。最初の１番目

の話にも関連しますが、米政策全体の体系をどうするかというのがあって、例えば米の戸

別所得補償で固定部分は 10a 当たり１万 5000 円出すなんて、これは 2000 億だ、3000 億だ
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とかかる。今度、変動部分で米価が下落していると。20 万 t の棚上のやつしかやらない、

豊作分もそれを超えた分は対応しないということであれば、どこまで米価が下落するのか

もありますけれども、そういう場合に１俵 1000円で 600万 t、１億俵に価格を 1000円補て

んすれば 1000 億円です。2000 円で 2000 億円です。3000 円で 3000 億円です。今の戸別所

得補償の変動部分というのは、そういう仕組みなんです。 

 そういうことからして、トータル財政負担として効率的なのかどうなのかという全体の

試算とか、立花さんが言いました今度は消費者負担ということです。消費者負担との関係

もあると思いますけれども、トータルの米政策における財政負担というものを見せないと

──それだって一定の前提条件だとか、一定のやり方だとか、当然それは置かなきゃ出な

いわけですが、そういうことで議論しないと議論は考え方をきちっと整理できないと思い

ます。 

○林部会長 それでは、岩崎委員、そして青山委員。 

○岩崎委員 それでは、新しい備蓄運営の考え方についてコメントを求められていますの

で申し上げます。私は、棚上備蓄は反対です。最終的な使用用途が主食以外のものを前提

にした買上げということは不必要だと思います。 

 それと、備蓄水準の 100 万 t も大幅な見直しが必要だと思います。冒頭申し上げました

ように、民間の流通在庫を含めても対消費在庫率では 40％、50％になっているときに、政

府が改めてそういった 100万 tを維持するのかどうかが大いに疑問。 

 それと、国民の主食というベースで米と麦というのがあると思うんです。麦の場合は政

府はもう手を離すと。民間に委託するような格好で 2.3 カ月相当の在庫で切り盛りをして

いくということで、コスト的にも財政負担の尐ない方法を選択されております。 

 一方、まだ６割、７割を主食のエネルギー供給ベースで占める米については、全体とし

ての需給表の中で約半年分ぐらいの在庫を抱えて、なおかつそれを引っ張っていくという

やり方が、果たして財政的に正当化されるのかどうか。これは今後大いに検討されるべき

問題ではないかなと思います。 

 買入方法の播種前の買入れもいかがかと思います。最終的に、当該年度の需給がどうい

う方向に落ちついていくのかなということを確認した上で、もしそこで必要であれば、政

府の今持っている在庫をどう操作するのかと、こういう議論になるべきものであって、固

定的に 100 万 t という在庫を維持すべきかどうかは、もう一度、そういったトータルの食

糧安保という中で見直しすべきものであって、今回 100 万 t を前提にしての議論を進める
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べきものではないと思います。 

 それと、単年度でそういう備蓄がどうしても必要であれば、そういった備蓄経費は最終

的に主食用で売るわけですから、それはペイ・アンド・ゴーというんでしょうか、それを

例えばアメリカがやっているようにフード・スタンプのように、低所得者の所得保障の一

部として食料券というものを配って、例えば米券的なもので一部低所得者の所得保障の一

端に資するというような施策を組み込んで、トータルとしての財政負担を軽くするような

ことを考えないと、備蓄政策だということで、食糧の安全保障だということで、いたずら

にコストをかける方式というのはもう通用しないんじゃないかと思います。 

 以上でございます。 

○林部会長 ちょっと確認させていただきたいんですけれども、棚上じゃなくて回転備蓄

がよろしいと。 

○岩崎委員 回転備蓄もこれ以上の数量でやるかどうかという議論が必要ですが。 

○林部会長 数量は別として、運営の仕方。 

○岩崎委員 運営としてはやむを得ないと思います。 

○林部会長 回転備蓄がいいと。 

○岩崎委員 はい。 

○林部会長 その場合、いただいた資料の「考え方」の２ページに書いてあるのを見ると、

この書きぶりが、回転備蓄と棚上備蓄の違いは、主食用に販売するのか飼料用等の主食用

以外の用途に販売するかの違いだけなんですよね。例えば、一定期間保管後飼料用等の主

食用以外の用途も含めて販売という言い方というのは、主食をまず基本にするけれども、

それが売れ残ってもきちっと 20万 tはその年に 100万 tと今仮にするならば、５年後の 20

万 t はその年に全部売り切るという考え方があり得る。つまり、この２つをハイブリッド

したみたいな考え方ですが、そういう考え方も恐らくあり得ると思うんですが、今、岩崎

委員のおっしゃっているのは。 

○岩崎委員 過渡期としてそういうことを引っ張らざるを得ないかなという気はします。

ただし、その必要性すらもないんじゃないかなと。だって、片方の小麦のほうは民間委託

にして、政府は補助金をそういったものにつけて 2.3 カ月ないしは 2.5 カ月の在庫で切り

盛りできるとおっしゃっているわけですから、米でできないわけがないわけでしょう。 

○林部会長 米のほうの備蓄、来年水準を大体どのくらいに考えておられるわけですか。 

○岩崎委員 そういう意味で、既に年間需要の半年分の在庫も必要じゃないじゃないかと
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いうことなんです。 

○林部会長 どのぐらいが妥当だと考えられますか。 

○岩崎委員 それは今まで皆さんのコンセンサスとしては、2.3とか 2.5 ヵ月ぐらいあれば

緊急事態に対応できるだろうと。例えば平成５年の米騒ぎのときも、大変だ大変だと言っ

て二百数十万 t 輸入したけれども、実際その年の需給に必要だったものは百数十万 t だっ

たと、話半分程度でおさまっているわけですよね。それ以上の凶作というのはなかったし、

農家の皆さんの努力で単収はだんだん上がっている、その一方で既に尐子化は始まってい

る。日本人の胃袋は伸びないわけですから、猛烈な需給ギャップの風は続いている。そう

いう中で需給の見直しというんですか、備蓄構造全体を見直す時期に来ていると判断して

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 回転備蓄か棚上備蓄かという選択肢を求められるとしたら、どっちがいいか

私も正直わからないんです。もしも棚上に行くとしても、この席で緊急に決めるというの

はちょっと早過ぎると思うんです。尐なくとも今年の戸別所得補償の状況を見てからもう

一回考えたほうがいいと思うんです。回転備蓄が結果的に当初の予算より２倍に増えたと

なっておりますけれども、では棚上備蓄にした場合は本当にそうならないのかというとこ

ろを非常に疑問に思うんです。 

 私は、緊急買入れをするかどうかというところを、もうちょっと示しておく必要がある

と思うんです。今後一切やらないのかということになれば、棚上備蓄にしてもうまく行く

と思うんです。 

 というのは、これは私の勝手な想像なんですけれども、すごく米が余ってしまった。緊

急買入れをしましたということになった場合、それを主食用に販売するとなると、やはり

主食の市場に影響が行きますし、飼料用米に販売するとなると、棚上備蓄の飼料用米の販

売とぶつかってしまうわけですので、今度は備蓄のほうに影響が与えられると思うんです。

そうすると、農家からもっと飼料用米のために買ってくれということになって、100万 tを

超えた在庫を持つようになったら、やはり財政負担が増えることになってしまうと思うん

です。 

 前回の議論の中でというところの、過剰米対策に対するこれまでの考え方というところ

のページの右の下のほうの表なんですけれども、戸別所得補償の中で過剰米も考えるとい
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うことなので、それであれば今回から緊急買入れというのを一切やらないのか。民主党が

買えと言っても、農林省のほうで、いや、それはできませんと言えるのかどうなのか。そ

のあたりのことが書いていないまま備蓄の方法だけを考えても、やはりそれはちょっと片

手落ちになってしまうんじゃないかなと思いますので、そのあたりをどういうふうに考え

ているのかということもちゃんと盛り込んだほうがいいと思います。 

 以上です。 

○林部会長 深川委員。その後、藤岡委員、どうぞ。 

○深川委員 だんだん煮詰まってきていると思うんですけれども、やっぱりかなりの方が、

いきなり棚上備蓄最初にありきという議論にはかなりの違和感をお持ちだと思うんです。

そもそも回転備蓄にしてきたのはそれなりの理由があったからであって、恐らくこっちの

ほうが効率がいいと思ったらこうやってきたんでしょう。それがいつの間にか、４ページ

にあるように、いろいろうまく行かなくなっちゃったので、でもだからといって、じゃ、

すぐ棚上に行けばいいのかという早急さには相当違和感があるのではないかと思います。 

 特に、あらゆる人が納税者なわけですが、みんなが財政の持続性にこれだけの不安を持

っているときに、持続性のない政府介入を続ければ、結局は、一時的に安心的なメカニズ

ムが用意されたとしても、生産者の方にとっても非常に不幸な結果になると思うんです。

だから、持続性のないことはもうできなくなっているというところで判断しなければいけ

ないので、慎重にやらなければいけないんだと思います。 

 特に前回、私がお願いした「前回の議論の中で」という資料の３ページで、「政府米所有

の産地銘柄」、出しにくい資料を出していただいたんですけれども、今後、これから主食と

してつくったものを棚上備蓄で飼料として売っていくときに、コシヒカリだのあきたこま

ちだの、国際的にみれば過剰なほどオーバースペックにおいしくつくったものをわざわざ

買い上げて、飼料用にダウングレードしていくというのは、消費者からはかなり受け入れ

られないし、一生懸命つくっていらっしゃる生産者の方たちにとっても、本当に物づくり

という観点からは不幸な歪曲構造だと思うんです。なので、いきなりというのは相当に無

理があると思います。 

 それから、播種前契約による買入れというのは、私は非常に政府介入的だと思うんです。

これはいわゆる農業経済学でいうリスク・シェアリングという、よくある地主と小作があ

って、何で世界的に分益小作制がやられているかというと、小作には増産インセンティブ

はないから、非合理な政策なんだけれども、リスク・シェアリングという観点からは地主
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と小作にフェアであるという説明がよくあるんですが、まさにこれの世界に後退している。 

 でも普通は、先進国であれば、もっとリスクシェアする手だてというのはマーケットに

いっぱいあるわけです。先物みたいな取り引きがリスクをヘッジしている場合もあります

し、まさにこれでまたさらに踏み込んでいくと、いみじくも何回もいろんな資料に出てく

る、米さえつくっていれば最後は政府が面倒を見てくれるというメッセージとか、米が余

ってもいずれは国が何とかしてくれると。まさにこれというのは、過去の極端な歪曲され

た市場介入によってでき上がってきたという反省に立って、財政の持続性から考えると、

これについてもかなり慎重に考えるべきだと思います。 

○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て集約されたかと思いますが、まず、今の備蓄

運営のあり方というか、過去の経緯をずうっと見てみますと、やはり何人の委員からも出

ましたけれども、備蓄というものと需給調整、価格調整みたいなものを一緒くたにやられ

てきたような感じがします。 

 供給オーバーになれば、とにかく農水省に、国会議員の先生方にお願いして何とか買っ

てもらうという繰り返しが、結局、備蓄本来のあり方を歪曲してきたのではないか。本来、

備蓄というのは緊急時にどう対応するかということをきちっとやっておけば、あとは過剰

な分については──もちろんあとはどうでもいいということじゃなくて──それは農水省

もあるいは生産者も生産者団体も一緒になって、過剰になったときにはどう対応するのか

ということ。これは別建てで真剣に考えてこなきゃいけない問題で、それがどうも今まで

一緒にやられてきて、過剰をすぐ備蓄に回す。それが結果として、今の回転備蓄もうまく

いかなかった。何かそんな感じがしていますので、この辺の備蓄という考え方については、

もう一回原点に返って、どうあるべきかというのはきちっと議論するべきだと思っていま

す。 

 先ほど岩崎委員から、100 万 t の量そのものがという話もありましたが、私個人的には、

今こういう世界的な異常気象の時代でもありますし、私は 100 万 t が決して多いとは思わ

ない。むしろ、本当に国民にきちっと対応するのであれば、３カ月、半年ぐらいのものは、

それはもちろん民間在庫も含めてですが、そこはきちっと財政負担しても安全保障の面か

らも私は対応してしかるべきと。今みたいな財政逼迫しているときでも、これは食べ物で

すからね。今は麦も食料の重要な部分には入っていますが、米というのは日本人にとって
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は貴重な主食ですので、ここはやっぱり私はある一定の負担をしても国民に理解を得られ

ると思っております。 

 もう一点、６ページの「備蓄運営の新たな考え方」の中に、実施期間が平成 23年度から

となっていますが、ということは当該年度の平成 22年度というのはどう対応していくのか。

今までの延長線上で行くのか、あるいは今年、単年度に限っては別のルールで行くのか。

ここのところは一つだけお伺いしておきたいと思います。 

○林部会長 福代委員、どうぞ。 

○福代委員 確かに論議を深めるべきだとは思いますが、もうそろそろ結論を出すときで

あるとすれば、私は、先ほど藤井委員からも縷々ございましたけれども、やはり生産者の

立場からしますと、需給や価格への影響がより尐ないと考えられる棚上方式をとるべきで

はないかなと思います。 

 それと、さっき備蓄水準に関しましても発言がございましたが、これも、小麦が一時的

なものであるとしても世界的に高騰の傾向にこれから流れると、異常気象が今後続くと思

われる中で、やはり２年も続くと大変な状況に陥る。そういったことも考えますと、やは

り 100 万 t は尐ないのかなと思います。ここらあたりは、財政負担もありますが、大事な

食料に関することですので、国民の理解も十分に得る必要があるかと思います。 

 それと、さっき棚上賛成と申し上げましたが、やはりこれに関しましても、調整ルール

というものは明確にしておく必要があるのではないか。それが１点ございます。  

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 神田委員、そして木村委員、どうぞ。 

○神田委員 どうすべきかという提案ではないので申しわけないのですけれども、消費者

として一言感じたことを申し上げたいと思います。 

 今回の考え方というのは、主食用で買ったものを主食用ではなく、それ以外の飼料米と

して売るということだと思います。それで、買った価格よりも非常に安く売る。10 分の１

という数字が出ていますが、その差を税金で賄う。そのことが米の価格保持につながって

いくということであるとすれば、なかなか消費者の理解は難しいなという気がいたします。

まして、戸別所得補償制度があるわけですから、なおさらかなという気はいたします。 

 普通の者からしますと、米がたくさんある。しかし、消費者は米の値下がりが期待でき

ないということがずっとあるわけですけれども、そういったことがベースにあります。そ
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して、低価格米が求められている現状もあるわけですよね。そういった中で、消費者目線

は本当にどこにあるのかなというのが、この提案の中からでは全然わからないわけです。

ですので、もっと消費者がわかるような説明を必ずここに入れていくべきだろうなと思っ

ています。 

 消費者にとってのメリットというのは、間接的なものになるかもしれませんので簡単に

は言いにくいかもしれませんが、その辺はきちっと説明していく。そして、国民全体の理

解を促すところの努力をきちっとしていただきたいなと思っています。 

 どういう方法がいいかということ自体、実は私もよくわかりませんけれども、やはり備

蓄の本来の目的に徹した政策にしてほしいと思っております。 

○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 皆さんいろいろ意見を述べておられるのですが、当初の備蓄政策というのが、

備蓄ということよりも、最初から懸念はされていたんですけれども、需給調整ということ

に、実態としては運用とか運営の中でされてきた。それの結果としての反省に基づいてと

いうことなのですが、仮に棚上になったらそういう問題が絶対起きないのかということに

なると、当初も多分そういうふうに言われたと思いますし、当初からそういう需給調整を

意図しながらやっていたというのであればまた別ですが、そこら辺のところは棚上備蓄に

したからといって、今までの問題が本当に解消されるのかという面での不安はちょっと感

じられます。 

 あと、回転備蓄の中で問題なのは、何年か分の在庫を持っておられるのですが、基本的

に回転させていくということであれば、20万 t買ったら 20万 t売る。売れない年もあるよ

ということでしたが、最後に別に飼料用にするということではなしで、基本的にはその年

度に合った市場価格がつけば需給というのはバランスがとれるということなので、戸別所

得補償が入った以上は、そこら辺のところはやり方としては明快にそういうふうにすべき

ではないかと。 

 そういう中で行けば、回転備蓄の問題もある程度解消されてくると思います。どちらか

というと、高米価の政策をとってきていたので、先ほど深川さんがおっしゃったような、

例えばコシヒカリができたり、おいしいけど高い米がたくさんできてきたということで、

そのおいしい、高い米は世の中には余っているわけですから、それがいろいろな意味で価

格がきちっとついてくれば、何をつくって何をつくらないようにすればいいか。それから、
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本当に過剰になった分は、それを飼料用にするのか粉用にするのかという、本来から行け

ば、所得補償をされた上での次は、余剰にできたものを何するかということを判断をする

ということが、今回の政策の戸別所得補償の一番の原点にあるのではないかと思うので、

回転備蓄にしてしまうということは、そこのところが政策的に整合性がよくわからないと

ころになってしまうということではないかと思います。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 それでは佐々木委員、どうぞ。 

○佐々木委員 皆さんのお話をお聞きしていまして、ますます難しい問題だなと改めて思

っておりますけれども、前回申し上げましたが、備蓄というものはやはり本来非常時の備

えが主目的だろうと思っております。この考えは変わりませんが、それに関連して需給の

問題、価格の問題、あるいは財政負担の増大の問題とかいろいろ出ておりますので、ます

ます難しくなるのですが、私の現在の考えといたしましては、今日示された棚上備蓄とい

うものもやむを得ないのかなと感じております。 

 この例は当たっているかどうかは別なんですが、各企業、私どもの会社でもやっており

ますが、乾パンや水、その他非常用の物資を５年間保管しているんです。５年経ちますと、

それを処分しているんです。それで新しいものと入れ替えている。これは一見もったいな

いんですけれども、５年間非常時に備えて蓄えていたものが捨てるということになっても、

その役割を果たした、効果があったと考えているわけでして、そういう考えもあるのかな

と思いました。 

 それから、需給調整とか価格という対策の問題は確かに大きな問題ですが、それは別の

スキーム、政策体系ということでしっかりと別途議論すべき問題かなと思います。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○藤岡委員 備蓄ということを考えるときに、皆さんからいろんな意見が出ていましたけ

れども、どうも備蓄も農家、生産者のために相当プラスになっているんじゃないかという

ニュアンスを受けるわけですよ。でも、本来この備蓄というのは、消費者、国民のために

あるんだということを、もうちょっと消費者サイドに訴えるべきだと思うんです。農家な

んていうのは、幾ら凶作になっても３カ月、半年ぐらい食べるぐらいの米はみんな自分の

うちにあるんですよ。ところが、そういうときに消費者、国民は、じゃ、あなた方はどう
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するんですか、この備蓄というのは本当に必要なんですかということを、私はもっと消費

者に訴えるべきだと思うんです。そこのところの視点が、どうも今までの備蓄運営のあり

方についても、農家サイド、農業サイドでだけ議論してきたような気がして、その辺のと

ころをつけ加えておきます。 

○林部会長 それについては、先ほど佐々木委員がいみじくも乾パンで例を挙げられた。

本来は備蓄とはそういうものですよ。その話を需給と絡ませるから話がぐちゃぐちゃおか

しくなってくるので、そういう話だろうなと思いますが、いかがでしょう。 

 今井委員、どうぞ。 

○今井委員 私はまず、今回この資料を見せていただいて、回転と棚上の比較の対象が、

買入れの数字が違うのに財政負担がこういう数字ですと説明されてもちょっとどうかなと

思いました。 

 それから、回転のときに２回転、２年で全部売り切る、完了するというのも本当にでき

るものなのかと思ったときに、その 250 億という金額も比較するにはどうなのかなと思い

ました。 

 それから、前回のときは棚上賛成だったんですけれども、今まで皆さんの御意見を聞い

ていて、ちょっと不安に思うのは、今回の戸別所得補償もそうですが、農業予算の中から

使われたということで、現状は、土地改良、それから圃場整備の予算が削られて、現場で

は予定が狂って大変な思いをしています。そういうことを考えたときに、棚上備蓄にして

その予算がやっぱり農業予算から使われるんだということになると、それもまた考えもの

だなというのを改めて今回思いました。 

 そういう意味では、本当に政策が持続可能なものかはっきりわかった上で決めるのであ

ればいいのですが、まだ政策がよく見えていないときに決めるというものはいかがなもの

か。そういう意味で、今決めるのは早いんじゃないかなという気がします。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 質問部分があったかと思うんですが、皆様の御意見はおまとめいただいていると思うん

ですが、質問のところでお願いいたします。 

○髙橋総合食料局長 今回の、多分一番最後の今井委員の御質問も含めてなんですけれど

も、なぜ今かということと、基本的なところとちょっとダブるので、私のほうからまず最

初に説明させていただきます。 
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 御承知のとおり、今年から、何度も繰り返しますが、米水田政策についてはモデル事業

ということで、米に対する所得補てんという事業を開始したわけでございます。 

 それで、来年度に向けて、現在この本格実施、米、それから米以外の作物につけてもど

うするかということを省内で取りまとめをしています。結果はどういう形で反映するかと

いうことになりますと、今月末の概算要求にそれがすべて反映されます。米の水田政策に

ついては、先ほど来申し上げておりますように、大きく分けて４つないし５つの場面があ

ると思っています。 

 農家の経営をどういうふうに考えるのかということが１点。 

 それから、需給が緩和基調ですから、この需給調整のありようをどのように考えるのか

ということが１点。 

 それから、備蓄。国民消費者に対して不足時における対応をどのように考えるのかとい

うこと。 

 さらに、水田農業という意味でいけば、米はもう半分ですから、基本的にそれ以外のと

ころで、どのような形で麦・大豆等を中心とした自給率の向上を図っていくのか。 

 もう一つは、米についてＭＡ米をどのように考えるのかという、この５つの問題がある

と思っています。 

 それで、この部分の大きな２つ、米の所得補償と需給調整の部分については、今回のモ

デル事業も含めて大きな変更をやりました。それから、自給率向上の部分も含めて、この

３つの部分は相当大きな変化になります。ＭＡは御承知のとおり、当然ＷＴＯの形で調整

しますので、現段階でどうのこうのということではございませんので、これについては今

あるオペレーションをどうするかという議論になります。 

 そうしますと、これまでの中で備蓄が果たしてきた役割、本来の目的かどうかという議

論もあるわけでありますけれども、米水田農業政策の中で、備蓄というものをどのように

きちんと考えるのかということは、全体の政策の中で当然のことながら位置づけなければ

ならないということで、今年の概算要求にほかとあわせて決めていく必要があるというこ

とで御議論をお願いしたわけでございます。 

 確かに恐縮なんです。前提としてのモデルの検証あるいは来年以降の所得補償政策の全

体像というのが、夏までに決めるということでまだまだお示しできておりませんので難し

さがあるわけでございますけれども、備蓄だけ後でいいのかということは私どもとしては

思っておりません。やはりここのところもきちんとしていく必要があるんだろうというこ
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とで、皆様方の御意見を今回、こちらの資料が中途半端で恐縮だったわけでございますけ

れども、いただければということで示させていただきました。 

○村井計画課長 時間の都合もありますので、個々の論点に逐一答えるというお答えには

ならないかもしれませんが、今局長のほうからも話がありましたように、基本的にはこの

備蓄の本来の目的に純化をするということでございますので、当然、価格支持等を目的と

したような見直しの議論をしているということではございません。 

 あくまでも、論点のところにお示しをしたとおり、市場関係者にとって予見可能なのか

どうなのか。透明性のある運営ができるのかどうか。そういったことで考えているところ

でございまして、結局、えさ処理にすることによる誤ったメッセージというのは、竹内委

員の御発言もございましたが、我々考えておりますのは、今は主食の需給フレームの中か

ら買って、それをまた主食の市場で売るというオペレーションをやっておりますので、そ

こは逆の意味で御指摘がありましたが、市場への影響というのはどうしても避けられない

と考えております。確かに、市場との関係で影響を全く遮断するというのが非常に難しい

ということは我々も認識しておるんですけど、需給フレームの中で売り買いをするという

以上は、より主食市場への影響というのが大きくなってしまうんだろうと考えております。 

 そういった中で、確かに政府の販売実力、過去の事例に対して冨士委員からもお話しご

ざいました。年間でどの程度の販売実力があるのかということはございますけれども、た

だ、例えば 20 万 t なら 20 万 t の数量をもって売り買いをするということになれば、一般

の卸さんの取り扱い数量との比較においても一定程度の影響があるんだろうということは

考えられるところでございまして、そういったものをどういうふうに遮断していくのか。

そういったことが一つポイントかと思います。 

 そういった意味で、過去の緊急対策の課題等を御提示させていただいておりますけれど

も、基本的には緊急対策は実施をしないということでの今後の棚上備蓄運営の議論である

ということは前提にして、考えていただいていいのではないかなと考えております。 

 また、冨士委員からお話しありました食料自給逼迫の中でこのような対応でいいのかと

いう御意見。これは確かに、日本の場合、お米というのは主食で食べるというのが基本的

な国民の素直な感情でございます。そういったところの議論は理解するところなんですけ

れども、非主食用といってもえさ処理ということですので、全体の穀物需給ということで

考えれば、家畜の飼料というのも全体の穀物需給の中には当然インプットされている部分

であります。そういった部分で有効活用していく。今、民間の飼料用米なども注目を集め
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て、基本計画の中でもかなり増やしていくという計画を立てておるわけですが、そういっ

たところで活用していくということで国民の理解が得られるのかどうか。これは我々とし

ても念頭に置きながら、今後考えていかなければいけないポイントかなと考えております。 

○林部会長 どうぞ。 

○髙橋総合食料局長 今の課長の説明の中で、実態はそうだと思うんですけれども、この

点だけはきちんと御説明したいと思っています。要は、食糧管理法から主要食糧法に移り、

主要食糧法も計画流通制度をやめて、政府としての役割が何かということだと思っていま

す。 

 これは、あくまでも備蓄の運営。国産米の売買操作は不足時において消費者に安定的に

供給をするための一定量を補完する。そのための買入れ、売渡しをやるということに尽き

ます。 

 そうしますと、今、例えば言葉の端々に販売実力みたいな話がありましたけれども、前

の食管の時代であれば、政府はある意味日本最大の米の販売業者だったわけです。直接米

を管理するという意味で、買入れをし、販売するという形だったわけでありますが、今は

そのような企業的な立場で、例えば民間企業と競合しながら販売をしていくのかという議

論も、これはやはり備蓄運営としてどうなのか。これが私ども、これまで回転備蓄として

なぜできなかったか。単純なんです。売れなかったんです。これは売り方が悪いという議

論もあるかもしれません。売れないからゆえに、５年、６年たつような古米までを持って

いたということだと思っております。 

 したがって、これをどういう形で売っていくのが妥当なのか。あるいは売ることが適当

なのかという議論も、やはり私どもとしてはきちんと考えなきゃいけないなと思っており

ます。 

○林部会長 竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員 今の点はまさにポイントなんです。今お二方の御説明がありました。矛盾し

ているんです。市場に対してニュートラルだというのはどういう意味か。市場を通じたオ

ペレーションでもってある種の備蓄管理をする以上は、市場から買ったその段階では市場

に対して価格上昇圧力がかかりますね。今度は売るときには価格下落がその段階では起き

ますね。これは当たり前のことです。 

 問題は、市場に対して中立という意味は、このオペレーションは何の目的でどういうプ

リンシプルでやるんだということについての透明性があり、市場関係者に予測可能である
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という状態をもって中立と言うのであって、ところが実際に起きたことは、買うときはだ

れも反対しませんね、価格が上がるから農家は反対しない、流通業者も反対しない。売る

ときは値段が下がるから反対だ。こういう非対称的なことが起きるわけです。これが一番

の原因だったのであって、売れないはずないんです。市場で売買されているから。売れば

価格が下落圧力がかかって、ほかの売り手にとってはマイナスになるから。しかし、消費

者、買い手にとってはプラスかもしれないんですよ。そのことだけでもって売れないとい

うこと自体はどう考えるべきかということは、これから大いに議論しなきゃいけないので、

市場に対して中立という点を誤解しないでほしいんですよ。 

 ですから、今おっしゃった点が、まさに備蓄の尐なくとも市場を相手にした売買、オペ

レーションでもって、ある種の政府がやる備蓄管理についてどう考えるのかということを

しっかり議論しなきゃいけないという点は、今の局長の話は大賛成なんです。ただし、過

去の反省に立って、その中に誤解が入っていないかどうかという検証が理論的にぜひ必要

なんです。その点をぜひお願いしたいと思います。 

○林部会長 どうぞ。 

○村井計画課長 竹内委員から、なぜ 100 万 t を５年間で回す棚上のモデルの数字が財政

負担とそんなに変わらないのかというお話でした。 

 実績ベースは、平均トータルで見ると年間 30万 tぐらいの取り扱いという形になるんで

す。その中で、結局、主食と飼料用が大ざっぱに実績ベースで言うと半々ぐらいの数字に

なっております。そういったことで、差し引きすると、確かに年間の取扱量が 20万 tと 30

万 t近いというところでの差はあるんですけれども、その実績の 30万 t の中で主食に売っ

ているのと飼料に売っているのが、おおよそ半々ぐらいの実績になっているということで、

実はそういったことを踏まえて積算すると、ほとんど変わらない数字になっているという

ことで御理解を賜れればと思います。 

○竹内委員 とても理解できませんね。比較するのに、今のは比較になっていないんです

よ。片方が全量を飼料用米で売る。20万円で買って３万円だと。片方は半々だと。いわば、

財政負担は恐らく２対１になるでしょうね。これがフェアな物事に合った比較なんですよ。

それが 30 と 20 と違う、後の計算をします、よくわかりませんが、結果的に同じだと。こ

れはとても理解できないですね。 

○林部会長 私の理解している限りでは、実際に毎年お米を買い、また売るわけですから、

市場と全く切り離れた動きではないわけですが、毎年 20万 tしか絶対に買わない。しかも、
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今まで買っていたお米がある意味では余ったものを買っていたわけですよね。余ったもの

だけれども値段の高いもの。 

 例えば、さっきの深川委員から要請のあった資料の３ページの平成 17 年、平成 18 年、

平成 19年の上位に並んでいるものは、みんな大変高いお米なんだが、余ったお米です。そ

れを高く買ってまた高く売れというほうが無理と言えば無理なんです。これから買うんだ

ったら、恐らく平成 21年ぐらいはそういう状況になってきているんだろうと思うんですが、

ちゃんとした買い方をしてちゃんとした売り方をすればいいし、売るときにまた市場に影

響を与えない一番いい売り方は、主食用の市場には絶対出さない、えさにしちゃうという

ことなんだろうと思うんですよ。一番わかりやすい言い方。 

 それでは私もちょっと納得ができないんですけれども、一番わかりやすいのはそういう

ことですよ。それは市場に影響を与えませんから。買うときも 20万 tしか毎年買いません

と言っていて、それで恣意的なことが全く入ってこない。そういう意味では、影響が全然

ゼロかといえば、それは政府といえども市場の中にいるわけですから、そこから買い、ま

たえさとして売るという、それが試算してみると 520 万 t ぐらいで、何のことはない、こ

れまで回転備蓄と言ってきたのと値段がほとんど変わらないという、これで見ると毎年か

かるお金がかからないということのようなんですね。 

 もうちょっと何かならんかなと私は思って、500億円じゃなくて 400億円ぐらいまで何と

かなる努力というのはあり得るような気がしますけれども、恐らく言われている意味で言

えば、市場にそう影響を与えるような御提案ではないだろうと私は思っていますが、いか

がでしょう。 

○竹内委員 恐らく心配事は、どなたかの御質問の中にありましたけれども、こういう緊

急買入れはこれからやらないんだという前提で考えたらどうか、あるいはそれでないとま

ずいでしょうというお話がございましたね。それが過去にうまく行かなかったわけですよ

ね。過去に緊急買入れをやったのは何の目的だったのか。今回の目的が何かと、市場から

隔離して値段の支えをする目的だということではないとおっしゃっているのですが、それ

では目的は何ですか。 

○林部会長 国民のための備蓄をどうするか。一番いい備蓄のあり方をどうするべきかと

いうのは、この論議でしょう。 

○竹内委員 ですから、議論するのは結構なんですけれども、私の心配は、こういう生産

地に誤ったメッセージが起きたというのは、結果的に起きたわけですね。今度はこれを制
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度化しよう、正当化しようとしているんですよ。この誤ったメッセージが拡大する恐れが

あるじゃないですかということを申し上げているわけです。今までは、不本意ながら結果

的に起きちゃった。最初に回転備蓄のルールを決めたときに、えさに処理するということ

は想定していないんですよ。しかし、こういうことが起きちゃった。それが関係者に誤っ

たメッセージを送っちゃったというのは失敗だと言っているわけです。それを正しい制度

だというふうに政府が、国家みずからが正当な制度に仕上げれば、この誤ったメッセージ

はもっと大きくなるじゃないですか。ですから、僕は言っていることが理解できないんで

すよ。 

○岩崎委員 今議論のたけなわのところで横から口を出して恐縮なんですけれども、やっ

ぱりフェア・マーケット・バリューというんですか、米の価格というのは何が妥当なのか

というコンセンサスみたいなものがどこかで安直につくれないのかなと。 

 そういう意味では、先物市場なんですよね。結局、先物で毎日将来の値段が示されてい

る。そういったものがメディアで報道されると。毎日、そういったものはどこかへ行けば、

あ、来年の今ぐらいはこういう価格か、今ならこういう価格かと。そういうことで、生産

者も作付の意思決定になるだろうし、消費者も実需の方も今尐したくさん買ったほうがい

いのか、いや、もう尐し我慢したほうがいいのかという価格の目安というものが、日本の

米の場合は残念ながら、まだ我々の使い方が悪いからかもしれませんけれども、先物市場

という格好では提示されていないと思うんです。 

 だから、その辺が提示されるようになりますと、尐しこういった議論もしやすくなって

くるんじゃないかなと思うんです。需給が締まれば価格は上がる、締まる恐れがあるだけ

で上がっていくわけですから、それに対してみんながまた努力するというんですか、工夫

をしていくわけですから、そういうものなしに議論しようとすると今みたいな議論になっ

てくるのではないかなと思うわけです。 

○林部会長 予定の時間を 15分ぐらい過ぎましたが、休憩に入る前にどうしても御発言い

ただきたいことがあったら。 

 どうぞ。 

○藤岡委員 先ほど私が質問した６ページの実施期間 23年度からと書いてあります。そこ

は当該 22年度はどう対応。 

○村井計画課長 平成 22年度につきましては、さっきの基本指針の中でも考え方をお示し

しておりますけれども、基本的には従来の回転備蓄で対応していくということで御理解を
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賜ればと思います。 

○林部会長 よろしいですか。 

 それでは、これで休憩に入らせていただいて、１時半をめどに再開ということで。まと

めによっては遅れたり早くなったりすることがありますので、御案内いたします。 

 

午後０時 17分休憩 
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午後２時 12分再開 

 

○林部会長 それでは、午後の会議を再開したいと思います。午前中と前回７月 30日に委

員の皆様からいただきました御意見を、最終的に事務局で午前中にまとめていただきまし

た。これを配付していただきますので、お目通しをいただきたいと思います。 

 ごらんいただいて、修正すべきところがございましたら、どうぞ遠慮なくおっしゃって

いただきたいと思います。修正が全部終わったところで事務局から読み上げていただきま

すが、その前にここで修正すべき点がありましたら、どうぞおっしゃっていただきたいと

思います。 

 どうですか、よろしいですか。まだ読んでいただくには時間が必要かもしれませんので

もうちょっとお待ちしますけれども。語句の訂正等、小さな点でも結構ですので。 

 よろしいでしょうか。それでは、読み上げていただいたほうがよろしいですかね。 

○村井計画課長 それでは、私から読み上げさせていただきたいと思います。 

 

平成 22年８月９日 

 

  農林水産大臣 山 田   正 彦 殿 

 

               食料・農業・農村政策審議会食糧部会長 林 良博  

 

今後の備蓄運営のあり方について（意見） 

 

   今後の備蓄運営のあり方については、７月 30日及び本日本部会で議論を行った。そ

の際、委員から出された主な意見は以下のとおりであり、政府が備蓄運営を見直すに

当たっては、これらの意見を踏まえ、食糧法の趣旨に即し、財政負担も考慮し、適切

に決定するべきである。 

  １ 備蓄の目的については以下のとおり、「備蓄の本来の目的は、不足時における消費

者への安定供給であって、過剰米対策や米価維持対策を目的とした買入れや売渡し

を行うべきではない」との意見が大宗であった。 
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   ・ 政府による市場価格を維持する目的での買入れや売渡しを行うことはあっては

ならない。不測時における供給不足や価格高騰のためのものとはっきりすべき。

ただし、出来秋の豊凶の変動への対応を何らかの形で国がサポートすべきではな

いか。 

   ・ 過去の備蓄政策を見ていると、目的は緊急時に国民に十分に米を供給すること

が大前提だが、過剰米対策と備蓄が整理されずに生産者に「価格は下げ止まり、

上がっていく」という誤ったメッセージを送り、価格が上がる見込なら在庫を増

やそうとするという間違った方向へ導いてしまった。 

   ・ 備蓄は本来、非常時の備えが主目的であり、需給調整や価格問題は別の政策で

議論すべき。 

   ・ 緊急買入れのような措置には反対だが、緊急買入れしないことを明確にせずに

棚上備蓄を議論することは早すぎる。 

   ・ いつどこで買うのかといったことが明らかでないので、米価維持のための買入

れというように政治的に動かされやすいのではないか。 

  ２ 一方で、尐数であるが次のような意見もあった。 

   ・ 備蓄を政策目的に沿って運用するのはそのとおりだが、それだけではうまくい

かず、豊作時は何もせず不作時には放出するというのでは市場に影響しないとは

言えない。全体として米政策・水田政策をどうするかを考える必要。 

   ・ 政府備蓄米の売買に一定のルールは必要であるものの、柔軟性も必要ではない

か。戸別所得補償で米価が１千円／60㎏下がれば１千億円近い財政負担がかかる。

米政策全体で財政負担を考えるべきではないか。 

  ３ 備蓄水準については、現行の備蓄水準（100万トン）を維持すべきとの意見が大宗

であったが、以下のとおり、備蓄水準を上げる方向を目指すべきとの意見と下げる

方向を目指すべきとの意見もあった。 

   ・ そもそも政府による米の備蓄については、毎年の在庫量等を踏まえた上で検討

すべきではないか。100万トンも大幅に見直すべき。米も民間在庫を含めて小麦の

備蓄水準（2.3ヵ月分程度）でよいのではないか。 

   ・ 備蓄水準については、異常気象の時代でもあることから、決して 100 万トンが

多すぎる訳ではなく、また、総需要との関係から増加の方向で見直すべきではな

いか。 
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  ４ 備蓄方式については、以下のように回転備蓄を目指すべきとの意見と棚上備蓄を

目指すべきとの意見に分れたが、さらに、議論を深めるべきとの意見が大宗であっ

た。 

   ・ 需給や価格への影響が尐ない棚上備蓄とすべき。 

   ・ 回転備蓄は、常に主食用古米が市場に出回る可能性があることから、主食用米

市場の関係者が予見可能で、市場に対してより透明性を確保できる棚上備蓄にす

ることに賛成。しかしながら、豊凶変動や 100％の計画生産は不可能であることか

ら柔軟性も必要。 

   ・ 企業における緊急時の対応のことを考えれば、棚上備蓄もその役割を果たして

おり、これでよいのではないか。 

   ・ 回転備蓄の総括が不十分であり、この点での議論を深めるべきではないか。 

   ・ 回転か棚上かというと、困難であることもわかるが、本来、国民負担がより尐

ない回転備蓄が望ましいと思う。どうしても出来ないのであれば、棚上備蓄もや

むを得ない。ただし、国民の負担が１円でも尐なくなる備蓄を探るべき。 

   ・ 棚上備蓄は、主食以外に販売する売買差損の点で財政規律の中で持続可能性が

あるのか。 

   ・ 回転備蓄の実績に問題があったからといって、直ちに棚上備蓄につながるもの

ではない。 

   ・ 棚上であれば、需給調整の問題が解消されるかどうか不明。 

   ・ 棚上備蓄に急遽切り替えることへの違和感はぬぐえない。財政の持続性に誰も

が疑問を持っている中で、慎重にやらなければならない。 

   ・ 棚上備蓄に反対。飼料用を前提とした備蓄運営とすべきではない。食料安全保

障といえども財政負担を増やすことに疑問。 

   ・ 主食用を飼料用売却することに消費者の理解を得ることが難しいと考える。 

  ５ 以上のほか、そもそも今回の備蓄の議論について、多くの委員から次のような意

見があった。 

   ・ 米政策全体との整合性、農林水産予算における位置づけを踏まえて検討する必

要。 

   ・ 戸別所得補償の実施状況や前提条件が見えない中で、また、本年産の作柄状況

等が不明の中で、この時期に決定するのは時期尚早ではないか。 
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 以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 読み上げていただいた上で、さらに何か御意見。 

 竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員 全体としてはまとめはこういうことでいいと思います。事実認識としては全

体的にはそういう感じで書かれているかなと思うんですが、２ページの４に「意見に分れ

たが」となっていますが、「・」の数で見ると、実際の皆さんの意見を正確に幾つ幾つとい

うわけじゃないのですけれども、どちらかというと棚上については慎重な意見のほうが尐

し多かったかなというのが、実際の皆さんの意見であったように理解しているんです。 

 ですから、別にこれは直していただかなくていいと思うんですが、そういうような事実

関係の理解ということで読めばいいかなと思います。新聞にちょっと取り上げられたりし

たこともあるので。新聞って、見出しとか好きじゃないですか。ですから、そういったも

のも一つ踏まえて、皆さんの意見の全体のバランスをもし聞かれれば、そういうような事

実を正確にお伝えいただけるようにお願いしたいと思います。 

○林部会長 そういう御要望です。わかりました。 

 ほかに何か。 

 よろしいでしょうか。それでは、今読み上げていただいたものを今後の備蓄運営のあり

方についての本部会の意見として提出したいと思いますので、私から髙橋局長にお渡しす

ることにいたします。そういうことでよろしいですか。 

 それでは、局長、よろしくお願いします。 

〔意 見 書 手 交〕 

○林部会長 本日は午前、午後と長時間にわたって論議していただきまして、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、私が承知しております限り、すべて終

了いたしました。 

 最後になりますが、本日の議事につきましては議事録として整理し、公開することにい

たしますが、その整理につきまして、私に御一任願えますでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○林部会長 ありがとうございます。 
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閉会挨拶 

 

○林部会長 それでは、閉会に当たりまして、髙橋総合食料局長より御挨拶いただきます。 

○髙橋総合食料局長 ただいま林部会長から意見をいただきました。前回も含めまして、

本問題につきまして御熱心に御議論いただきまして、誠にありがとうございました。 

 冒頭にも申し上げさせていただきましたが、水田農業、米政策をめぐりましては、非常

に大きな転換期に入っていると思っております。今検討しているものは、この備蓄の問題

に限らず、今後の我が国の農業経営、あるいは米政策全般の大きな行方を左右するものだ

と思っておりまして、何よりも関係者にわかりやすい政策ということを目指してまいりた

いと思っているところでございます。 

 これから８月末に向けまして、本問題も含めて来年度以降の政策に、予算等に反映させ

ていくよう最後の詰めを行ってまいりますけれども、この間の皆様方の多大なる御尽力に

対しまして改めて感謝を申し上げますとともに、食料・農業・農村政策審議会全体の委員

の任期改選期ということになるわけでございまして、これまで本当に長い間、皆様方には

本部会あるいは本審議会も含めまして、熱心な御議論をいただきましたことに改めてお礼

を申し上げさせていただきまして、私の御挨拶にかえさせていただきます。本当にどうも

ありがとうございました。 

○林部会長 髙橋局長、ありがとうございました。委員の皆様に対しましても、本当に御

礼申し上げたいと思います。どうぞ今後とも、日本の食料のために御尽力いただきたいと

思います。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○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。委員の皆様、お忙

しいところ御熱心に御議論いただき、誠にありがとうございました。 

 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 27分閉会 
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