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開 会

○石原食糧庁長官 おはようございます。定刻より少し早いのでございますが、主要食糧

分科会を開会させていただきたいと思います。

本日は、お忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

本日は、平成 年産米穀の政府買入価格及び米穀の標準売渡価格につきまして御審議14

いただきたいと考えております。また、前回の分科会におきまして、その検討状況につき

まして御説明させていただきました米政策の見直しにつきまして、去る 月 日に「米11 22

政策の見直しと当面の需給安定のための取組について」を取りまとめましたので、本日は

これにつきましても御説明させていただくとともに、平成 年産米穀の生産及び出荷の14

指針（案）につきましても御意見を賜りたいと思っております。

なお、生源寺委員及び立花委員におかれましては所用により遅れられるとのことでござ

います。

それでは、会長、よろしくお願いいたします。

会 長 あ い さ つ

○八木分科会長 皆様、おはようございます。お忙しい中お集まりいただきましてありが

とうございます。

本日は、平成 年産米穀の政府買入価格及び米穀の標準売渡価格につきまして御審議14

いただきたいと思います。また、ただいま長官からお話がありましたが 「米政策の見直、

しと当面の需給安定のための取組について」並びに「平成 年産米穀の生産及び出荷の14

指針（案）について」も説明を受け、委員の皆様の御意見をいただきたいと思います。

なお、本分科会につきましては、審議会議事規則第３条第２項の規定によりまして、会

議は公開することとし、傍聴者の方々も御出席されております。傍聴者の方々には予め書

面にてお知らせしてあります留意事項を遵守していただき、円滑に本分科会が進行できま

すように御協力をお願いいたします。

また、本分科会において皆様からいただきます御意見等につきましては、議事録として

取りまとめの上、公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。
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議事の進め方等について

○八木分科会長 それでは、本日の議事の進め方につきましては、先ほど世話人の方々と

御相談いたしましたので、御説明いたします。

、 、まず 平成 年産米穀の政府買入価格及び米穀の標準売渡価格について諮問いただき14

事務局から算定についての説明を受けたいと思います。

次に、米政策の見直しに関する資料及び平成 年産米穀の生産及び出荷の指針（案）14

について説明を受け、その後、質疑を行い、おおむね質疑が出尽くした後、諮問に対する

御意見の開陳をいただきたいと思います。時間的に正午を過ぎてしまうものと思われます

が、すべての出席委員からの諮問に対する御意見の表明が終了した時点で昼食とさせてい

ただき、昼食休憩の間に世話人の方々を中心といたしまして答申案作成を行い、答申案の

作成が終了した時点で審議を再開し、答申を取りまとめ、午後２時ごろを目途に終了した

いと思います。

なお、世話人をお願いしております甲斐委員におかれましては、御都合により本日御欠

席であり、世話人会の方は野村委員にお願いしたところでございます。野村委員には答申

案の作成についてお世話をお願いしたいと思います。

また 「米政策の見直しと当面の需給安定のための取組について」並びに「平成 年産、 14

米穀の生産及び出荷の指針（案）について」は、価格の審議とは異なり、御答申をいただ

くものではございませんので、分科会としての取りまとめといった整理は行いませんが、

どうぞ忌憚のない御意見をいただきたいと思います。

このような手順で進めてさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。

どうもありがとうございました。

大 臣 あ い さ つ

○八木分科会長 本日は、武部農林水産大臣も本分科会に御出席なさりたいとの御意向で

ありましたが、衆参それぞれの農林水産委員会が開催されているため、やむを得ず御欠席

でございます。大臣からのごあいさつを預かっておられるとのことですので、石原食糧庁

長官に代読をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○石原食糧庁長官 それでは、私から、大臣から預かっておりますあいさつを読み上げさ
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せていただきます。

食料・農業・農村政策審議会主要食糧分科会の開会に当たり一言ごあいさつ申し上げま

す。

委員各位におかれましては、御多用中にもかかわらず、本分科会に御出席いただき、ま

ことにありがとうございます。

今更言うまでもなく、米は国民の主食であり、稲作は我が国の農業の基幹部門でありま

す。しかしながら、稲作の生産構造は他部門に比べ構造改革が立ち遅れております。加え

て、最近の米をめぐる情勢を見ましても、過去 年にわたり生産調整を実施しているも30

のの、米の需給均衡が十分に図られず、稲作収入は平成７年からの５年間で１兆円も減少

している等の問題に直面しております。このため、米に係る諸施策の総合的かつ抜本的な

見直しを提案し、各般にわたる論議を経て、先般、生産調整の手法の転換、稲作経営安定

対策や備蓄運営の健全化等について取りまとめを行ったところであります。今後、生産現

場の理解と納得を基礎に着実かつ実効あるものとしてこれらの改革を実施していくことと

しております。

米政策の見直しにつきましては、後ほど事務局より説明させたいと存じますので、委員

各位から忌憚のない御意見を承りたいと存じます。

さて、本日の食料・農業・農村政策審議会主要食糧分科会におきましては、平成 年14

産米穀の政府買入価格及び米穀の標準売渡価格の決定に関する基本事項につき御審議をお

願いしたいと存じます。また、併せまして 「生産及び出荷の指針」につきましても、皆、

様方から御意見を賜りたいと存じます。

委員各位におかれましては、十分御審議の上、速やかに御答申を賜りますようお願い申

し上げます。

以上をもちまして、簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。

平成 年 月 日13 11 27

農林水産大臣 武部 勤（代読）

○八木分科会長 どうもありがとうございました。
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諮問及び諮問の説明等

（１ 「諮問」及び「諮問の説明」）

○八木分科会長 それでは、議事に入りたいと思います。

まず最初に、長官から「諮問」及び「諮問の説明」についてお願いいたします。

○石原食糧庁長官 それでは、私から読み上げさせていただきます。

諮 問

平成 年産米穀の政府買入価格については、米穀の需給動向・市場評価を反映させつ14

つ、安定的な価格運営を図るとの観点に立って算定を行い、この算定に基づき決定する必

要があると考える。また、米穀の標準売渡価格については、米穀の需給動向、財政の事情

等を総合的に考慮し、これを決定する必要があると考える。これらについて食料・農業・

農村政策審議会の意見を求める。

平成 年 月 日13 11 27

農林水産大臣 武 部 勤

続きまして 「諮問の説明」につきまして朗読させていただきます。、

米穀については、生産調整について、過去 年にわたり面積に基づき実施しているも30

のの、需給均衡が十分に図られず、また、稲作収入は平成 年からの５年間で１兆円も減7

少している等の問題に直面しております。このような現下の状況を踏まえ、効果的な需給

調整体制の構築、水田農業の構造改革、安全性に関する取組の強化と消費拡大の促進、備

蓄運営の健全化、流通の効率化等を内容とする米政策の見直しについて、先般、取りまと

めを行ったところであります。

平成 年産米穀の政府買入価格及び米穀の標準売渡価格につきましては、計画流通制14

度の一環として 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」の規定に基づき、適切、

に決定する必要があります。

具体的には、平成 年産米穀の政府買入価格については、引き続き、自主流通米の価14

、 、格の変動率及び生産コスト等の変動率を基礎として 需給動向・市場評価を反映させつつ

安定的な価格運営が図られる現行の方式により算定することとしてはどうかということで
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あります。

また、米穀の標準売渡価格については、備蓄運営を的確に行えることを旨とし、米穀の

需給動向、財政の事情等を総合的に考慮して決定することとし、ミニマム・アクセス輸入

米は、国内産米の価格体系との整合性も踏まえながら決定することとしてはどうかという

ことであります。なお、実際の売却に当たっては、備蓄の適切な運営を図る観点から、標

準売渡価格を基準としつつ、需給動向等に対応して弾力的に予定価格の設定を行う必要が

あります。

以上でございます。

（２ 「平成 年産米穀の政府買入価格の試算」） 14

（３ 「米穀の標準売渡価格の改定内容（案 」） ）

○八木分科会長 それでは、続きまして「平成 年産米穀の政府買入価格の試算」並び14

に「米穀の標準売渡価格の改定内容（案 」の資料について、食糧庁企画課長から説明を）

お願いいたします。

○長企画課長 企画課長でございます。

まず、米穀の政府買入価格の試算について御説明したいと思いますが、資料につきまし

ては、資料ナンバーのついている方には詳細なものが添付してございますけれども、クリ

ップどめの３点ほどの資料があるかと思いますが、これの一番頭に「平成 年産米穀の14

政府買入価格の試算（概要 」というもので整理してございますので、こちらの方がわか）

りやすいかと準備しておりますので、こちらで御説明させていただきます。

まず、１番目に、政府買入米価の算定の考え方、算定のルールでございますが、先ほど

諮問の説明につきまして長官から御説明しましたように、新しい食糧法に変わりましてか

ら、以下のような算定のルールに基づいた計算を行っております。

これの考え方は、前年産の政府の買入価格、これを基準価格として、これにＡとＢと２

つございますけれども、自主流通米価格の変動率、それからもう一方は生産コスト等の変

動率、この両者のそれぞれ変動率をいわば足して２で割る。生産コストについても勘案し

ながら、他方で自主流通米の価格動向というものもこの政府の米価の中に反映していこう

というふうな考え方に基づいてこれまで算定しているわけでございます。
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このルールに基づきまして算定しましたのが２番目の算定結果でございまして、前年産

の米穀の政府買入価格が１万 円でございまして、これに自主流通米の価格の変動率4,708

と書いてございますが、約 ％程度下がっているという結果でございます。これ0.9638 3.6

は下のかぎ括弧の中に細かく数字を書いてございますけれども、単年だけで見ますと、ど

うしても価格の変動が大きくなるものですから、従来から３年移動平均という、３年間に

ついて平均して、その変化を見るということでやっておりまして、平成 年から 年の10 12

３年間の価格に対して、直近時点、 年まで入れた、 年から 年までの自主流通米の13 11 13

平均的な価格、これの変動率、この場合、低下率になりますけれども、約 ％というこ3.7

とで、これが今回の米価を決定する１つの、半分の要素ということでございます。

それから、もう一方は、生産コスト等の変動率ということで、 というのが結果で0.9800

ございますけれども、約 ％下がっている。これについては、通常、上昇要因と下降要2.0

因とございますけれども、下のかぎ括弧の中にその要因について主なものをここに書いて

ございますけれども、最近の物価動向等を反映しまして、本来上昇要因にあるべき労賃に

ついても低下傾向で推移しておりまして、 ％。あとは家族労働時間なり、物財・雇98.97

用労働費の購入価格等の変化率、それから物財・雇用労働費等の投入量、いずれもこうい

った生産コストの構成要素が生産性向上を反映している。あるいはそういった経済状況を

反映して、低下要因になっているということで、 という結果でございます。0.9800

いわばこれらの２つの変動率、これを足して２で割ったものが今回算定結果として出て

いる１万 円。前年の価格に対しまして△ ％ということで試算結果を出してござ4,295 2.8

います。これはお米のうるちの１～５類、１～２等全体の平均の価格ということでござい

まして、これをもとに、３番目でございますけれども、実際に買入を行うに当たっては１

類から５類までの類別、あるいは等級別ということで、これを実際の出回り数量を勘案し

て当てはめた 年産の買入価格が以下の表でございます。これにつきまして、中心的な14

価格でいきますと、３類の１等の価格、１万 円という価格でございますけれども、4,275

これが中心的な価格ということでございます。

以上が買入価格の試算結果でございます。

それから、次に売渡価格についてでございますが、お手元の厚い方の資料に並べてござ

いますが、資料ナンバー３を御覧いただきたいと思います 「米穀の標準売渡価格の改定。

内容（案 」ということで資料を整理してございます。）

１枚おめくりいただきまして、国内産米についてでございます。
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政府売渡米価、標準売渡価格の改定の考え方でございますけれども、これにつきまして

は、食糧法のもとでの政府米が備蓄運営の機能を有するということを踏まえながら、需給

の動向、それから家計費並びに物価、その他の経済事情を参酌して、消費者の家計を安定

させることを旨として定めるということが規定されております。

米穀をめぐる事情でございますが、幾つかのポイントとしましては、最近の需給動向、

後ほどまた詳細に御説明いたしますけれども、米穀の全体需給というのは大幅な緩和基調

で推移してきておりまして、本年 月末の国産米の在庫は政府米で 万トン、自主流10 176

通米が 万トン、合計で 万トンという状況にございます。37 213

それから、２番目の考慮すべき要素であります家計費なり、物価の動向ということでご

ざいますが、最近における家計費なり、物価の動向を見ると、家計の消費支出は減少傾向

にありますけれども、米類支出については増加傾向にあるということで、具体的に前回標

準売渡価格を改定しました１年前と比べてみますと、前回は ％標準売渡価格を引き下1.1

げておりますけれども、消費者物価指数では総合で△ ％下落となっている。米類につ0.6

いて見ると、 ％上昇。こういった数字になっております。0.1

それから、売渡価格を決定する場合の考慮事項であります政府管理コストでございます

が、どうしても適正備蓄水準を超える備蓄保有を持っているということ、それから備蓄米

の保管期間が長期化しているというふうなことで、保管経費が非常に高水準で推移してい

るという状況にございます。

それから、政府が買い入れたものを売渡していく価格ということで、買入価格でござい

ますが、先ほど御説明しましたように、 年産米の買入価格については△の 円の引14 413

き下げ、率にしますと ％の引き下げの試算ということでお諮りしているところでござ2.8

います。

こういったことを踏まえまして、次のページでございますが、今回、標準売渡価格の改

定につきましては、先ほど御説明しました政府買入価格の引き下げ効果を売渡価格の方に

還元していくということを基本としまして （１）の表にございますように、来年年初か、

ら、率にしますと△ ％、 円の引き下げを実施してはどうかということでございま1.2 197

す。これは具体的には先ほどの政府買入価格の引き下げ額のおおむね半分、前年もそうで

ございますけれども、約２分の１を還元していくというふうな考え方に立って改定の額を

提示しているわけでございます。

、 、（ ）これが１～５類全体の平均の標準的な売渡価格ということで 買入価格と同様に ２
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にこれを実際に売り渡す場合には各類ごと、それから等級ごとということで価格が設定さ

れておりまして、最近の出回り数量でこれを当てはめてみますと、中心となります３類の

１等の価格で１万 円ということを標準売渡価格にしてはどうかということでござい5,974

ます。

それから （３）にございますように、なお、実際の販売に当たりましては、以上の標、

準売渡価格、基本的には新米の売渡価格の上限を定めているという性格のものでございま

すが、売渡予定価格につきましては、品質、あるいは用途、具体的には１年古米であると

か、２年持越米であるとか、持ち越しに当たっては、後に参考に付けてございますけれど

も、例えば１年持越米につきましては、一番最後の５ページを御覧いただきますと、参考

600２としまして、年産格差等ということで、例えば１年持越米につきましては、最大で

円の年産格差、いわば値引きを行うということで、こういった年産格差をつけながら、弾

力的に販売をしていくというふうなことで売渡予定価格を設定していこうと考えておりま

す。

それから、次の３ページでございますが、ミニマム・アクセス輸入米についてでござい

ます。１番に、これにつきましての改定の考え方は、国産米の価格水準との価格体系の整

、 （ ） 、合性を図っていく必要があるのではないかということで ２番目の １ でございますが

現行１万 円に対しまして、改定率のところを御覧いただきますと、国産米と同率△2,049

％、同率の引き下げを行ってはどうかということでございます。これを見まして､国産1.2

米と輸入米との価格体系のバランスは保っていくということでございます。

標準的なものとしましては、これにつきましては、銘柄区分でＭ、Ｌとなっております

けれども、Ｍ３につきまして見ていただきますと、 キログラム当たり１万 円とい60 1,903

うふうな価格水準でどうかということでございます。

それから、もう１点、４ページでございますが、参考までに銘柄の当てはめ基準の見直

しということを実施いたしました。これは買入、売渡し、双方に共通するものですが、現

在、政府米につきましては、１類から５類、先ほど御説明しましたように、５つのグルー

ピングにして、各グループについてはそれぞれ当然同じ価格で買い、そしてまた売るとい

うことを行ってきておりますけれども、そのグルーピングの当てはめをするときの仕方が

これまで自主流通米価格だけではなくて、１番にございますように、政府米の価格、これ

も勘案するということで、若干実際の価格体系から比べると歪なものも出てきているとい

うようなことでございました。
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したがいまして、２番にありますように、 年産については、備蓄運営をより円滑に14

行っていくということから、自主流通米価格を反映した当てはめとなるように見直しを行

いました。

そういったことで見直しを行った結果が下の表にございますように、 年産米の当て14

はめ結果を見直しまして、これは銘柄数だけを整理してございますけれども、１類から５

類までこういった銘柄でもって当てはめを行いまして、 年産の備蓄運営を進めていき14

たいということでございます。

以上でございます。

○八木分科会長 ありがとうございました。

以上で諮問に関する説明を終わります。

（４ 「米政策の見直しと当面の需給安定のための取組について」）

（５ 「平成 年産米穀の生産及び出荷の指針（案 」） ）14

○八木分科会長 それでは、続きまして 「米政策の見直しと当面の需給安定のための取、

組について」及び「平成 年産米穀の生産及び出荷の指針（案 」の資料等について、食14 ）

糧庁計画課長から説明をお願いします。

○針原計画課長 計画課長でございます。

米政策の見直しに関しましては、 月初め、本分科会におきまして、見直しが必要で10

あること、あるいはその時点における政府の考え方を御説明しております。

その後、食糧庁におきましては、 月の中旬に現地における意見交換会を実施してお10

ります。また、 月中には、パブリックコメントということで、相当数の御意見を伺い10

。 、 。ました 先週まで政府・与党間で調整を行いまして 先週末一定の整理がついております

まず、その内容につきまして御説明いたします。

資料ナンバーの４番でございますが 「米政策の見直しと当面の需給安定のための取組、

について」に基づきまして、御説明させていただきます。

この資料のまず３行目を御覧いただきたいと思います 「米政策の改革を推進する」と。

いう宣言文。また 「この改革は生産現場の理解と納得を基礎に 「継続性にも留意しつ、 」

つ、着実かつ実効あるものとして実施していく」ということでございます。

各項目につきまして、生産調整以下、１、２、３、４、５と５項目にわたりまして書い
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てございます。

生産調整につきましては、生産数量管理への円滑な移行を図るという方針が書いてござ

います。そのために生産団体、行政等から構成される研究会を設置する。

この研究会におきましては、公平性の確保のための制度的枠組みなどの実効ある多様な

措置を含めた生産数量管理、前回ポジ数量管理という形で御説明しておりますが、これに

関する検討課題につきまして検討いたします。可能な限り平成 年度実施に向け、早急15

に結論を得るということにしたいと思っております。

２番目の項目は、水田農業の構造改革と稲作経営安定対策でございます。

まず、稲作経営安定対策につきましては、構造改革の推進の観点から、経営所得に係る

施策の確立を検討する中で、そのあり方を検討するという整理をしております。これは前

回担い手に焦点を当てた見直しという形の御説明をしておりましたけれども、その部分に

ついてこのような整理をしているわけでございます。

また、基準価格につきましては、平成 年産の基準価格は 年産と同額とするという13 12

整理でございましたが、 年産以降のこの据え置き措置につきましては、モラルハザー14

、 、ド等の問題を回避した農家経営の安定に資するものに見直して 過去７カ年の価格のうち

最高、最低を除いた５カ年の平均価格、いわゆる７中５といったような基準価格を採ると

いうことでございます。

、 、 、それから 地域水田農業再編緊急対策は 集落単位の構造改革の取組を促進するために

集落単位で一定の交付金をお支払いし、前向きな取組を促進していくという、そのための

事業を３カ年実施することにしております。

３番目の項目、安全性に関する取組と消費拡大についてでございますが、まず、米の安

全性の問題につきまして、消費者の関心の高まりに対応いたしまして、取組を強化する。

安全性確認に必要な体制の確立を図るという整理をしております。

それから、消費拡大でございますが、テレビの積極的活用等により、食生活指針の普及

と連携しつつ、一大国民運動的に展開するという整理でございます。

また、米の品質表示基準の明確化、適正表示の確保のための取組を強化ということにつ

いても取り組むということが決まっております。

備蓄運営でございますが、備蓄の適正水準、現在のところ 月末に 万トン・プラ10 150

スマイナス 万トンという適正水準を設定しておりますが、それを前倒しいたしまして50

６月末に 万トン程度に引き下げる。年間販売数量を 万トン程度の現実的な数量と100 50
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する。したがいまして、２年回しで回転させようという考えでございます。

、 、 、また 売渡しにつきまして 入札取引への参加により指標価格を形成するということで

備蓄運営の健全化を行っていきたいと考えております。

計画流通制度につきましては、計画流通制度に代わる安定供給体制を整備するという方

針のもとに、この具体的な内容につきましては、生産調整の見直しと併せて、特に実効性

の確保、公平性の確保といった問題を含めて生産調整の研究会において精力的に検討する

こととされております。

また、米流通システム改革促進対策、これも前回御説明しておりますが、流通段階での

機動的な、予期せぬ過剰米への対処のための対策を実施したいと考えているわけでござい

ます。

別紙に移ります。別紙は、当面の需給安定のための取組でございます。一部これから御

説明いたします生産出荷指針とダブりますので、ポイントのみを御説明させていただきま

す。

平成 年度の生産調整の規模は、 万ヘクタール、前年同にいたします。14 101

それから、現行の助成体系を基本とするということが第２点でございます。

都道府県別の配分は昨年の配分をベースに決定するということで、この配分につきまし

ては、先週末都道府県別に配分しております。

生産調整面積と生産数量の双方を配分して、 年度の生産数量管理への円滑な移行を15

図るということも、昨年同様でございますが、さらに一歩進めた形で行っていきたいと思

っております。

稲作経営安定対策の資金の追加造成につきましても実施いたします。

２番目の項目は、地域水田農業再編緊急対策において、超過達成に関する助成を行うと

いうことで、プラスアルファ分については、昨年よりも増加した超過達成面積に対しては

１反当たり２万 円、既存の超過達成面積に対しては 円の助成を行うというこ5,000 8,000

とで、引き続き、さらなる需給均衡化の努力を行ってまいりたいと思っております。

それから、今年実施いたしました緊急需給調整対策につきましては、今年の実施状況も

、 、 。踏まえて 一定の見直しを図りました上で その円滑な実施を図りたいと思っております

それから、生産オーバー分、約 万トンございますが、 万トンの配合飼料用処理、11 11

持越在庫の調整保管を実施する。

それから、政府買入につきましては、備蓄運営ルールに即し、運用いたします。と同時
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に、生産オーバー分、 万トンについて政府買入を行う。これは配合飼料用処理に伴う11

分として政府買入を行うということでございます。

６番目の政府米価は、ただいま企画課長から御説明したとおりでございます。

資料ナンバー５番の生産及び出荷の指針を御覧ください。

１ページ目につきましては、２ページ目の表の説明が中心でございますので、まず２ペ

ージをお開きください。

全体需給の表でございますが、この左の一番上の平成 年 月末持越在庫量Ａという13 10

欄を御覧ください。 万トンの今年の 月末の在庫量でございます。内訳は自主流通213 10

、 。 、 、米が 万トン 政府米が 万トン これを出発点といたしまして 今年の米の生産量37 176

この数量は加工用等の 万トンを除きました 万トンでございます。このうち、配合21 881

飼料用処理、先ほどの 万トンを差し引きすると、供給量は 万トンと 万トン、11 213 881

引き算して 万トン、 万トンになります。11 1,083

それに対して需要量、前年までここを 万トンと見込んでおりました。前回これはも930

う少し引き下げた方がいいのではないかという御説明をしておりましたが、これを 万30

トン引き下げまして、 万トンに設定いたしております。これを引き算いたしますと、900

来年の 月末の持越在庫量は 万トンでございます。10 183

それに 年産米の生産をどう見込むかという点でございますが、この見込みにつきま14

しては、まず 万ヘクタールの生産調整をするということ。それと平年単収を４キロア101

ップの キロに統計上増えておりますので、この２つの要素を勘案いたしまして、生産522

。 、数量は平年ベースでは 万トンと見込んでおります 需要量を 万トンと置きますと876 900

年 月末の持越在庫量は 万トンと見込んでおります。15 10 159

この自主流通米、政府米の内訳を簡潔に御説明いたしますと、本年 月末の 万ト10 213

ンのうち、自主流通米が 万トン、政府米が 万トンでございますが、自主流通米の37 176

うち、もち米が７万トンございます。したがいまして、うるち米は 万トン。そのうち30

の８年産と 年産、２つに分かれております。８年産、昨年政府と交換した分でござい12

ますが、４万トンぐらい売れ残っております。それを計画的に今後売却するわけです。そ

れに 年産の調整保管の在庫 万トンがこの内訳となっております。12 26

今年から来年にかけての自主流通米の需要量は 万トン、政府米の売却数量は今年は456

万トンでございましたが、無理なく売却するということを見込みながら 万トンに設23 20

定いたしております。
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その結果、来年の 月末の持越在庫量は自主流通米で 万トン、政府米で 万トン10 27 156

でございます。自主流通米の 万トンの内数でございますが、うるちが 万トン、もち27 23

が４万トンと仮に見込んでおります。したがいまして、この 万トンが調整保管の一応23

の枠、全量ではございませんが、この内数として銘柄別の売却を見ながら調整保管数量が

設定されるということになるわけでございます。

それから、来年の政府米の集荷数量、いわゆる買入数量は 万トンと見込んでおりま15

す。ただ、この注の４番にございますとおり、これまで備蓄運営ルール、売却数量と買入

数量をそれぞれ予定しておりまして、その予定した数量で売れ残った分については買入を

その分減らすという備蓄運営ルールを運用しておりますが、今後も引き続きそのルールを

適用したいと思っております。

したがいまして、今年から来年にかけまして 万トンの計画売却数量が達成できない20

場合、この達成できない分、その数量を 万トンから差し引くという考え方で備蓄運営15

を当面させていただきたいと思っているわけでございます。

以上が主食用等の全体需給でございます。

３ページ、４ページは加工用等の需給見通しでございます。加工用等につきましては４

ページに表がございますので、４ページの表で御説明いたします。

、 。これは自主流通米 生産調整の内数としての 万トンの加工用米を見込んでおります24

需要も 万トンと見込み、在庫が残らないような形で適正に運営したいと考えているわ24

けでございます。

他方で政府米の方でございますが、本年 月末の政府米の加工用、いわゆるミニマム10

・アクセス米の在庫量 万トンでございますが、注の１番にございますとおり、このほ10

、 、 。か 飼料用備蓄として 万トン 援助用備蓄として 万トンの在庫を保有しております25 40

この 万トンの加工用の備蓄量に今後の外国産米の買入数量、これはＷＴＯ協定のミニ10

マム・アクセス数量を置いております。 万トン。これを足し算いたしまして、 万ト77 87

ンの供給。需要量を 万と見込み、 万トンの持越在庫という計算で見通しを立ててい77 10

るわけでございます。

５ページにつきましては、生産調整に関する事項でございます。先ほど申しましたとお

り、昨年同様の生産調整に取り組むということで、 万ヘクタール、これはかい廃分を101

控除いたしましたガイドラインとして配る面積は 万ヘクタールになるわけでございま97

すが、実質 万ヘクタールの生産調整を継続する。これに要します引き算したところの101
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生産数量でございますが、次のページをお開けいただきますと、生産調整目標が 万ヘ101

クタール、生産数量といたしましては主食用で 万トン、加工用で 万トン、作付面875 24

積に換算いたしますと、主食用で 万 ヘクタール、加工用で４万 ヘクター167 6,000 6,000

ル、それぞれ新しい平年単収 キロで設定いたしております。522

５ページに戻りまして、真ん中のあたりに、先ほどの繰り返しでございますが、米の計

画的生産を円滑かつ的確に推進するため、生産数量、作付面積に関するガイドラインと生

産調整目標面積を同時に配分するということで、 年産からの生産数量管理への円滑な15

移行を図っていきたいと考えているわけでございます。

また、３番のところでございますが、米の需給・価格情報委員会を開催いたしまして、

この計画的生産のシグナルとなるべき各種情報を生産者に適切に伝達することが重要であ

ると考えております。

また、価格形成センターにおきます入札につきましては、より透明・公正な入札運営に

努めるとともに、取引の場としての機能を発揮していくということに引き続きしたいと思

っているわけでございます。

14７ページは 政府買入の数量でございます 政府買入の数量につきましては 先ほどの、 。 、

年産米の予定は 万トン、ただし、販売が 万トンいかない場合は、そのいかない分を15 20

差し引きするということを繰り返し書いてございます。

また、 年産米以降の備蓄につきましては、今後の需給事情に応じまして、在庫縮減15

を適切に図る観点から設定していきたいと思っております。

万トンの都道府県別配分につきましては、現在のところ政府米買入実績、あるいは15

都道府県別の販売実績、生産調整面積による配分を行うことにしておりますが、この点に

つきましては生産者団体の意向を踏まえながら最終的に判断したいと思っております。

14また 政府買入の対象銘柄につきましては 一定の条件を数年前から設けております、 、 。

50年産米につきましては、政府買入につきましては、個別銘柄ごとに計画出荷米のうち、

％以内とすること。センターへの上場銘柄を優先して行うということにしたいと考えてい

るわけでございます。

以上でございます。ありがとうございました。
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質 疑

○八木分科会長 それでは、事務局からの資料説明が終わりましたので、まず諮問のみな

らず、全般についての質疑を行い、その後、諮問についての意見開陳とすることとしたい

と思います。

なお、冒頭に申し上げましたとおり、できれば昼食前までに意見開陳を終了したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、どなたからでも結構ですので、御発言いただければと思います。

どうぞ御自由に御発言いただければと思います。

生源寺委員。

○生源寺委員 遅れてまいりまして申しわけございません。まだどなたも挙手がないよう

でございますので、発言させていただきます。

意見開陳も同時にさせていただくということでよろしゅうございましょうか。ごく簡単

でございますので。

政府買入価格と標準売渡価格につきましては、試算値のとおりで結構ではないかと思い

ます。

以上です。

関連いたしまして、少し意見を、多少長くなるかもしれませんけれども、述べさせてい

ただきたいと思います。それは今の資料で言いますと、４の米政策の見直しについてとい

うことでございます。私も細かな流れなりについて十分承知しているわけではございませ

んので、私の理解の限りで申し上げたいと思います。多少乱暴なことを申し上げるかもし

れませんけれども、お許しいただきたいと思います。

これは大変な課題で、食糧庁を始め当局でも大変御苦労されているということにつきま

して理解しているつもりですし、また、労を多とさせていただきたいと思っているわけで

すけれども、率直に申し上げまして、総合的で抜本的な見直しということで精力的に検討

していただいておりますけれども、私の印象では総合的ではあると思います。ただ、抜本

的と言えるかどうか、ここはやはりクエスチョンマークがつくという感じであります。一

旦手を打って、さらに二の矢、三の矢ということであるのかもしれませんけれども、その

ことは一応置いておくとして、すかっとした青空が広がることを期待するというところま

ではどうもいかないような気がしております。
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それで、幾つの側面がございまして、課題としては流通の問題、それから需給調整、生

産調整、それから構造の強化といいますか、構造政策の側面、この辺が柱だと思います。

流通につきましては、計画米と計画外について、恐らくこれから先はそれぞれに特色の

ある流通ルートという形で共存し、農家の方、あるいはＪＡ、農協もそれをうまく組み合

わせながら利用していくということに多分なっていって、制度としての垣根は恐らくなく

なっていく流れではないかと思っております。この点につきまして私は基本的には賛成で

ございます。

問題は生産調整と構造政策の部分であるというふうに思っておりまして、以下、生産調

整の問題を中心に少し私の今の印象なり考え方を述べさせていただきたいと思っておりま

す。構造政策の問題は多少これに絡んで触れることになるかと思います。

前提として、まず生産調整を当面はやはり続けざるを得ないだろうと、こういう前提が

まず１つございます。

それから、もう１つは、その場合に政府が深く関与することを一応前提に考えてみたい

と、こういうことでございます。

言いかえますと、生産調整をストップしてしまうというオプションもあろうかと思いま

す。もうフリーであると。あるいは生産調整を行う場合にも生産者団体つまり生産者に専

ら委ねる。こういう選択もあろうかと思います。私はこれの選択肢も ％捨ててはおり100

ません。今から申し上げるような政府が関与するとすればどうすればいいかというような

ことについて私なりの意見を申し上げますけれども、これが仮に非常に副作用が多く、問

題が多いとすれば、全く別の観点で考え直す必要もあるいはあろうかと思っております。

そういう前提で、細かなことは余り申し上げませんけれども、今一番私が問題かなと思

っておりますのは、生産者の方々のいわば自己責任において、いわば自発的、自主的に選

択をするという、このことの大切さに対する配慮がやや弱いのではないかと。これは過去

の経緯があって、それをずっと積み重ねてきたことによってそういうことになっているの

だろうと思いますけれども、そこのところをもう少し考慮する必要があるのではないかと

思います。

つまり、リスクを引き受けるならば引き受けるで、自己責任のもとにおいて減反には参

加しないとか、あるいはその逆であるというような、こういうすっきりした環境というも

。 、 、のをつくり出す必要があるのではないかと それがないものですから ないということは

私なりの表現をすれば、生産調整がいわばひとり立ちをした政策になっていない。したが
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いまして、いろんな政策、本来別の目的である政策が、その政策に参加するためには生産

調整に参加しなければいけないよという形でリンクするという形で動員されるわけであり

ます。そうでないとなかなか生産調整の実効性が上がらないという、こういう実態がある

んだろうと思います。

さらに、それでも実は足りないといいますか、私の表現で言えばいわばモラルに訴えて

参加を促す。例えばしばしば生産調整については非協力という言葉が使われるわけであり

ます。あるいは不公平、これは少し弱いかもしれませんけれども、非協力というのは、非

国民とまでは言いませんけれども、ある種の人格全体に及ぶようなニュアンスを持った言

葉というふうに私は受けとめるわけであります。いろんな政策を動員して、なおかつモラ

ルに訴える。

生産調整をやっているのは何も日本の米だけではないわけでありまして、ＥＵの生乳な

り、カナダの生乳、それから 年までのアメリカの穀物、いずれも生産調整をやってい96

たわけでございますけれども、モラルに訴えて参加を促すというようなことはなかったと

理解しております。それは基本的には法によって厳格な規定があり、なおかつ、メリット

措置とデメリット措置が極めてはっきりしていた。今挙げました例でいいますと、メリッ

ト措置が非常に大きいといいますか、その差が大きいものですから、非常に参加率が高い

という、こういう状況だったわけであります。

我が国の米の生産調整の場合、いずれも残念ながらいろんな経緯もあって、両方ともは

っきりしない形できているのではないか。これはそれぞれのお立場で、いや、そうではな

、 、 。いという意見もあるかもしれませんけれども 私の見るところ どちらもはっきりしない

で、モラルに訴えるというような状況があるわけでございます。

端的に言いますと、参加の場合のメリットと不参加の場合のデメリットということにつ

いてはっきりしていれば、これはそれのみに依存して、参加への誘引を与えることができ

る。こういうことだろうと思います。しかし、そうなってはいないように見える。

参加の米と不参加の米でどこが違うかと言いますと、結局稲経だと、こういうふうに見

えるわけであります。そのもとで当然不参加といいますか、カルテル破りの動機が働くわ

けでありますので、それに対していろんな圧力がかかる。こういうことになっているわけ

であります。

、 、ただ ここから先は少し政策の見直しの１つの私は着眼点だと思っておりますけれども

別の角度から見ると、参加者の稲作なり、水田作と、不参加者の稲作の間の均衡をとる措
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。 。置は実は十分とられているわけであります 財源は相当に投入されているわけであります

つまり、いわゆる減反奨励金助成という形で、今 アール当たり７万 円、あるい10 3,000

はもう少し追加のものが入るなど、ものすごい額のものが入っているわけであります。そ

、 、 、うしますと 今の生産調整を誘導する措置は 全体としては転作に対する措置が９として

稲経、お米そのものについてのメリット措置が１、大体そんな状態だろうと思います。８

対２でも結構でございますけれども、そこが実は非常にメリット措置を見にくくさせてい

る要因ではないかと、こう思うわけであります。

今申し上げましたように、転作とあわせて見れば均衡している。あるいは転作に参加し

た方がむしろいいかもしれません、地域によってはですね。しかし、それがメリット措置

として見えてこないということがあろうかと思います。

なぜかということを考えてみますと、１つは、米そのものではなくて、横につくられて

いる転作物についての助成であるということで、その助成を受けることはもちろん認識さ

れているわけでありますけれども、生産調整の米と不参加の米の比較ということになりま

すと、これはこれという認識に多分現場ではなりがちではないか。

それから、転作奨励金にはいろんな構造政策上の配慮といったような形の加算がされて

いるわけであります。これはこれである意味では必要なことかと思いますけれども、結果

的にその意味合いがメリット措置、デメリット措置というところから離れていく。こうい

う作用をしているのではないか。

さらに申し上げますと、私は前々回ちょっと申し上げましたけれども、７万何がしの奨

励金は実は分配のされ方によって、稲をつくることに汗を流している、あるいは転作の作

物をつくることに汗を流している人にいかないことがあり得るわけであります。そういう

意味では分配の仕方に依存してはっきりしない。こういうことがあるわけであります。

したがいまして、私はもし考えるとすれば、今、９、８ないし１、２というこのウエー

トをむしろ逆転するような発想をしてみてはどうかと。お米に関するメリット措置といい

ますか、格差措置といいますか、これは手法はいろいろ考えられると思います。あるいは

経営安定対策と少しリンクするということも考えられるかもしれませんけれども、そちら

。 、を主としてむしろ転作奨励金の方は従とする そういうことを例えば考えることによって

ある種の自己責任においてリスクは引き受けると。そのもとにおいて生産調整には参加し

ないとか、あるいはやはり参加するとか、そういうような選択の行い得るような環境を造

り出すことが大事ではないかと、こう思うわけであります。



- 19 -

構造政策上の配慮がいろいろされております。所得の減少をできるだけ補てん、必要な

限りすると。それも農業への依存度の高い方に厚くと。これも賛成であります。いずれも

賛成でありますけれども、これはある意味で後ろ向きでありまして、構造が変わるとすれ

ば、それぞれの経営がどういう判断をして、規模拡大なり、どういう判断をして、どうい

う行動をするかという、ここにかかっているわけでありまして、いろんな財政措置を行っ

てもここのところの環境が、その地域の農業社会の環境が悪ければ、せっかくのいろんな

政策も実を結ばない。こういう感じがするわけであります。

ちょっと私自身の印象なり、理解でしゃべっているところがあるのと、細かな話ではな

く、全体の大きなお話ということで申し上げましたので、なかなか意を尽くせませんけれ

ども、長くもなりましたので、一応以上で終わらせていただきます。

○八木分科会長 ありがとうございました。

今の意見について事務局の方で何かございますか。特にはよろしいでしょうか。

では、長官、どうぞ。

○石原食糧庁長官 よく理解できているかわかりませんけれども、最初に総合的ではあっ

ても抜本的でないというお話がございました。その中で生産調整、基本的に生産者の自由

にするというお話もございましたけれども、実は前にも１度お話ししたかと思いますけれ

ども、与党との協議の中で、１つ、これは我が方から積極的に出したわけではありません

けれども、与党のある先生からの要望がありまして、ここでも御披露したと思いますけれ

ども、仮に生産調整を一切止めるといいますか、自由にしまして、そのかわり担い手につ

いては価格の下落分を補てんするということについてはどうかということで１度試算した

ことがございます。そうしますと、価格が キロ当たり 円に下がるだろうと。そ60 8,000

れが、後、振れがありまして、最終的には１万 円にいくだろうということも試算し2,000

て出したわけです。

我々今回の提案をする前に我が方の内部でもそういうことをやってはどうかという意見

もないわけではなかったんですけれど、ただ、今一切生産調整を止めるということを受け

られるような今の水田農業をめぐる状況かということについて、なかなか我々判断がつか

なくて、そういう意味では抜本的でないと。これは我が方は政府のかなりの方にもそうい

う説明をしたんですけれども、我々が考えたものが抜本的かどうかという御意見がありま

した。多分そういう人たちが求めておられたのはそういうことではないかと思っておりま

す。ただ、我々は余りにも大胆といいますか、今の状況からするとそこまでは踏み切れな
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いなということで、今回のあれを提案したわけですね。

先ほど生源寺委員がおっしゃった転作部分をより少なくして、稲経の部分を厚くすると

いいますか、要するに補てん部分を厚くすると、その極端がそういう姿だと私は理解して

いるんですけれどもね。ただ、そこについては踏ん切りがつかなかったということで、今

回こういうことで与党との協議をまとめたということでございますので、御理解いただき

たいと思っています。

方向として、生源寺委員がおっしゃったような転作の影響をできるだけわずかにしてい

って、それからその分をより今の稲経、あるいはそれの変化したものに変えていくという

ことについては、今回、量の管理の問題については研究会で引き続き検討することにして

、 、 、おりますので その中での１つの私は課題といいますか 課題として残ってくるのかなと

今お話を聞いていて思ったんですけれどね。

いずれにしましても最初の抜本的改革ではないということは我々受けとめたいと思いま

すし、今の生源寺委員のお話も踏まえまして今回続いて行われます研究会での議論、そう

いうものに臨んでいきたいと思っております。

○八木分科会長 加倉井委員、どうぞ。

○加倉井委員 私は生源寺委員のようにうまく言えませんので、言い方が非常に単純にな

って申しわけないんですけれども、見直しに実は非常に期待しておりました。行政が一所

懸命努力なさったのはよくわかっておりまして、ですから、行政を責めているとか、そう

いうことではありませんけれども、抜本的見直しは普通の見直しになったなというのが我

々率直な感想です。これで日本の米というものがきちんと生産されていくのか、将来にわ

たってもたくましい米づくりというのが保証されるのかというと、やはり疑問を持たざる

を得ないんですね。

１つだけ提案したいんです。中身は生源寺委員がきれいにおっしゃったのでそのとおり

でいいんですが、提案としては、農村へ行って農家の話を聞くと、もう生産調整、こんな

嫌なものを何で政府が押しつけるんだというふうに彼らは言っているわけですね。市町村

長もこんなことを何でやらされるんだということですね。しかし、ここで議論している話

は農家のためになる、農家のためにいろんな施策を講じ、予算を講じてやっているんだと

、 、 、いう話になっていて この矛盾というのは 生産調整はどんどん増えていくわけですから

どんどんそういう声が強くなってどうにもならないんですね。

私は１つ提案したいのは、農家の方に本当に投票でもしてきちんと聞いたらどうだ。彼
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らが自分で本当に何を選んだんだということを、つまりきれいに言えばリスクと責任とい

うものをちゃんと自分で判断する。そして自分で、民主主義国家ですから、自主性を重ん

じてやるんであって、政府から命令されたから、嫌なことを無理してやらされているとい

うのではないんだという、そういうことをきちんと理解してもらいたいと思います。

もう１つは、先ほど長官が稲経と、例えば減反奨励金との考え方をどうするかという案

をおっしゃいましたけれども、そういう案を公にして、国民の前に問いかけたらどうかと

思います。政府と与党との話の場には出てきているかもしれませんけれども、国民はそう

いうものを全然知らないんですね。国民の前に提示してみて、こういうのもありますけれ

ど、いかがですかと問いかけてみたらどうでしょうかね。それがどういうふうに受けとめ

られるかということで、もちろんだめならしようがないですね。ということを言いたいと

思います。

○八木分科会長 ありがとうございました。

では、長官、どうぞ。

○石原食糧庁長官 今の点ですけれども、我々米の行政をやっておりまして、一番つらい

といいますか、加倉井委員がおっしゃった国から言われて生産調整をこれだけやっている

のにもかかわらず、価格が上がらないというのはどういうことだということなんですね。

、 、 、国から言われてというのは そこがそもそもけしからんし それで価格が上がらんという

それはあくまで需給で決まるんだという。私どもに来られる農業団体の方々、あるいはい

ろいろ会った農業団体の方に、農家はそういうことを言うかもしれないけれども、そうい

うことじゃないんだと。米というのは、価格というのは需給で決まるんだということを徹

底させるというか、そういうことを啓発するのが皆さん方の仕事じゃないですかというこ

とを申し上げるんですけれども、なかなかそこがうまくいっていないということがあろう

かと思います。

それで、今回、面積から量の管理という方向へ一歩踏み出せないかということで提案し

たのもその辺の問題ですね。そこに１つ石を投じるといいますか、そこについて農家、あ

るいは農業団体の方に、特に農家の方にそういうものなんだということを、量で管理する

ことによって知っていただくということが発想の１つとしてあります。我々はそういうこ

ともあって、今回提案したということで御理解いただければと思っています。

○八木分科会長 委員の方、御意見ございませんか。質問でも結構です。

○生源寺委員 簡単に先ほどの長官の御発言に関連いたしまして、ちょっと私は舌足らず
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だった点があるかと思いますけれども、私は生産調整を直ちに止めるという方向をもって

抜本的と申し上げているわけではございません。それになりますと、ある意味で破壊的に

なるのかもしれません。

私自身は、生産調整は消費者の利益という観点から見てもある種の必要悪だと、こう思

っております。いずれはこれから脱却する道を探るべきだと思いますけれども、しかし、

その場合にハードランディングするか、ソフトランディングするかという、ここは慎重に

考慮するべきであって、ランディングの方法によって着地点が変わってくるという懸念が

払拭できないと思いますので、その意味では ％捨てるわけではないけれども、比較を100

すると、やはりソフトハードランディングだろうと。その場合に当面行うべき生産調整の

手法として、その範囲内で副作用のない抜本的な改革になっているかどうかということを

御指摘申し上げたと、こういうことでございます。

○八木分科会長 ありがとうございました。

では、五月女委員、お願いします。

○五月女委員 諮問に対しましては適切な算定方式でありまして、よろしいのではなかろ

うかなと思っております。

ただ、諮問の説明にありますように、平成７年から５カ年で１兆円の稲作の収入減とい

うのは、どうも私、稲作の収入減というこの表現だけでよろしいのかなと思うんですね。

現実、私の例をとりましても、また、私もこの秋から大分日本の国内の大きい農家を回り

まして、あのバブル期に購入した土地の今月の農村漁業公庫への支払いをどうするかとい

う話題になってしまいますね。稲作の収入の減というのは、即、返還金までどうするかと

いうことになりますけれども、ここで処理されているのは、ただ稲作の収入の減だけであ

りまして、バブルの時に買った土地の減少分というのは、場所によりますけれども、３分

の１まで地価が下落したところもありますし、私のところは２分の１になっております。

我々農業分野以外の部分ではここは誰かが国税を補っているというのが現実でありまし

て、我々現場の農家というのは、これから、今御説明のような方向を例え採られても、担

い手が責任を持って、希望を持って農地を集積していくかというものに対しては非常に疑

問を投げかけておりますね。農地を集積するに当たっては、バブルの時に頑張った方々と

。 、いうのはもうやらないだろうと私は思っております これから新しくやる方は別にしても

価格が下がっておりますからね。バブル期の処理をどういう考えで自分自身がやるか、あ

るいはそれは要望として、要請として国にどう呼びかけて、どういう対策をしていただく
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かということになるかと思うんですね。

ましてや、今お話のように、 年産からは面積から量に変わるということですね。面15

積の段階においては、慣れもありますけれども、大体１晩か２晩で集落内では 町歩ぐ70

らいの面積ですとできます。ところが、量になりますと、計画はできますけれども、実績

の把握、ましてや採れ過ぎたいうものは、今まで言う計画外のお米に流れていってしまい

ますね。その背景として、私は前から言っているように、自分自身が計画外の認定をいた

だいて売っているお米に対しては責任を持って数量的な把握はしているんですけれども、

例えば業者へ売渡したお米は計画外で今、検査を業者が受けてやっておりますね。そうい

う実績の把握というのは集落ではできないですね。

、 、 、それを今度は面積で対応しようということになりますと 行政から出ております また

加倉井さんから出ましたように、行政との対応がなかなか難しい。量と面積を両方把握す

るということは難しいということが出ておりますから、現実 年産からその段階にいく15

に当たりましては十二分な関係者の意見を聞きながら、ましてやここでありますように、

関係者とは農業者団体、といいますけれども、私たちは農業者と思っておりますから、農

業者からも十二分に意見を聞きながら対応していただけたら幸いかと思っております。

以上です。

○八木分科会長 事務局の方、特にございませんか。

貴重な御意見ありがとうございました。

それでは、加倉井委員、どうぞ。

○加倉井委員 ごめんなさい。もう１回だけ発言させてください。

１つは、私は、生産調整を１年ないし２年止めたらどうかと思っているんです。但し引

き返しの条件付きであります。それともう１つは、稲経を充実させますと、その実験がで

きるんですよね、実は。 円とおっしゃいましたが、あるいは１万 円というふ8,000 2,000

うに米価が下がるとおっしゃいましたけれど、稲経を充実させて、１年だけやると、これ

はかなり補てんされる部分があるわけですから、そういうことができる。それをやって、

もう１度出直すと、今の日本の生産調整政策というのは非常にきれいになるのではないか

ということが１つです。

もう１つは、ちょっとこれは生源寺委員とは違うんですが、構造改革というのを私はや

。 、 、るべきだと思っております そうすると これは尊敬する生源寺委員と少し違うんですが

構造改革というのはソフトランディングはあり得ないと私は思います。構造改革をやると
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いうときは、どうしてもハードになってしまうもので、今までも日本の農業政策の中で大

きく変わったのは、ものすごいことが何かあったときばかりなんですね。さかのぼれば自

由化というのもそうかもしれません。もっとさかのぼれば戦争で負けたというのも、もっ

とさかのぼれば明治維新というのがありますが、要するに土地の動きというものを一緒に

したような構造改革というのはハードランディングしか絶対にないと私は思っておりま

す、歴史的に。ですから、ソフトランディングで構造改革は、それは誰だってやりたいけ

れども、そんなことは多分できないだろう。

だから、今戦争に負けるような大きな衝撃はないんだけれども、生産調整を１度、もち

ろんこれは農家の意思を聞いた後の話です。農家が止めたいと言ったら止めてみたらどう

かという前提つきですが。そうしたら、これはすごいハードになります。しかし、農家の

理解とか、国民がもう１度見直すとか、いろんなことでプラスの要素も非常にあるのでは

ないかというようなことを、それぐらいちょっと思い詰めたような感じになってしまうの

が米の見直しがうまくいかなかったということにあると思います。

○八木分科会長 ありがとうございました。

ほかに御意見、御質問等ございませんか。

五月女委員、どうぞ。

○五月女委員 前々から答えをいただけないような質問をまたやるんでけすけれども、実

はここでも前から言われているように、転作の実施者と未実施者という分け方をしてあり

ますし、目標以上の実施者というのもありますね。それが全国的にはどれくらいの割合で

いるのか。例えば文書的にはこう出てきますけれども。

それと、 万トンの調整保管がありますけれども、この 万トンに対しましてはプ100 100

ラスマイナスがあるのかないのかということ、この２つです。

○八木分科会長 では、計画課長、お願いします。

○針原計画課長 まず、転作の実施者、未実施者というデータは今のところ持ち合わせて

おりませんが、面積で代わりにお答えさせていただきたいと思いますが、今年の転作の超

、 、過達成は大体 ヘクタールぐらい 全国ベースであるということになっておりますが2,000

これは都道府県ごとに超過達成している県と未達成の県を差し引きした面積でございま

。 、 。 、 、す これを市町村ごとに数字を落とすと それがまた拡大いたします それで 集落ごと

農家ごととなりますと、農家ごとで、これは推計で６万ヘクタールぐらいの方が超過達成

をしていて、それでほぼ同数の方が転作の未達成。それで差し引きして全国でネットで
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ヘクタールぐらいの超過達成というようなことを現在推計しているわけでございま2,000

す。ですから、 万ヘクタールの転作、６万ヘクタールの超過達成、５万 の未達101 8,000

成というような一応の推計でございます。

それから、 万トンの備蓄でございますが、この 万トンの備蓄に幅の議論を持ち100 100

150 50 50込んだのは食糧法のときの議論でございます 万トンを基点に上が 万トン 下が。 、

万トン。それ以前は昭和 年代初めの総合食糧政策のとき 万トンということを言っ50 200

ておりました。その後、４年連続の不作の後の 年の緊急的な貸付米の返還、このとき59

に３年間の計画的な在庫造成ということで、そのときは 万トン程度を目標にすると言150

。 、っておりました その後の水田農業確立対策のときは 万トン程度の備蓄ということで100

大体何万トンという基点を出して、程度ということで整理をしておりました。

ですから、今回の整理はその時点に返り、 万トン程度を一応の適正備蓄。適正備蓄100

というのは、やはり幅ではなく、１つの数量だろうと。しかし、回転備蓄をする以上、そ

れが 万トンを上回るときもあれば下回るときもある。ただ、上回るときは 万トン100 100

を目指して備蓄運営をする。下回るときは 万トンを目指してまたする。というような100

適正備蓄というのはそういう１本の数字であるべきだ。ただ、幅を全く考えないというわ

けではなくて、 万トン程度にいつも納めながら、外れたときは 万トンを目指して100 100

運営していくということで適切ではないかという考えでございます。

○八木分科会長 よろしいでしょうか。

ほかにございませんですか。

細野委員、どうぞ。

○細野委員 構造改革についての意見といいますか、感想を述べたいと思うんですけれど

も、私なりに構造改革というのをどういうふうに考えたらいいかということを先ほどから

考えていたのですが、基本的には需要と供給、需給が均衡するように自動的に生産数量な

りが調整されていく。そういうメカニズムを制度として組み入れていくというのが構造改

革だというふうに考えるわけですが、翻って、今回の米政策の見直しの生産調整、ポジ数

量管理ですとか、あるいは水田農業の構造改革、稲経の見直し、こういった施策が需給均

衡をもたらすようなメカニズムというふうに、そういう形に近づいているのかどうかとい

うのが私には見えてこないんですね。

以前にも少し似たようなことを言ったかと思うんですが、私自身は需給均衡をもたらす

ためには、市場メカニズムを少しずつでも導入していくしかないだろうというふうに思っ
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てるわけですけれども、方向性として、そのときにハードランディングになるのか、ソフ

トランディングになるのかというのは御議論があると思うんですけれども、いずれにして

も方向性としてそういう方向に持っていくんだということが今回の見直しでどうも見えて

こないというのが正直な感想でして、そこのところをひょっとしたら説明ぶりがあるのか

もしれないのですけれども、もう少しわかりやすく説明していただくとともに、施策とし

て目指す方向がそういう方向になっているのかどうかということについてお伺いしたいと

思います。

○八木分科会長 計画課長、お願いします。

○針原計画課長 この米政策の見直しに当たっての基本的な考え方を前回御説明しており

ましたが、その際にまさに今細野委員の御指摘があったとおり、市場実勢を生産現場がよ

り的確に判断いたしまして、それで今よりも効率的な、あるいは機動的な需給調整を進め

る体制をつくっていきたいというのが今回の見直しの幾つかの柱のうちの１つであるとい

うことを御説明しております。

資料の４番を平易に御説明したので、なかなかそういう柱ごとに分けた御説明になって

おりませんで恐縮でございますが、例えば生産調整の数量管理の問題でございますが、数

量管理につきましては、今まで生産調整の面積ですと、上から押しつけられて、自分のお

米がどのように売れていくかという実態とは少し離れたところの調整になってしまってい

る。それを数量に置き換えていくことによって、売れ筋商品は何であるかということをよ

り明確に判断しながら、そういう産地としての戦略を立てながら生産調整を同時に行って

いく体制に持っていく第一歩としてみたいなと。例えば生産調整の面積を拡大しても一定

の地域ではコシヒカリなり、ヒノヒカリといった、少し需給にゆとりがある銘柄の作付が

減らなかったという問題がございますが、そういう問題についても同時に解決するような

体制を造れないかどうかというのがまず生産調整の仕組みを変える１つの発想でございま

す。

また、稲作経営安定対策の基準価格の固定措置を見直して、自主流通米価格の動向を反

映したものにするということは、固定いたしますと、どうしても市場実勢が生産者に手取

りとして、実感として伝わらないという問題がございますので、その需給実勢を生産者が

より実感しやすいような形に持っていきたいということでございます。

また、計画流通制度におきますところの、これはこれから具体的な内容を検討しなけれ

ばいけないわけでございますが、規制のあり方を見直すことによって、規制緩和の中で生
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産現場が市場とどのように向き合うかということも考えていきたいと思っておりますし、

また、米流通システム改革促進対策によって、今度は流通段階におきます機動的な在庫調

整措置がより的確に行われることによって、委員の言葉でいきますと、調整のメカニズム

がより適切に発現されるようになるのかなと思っております。

ですから、随所にこういう措置を講じて、総合的に委員のおっしゃったような御指摘に

こたえているつもりでございます。

○八木分科会長 よろしいでしょうか、細野委員。

○細野委員 個人的にはまだまだ不十分なところがあると思いますけれども、方向性とし

ての理解はいたしました。

○八木分科会長 生源寺委員、どうぞ。

○生源寺委員 何度も恐縮です。

構造改革の問題で２、３御発言がありましたので、私も少し補足的に述べさせていただ

きたいと思います。

私、やはりハードランディングはいかがなものかなという感じでありまして、これは加

倉井先生とは少し違うんですけれども、単純に規模拡大というふうにとりあえず言ってお

きますけれども、考えられていいのは、稲の適地、適産、適生産者というか、それを実現

するためにいろいろな施策で後押しするということは当然必要ですし、いろいろされてい

るわけでありますけれども、同時にとも補償のように事実上、稲をつくる権利とまで言う

と少し物議を醸し出すことになるのかもしれませんけれども、これを貸し借りしていると

いう関係に近いものがあるわけですね。今回見直しの中にもこれをもう少し有効にという

ような、そういうニュアンスのところがあったようにと思いますけれども、これはかなり

うまく働かせば、稲作の生産者への集中なり、地域への集中なりというか、適地、適産、

適生産者というような形に持っていくのにはかなり有効ではないかと、こういう気がして

おります。

問題は、ある程度支払って稲作ということになりますと、過去の履歴によって所得の分

配の問題というか、それにまつわる問題が出てくるわけであります。一方は払って、一方

はいただくというような関係になるとですね。そこはまさに構造政策的に助成なりという

ようなことがあっていいんだろうと、こんなふうに思っております。

そういう政策であれば、これはいずれ稲作の構造が強化されることによって消費者に利

益が戻ってくる。その筋道がはっきりしているものであれば、財政負担も惜しむべきでは
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ないというふうに思っております。

それから、もう１つ、経営の規模拡大に関連して、先ほどちょっと申し上げましたけれ

ども、早口で申し上げたので御理解いただけなかったという感じもいたしますので、転作

奨励金の分配の問題ですね。私は構造改革として強い経営なりをつくっていくとすれば、

何といいますか、ヒューマンパワー、人的なパワー、要するに労働なり、あるいは経営者

努力なり、こういったものへの分配をきちんとするという、こういう原則が必要だろうと

思うんですね。言いかえますと、土地への分配をできるだけ圧縮するような、これが恐ら

く経営の規模拡大なりをバックアップする一番基本の原理に多分なるんだろうと思いま

す。

それで、転作奨励金について、これはちょっとエクストリームケースと言っていいかと

思うんですけれど、私、先週、ある酪農経営コンクールの時に発表要旨のあれを読んでお

りましたら、これはコンクールに出るような酪農家でありますので、かなり地域の中で優

秀なモデルになるような経営でありますけれども 「我が家の特徴は、都市近郊でありな、

がら、粗飼料自給率が ％だということです。所有している飼料田畑 ヘクタール以100 4.5

外に、休耕田等３ヘクタールを借り入れて牧草づくりには特に力を入れています 。休耕」

田というのはいわば転作田ということなんでありますけれども、問題はその次でありまし

て 「この借り入れ休耕田については、減反助成金をそのまま借地代に当てて、実質無償、

」 。 、 。で借りています と この方の感覚で言いますと これは非常にありがたいことであると

しかし、３ヘクタール。もし７万円ということであれば、 万を超える所得が地主の方200

のポケットに入っているはずであります。

現在の恐らく水田の通常の借地料の水準は、高い頃で３万円、２万円、こういう状態で

あります。生産調整でフリーライダーとかいう話がありますが、これはフリーライダーの

、 、 、最たるものと言えなくもないわけでありまして これは極端なケースですけれども ただ

結構あるケースであります。こういうところをきちんと、こういうことが起こらないよう

な助成のあり方なりにしていくということあたりを積み上げていくことで構造というのは

変わっていくんだろうと思います。

先ほども申し上げましたように、構造というのが変わるとすれば、それぞれの経営者が

それぞれの経営判断で拡大するなり、そういう行動を積み重ねる以外にあり得ないわけで

すので、政府なりのできることは、ある意味で環境を整えることだろうと思います。その

意味でまだやることがあるのではないかなと、こういうことでございます。
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○八木分科会長 それでは、農産振興課長、お願いします。

○西川農産振興課長 確立助成金の交付対象者を実際の担い手に払うべきではないのかと

いう御指摘だと思っております。

これについて前回も少し御説明したかと思うんですけれども、今は、土地の所有者と借

りた人、これは完全に利用権が設定されていればこういう問題はないわけですね。まさに

全面受委託みたいな、そういう人たちの問題になるわけですけれども、そういう場合につ

、 、 、いては 要するに地主と全面作業を受けている人の話し合いによって 話し合いがつけば

それは交付先を話し合いの結果でお支払いしますというのを平成 年度から導入はして12

いるということでございます。この実態がどうなっているのかということを私どもも市町

村なんかに聞いているわけですけれども、なかなか細かいところまではわからないところ

があるわけですけれども、 年度からそういう、今までは水田所有者にしか払わないと12

いったものをそういう仕組みにしたことによって、耕作者が実際受けている場合が増えて

きた。それと部分的に耕作者の手取りになるというのができてきている。そういう報告を

受けてきています。

私どもとしても確立助成の趣旨から見て、いい作物を、生産性高く、なおかつ品質のい

いものをつくるという趣旨で出していることからすれば、やはりそれは作業全面受委託し

ているようなところについては実際の耕作者に払う方が望ましいのではないかという考え

方は基本的に持っておりまして、来年度におきましてもこの辺のところはそういう話し合

いがよりスムーズにいくような動機づくりのところについて取組たいということは考えて

いるところでございます。

○八木分科会長 よろしいですか。

、 、○生源寺委員 当然の方向だろうと思いますけれども ちょっとさらに補足いたしますと

話し合いがどういう格好になるかというのは、その場合の話し合いの当事者の置かれてい

るポジションなり、いろんな文脈に依存して決まってくると思いますので、ここはなかな

か難しい面もあるのかなというふうに思います。

それと私はまさにおっしゃるように担い手といいますか、実際に汗を流した人、あるい

はリスクをとった人という言い方もあるいはあるかもしれませんけれども、その人にきち

んと分配がいくようにすべきだと。この点は賛成でございますけれども、さらに言うなら

ば、そういう形になるような払い方をすべきだろうということであります。面積当たりと

、 、いうふうな表現をいたしまして 前々回少し御指摘をいただいたわけでありますけれども
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やはり払い方によってその分配の方向が誘導されるということはあるんだろうと思いま

す。いろいろな根拠によって積み上げされていても、農家の方から見ますと、１反当たり

７万だと。そういう格好で受けとめられてしまうということはあるわけでありまして、そ

れはできるだけ避けた制度にするというのが本来のあり方であって、制度がねじれてしま

いそうなものであるところを放置しておいて、それを事後的に何とか矯正しようというの

は、少しいかがなものかなと、こういう感じがいたします。

○八木分科会長 農産振興課長、どうぞ。

○西川農産振興課長 私どもも耕作者に払いたいということで若干動いたことはあるわけ

ですけれども、その場合に一方で担い手の中にも自分が土地を集める際には、この確立助

成というのは地主に渡してもらった方がいいんだと。自分に集めやすくするためには地権

者に払ってくれというような意見も実際あることも事実なんです。そういう場合もありま

すから、これは強行はできないなということはあるわけですけれども、そこは政府が出し

ている助成金の趣旨というものをしっかりと説明することによって、そういう雰囲気づく

りをぜひ現状以上につくっていきたいというのが当面の私どもの考え方です。

それと、もう１つ、今委員がおっしゃったように、払い方によってそこは違ってくるの

ではないかと。それは御指摘のとおりの面があると思います。実際現場で何が起こってい

るかと聞いてみますと、今、助成金はとも補償が、例えば麦、大豆、飼料作物は２万円ご

ざいまして、あと、確立助成というのは４万円乗っかっていて、さらに高度利用加算とい

うのが１万。地区達成すると 円と乗っておりますけれども、高度利用のところは地3,000

主じゃなくて、まさに耕した人にいきましょうというような話し合いがスムーズにいった

とか、そういう話は聞きますので、その辺のところについては御指摘の面もあるのではな

いかなという感じは持っております。

○八木分科会長 ほかにまだ御発言いただいていない方……。倉持委員、どうぞ。

○倉持委員 私の方からは今のいろいろ御論議いただいている問題にかかわって少し現場

サイドの大ざっぱな話になるかと思いますが、よろしくお願い申し上げます。

先ほど資料４で、いわゆる米の構造改革についての御指摘、新しい方向について説明を

いただいたわけでありますが、この間、相当の時間をかけてこれが検討されてきたわけで

ありますが、現場の方としてはまず率直に申し上げまして、当初役所の方から提案された

問題につきましては、現場の農家の感覚からすると、ちょっと急ぎ過ぎではないかという

のが正直な声でありました。そういう点では改革をするということは大変結構だというふ
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うに農家の感じでもそういう受けとめ方はしているんですが、なかなかいざ改革というこ

とで具体的なそういう案が出てくると、ちょっと急ぎ過ぎじゃないかということで少し躊

躇する。これが正直言って農家の非常に率直な感情ではないかと思っております。

そういう意味では当初の案で、これで来年度から実行されるのかということで農家の間

では相当混乱も起きておりまして、ちょっと何とかならないのかと、こういう意見が相当

強かったわけであります。

生産調整 万ヘクタール、 ％実施をしながらも、米価がなかなか上がらない。む100 100

しろ毎年下がってきている。そういう中でいわゆる稲経についても実際のところはなかな

か農家救済に実効が上がっていないのではないかというような声が非常に強いわけであり

ます。

そういう状況の中で、２つの問題について私ちょっと申し上げたいと思うんですが、資

料４で言いますと、大きな２番目のいわゆる水田農業の構造改革云々というくだりであり

ます。特にその中の（１）の問題でありますけれども、この文章全体の中には、最初に提

案されたときに非常に論議を呼びましたいわゆる副業的農家の取り扱いについては全然言

葉としても出てきておりませんし、この字面だけを見ると、果たしてその問題はどこへい

ったのかなというように感じるわけでありますけれども、副業的農家の取り扱いについて

は今回相当現場の方では混乱が起きておりまして、主業農家と副業的農家の仕分けはいろ

いろ言われているわけでありますが、実際に米づくりをやっている側からすれば、副業で

あるか、主業であるかというよりも、自分がやっているんだから主業だと、こういう感覚

でいるものですから、そこら辺の仕分けはともかくとして、果たしてそういう農家を稲経

から切り捨てていく。排除をしていく。あるいは経営所得安定対策の中で言われておりま

すような 万戸経営に集中をしていくという中で、こうした農家は外されていくのかと40

いう、今大変な危機感が出ているわけであります。

実際に私も新潟県の下越地方でありますけれども、地域の中で回りまして、比較的大規

模に、なおかつ専業的にやられている農家の皆さんともいろいろ話をしましたところ、自

分たちだけで集落の中で営農ができるわけではないと。そうしたいわゆる、言われるとこ

ろの副業的農家が集落の中で一緒に生産調整や、あるいは集落営農に参加をしてもらうと

いう、そういう中で成り立っているんだということを率直におっしゃっておりました。

土地の集積の問題にしても個人的な関係というよりも、むしろ集落の中で全体の農地の

使用をどうしていくとか、こういうことで相談をしながらやってきている。こういう話も
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随分聞かされました。

ですから、比較的大規模で専業的にやられている方はむしろ集落の中で自分たちが孤立

しないように、飛び抜けないようにということで、大変気を使っている面もあるなと。こ

ういう実態もよくわかっております。ですから、そこら辺は構造政策というと選別政策と

いうふうにイコールで見られがちでございますけれども、やはり慎重にその辺はこれから

取り扱っていくべきではないのかなと、こんなふうに思っております。

備蓄米のあり方や、あるいは米価下支えの新たな制度づくりというようなことを考えな

がら、ひとつ集落営農全体をどうやって日本の場合には守っていくかということをもう少

し研究していただけないかと思っております。

それから、２つ目の問題としては、資料４の最後の大きな５番目の計画流通制度という

ところでございます。ここのくだりと生産調整のいわゆる数量管理へ移行という両方に関

連するんだろうと思いますが、恐らくこれは食糧法の改正につながる問題であろうと思っ

ております。法律の趣旨が今どの程度生かされ、どういうふうに徹底されているかという

論議は別にございますけれども、この計画流通制度のくだりの中で、計画流通制度にかわ

る安定供給体制云々というふうに書いてございますけれども、これはいわゆる計画流通制

度を止めるというふうに理解をすべきなのかどうなのか。また計画流通制度を止めて、い

わゆる米の流通は１本化をする。こういう方向にこれからいくんですよという提起なのか

どうなのか、この辺りはひとつ確認をしたいところであります、私は計画米と、いわゆる

計画外米との垣根を取り外していく構想というのは、全面的に米価を市場原理に任せてや

っていくということだろうと思っております。果たして、そういうことで農家の暮らしと

いうものが守られていけるのかどうなのかということを大変心配しております。

この食糧法の成立の過程、あるいは審議の過程の中で、たしか国会の論議の中でも相当

指摘されていたと思うんですが、一方でこの食糧法の中で生産調整という形での政策をや

りながら、もう一方ではいわゆる食糧安全保障の構想というものが法律を制定する中で論

議され、それが実際には法律の中でも食糧安保の形が出てきているのではないかと思って

おります。

ですから、全面的に市場原理に任せてやっていくということになりますと、果たして食

糧安全保障の面の性格が法律の中でうたっていることが削がれていくのではないかという

ことを大変心配しております。米の流通の大宗は計画流通が占めるということになってい

るわけでありますから、不測の事態にも備えるそうした仕組みがこの法律の中でうたわれ
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ているわけでありますから、その辺が一体これからどういうふうになっていくのかなとい

うことを大変心配しております。

現在はいわゆる米の過剰という状況でございますけれども、こうした状況の中では、例

えばいわゆるえさ米、飼料米等の生産に力を入れて、そして主食用との需給調整を図ると

か、あるいは主食用米が足りなくなればその方に生産を増やしていくという、そういうよ

うなやり方をとって、何としても現状の水田は維持していくということをひとつしっかり

と政策として守っていただければと、こんなふうに思っております。

私どもは水田の持っている性格というか、意味はいろいろなところで指摘されておりま

すけれども、いわゆる食糧安保の視点と同時に、国土や環境をこれ以上荒らさないという

意味での水田の価値というものを十分認識しているわけありますから、そういう面からも

しっかりとした対策というものを考えていくべきではないのかなと、こんなふうに思って

おります。

計画流通制度の改定というのはどういう方向にいくのか、少し考え方があれば聞かせて

いただければと、こんなふうに思っております。

それから、最後にもう１つ申し上げたいのですが、今度の米政策の見直しの論議の中で

１つ抜けていたのは、いわゆるミニマム・アクセス米の取り扱いをどうしていくのかとい

。 、うことが抜けているのではないのかなと思ったんです 米政策全体を見直しするにしても

抜本的な構造改革をしていくにしても、このミニマム・アクセス米 万トンの存在とい77

うのを無視して果たして論議が深まるのかどうなのか、この点はちょっと疑問に思ってお

りますので、その辺の論議はここの経過の中でどの程度やられたのか、少しお話をいただ

ければということでございます。

以上です。

○八木分科会長 ３点ほどあったと思いますが、企画課長、お願いします。

○長企画課長 まず稲経の主業、副業の問題から御説明したいと思いますけれども、前回

の分科会でも御説明しましたが、私どもの問題意識は、米価が低落していく中で稲作の主

業農家、担い手農家に焦点を当てた経営対策というのができないかと。これが基本法農政

の基本的な考え方ではないかということで、地方での御提案をさせていただいたわけでご

ざいます。しかし、それに対して特に生産調整の円滑な推進ということで、集落機能、集

落全体でやっているんだということに対する農家の方々の不安や御批判は非常に大変強

く、差別的な取り扱いをそこに持ち込むということについて不安の声が非常に強く出され
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ました。これは主業農家、特に副業的農家の位置づけというのは農政の根幹にかかわる問

、 、 、題であるということだと思いますし それから 米政策という観点からのみといいますか

私どもはそういった提案をしたということももう１つはあろうかと思います。

したがいまして、 年産におきましては、副業的農家の取り扱いについては見直しは14

行わないということにいたしております。

しかしながら、副業的農家の取り扱いというのは農政全体の中でこれから特に経営所得

安定対策、それから基本法農政の担い手への施策の集中ということは当然これから１年、

あるいは２年かけて検討していかなければいけない重要な課題でございますので、その一

環として、米政策のみならず、全体の、例えば農村振興施策、さまざまな施策、全体の中

でもう１度主業、副業の位置付けということと、稲経のあり方ということについて検討さ

せていただきまして、そしてまた再度御説明をさせていただきたいと思っております。

それが１点目でございます。後、順次御説明したいと思います。

○八木分科会長 計画課長、お願いします。

○針原計画課長 次は、計画流通制度でございますが、別途お渡ししておりますクリップ

でとめてあります資料の中に「米をめぐる最近の情勢と現行米政策の検証」という厚い資

料がございます。これは前回御説明した厚い資料を現在版に改定しております内容でござ

いますが、そこの ページ以降が計画流通制度の問題でございますが、 ページを御覧20 25

ください。 ページに計画流通制度の改善の方向をまとめてございます。これは論議の25

経過の中で政府として各関係の皆様に御説明した資料をここに載せているわけでございま

す。

先ほど委員御指摘のとおり、計画流通制度が形骸化して、不測の事態に対処できなくな

るということを我々は真に恐れているわけでございまして、現在の食糧法の規定におきま

すと、計画流通制度につきましては規制の対象に置かれております。業者規制、ルートの

規制がしかれております。他方で、計画外流通米につきましては全くそれらの規制がかか

っておりません。１つの市場、１つのマーケット、１つの商品において規制がある部分と

規制がない部分がある。こういうような法制というのはほかの品目ではございません。

したがいまして、今の法制は名前を変えれば、いわば計画外流通米と称せばすべての規

制の対象から外れるというのが現在の食糧法でございます。これを許しておけば、いざと

いうときに我々計画外流通の業者の方がどこに存在するのかわかりません。どういう協力

を求めていいかもわからないわけです。そういう流通が、今や計画流通米が ％でござ51
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いますので、これをこのまま放置すれば、いざというときに細々とした計画流通米で安定

供給を果たさなければいけない。大変な時代になるということでございます。

したがって、規制のあり方というのは、１つのマーケット、１つの商品は１本であるべ

きだというふうな基本的な発想でこれを御提案しております。

ただ、その発想につきまして１本化ということで、報道されましたがゆえに、計画外を

公認するのかということになって御批判を受けたわけですが、我々の意図はそうではござ

いませんで、より適切な運営をするためには一定の公平性といいますか、１つのもので、

全く規制のかかっていないものとかかっているものが並存させるというあり方は見直すべ

きだという発想でございます。

その上で、 ページにございますが、改善方向の③を御覧いただきますと、次のよう25

、 。な見直しを図るということでございますが 計画米流通に係る規制の緩和と販売の弾力化

いろんな規制上、商売がしにくいという御指摘がございますので、その規制緩和をいたし

ます。

それから、計画外流通における不公正な流通を適正化することによる公正な競争秩序を

確立するということで、計画外流通についても需給逼迫時における的確な安定供給に備え

ていただきたいと思っております。

それから、自主流通法人を安定供給法人に改組してはどうかということで、現在都道府

県別、期別に、豊作時においてもいろんな販売のルートの規制、供給量の規制をしており

ますが、そういう部分については見直す。ただし、一定の需給調整業務については責任を

持って対応していただくという体制にしてみてはどうかと。

ただ、そういう見直しに当たって、生産調整との関係におきまして、公平性の確保、実

効性の確保といった点が論点になるかと思いますので、こういう点については研究会でも

議論していきたいと、こういうことで対応を考えているわけでございます。

○八木分科会長 ミニマム・アクセス米については国際課長の方からお願いします。

○倉持委員 今の課長さんのあれで、結局制度としては今の制度２つでいくという意味で

すか。

○針原計画課長 これもまた１つの論点になるかと存じますが、制度というのは二面性が

ございまして、規制をどうするかという面と、あるいは規制以外の実態的な制度面、例え

ば予算面の助成措置、あるいは指導面のいろんな指導措置を含めた全体の流通のあり方と

二面性があると思うんです。少なくとも規制について片方が規制がかかっている。片方に
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は規制が全くないという状態は解消していく必要があるかと思います。ただ、それを１本

化ということは少し実態から外れていくのではないかなという感じがいたします。具体的

には今後どのような、細かな検討をした上で、例えば法律の文面だけではなく、それに伴

う予算措置も総合的に見て御判断いただきたいと思っております。

○八木分科会長 よろしいでしょうか。

では、国際課長、お願いします。

○増田国際課長 御照会がありましたＭＡ米ですけれども、これは御案内のとおり、ウル

グアイ・ラウンドの合意ということで、それまで輸入実績のなかった産品について、大幅

な自由化を行わないというかわり、最小限度の輸入機会を与えるということで導入された

ものです。

ミニマム・アクセス米につきましては、これの導入に伴う転作の強化は行わないという

閣議了解がございます。これに基づきまして、国産米の需給とは区分して管理運営してお

ります。具体的には、ミニマム・アクセス米の販売に当たっては、国産米では対応しがた

い加工用の需要を中心に供給するとともに、ミニマム・アクセス米を主食用以外の用途に

、 。 、振り向けることによりまして 国産米の需給に影響を与えないようにしてきている また

生産調整面積につきましては、ミニマム・アクセス米の輸入量とは無関係に国産米の需給

ギャップを縮減することのみを旨として算定しているということでございます。このよう

にミニマム・アクセス米につきましては、できるだけ国産米の需給に影響を与えないよう

に運営してきているところでございます。

このミニマム・アクセス米は国際約束ということですので、現在、昨年から行われてお

りますＷＴＯ農業交渉において議論の対象となるということになりますけれども、ここに

おきます米の取り扱いにつきましては、米及び稲作の重要性を踏まえまして、米の需給と

価格の安定に支障を及ぼさないようにということで、ミニマム・アクセス米について国家

貿易による一元的な輸入管理を行い、また、ミニマム・アクセスを超える米の輸入につき

ましては、高水準の枠外税率を設定するといった現在行っております総合的な国境措置、

輸入管理体制を維持することを基本として対応しております。

米のミニマム・アクセスにつきましても輸出国がアクセス数量のさらなる拡大を求めて

いる中ですので、いきなり数量の議論を行うのは得策ではないという考えから、昨年末に

決定いたしました日本提案におきまして、まず我が国として受け入れ可能な交渉の枠組み

が実現できるようミニマム・アクセスの農業協定上の問題点を幾つか指摘しているところ
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でございます。

また、今後の農業交渉の中でルールの改善に取り組んでいきたいと考えております。

○八木分科会長 ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

意 見 開 陳

○八木分科会長 ほぼ質疑も出尽くしたのではないかと思われますし、時間の関係もござ

いますので、これから意見開陳を中心に進めてまいりたいと思います。

どなたからでも結構ですので、御意見の御発言をお願いいたします。

では、加倉井委員、どうぞ。

○加倉井委員 政府買入価格についてきちんと法律どおり計算されているので、それでよ

ろしいかと思いますが、１つだけ意見というか、ちょっとおかしいのではないかというと

ころを申し上げます。

おかしいというのは、ルールどおりやっているから、きちんとして、そのとおりなんで

すけれども、食管法から食糧法になったとき、米の政府買入価格というのは何のことを言

っているのかというと、要するに備蓄米の価格になったんであって、政府米の価格ではな

いんですね。それから、下支え効果というのも大体 万トンとか、買入量からいっても15

そういう効果というのはあるのかないのかというと、余りなくなったというふうに考えて

いいと思うんです。

その段階で、米の政府買入価格というのはどういう意味があるかというと、これは私は

米生産者に対する１つのメッセージということの意味が大きくなったんだと思います。メ

ッセージとしてこれが何を言っているかというと、実は備蓄が非常に多くて困っていると

いう話とは裏腹に、価格は高いんだからもっと備蓄米を買い入れろとか、備蓄米をつくれ

とか、そういうメッセージに結果としてはなってしまった。そんなこと、政府はもちろん

誰も言っていませんが、結果として農家からみれば、そういうふうなメッセージを政府が

発しているというふうに見えてしまうように思います。

そういう意味で言えば、つまりルールの方を除いて、算定方式の話は除いて、そういう

米生産者の感覚から言えば、これは例えば１万 円とか、先ほどもちらっと出しまし2,000

たが、そういう低い価格にするべきではないか。それがメッセージではないかというふう
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に思うんです。１万 円というのは非常に低いんですが、もう 年も前から自由化2,000 10

交渉云々と言っているときに、国内の若手の米づくりの生産者の間で、将来、米はどうな

るのかということを考えて、今努力しなければいけないという基本の価格みたいなことを

一生懸命議論している人たちがいて、それも１グループではなくて、２グループも、３グ

ループもいて、その人たちが将来ひょっとしたら１万 円レベルまで下がるのではな2,000

いかと。それでもたえられるように今から我々は努力しなければいけないんだというよう

なことを言っている人たちがいました。

そういう人たちのことを考えても、別に１万 円にこだわるわけでも何でもないの2,000

ですが、今の１万 幾らというのはちょっと感覚的には非常に高いものであって、こ4,000

れでずっといけるんだよというような感じを少なくとも政治的に与えるのではないかとい

うふうに思います。

私は念のために申し上げますが、予算を減らせとか、そんなことは一言も言っておりま

せん。予算の使い方を同じ農業の中でどうしたら日本の農業が、あるいは日本の米づくり

が立派に成長してくれるのかという考え方、使い方の考えで言っているのであって、念を

押しますが、予算を減らせなんて一言も言っておりませんですが、使い方としてもう少し

いい使い方があるというような気がしてなりません。

以上です。

○八木分科会長 ありがとうございました。

竹内委員。

○竹内委員 私もこの諮問については適切だと思います。

あとは少し感想めいた話をちょっと申し上げたいと思うんですが、きょうの各委員の御

議論をお伺いしていますと、これから研究会でいろいろやっていくテーマで、基本的に大

事なことが幾つも含まれているなと。私自身は、農業、あるいは米の持っている特殊性、

他分野の商品とは違った特殊性、よく議論になるようないろんな問題ということも当然あ

りますので、そういう前提条件を踏まえながら、これを扱っていくという意味では、今の

米政策の方向としては私はいい方向を向いていると思います。そういう意味では非常に御

努力を多とすべきかなと思いますが、しかし、道のりは、山はこれから高いなというよう

に思っております。

この問題の一番の基本は 年生産調整を続けているというところに端的にあらわれて30

いる。農家の方のそういう話をよく聞きますが、私は正しい答えは、生産調整はこの手法
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では永遠に続くだろうと。その規模は方向としては拡大していくだろうと。生産調整がこ

。 、の方法で終わるということあり得ないでしょうと なぜならば消費の方が少しずつですが

低落傾向にあることは間違いない。いずれ人口も減っていくわけですから。特に若い者が

減っていくわけですから。生産力の方はこの分野も当然のことながら戦後技術革新はござ

います。時間も減っていく。生産量も徐々に上がっていく。当然生産者の努力というのが

結実して、生産性は上がってきておりますから、したがって、方向としてはこれは生産と

消費は逆向きになっておりますから、したがって、そういう結論に当然なるなと。

そういう前提のもとで何をしなければいけないか。そうすると、まずとりあえずは他分

野で行われると同じように、まず生産カルテルを結んで、短期的に需給ギャップが拡大し

て、矛盾が爆発しないように、そういうことをとる必要があるということが生産調整です

が、それが 年続いているというところで、いよいよどこかでこれをもう少しきちっと30

しないと、爆発して、ハードランディングになっちゃうなという、そういう問題だと思う

んです。

したがって、そういう方向に合うような政策、これはまだ工夫の余地があるだろうと。

しかし、それに矛盾するような政策、細かい点も含めて言うと、それはまだ残っている。

これはやっぱり直していかなければいけない。そこに税金が関連しているのであれば、今

加倉井さんからお話があったように、いい方向に使っていくというように直していかなく

てはいけない。そういう作業がこれから幾つもあるかなと。そんなところが概括的な感想

でございます。

そこで、次の問題は構造問題なんですが、そうすると、農業でももちろん成長産業の分

野が幾つもあります。それから、こういう全体としては同じ農業分野の中で消費が減退し

ていく分野もある。成長していく分野と減退していく分野、それぞれにおいて構造改革や

技術革新というのは両方とも起きています。

それでは、数量が減退していくような分野について起こる構造改革というのは何かとい

うと、これは明らかにコスト削減しか対応力はないので、コストを削減して、全体の規模

が縮小しても所得を確保していく。そういう生産者というのは必ずいます。そういうとこ

ろが長期的には必ず残って競争に勝っていく。そういう点は農業は特殊な要素はあります

けれども、そこは基本的にはそう変わらないところなので、それ以外のところで構造改革

というのはあるのかどうか、いろいろまた考えていきたいと思うんですが、あんまり期待

できないということになると、そのコストを下げていく上でどっちの利用の仕方はどうだ
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と。これは地域の問題というのは当然絡んできますから、地域の土地の利用のあり方、生

産資源の農業における使い方というのを協議して、なるべく需要の動向に合うように変え

ていく。そういうことは構造問題としてありますけれども、およそ消費の減退していく分

野で、すべての生産者が今の生産を続けていく。それに合うような構造改革、そんなもの

あるわけがないわけで、やっぱり事柄に合った、つまり最終需要に合ったような生産体制

をどうやってつくっていくのか、そういう意味の構造改革というのはまだまだ工夫してい

く、あるいはそれに逆向き、あるいはほとんど効果が余りないというのはそれは効果があ

る施策の方に変えていくというようなところが一番基本じゃないかなと。

もちろん特殊な要素がたくさんあって、生産者は小規模で、生産単位が非常に多いとい

うような、それに伴ういろんな問題は当然並行して考えていかなければいけないわけです

が、基本的にはそういう問題かなと。それに伴ういろんな問題はこれから研究会ですか、

そういうところで大いに基本論をやって、世の中の動きが非常にスピーディーなので、そ

のスピーディーな理由は、 世紀末から 世紀にかけて、あるいは 世紀にいろんな20 21 20

変化がスピーディーかという理由は皆さん想像のとおりの理由があって、スピーディーに

なっているわけですから、したがって、そのスピード感覚にもあんまり遅れることになる

と矛盾が拡大して、それこそ極端なハードランディングにならざるを得ないことになるの

で、スピードということも同時に大事かなと思っております。

○八木分科会長 ありがとうございました。

では、立花委員。

○立花委員 私、１時間ばかり遅れてまいりましたので、事前の資料もきょう初めて拝見

したということで、若干とんちんかんになったら大変申しわけないと思っていますが、議

長の方からもうそろそろこの辺で意見をということで、私は質問しそびれちゃったので､

ちょっと２、３、質問させていただいた上で私の意見も申し上げたいと思います。

１つは、消費拡大に関連して、これはもう既に先刻検討済みであれば、それはそれでい

いんですけれども、アメリカの場合には御案内のとおりフードスタンプという制度があっ

て、これはある意味では余剰農産物の１つのはけ口的な面もあるわけで、日本の場合、ど

ういう言い方がいいかは別にして、生活保護世帯ということで、たしか 万世帯近くあ100

るんだろうと思うんですね。こういった世帯に対して現物支給ということで、安い米を現

物支給という方策はアメリカの例に倣って検討されて、それはやっぱりだめだということ

なのか、それとも可能性があるのかどうか、その辺のところですね。生活保護世帯に対す
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る米の現物支給という可能性はどうなんだろうかという点を１つ教えていただきたいと思

っています。

それから、２つ目は、これはきょう御出席の加倉井さん、あるいは竹内さんとも御一緒

させていただいた農業経営の研究会の方の関係で、あそこでも私は何回も申し上げて、き

ょう 時ごろから伺ったときに、ちょうど加倉井さんが御発言されていて、加倉井さん11

の意見と私の意見はかなりオーバーラップする面があるんですけれども、加倉井さんの方

からは転作が相変わらずやらされているといいましょうかね、現場を歩くとそういった苦

情といいましょうか、不満を頻繁に聞かされるという話がありました。私の子供なんかも

私が若干過保護にしたせいもありますけれども、やらされているという感じが、これは自

分の子供のケースですから、別にそれを農業に当てはめるというわけではもちろんありま

せんけれども、本命の構造改革といった場合に、やらされているとか、ということでは恐

らく進まないんだろうと思うんですね。

加倉井さんの方からは農家の本当の意味での意識の調査といいましょうか、そういった

こともやってみたらどうかという御提案もありました。私は構造改革は、俗に言うと、選

択と集中ということで、できるだけ得意分野に伸ばし、不得意な分野から撤退すると一言

で言われますけれども、いうなれば、生き残る世帯と撤退する世帯が当然あるわけで、そ

、 。このところをなあなあではなかなか済まないのだろうと思います これからの時代ですね

構造改革は、ある意味では生き残るための対策だということであれば、これは私も何回も

繰り返し申し上げて恐縮ですけれども、やはり集落ごとに就業者の新規参入の問題も含め

て動向を、５年先、 年先が一体どうなるのか。片や農家１戸ごとに自分たちの老後の10

生活が果たしてどういう手だてをやれば生涯設計を描くことができるのかということを、

これは本当に農協の方も、現場の農政の出先の方々も、ある意味では農家の方々も生涯設

計、生活設計をどうやったら描けるのかというデータも示しながら、その中には恐らく米

価のこれからの値下げ動向というのも示しながら、果たして自分たちは生涯設計をどうや

ったら描けるのかという、あるいは描けないのかということ。そのために集落として新規

就農者が誰もいないとすれば、どういう形で残していくのかということは１戸１戸の農家

ごとに、つらいけれども、まじな話かもしれませんけれども、やはり積み重ねていくしか

ないんだろうと思います。

そういった中で転作の問題なんかもやらされているという意識から、だんだん変わって

くるんだろうと思うんですね。単に行政に不満、苦情ばかり言っていて、それで済むとい
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う段階ではもうない以上、そういった構造改革の前提は１戸１戸の農家のそういった話し

合いといいましょうか、都会に出た息子や子供たちが帰ってきた時に、盆暮れなり、正月

なりに家族を交えて、自分たちは５年先、 年先どうしようかということを、つらくて10

もそこをやらないと、その上でできるだけ土地を集約していくという、そういったステッ

プをぜひ踏むことが必要ではないかなと思っております。

それから、米価の方の試算につきましては、私は基本的には政府買入価格の試算という

ことで、説明はお聞きできませんでしたけれども、こういうことで値下げということで結

構だと思うんですが、ただ、加倉井さんが非常にいいことをおっしゃったと私は思ってい

、 。 、 、ますけれども 需給均衡価格がどの程度の水準なのかと 米の話をすると コストダウン

コストダウンと産業界はよく言うけれども、一体どこまで下げればいいんだと。目処がつ

かないじゃないかという話を自民党の先生方からも時々聞かれるわけですが、私は目処を

つけるという意味で、１つの方法は、加倉井さんが御提案されましたけれども、政府買入

価格、まさに備蓄米の価格が底だとすれば、これをできるだけ需給均衡価格の水準まで持

っていくということで、これを目指して生産者農家が御努力いただく。一挙にそこまでい

かないとすれば、その間の補てんを一体どうするかということ、これは政策的に考える必

要がありましょうけれども、５年でいくのかどうなのか。そういったことにつながってい

く意味でも、ぜひ政府買入価格というものの性格を需給均衡価格のレベルまでできるだけ

持っていくという、そういった考え方が必要ではないかと思っております。

以上でございます。

○八木分科会長 フードスタンプのところだけちょっと……。

○針原計画課長 フードスタンプを日本に導入すべきかどうかという議論は、私の記憶し

ている限り、正式に検討したことはないかと存じます。アメリカの施策を紹介する際に日

本でもやったらどうかという御意見が出たことは記憶しておりますけれども、真剣に政府

として検討したことはないと思います。アメリカでも 億ドル、４兆円ぐらいの国家予400

算を使って実施している施策でございます。それと、国家組織論からいきますと、そうい

う役割、機能をアメリカの農務省が持たされている。他方で、日本の農林省にはそういう

機能がないという行政組織上の問題もあるかと存じますけれども、そういうような検討を

行ったことは私の記憶ではございません。

○八木分科会長 山田委員。

○山田委員 それでは、私の方からは若干の諮問に対する意見と、いろいろ出ていますの
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で、関連しまして申し上げたいと思っております。

最初に生源寺先生から アール当たり転作助成金が７万円というお話で先ほど何度か10

御意見を披瀝されておられたわけでありますけれど、最高額は７万 円という水準で3,000

ありますけれど、７万 円もらっているのはごくわずかでありまして、平均的には２3,000

万円ですか、３万円ですか、そんな水準でありますので、その水準でいきますと、米が今

6,000 8,000 10１俵１万 円であれば 半分が所得になるということであれば 円です それに、 。

俵とれて、３ヘクタール掛け算しますと、それでも所得水準は 万円です。そういう面240

では７万円の最高額をもらって計算してみたって、ようやく均衡する水準なのです。むし

ろ私は７万円でものすごい金額じゃないかというふうにイメージとして受け取られること

にまさに日本の水田農業の課題があるというふうに思っています。

後でも言いますけれども、要は米価水準が、これはもろもろの価格関係の中で決まって

おりますから、米だけ高いというふうに強調するつもりは毛頭ありませんし、現在は相当

低くなってきておりますけれど、しかし、日本の米価が抱えている問題がいろんなところ

に影響しているというふうに思っております。

ところで、政府買入価格、売渡価格ともに諮問については賛成でありますが、ただ、売

渡価格につきましては、今後これでいいのか、よく検討していただきたいと思っておりま

す。売り方についても工夫して売るという言い方をされておりますので、それではその場

合の売渡価格の水準は、全体需給にどんな影響を与えるのか、その点をよくよく踏まえた

、 。上でのあり方にしていかなければならないのではないかと こんなふうに思うところです

それで、若干の関連する意見でありますけれど、第１点は、主食であります米に関する

政府の役割は何かということを常に中心課題において十分対策を検討して欲しいというこ

とであります。今回も備蓄につきまして一定の考え方が出されまして、 万トンという100

水準で整理されているわけでありますけれど、平成元年だったですかね、昭和 年のこ63

ろでしたか、備蓄については数量を 万トンから 万トンあれば十分なんだという議論70 80

をした経緯があるんですね。

ところが、御案内のとおり、それ以降の作柄の問題もありましたが、平成５年の大凶作

に至りまして、そしてまさに大混乱だったですよね。そういう事実があるわけですから、

果たして 万トンの場合であっても、政府の役割というものをどこに置いて、そして考100

えていくのかということは常に検証していかないと、これで政府の関与する割合も経費も

安くなったからそれでいいんだということにしていると、私は絶対間違うというふうに思
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います。

そういう面では、計画生産、それから計画流通、そして需給調整、価格形成、輸出入の

管理、それから消費者への安定供給、これだけでもまだ不十分かもしれませんが、そうし

た一連の生産から供給に至るところの対策をそれこそ関連付けて総合的に検討すべきであ

るというふうに思います。そのうえで生産者の役割は何なのか、流通業者の役割は何なの

か、それから政府の法律や予算措置や行政一体となった指導という部分が必要になると思

います。

こうしたことをそれこそ総合的に検討することが必要であって、これらのことをそれこ

そ３、４カ月で合意してしまうみたいな話は到底無理なわけです。そういう面では今回改

めて十分検討しようということについては時宜を得たものというふうに思います。

第２点は、先ほど転作助成金のことで申し上げたこととも関係するんですけれど、決定

的なのは、我が国の米価水準が、１つは、水田農業は土地利用に制約されて、規模が、機

械の投入にいたしましても、それこそ圧倒的にといいますか、絶望的に十分でないという

ところがあるわけですね。

それから、２つには、これは言うまでもないわけですけれど、労賃コストも機械代もも

のすごく高いわけでありまして、これを農業要因というふうに言うのかどうか、これはそ

れこそ我が国の経済、社会、それから国土全体の制約要因だと思うんですよ。こうした部

分は部分はどっかへいっちゃいまして、そして米価だけが高い、高いという議論では、我

が国の水田農業の問題は解決しないというふうに思います。

こんな中で決定的な問題は、私はどうしても農産物の生産で避けられない豊凶変動に伴

いまして出てくる過剰の処理だというふうに思っております。結局米価水準にも影響され

まして、この過剰部分について輸出ができません。それから、加工用米への転用、加工用

米への仕向けの努力をしておりますけれど、一定の限界があります。

そして、何をやっているかというと、結局はえさに処理しているわけです。それこそ１

俵 円にもならない値段で、むしろコストが圧倒的にかかるえさに仕向けて、相当の1,000

負担を行っている。結局はここに不公平の問題が出てきているわけであります。かつて何

度かにわたります過剰米処理を国はやってきたわけでありまして、これは制度に問題があ

ったのか、いろいろな原因はあるというふうに思いますけれど、ともかく国が過剰米処理

をやってきたという事実は過去何回かあります。膨大な金を使ってきた。今回備蓄の数量

を減らして、そして政府は身軽になりましたが、しかし、その分だけほとんど間違いなく



- 45 -

生産者、ましてや計画流通米の生産、出荷者に対して負担がいくという構図になるわけで

ありますから、ここの問題についてどんな仕組み方があるのかということを一番に置いた

検討をお願いしたい。

この点は、これは私より皆さんの方がよく御存じだと思いますけれど、米国も、それか

らＥＵもですよ、ともに日本よりもよほど国土条件も、先ほど言いましたような諸条件も

恵まれているにもかかわらず、これらの国々においても農業政策の最大のテーマは過剰処

理なわけですね。だから、何も生産者の役割や責任を放棄するつもりは毛頭ありませんの

で、どんな仕組みで行うのかということを検討していかなければいかんというふうに思う

わけです、果たして今回の総合的、かつ、抜本的な政策の中にこうした部分が組み込まれ

ていたのかどうか、ここのところが生産者も、我々団体の方も時間をかけて検討しようじ

ゃないかということの判断になった理由だと思っております。

第３点は、生源寺先生も、それから立花さんも御意見を出されていたわけでありますけ

れど、結局は農地の利用調整も含めまして、国土的にも制約されております利用規模をど

んなふうに拡大するのかということについて全力を挙げざるを得ないわけですし、それか

ら生産調整をどういう形で行うのかということであります。 年間生産調整を継続して30

こざるを得なかったわけで、それはそれだけの困難な諸条件があった、簡単ではなかった

というふうに思いますが、今回見直していこうという方向をまとめられたわけであります

ので、あんまり予断を持たないで、それこそ名実ともに総合的、抜本的な検討を時間をか

けていってもらいたい。こんなふうに思うところであります。

以上です。

○八木分科会長 ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。御意見いただきたいと思います。

多少時間も押してきてございますので、簡潔に御発言をお願いできればと思います。

では、こちらから。細野委員からお願いします。

○細野委員 買入価格と売渡価格の諮問内容については賛成であります。

ただ、買入価格の比較をしますと、少し売渡価格の方について買入価格の引き下げ幅の

ほぼ半分という御説明があったんですけれども、もう少し財政負担への影響等も含めて具

体的な説明をつけ加えていただければありがたいと思います。

それとこれは意見なんですけれども、構造改革に関してもっと大胆に進めていいのでは

ないかというふうな感想を私は持っております。その根拠は２つありまして、１つはそれ
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ほど自信があることではなくて、もう１つは割と自信がある根拠なんですけれども、自信

のない方から言いますと、構造改革を大胆に急速に進めるとハードランディングになると

いう御意見がかなりあったと思うんですが、その根拠というのは恐らく、例えば生産調整

を一気に止めてしまうと、生産が急に拡大して、価格が暴落するということだと思うんで

すけれども、私自身は農家の方というのはそれほど短視眼的に動くだろうかということに

ついて、もう少し合理的に予想して動く。つまり生産調整を止めたら、みんなが生産を急

拡大すれば暴落することはある程度予想できるわけですから、そこは少し自制も働いて、

それほどハードランディングということが現実のものにならないのではないかというふう

な感じも持っております。ただ、それは余り自信があることではありませんけれども、そ

れほどハードランディングを恐れる必要はないのではないかということが１つの根拠で

す。

それともう１つは、もう少し大胆に進めるべだということの根拠として自信がある方な

んですが、政府が大胆な政策を打ち出すことのアナウンスメント効果といいますか、農家

の方の意識というのはかなり変わるのではないかなというふうに思っておりまして、時間

がない中で余談をして申しわけないのですが、私は大学におりますけれども、文部科学省

はトップ・サーティということで、全国の国公立の の大学を選んで、重点的に補助を30

するというような施策を打ち出したわけですけれども、この政策自体の是非についてはい

ろいろ議論があると思うんですが、そういう政策を文部科学省が打ち出すことで、かなり

大学関係者の意識というのは変わってきていまして、ある意味で危機感を持って各大学の

改革なりを進めようという動きが出ているということはあると思います。それともちろん

農政と同じようなレベルで議論することはできないかもしれませんけれども、恐らく政府

が政策を徐々に進めていく場合と大胆な政策を打ち出す場合と比べると、農家の方の反応

というのもかなり変わってきて、大胆に打ち出すことで各農家なり、集落なりが危機感を

持って創意工夫をしていくということが期待できるのではないかと思いますので、もう少

しといいますか、もっと大胆に進めていただきたいというのが希望であります。

以上です。

○八木分科会長 ありがとうございました。

では、野村委員、お願いします。

○野村委員 それでは、最初に政府の買入の価格の件でございますが、これは所定の方式

によりまして算定されているわけでございますので、本案に賛成でございます。
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次に、米穀の標準売渡価格の件でございますが、御案内のように今日景気が大変後退い

、 、 。たしておりまして 個人所得と申しましょうか こうした伸びが非常に停滞いたしている

こういうことから最近の米の末端需要でございますが、低価格の要素が強くなっている。

こういう状況でございます。

また、米の消費拡大をより一層推進するということが求められているわけでございます

が、伸長しております外食産業等においては、販売価格の変化等が、米飯、その他の食品

群との消費者の選択の変化が非常にしやすい状況になっているわけでございます。

こうした事情からいたしまして、政府買入価格の引き下げに見合って標準売渡価格を引

き下げることが望ましいと、このように思料しているわけでございます。

、 、 、なお この諮問の説明の中にもあるわけでございますが 実際の売却に当たりましては

今申し上げましたような事情を勘案していただいて、弾力的に予定価格を設定していただ

くようお願いをいたしておきたいと思います。

次に、生産及び出荷の指針についての要望でございますが、指針に示されております主

食用等の需給見通しによりますと、需要量を現実的な水準に近づけているわけでございま

して、この見通しに沿って国内産の持越在庫量が確実に縮減をし、価格の安定が実現する

ということを期待いたすわけでございます。

また、調整保管等によりまして、市場隔離が行われる場合には、銘柄別の需要動向を十

分に踏まえた上で実施されるよう、適切に対応していただきたく要望いたすわけでござい

ます。

以上でございます。

○八木分科会長 ありがとうございました。

では、中村委員。

○中村委員 私も価格の方につきましてはルールどおりの算定ですので、賛成したいと思

います。

感想を２つほど申し上げたいと思いますが、１つは、生産調整面積が 万ヘクタール101

ということで、今さらながら大変な面積を生産調整しているなというような感じで、それ

の維持費用といいますか、いろんな助成金、補助金の名目で出されているお金も膨大な額

だなと。さっきも頭の中で掛け算したりして、ケタが間違っていなければ何千億という感

じなんだろうと。これは大体どういうふうなことに今後なっていくのか。 万ヘクター101

、 、 、ルの規模そのものというのは ずっと例えば同じ条件だとすると 変わらないものなのか
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あるいは助成金、補助金というのもずっと同じなのかなという、何となくちょっとびっく

りしております。

それから、もう１つは、今回新しく出さてれおります抜本的な見直し、構造改革等なん

ですが、素人の私なんかから見ておりますと、抜本的見直しとか、言葉のあやかもしれま

せんけれども、結構頻繁に出てき過ぎるような感じがしまして、受け取る側の方は大変だ

ろうなと。例えばどこかの国の農業法じゃありませんけれども、これでやったら５年間は

これでいくというふうなことで決めないと、さっき時間をかけて検討すると言っていまし

、 、 、たけれども 時間をかけて検討するということは やっぱりお互いにきっちり納得したら

ある一定期間はそれでやるというふうなことになっていかないと、お互いにまずいのでは

ないかなというような感じがしております。

以上です。

○八木分科会長 ありがとうございました。

順番でよろしいですかね。

中田委員。

○中田委員 私は価格については計算どおりということになのでしょうから賛成させてい

ただきます。

年間調整をされてきたということに改めて驚いております。いろんな困難なことが30

様々あったんだろうというふうに思っておりますけれども、今、先生方の御意見を聞かせ

ていただきながら、これから生産者も一種の経営者というか、利潤を追求するという普通

の商業経営者、そういう感覚が必要なのかなというふうに感じました。減反なり、転作を

させられているという感覚を持たないような、そういうものが多分営農者には必要なんだ

ろうと思います。政策の面でも平成５年のような事態が例えば起きたとしたら、これは抜

本的に、本当に米離れ、急速な米離れにつながっていくような気がするので、備蓄米につ

いてもきちんとした数量というか、そういうものを持っていただきたいなと思いました。

テレビなんか見ていますと、今年ですか、青田刈りなんかしていると、生産者って身の

切られるような思いで青田刈りをしているのではないかなというふうな同情心も覚えます

し、反面、そうじゃなくて、採れたら採れただけ消費者に少しでも安く提供してくれたら

いいのにとか、いろんな感想を回りから聞きましたので、できるだけ効率のよい営農を指

導していただきたい。まして、生産者もそのような心がけを持っていただいて、消費者に

安定供給をお願いいたしたいと、そのように感じました。
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○八木分科会長 ありがとうございました。

お待たせしました。黒田委員、お願いします。

○黒田委員 価格に関する諮問（案）については賛成いたします。

これまでのいろんな御意見で私の言いたかったこともかなり出てしまっておりますの

で、あえて時間がない中で言いたいことはそれほどないんですが、結局は長期的な消費者

といいますか、国民の利益をどこに置くかということで、構造改革の課題というのはそこ

に集約されると思うんですが、言うまでもないことなんですが、例えばこの中で消費拡大

のことに触れられておりますけれども、消費拡大は私は、現状、結論だけ申し上げると、

お金をよほど使ってもそう短期的な効果は望めない状況にあると思います。ですから、こ

の米政策の見直しについて、例えば並列的に消費の拡大云々ということをうたうのはあま

り議論の効率としてよくないというか、私はやっぱり議論の方向性といいますか、もっと

重点的に絞るべきだと思います。結局長期的な消費者の利益というのは、消費の拡大のた

めに、例えば税金をＰＲだか、宣伝費をたくさん使うということでは決してないわけで、

そうではなくて、生産者の暮らしをどう守るかということを含めたお金の使い方に絞られ

ていくと思います。ですから、消費の拡大ということをうたうよりも、結局は構造改革に

どういうシナリオを持って、どう重点的にお金を使っていくか、そのシナリオが問題じゃ

ないかと思います。

その中で、これまでも先生方の御意見にも出ておりますが、要するに構造改革のハード

ランディングか、ソフトランディングかという話になってきますけれども、言葉としては

ソフトランディングをするためにどうしたらいいかということになっていると思うんです

が、その中でも全農家の暮らしを変えないで、今の状況のままで構造改革ができるはずが

ないということだけはわかり切っているわけで、その中に、例えばそれは結局全農家が生

、 、 、き残るというのではなくて やっぱり国民にとって適正な集落規模とか 農家の規模とか

経営規模とか、生産体制とか、そういうシステムの改革とか、淘汰されざるを得ない。こ

れは異論がないところではないかと思うんで、その辺のどういうプロセスを経てそのシナ

リオを描いていくか、そういうことをもっと議論を集中させる方向、重点的に論点をもっ

と絞って議論すべきではないかと思いました。

その中で全農家を平等に暮らしを守りたいという、いわば生産者側のエゴを封じるため

には、例えば加倉井委員から出ましたが、生産調整を生産者側の自主的な判断に委ねてし

まって、行政の介入を１度止めたらどうかというような御意見がございましたけれど、も
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しそういう余裕があるなら、私はそれぐらいの何かショック療法的な議論もあっていいの

ではないかと。私が今までのお話を伺っていた中で欲しいなと思ったのは、私はなかなか

、 、 、ハードランディングって何を指すか ソフトランディングは結局何を指すのか その辺が

例えば今の生産調整を生産者の自主的判断に委ねちゃった場合にどういうことが起きるの

か、そのシミュレーション能力みたいなものが私にないもので、その辺を何かもうちょっ

とわかりやすく議論できるようにこれから提案なり、御報告なりいただければいいのでは

ないかと思いました。

感想です。

○八木分科会長 ありがとうございました。

○生源寺委員 山田委員から私の発言に関連いたしましてコメントがございましたので、

ちょっと一言だけ申し上げます。

７万 円が最高額であるということは当然承知しております。問題はその使われ方3,000

なり、もう少し全体の助成の体系から見てどうかということを指摘したわけであります。

それから、当然のことながら、永年作物というような格好になっているとすれば、これ

は誘引として与える必要性というのはほとんどないというふうに考えますと、そういうと

ころは限りなくゼロに近いところということになると思いますし、先ほど少し私が紹介し

た例は平場でありますし、えさでありますし、恐らくかなり高いかなということで、必要

な誘引に応じてその額が当然変わっているという事実はあろうかと思いますけれど、むし

ろ趣旨は前半の使われ方なり、分配のされ方なりということであります。

○八木分科会長 最後に、企画課長の方から質問に対して。

○長企画課長 先ほど細野委員の方から標準売渡価格の引き下げに伴う財政負担について

の補足説明をというのがありましたので、簡単に御説明させていただきますと、今回の売

渡価格の ％の引き下げに伴います財政負担、売りを安くするわけですが、約７億円政1.2

府としての負担が増えるということでございます。この財源をどうするかということです

けれども、一方で買入価格を ％引き下げておりますが、これは数量がそれぞれ違うも2.8

2.8 10 10のですから ％で約 億円の財政としては助かるということですから 本来はこの、 、

億円を全部充てて、その分全部還元できれば、それはよりいいわけですけれども、先ほど

言いましたように、現在でも 数万トンの在庫を抱えている。これは１万トンを持って210

いるだけでも、１年間の金利負担料だけでも、期間等にもよりますけれども、大体と２億

円ぐらいかかりますので、そういったことを考えますと、全額還元するというもなかなか
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厳しいということで、昨年と同様に２分の１を還元させていただいたということでござい

ますので、御理解いただきたいと思います。

○八木分科会長 ありがとうございました。

倉持委員、先ほど御意見いただいたということでよろしいでしょうか。

、 。○倉持委員 価格の諮問につきましては 私はやむを得ないというふうに思っております

それから、先ほどもちょっと申し上げしたんですが、１点だけ申し上げますと、備蓄の

取り扱いについては、米価に対する影響なども考えまして、棚上げ備蓄という考え方を少

し検討してはいかがなのかというふうに思います。

それから、もう１つは、私ども農家の立場からすれば、やはり不足払い制度を含めた価

格の下支え制度というものをぜひ検討していただきたい。

以上でございます。

○八木分科会長 ありがとうございました。

以上で御意見の表明はすべて終わりましたので、ここで昼食にいたしたいと思います。

世話人の方々には１時 分から答申（案）の作成に入りますので、起草委員会会場の15

方へお集まりいただきたいと思います。

それから、答申の起草に当たりましては、田中分科会長代理に小委員長をお願いしたい

と思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○八木分科会長 よろしくお願いいたします。

なお、審議の再開はおおむね今の予定ですと、１時 分ぐらいということになろうか45

と思いますが、答申（案）の作成状況を踏まえ、改めて事務局の方から御案内いたします

ので、よろしくお願いいたします。

○長企画課長 ただいまからお食事を御用意いたしますので、その場でお待ちいただきた

いと思います。

それから、本日はお米の消費拡大の一環といたしまして、米粉を主原料にしたパンを用

意させていただいておりますので、ぜひ御賞味いただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

〔昼食休憩・答申（案）作成のための待機〕

答 申



- 52 -

○八木分科会長 再開いたしたいと思います。

お昼休みの間に世話人の方々にお集まりいただき、作成しました答申（案）を起草委員

長の田中分科会長代理から御披露いただきたいと思います。

○田中分科会長代理・起草委員長 それでは、お手元に配付しております答申（案）を朗

読させていただきます。

答 申（案）

本審議会は、農林水産大臣から諮問のあった米穀の政府買入価格及び標準売渡価格に関

して、下記のとおり答申する。

記

政府買入価格及び標準売渡価格については、政府案どおり決定されたい。

平成 年 月 日13 11 27

農林水産大臣 武 部 勤 殿

食料・農業・農村政策審議会

主要食糧分科会会長 八 木 宏 典

以上のとおり、起草委員会では決めましたので、会長、ひとつよろしくお願いします。

○八木分科会長 どうもありがとうございました。

ただいま田中起草委員長から報告されました答申（案）をこのまま決定してよろしゅう

ございますでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○八木分科会長 ありがとうございました。

それでは、そのように決定いたします。

なお、この答申につきましては、後ほど私の方から大臣にお渡しいたしたいと思います

が、そのような取り扱いでよろしゅうございましょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○八木分科会長 なお、本日皆様方からいろいろ多面的な御意見をいただきまして、それ

を踏まえまして、この場でも長官、それから答申をお渡しするときに大臣にも申し上げた

いと思いますが、次のようなことを申し上げたいと思います。
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米の生産調整、備蓄運営、計画流通制度並びに水田農業の構造改革の推進などについて

は、本分科会で出された意見を踏まえて慎重に検討し、今後の米政策に反映していただき

たい。

こういうふうに申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしゅうございますか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○八木分科会長 どうもありがとうございました。

閉 会

○八木分科会長 それでは、本日は活発な御質疑、御意見をありがとうございました。

以上をもちまして本日の主要食糧分科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。
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