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開 会

○針原企画課長 定刻となりましたので、主要食糧分科会を開会させていただきます。

委員の皆様には、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。

本年３月のこの分科会におきまして基本計画を御審議いただきましたが、その際にも申

し上げましたとおり、本年１月より生産調整に関する研究会を開催しております。このた

び、この研究会において中間取りまとめが行われましたので、本日は、これについての御

論議をお願いしたいと思います。

それでは、会長、よろしくお願いいたします。

○八木分科会長 皆様、お暑い中をお集まりいただきましてありがとうございます。

本日は、ただいま企画課長からお話がございましたが、生産調整に関する研究会の中間

取りまとめにつきまして事務局から報告をいただき、その後に委員の皆様に御議論をいた

だきたいと思います。

なお、本分科会につきましては、これまでと同様に、会議を公開することとし、傍聴者

の方も御出席されております。傍聴者の方にはあらかじめ書面にてお知らせしてあります

が、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、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。

あ い さ つ

○八木分科会長 それでは、石原食糧庁長官からあいさつをお願いいたします。

○石原食糧庁長官 おはようございます。

主要食糧分科会の開会に当りまして一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様方には、御多忙中のところを本分科会に御出席賜りましてまことにありがと

うございました。

先ほど来、出ておりますように、生産調整に関する研究会、これは昨年の11月の米政策
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の決定に基づきまして、この１月から開催したものでございますけれども、これの中間取

りまとめが６月28日に行われました。この生産調整に関する研究会、本日、御出席の生源

寺委員に座長を務めていただいておりますが、ほかに何人かの委員の方々に御出席いただ

いております。そして合計で現地検討会を含めまして39回に及ぶような非常に精力的な検

討をしていただきまして、この６月28日に中間取りまとめをしていただいたということで

ございます。

この中間取りまとめを受けまして、これを広く国民の皆さん方に説明しまして、御理解

をいただこう、そしてパブリックコメントということでいろんな御意見をいただこうとい

うことにしております。そしてまた、幾つかの役所やら、また農業者団体への宿題が出さ

れておりまして、これを現在、今、こなしているという段階でございます。我々、この夏

休み中にこれらの宿題をこなしまして、９月以降、これは与党との協議も必要でございま

すけれども、また10月になろうかと思いますけれども、この研究会を再開していただきま

して、予定では11月中に新たな米政策ということで決定させていただきたいと思っており

ます。

本日は、この中間取りまとめの内容につきまして、皆様方に御説明させていただきまし

て、忌憚のない御意見を頂戴できればと思っております。

、 、 、 、御案内のとおり 米をめぐる状況 １つは 後ほどまた御説明があろうかと思いますが

非常に消費が大きく減退してきております。また、担い手も育っていない、また、農林水

産省全体の予算編成も非常に厳しいというような状況でございます。これらの状況を踏ま

えまして、我々１日も早く米政策の抜本的改革をするということで、この秋の色んな協議

、 、に臨んでいきたいと考えておりますので 皆様方の御理解と御支援をお願いいたしまして

一言ごあいさつさせていただきます。どうもありがとうございました。

○八木分科会長 どうもありがとうございました。



-3-

資 料 の 説 明

（１ 「米をめぐる事情」）

（２ 「米政策の再構築に向けて」）

（３ 「米政策の総合的検証と対応方向」）

（４ 「検証に用いた主要な資料」）

○八木分科会長 それでは、まず関連資料につきまして事務局より説明をお願いします。

なお、本日はおおむね12時ぐらいに審議を終了する予定で進め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、食糧庁企画課長からお願いします。

○針原企画課長 企画課長の針原でございます。

お手元の資料１番から４番までお配りしてありますが、本日は、この資料１番、２番を

中心に御説明したいと思います。

資料１、米をめぐる事情でございますが、この資料は、資料番号でいきますと４番の検

証に用いた主要な資料の中において再整理、若干つけ加えてもおりますが、研究会の検証

の前提となるいろんな事柄について再整理したものでございます。

この資料１をめくっていただきますと、目次が３つございます。

前提となる需要・生産の状況、それから、効果等の観点からの検証、再構築に当たって

の視点からみた検証となっているわけでございます。

早速１ページをごらんいただきますと、まず需要面の最近の状況でございます。

この折れ線グラフをごらんいただきますように、最近の米の需要量は不連続でかつ急激

に減少しているということでございます。また、昭和46年から平成７年まで、平均します

と年間の需要量の減少が８万トンというペースでございますが、ここ５年間は25万トンず

つ減少する。生産調整の面積に振り替えますと、毎年５万haずつ生産調整を拡大しなけれ

ばいけない。このような急激な減少であるということでございます。

その内容でございますが、２ページでございます。

家庭食、生産者世帯、高齢者の消費の落ち込みが大きくなっている。特に50代、60代の

米離れが顕著だという事実がございます。この背景には、女性の社会進出、家族人員の減

少といった社会の構造変化に伴うものと考えられるということでございます。

３ページでございますが、今後の需要につきましてでございますが、我が国の人口が減
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少するという状況にこれから向かいます。また、高齢化も進行するということで、長期的

には一層需要量が減少することが見通されているわけでございます。

生産調整目標面積の決定のベースとなる計画需要量につきましても、毎年、減少してき

ておりますが、それに伴って生産調整面積も大幅に拡大するという状況になっているわけ

でございます。

４ページでございますが、米の消費の内容のまたもう１つの特色としまして、中食、外

食、こういったものに依存する傾向が強まっている。この２つを合わせまして大体45％ぐ

らいになっているのではないかと推計しております。外食における米の使用割合は３割と

いうことがございます。

また、レトルト米飯、おにぎり、コンビニ弁当、外食、いろんな米消費の形態も出現す

る。それぞれに適した米の条件も異なっているということでございます。

それぞれの需要に応じて、価格条件を満たしながら安定供給を行う体制を構築する必要

があるという認識でございます。

５ページ以降、今度は水田農業の構造の問題でございます。

、 。昭和一桁世代が中心の稲作の担い手 これにつきましては世代交代が進んでおりません

新しい担い手の育成の面で立ち遅れが見られるということでございます。

米、野菜、生乳の主業農家のシェアを書いてございますが、お米につきましては極めて

低い状況になっているわけでございます。

年齢構成も60歳以上が53％、65歳以上が39％という状況がございます。

６ページでございますが、昭和一桁世代が68歳から77歳ということで、離農する時期が

来ておりますが、この農地を引き受ける方がいないということで、耕作放棄地が拡大する

例がふえてきております。

もう１つは、後継者、新規就農者の出現状況がございますが、この表にございますよう

に、農家１万戸あたりの新規就農者数、平成13年でございますが、稲作の場合は、農家１

万人当たり４人ということで、他の作物はそれなりにいるわけですけれども、１万人に４

人しか跡継ぎが出ていないという状況になっているわけでございます。

、 。７ページでございますが このような状況と並行して農地のかい廃が進行しております

農地を担い手に円滑に集積していくためには、多様な担い手の育成施策の強化、利用集積

の促進等の構造改革のための取組みが以前にも増して重要になっているということでござ

います。
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８ページでございます。

８ページ以下は、現在の米政策を検証している部分でございますが、この検証の視点と

いたしまして、特にこの生産調整研究会におきましては、３つの切り口を用いて検証が行

われておりました。

この３つと申しますのは、８ページ、右側にございますように、メッセージが明確に伝

わるわかりやすいシステムとなっているかどうか。費用対効果が明確になる、効率的と判

断され得るシステムとなっているかどうか。政策の決定プロセスや運用状況、情報の受発

信に関する透明性が確保されるシステムとなっているかどうか。このような切り口で検証

を行ったわけでございますが、その結果は９ページ以下でございます。

まずメッセージの伝わりやすさ、わかりやすさという面で見ますと、生産調整の目的に

つきまして、研究会では、何度も「誰のため、何のための生産調整か」という御指摘が行

われました。そのような重要なメッセージが農業者に伝わらず、市町村や農協の職員が農

業者に生産調整をお願いしているという状況にある。これらの人が本来、行うべき農業を

活性化していくための仕事が十分できないという指摘も現地検討会等でしばしば指摘され

ております。

それから、食糧法における国の関与につきましても、米のシステムは大きく変わってい

るわけでございますが、このことが農業者に浸透しておらず、国の関与が食管法時代と変

わらないと誤って認識されているという御指摘が行われております。

10ページでございますが、生産調整の効果につきましても、価格の暴落を防止する効果

しか持ち得ない生産調整が「価格維持のため」として推進されてきているということで、

農家にとっては生産調整を達成しても価格が下がる。このことについて不満が出ていると

いう状況でございます。

それから11ページでございますが、生産調整に対して、ここの階段の表にございますよ

うに、いろんな助成が行われております。この他に緊急拡大の追加助成、この下にござい

ますようなものがございまして、農家にとって非常に複雑で理解しにくい仕組みとなって

いるということでございます。

12ページが費用対効果の面からの検証でございますが、財政負担の面から申しますと、

米生産に対しては様々助成が行われている一方で、米の減産にも多額の財政負担が行われ

ている。

特に米の価格を補てんする効果を持つ稲作経営安定対策と、米からの転作を奨励するた
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めの麦・大豆等への助成を同時に行うことは 「アクセルとブレーキを同時に踏む 、非、 」

常に非効率ではないかというようなことも現地検討会の中で農家の方が御指摘になってい

るわけでございます。

13ページでございますが、生産過剰分の処理につきましても、主食用として高い価格で

集荷し、その一部について最も価格の安い配合飼料用、エサ用に処理している。それに対

して一部国費による助成が行われている状況でございます。

他方で、出荷業者は、カントリー等において生じました「ふるい下米」を主食用の半値

以下で地域の業者に販売し、その一部が主食用に還流する。こういう実態にもなっている

ということがございます。

14ページでございますが、生産調整の配分と需給のミスマッチの問題でございます。

生産調整の配分が需給動向を的確に反映する視点から行われていないということで、需

給のミスマッチが生じ、それを補正するために、調整保管、あるいはリベート、安売り、

不正表示、このような補正手段が講じられている。こういう非効率も指摘されたわけでご

ざいます。

それから15ページでございますが、生産調整効果の減殺ということで、目標面積を達成

しても、作柄が良好であるとその効果が減殺される。また、作付面積が年々縮小していき

、 、ますので 残った優良農地で最大の収益を上げるような工夫をされるわけでございまして

当然、当初見込んだ以上の生産が行われるということで、生産調整をしても米が余って出

てきてしまうという指摘も行われております。

また、潜在作付面積の拡大。これは生産調整を強化した場合に、今まで申告していなか

った非作付水田も、生産調整の実績田として拾い上げて申告をする。それによって潜在作

付面積が増加をする、いわゆる田湧きということで現場で言われているわけですが、そう

いう現象が起こっているということでございます。

16ページでございますが、政策の決定プロセス等の透明性の問題でございます。

まず生産調整の配分基準でございますが、配分の基準が不透明である。現在においては

経過は説明できても、今、なぜこの時点でこの数字になっているかということはだれも説

明できないという状況になっていると指摘されております。

また、17ページでございますが、市場のシグナルの伝達の面から見まして、流通段階に

おいて農家の実感しにくいところでエサ処理、調整保管が行われる。農家は農協に出荷す

れば売れたものと錯覚するということで、市場のシグナルが伝わりにくい仕組みとなって
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いるのではないかという御指摘もされてございます。

この表にございますように、地域のお米の販売状況、価格動向を詳しく知っておられる

農家は１割に満たないという調査結果も出ているわけでございます。

18ページ以降は、米政策の再構築にあたっての視点から見た検証でございます。

この視点につきましては、生産調整研究会では、７つの視点ということで指摘が行われ

ております。

主体的な経営判断が尊重されるかどうか。

需要に見合った売れる米づくりが行われるかどうか。

関係者の創意工夫が発揮されるかどうか。

地域の特色ある農業が展開されるかどうか。

水田農業の構造改革が促進されているかどうか。

公平・不公平の問題について対応がきちんとされているかどうか。

セーフティーネットが整備されているかどうか。

このような観点からの検証が行われております。

まず主体的な経営判断、自己責任の問題でございますが、配分された生産調整面積をこ

なすことが至上命題化する。水田農業の構造改革、地域の農業展開、農業者の主体的な経

営判断が阻害されているのではないかという御指摘も行われております。

生産調整を実施している理由も、経営の展開のためというよりは、地域でみんながやっ

ているからやるんだ。協力しているんだという動機づけになっているわけでございます。

19ページでございますが、需要に見合った売れる米づくりの面から、さまざまな需要が

出てきて、それに価格面も含めてきちんとした供給が行われているかというと、やはり家

庭用の品種の生産が拡大する一方、業務用の生産が縮小するというようなことでミスマッ

チが行われているのではないか。加工需要に適切に対応しているかどうかということにな

りますと、十分対応できていないのではないかという御指摘がございます。

20ページに、米の販売価格が書いてございます。用途に応じて、多様な価格で流通され

ております。特に20ページの右側、新規用途として、一定の値段で供給すれば、かなりの

需要拡大が見込める可能性もある。そういうものについてきちんとした対応を行うべきで

はないかという御指摘も行われたわけでございます。

21ページでございますが、関係者の創意工夫ということでございますが、現在の生産調

整の手法は、生産面積そのものが制約されるということで、有機栽培、あるいは直播とい



-8-

った低コスト栽培、こういうものに取り組みにくい、どうしても限られた面積でたくさん

作ろうということで、この対応がしにくい仕組みとなっている。

あるいは仕組みが複雑ということで、推進の業務において極めて心理的な苦痛を強いら

れる。なかなか地域農政の推進に取り組めないという御指摘もされているわけでございま

す。

他方で、この表にございますように、農協等が計画外で特色のある米販売を行っている

事例も見られているわけでございます。

22ページでございますが、地域の農業展開ということで、市町村においての独自財源の

、 、 、部分から 独自に生産調整の上乗せを実施する等々で 生産調整に予算と人員を取られて

なかなか独自の農業政策が展開できないという市町村の方の御意見がございました。

それから、水田農業の構造改革という面から、先ほど御説明申し上げましたとおり、な

かなかそれが進まない。現段階では構造展望の実現のメドが立っていないという評価を受

けておるわけでございます。

23ページでございますが、公平・不公平の問題でございます。

、 、 、 、不公平の発生するポイントとして 生産調整の目標面積の配分 メリット措置 拠出金

計画流通米・計画外のコスト負担、川上・川下への政策対応、推進主体といったポイント

があるということで整理が行われているわけでございます。

、 、 、24ページ セーフティーネットの面でございますが 米政策のあり方の議論と合わせて

経営所得安定対策のあり方が検討課題となっております。この関係で、同様の機能を有し

ている現行の稲作経営安定対策との関係を整理していく必要があるという御指摘がされて

おります。

最後に予算配分上の問題でございますが、冒頭、長官のごあいさつにもありましたよう

に、24ページの表をごらんいただきますと、米に対して生産から流通、消費まで約5,500

億円程度の国費が使われているわけですが、その中の上から２つ目、生産調整の直接的な

経費、これは水田農業経営確立対策、稲作経営安定対策、こういう直接的な経費は、この

２年間、13年、14年で約700億円増加しております。他方で農林水産予算が、この２年間

で2,374億円の減少。したがいまして、生産調整の直接経費以外のものについては3,000億

円以上の縮減を図らざるを得ない、こういう状況になっているわけでございます。

したがいまして、お米の生産対策につきましては、400億円程度の減額を来している。

この前向きな経費が減額せざるを得ないということで、農政は機能不全に陥っているので
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はないかといった声も聞かれているわけでございます。

以上の検証を踏まえまして、資料２でございますが、米政策の再構築に向けてという中

間取りまとめが行われておるわけでございます。

、 、 、この１ページ目 ２ページ目は 主に今の内容と重複いたしますので説明は省きますが

２ページ目の一番下をごらんいただきますと、現時点では詰めの不十分な事項がある。※

印を付しておりますが、今後、事務局及び関係者において、中間取りまとめに沿った具体

的手法の検討作業を急ぎ、この状況を見極めた上で、この研究会を再開し、最終的な取り

まとめを行うということになっているわけでございます。

３ページ以降につきましては表になっております。

機能・役割と実施状況、検証、対応方向（システムの基本的考え方 、この検証のとこ）

ろまではただいまの説明と重複いたします。対応方向を中心に内容を御紹介していきたい

と思います。

３ページの対応方向、これは米政策全体の総論ということでございます。

この基本骨格と切り口として示した７項目が実現される政策の構築に向け、米づくりの

本来あるべき姿とそれに至る道筋を明確に打ち出すこととする。

その場合、本来あるべき姿とはどのような姿か、そこへのソフトランディングを副作用

の少ないものとするための条件整備をどの程度の期間をかけて行う必要があるか。そのよ

うなプログラムを示す。

それから、政策目的と政策手段の対応関係を単純でわかりやすいものとする。

⑤でございますが、この実現状況等をチェックするシステムを導入する。

こういう基本的なまとめになっているわけでございます。

さらに詳しく申しますと、この一番右の欄でございますが、米づくりの本来あるべき姿

といたしましては、需要に応じた生産を行う体制づくり。

加工用需要への対応。

それから土地利用型農業のあり方。

担い手のあり方といった切り口からしますと、消費者ニーズを起点とし、様々な需要に

応じて、それぞれの価格条件等を満たしながら安定的供給が行われ得るような消費者重視

・市場重視の姿を目指すべきである。なお、消費者の安全・安心ニーズに応える自然循環

型農法、低コスト農法、この位置づけも明確にすべき。

そのような姿の下では、効率的・安定的な経営体が、市場を通して需要を感じとり「売
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れる米づくり」を行っていくことが基本。このような観点から、需給調整に関する行政と

生産者団体の役割分担のあり方も根本から見直していく必要があるという御指摘も行われ

ております。

また、この本来あるべき姿を実現するステップをどのような形で行っていくのか。いつ

から、いつまでをそのステップとするのかを明確化する必要があるという御指摘も行われ

ております。

４ページでございますが、その際のあるべき姿を実現するための条件整備として、アか

らコまで10項目の事項が指摘されているわけでございます。

共通認識の醸成から基盤作り等々の内容になっているわけでございます。

それから、この実行プログラムを策定し、第三者機関によるチェックシステムを導入す

る。こういう御指摘の内容でございます。

５ページ以下は各論に入るわけでございます。

５ページは需給調整、需給見通し・生産調整のところでございますが、米についても、

消費があるところに生産があるという当然の意識の醸成が先決である。

それから、需要量に見合った生産のため、供給量を調整する手法として、数量による調

整を基本とする。本来あるべき姿を念頭に需要量を前提とした地域・農業者の取組みがで

きるシステムを構築する。

その場合の米づくりにつきましては、農家に対しまして、正確な情報を提供した上で、

過剰や価格下落等のリスクに対しても、主体的な経営判断に基づいて対処するような仕組

みが望ましい。

それに当たっては、ア、イ、ウ、エとありますけれども、十分な理解を前提とすべきで

ある。

それから、一定のリスクを受け入れることを前提に、経営判断できるような仕組み、例

えばデメリットを受けることを前提に需給調整に参加しないか、セーフティーネットに参

加して需給調整を行うか。これを経営判断しながら全体として需要量に見合った生産が確

保されるような仕組みが必要ではないか。

あるいは地区達成要件のような集団主義的なアプローチはもう限界に来ている。強制感

の少ない仕組みが望ましいのではないか。

構造政策、地域の特色ある農業展開に対しても副作用の少ない仕組みが望ましい、とい

う御指摘が行われております。
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それから、次のページをごらんいただきますと、30年も前の水稲作付面積を引きずって

いる配分のベースをリセットする。

あるいはメリットが感じられる簡素な助成の仕組みとして、米の供給調整と特色ある地

域農業の振興を機能別に分けて考えるべきではないか。

主業農家と副業農家の違い等、性格の異なる農業者の扱いについては、施策の役割、位

置づけを明確にした上で、施策を区別してはどうか。

経営判断のベースとなる情報を的確に得ることができるように、系統米事業方式の見直

し、情報の伝達システムの構築を行うべきではないかという基本的な御指摘をいただいて

いるところでございます。

さらに詳しく申しますと、客観的な需要予測を行うために、例えば前年の需要の実績を

基本として可能な限り客観的な手法に基づく予測値とすべきである。それを第三者機関を

設立いたしまして、需要量の設定、予測方法の基準づくりを透明化、あるいは公正中立な

形で行うべきではないか。併せて調整基準の策定、具体的な調整の実施についても、行政

と第三者機関の機能・役割について検討すべきではないかということでございます。

それから、供給量を調整する指標としては、数量による調整を基本とする。ただ、実効

性のある具体的手法については今後、さらに検討を深めるべきである。

それから、地域で選択可能なシステムの構築を行うべきではないか。この点につきまし

ては、北から南まで一律の内容で実施するのではなく、地域、地域で選択できるようなメ

ニューシステムを検討してはどうかという御指摘をいただいているわけでございます。

６ページでございますが、主業農家、副業農家の問題につきましては、このような御指

摘をいただいているわけでございますが、性格の異なる農業者に対する施策として、需給

調整そのものに対する直接的なメリット措置につきましては、その対象者の判断基準が、

参加しているかどうか 「需給調整への参加・実施者であるか否か」であるということで。

、 。 、すから 基本的には性格の異なる農業者を区別せずに施策の対象にすべきである 他方で

地域の特色ある農業の展開、それから構造改革を含む総合的な経営政策につきましては、

性格の異なる農家の役割、位置づけを明確にした上で、その取扱いを区別すべきではない

かという御指摘でございます。

それから、需給調整を行っている間は、基本システムは変更すべきではない、合わせて

系統米事業方式の変革という御指摘をいただいております。

備蓄・調整保管につきましては、７ページ以下で御指摘が行われております。
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備蓄につきましては、昨年、備蓄運営研究会報告が出されておりますが、さらに需要に

見合った売れる米づくりを推進する観点から、特に買入れ手法、備蓄の仕方を含め見直し

を行ってはどうかという御指摘をいただいております。

調整保管でございますが 「売れる米づくり」の徹底により、一時的な流通量調整を行、

うという調整保管の役割の明確化を図るべきである。

それから、仕組みを透明化すべきである。

あるいは一律的な配分ではなく、需要に応じた調整保管の仕組みを構築すべきであると

いう御指摘であります。

特に余り米の処理につきましては、かなりの時間を割いて議論が行われましたが、当面

の需給調整の参加者のメリット措置を明確にするということとの関係から、余り米は自己

責任を基本として、具体的な処理方法を検討すべきである。したがって、当然 「調整保、

管」ありきではない。

以上のような基本的な考え方に立って、過剰米の発生した場合の対応につきましては、

いくつかの選択肢を想定し、コスト比較を行った上で、具体的内容を検討すべきであると

いう御指摘をいただいております。

それから、この中で、自己責任との関係で、配合飼料用処理システムの見直しを行う。

また、不公平問題等との関係につきましては、流通制度の見直しとの関係で、検証を行

った上で対応するということになっておるわけでございます。

８ページ以降は流通制度でございます。

、 、 。流通制度の基本的な対応方向は ８ページ ９ページに３つの指摘が行われております

まず第１点は、現行制度を改め、新たな安定供給体制を確立する必要がある。その制度

は、流通は、必要最小限の規制の下で安定供給を図る。異常時を除けば、創意工夫ある販

売を含め多様な経済活動を許容するものである。

１物２ルートの生じない公平なものである。国の規制についても、簡素でわかりやすい

ものである。このような基本原則に立つべきである。

第２点として、９ページでございますが、需要動向を的確に伝え、流通コストを低減さ

せる観点から系統米事業を見直す必要がある。

第３点には、消費者の信頼を回復するため、米の表示・検査制度の抜本的な見直しが必

要である。
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この３点の御指摘をいただいています。

さらに詳しく御説明いたしますと、一番右の欄でございますが、新たな供給体制の考え

方といたしましては、この米流通は誰が取り扱っているか。どのような米が取り扱われて

いるか。どのように価格形成されているか。このようなことにつきまして、消費者にも、

生産者にも見えやすい透明性のある流通が大宗を占めるものとなるべきである。その上で

「管理」という発想ではなく、創意工夫ある米ビジネスを発展させるものであることが望

ましい。

自主流通計画制度につきましては、基本的に廃止すべきである。その上で需要の見通し

的なものにつきましては、生産調整と連動させる上でも必要でございますので、これは具

体的にどのように仕組むかについて、今後、検討すべきである。

危機管理体制につきまして、米の生産流通の全体を対象として危機管理体制の整備を行

うべきである。

このため、平常時から関係業者を把握し得る仕組みの検討、あるいは大幅な不作等の異

常時における地域別・時期別の安定供給の確保方策、これを検討すべきであるという御指

摘をいただいております。

また、業者登録制度を抜本的に見直してはどうかという御指摘をいただいております。

９ページになりまして、系統米事業につきましても、生産者の主体的な判断を反映でき

るような委託内容の見直し、あるいは買取り方式の導入、情報伝達の徹底、流通コストの

削減等を系統自らが進めるべきであるという御指摘をいただいているわけでございます。

また、生産調整の見直しと併せて、構造改革の進展、流通実態の変化に対応して、委託

販売、共同計算のあり方自体についても検討を行う必要があるという御指摘もいただいて

おります。

それと同時に、流通全体の合理化、流通コストを低減する観点から、関係流通業者のそ

れぞれが流通合理化のための努力を行う必要があるという御指摘もいただいております。

米の表示・検査制度につきましては、具体的には、例えばＪＡＳ法に基づく表示基準に

ついて、消費者を中心に関係者の参加のもとで検討し、見直す必要がある。

あるいはトレーサビリティの確立、信頼できるチェック体制について検討するべきであ

る。

食味の客観的基準の確立に向けた検討を進める必要がある。

農産物検査については、消費者の信頼を回復できるように見直す必要がある。
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このような内容の御指摘になっているわけでございます。

10ページが価格形成でございます。

この点につきましては、実勢に合った柔軟な価格形成システムを新たに構築する必要が

ある。この際、関係者の合意に基づくルールが透明性と活力を生むことに留意して、新た

なルール形成を行うべきである。

また、先物につきましては賛否両論出ました。生産調整や国境措置を行っている現状で

は導入すべきではないが、将来において、関係業者の価格変動リスクを軽減させる手段と

してその導入の可能性を排除すべきではないというまとめになっております。

この価格形成につきましては、具体的には、多様な業務用需要に的確に対応する、ある

いは適正な入札に資するという観点から、相対価格に指標価格を一律に反映する仕組みを

廃止すべきである。

価格形成センターにおける多様な取引を活性化する観点から、入札回数の設定、参加者

の多様化を促進する方策を検討すべきである。

、 、業務上場制は一律の制度としては廃止し 合意に基づいた指標価格を形成する観点から

上場対象銘柄とそれぞれの数量を決定すべきである。

このような具体的な指摘が行われております。

11ページ以下でございますが、これは経営施策等に関連する農政全般に関する御指摘を

いただいております。

まず経営所得安定対策の関連でございますが、構造展望を前提とし、過渡的対応として

は、認定農業者・集落営農の扱いを検討するといった点に留意しながら、育成すべき農業

経営の対象範囲の明確化を図る。

担い手育成・支援対策と需給調整への参加メリット対策との関係を整理する。

稲作経営安定対策との関係を整理する。

担い手の経営安定対策のあり方を、経営所得安定対策を含めて提示する。

農災補償の位置づけの明確化を行う。

このような基本的な御指摘が行われております。

これを具体的に申しますと 「育成すべき農業経営」が、諸施策を活用しながら、自ら、

の経営判断と創意工夫によって経営改善に取り組めば、他産業並みの所得を確保すること

が可能となるような総合的な経営政策を構築すべきではないか。

２つ目には、需給調整への参加メリットの明確化を前提に、現行の稲作経営安定対策を



-15-

廃止してはどうか。

この中には、現行の稲経の有している経営安定機能が必要と判断される場合には、担い

手に対する当面の経営安定対策が担う方向で検討すべきであるといったことを含めて御提

言をいただいております。

同時に、低コスト生産のための資材費の削減を図るべきである。そのための方策を提示

すべきであるということが指摘されております。

12ページは構造政策でございますが、構造展望の実現に向けた具体的政策を提示する必

要があるというために総合的な経営政策、農地の面的集積の加速、これにつきましては具

体的方策を提起すべきであるという指摘がございます。

14ページでございますが、土地対策でございます。

地域の特性に応じて必要な水田面積を算出し、それ以外については、畑地化等を推進し

ていくこととする。

構造政策の推進の観点から、農地を農地として利用することを基本とした農地制度の見

直しを行うこととするということで、地域の特性に応じた水田利用のあり方の検討、農地

制度の見直しの具体化につきまして宿題をいただいているわけでございます。

最後でございますが、15ページでございます。

生産対策の面でございますが、需要に応じた生産を誘導・定着するため、助成や価格形

成のあり方から、今の他作物のことでございますが、特に麦・大豆等につきまして、助成

や価格形成のあり方を見直す。

需給のミスマッチを解消する取組みを推進する。例えば市場評価の伝達の徹底。品質の

向上。流通面の対応等々の御指摘でございます。

また、３番目には、稲発酵粗飼料、ホールクロップサイレージでございますが、生産や

利用拡大を推進するということで、需要に価格面で対応する総合的施策、需要に応じた麦

・大豆等の生産振興、耕蓄連携の推進、それぞれにつきまして、具体的な方策を検討する

ように御指摘をいただいているわけでございます。

以上でございます。

○八木分科会長 ただいま生産調整に関する研究会における中間取りまとめ等につきまし

て説明をいただきました。
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追 加 説 明

○八木分科会長 本研究会の座長であります生源寺委員がいらっしゃいますので、この中

間取りまとめにつきまして追加して御発言することがございましたら、お願いします。

○生源寺委員 今、針原課長の方から、丁寧に、また要領よく御説明をいただきましたの

で、あまり内容としてつけ加えることはないわけですけれども、今の時点で、この中間取

りまとめに至るプロセスを振り返って、若干感じている点を申し上げたいと思います。少

し重なる点が当然ありますけれども、お許しをいただきたいと思います。

１つは、この研究会の議論のスタンスといいますか、姿勢でございます。

長官のごあいさつにもあったように、これはもともと昨年11月の省の決定に基づいて研

究会としてスタートしたわけであります。直接の宿題は、数量管理への移行ですとか、あ

るいは不公平感の問題の克服、それから計画流通制度にかわる仕組みという形で、やや各

、 、論的な問題の投げかけがあったわけですけれども 例えば不公平感の問題１つをとっても

対処療法的にしばらくの間対処するということであれば別ですけれども、きちんと克服し

ようということになりますと、米の政策、あるいは水田農業政策全体にやはりメスを入れ

なければ本当の意味の解決にならない。こういうこともありまして、研究会としては米政

策、あるいは水田農業政策全体、さらにはここに関連する経営政策等についても、すべて

視野に入れてオーバーホールを行って、不要な部品はスクラップし、必要なものを新たに

組み入れるという形で全体を再設計するという、こういうスタンスで進めてきたわけであ

ります。

これが十分成果を上げているかどうかということは、これからの検討にある意味で委ね

られているわけでありますけれども、いろんな批判も多分出てくることかと思います。特

に建設的な批判なり、提言なりを受けることができれば、これは座長としても大変ありが

たいと思っておりますけれども、ただ、全体が、提案自体のパーツがいわば有機的に組み

立てられた全体のパッケージの中でのパーツということでありますので、できれば全体と

してのシステムを見渡した形でのいろいろな提言なりをいただければありがたいなと思っ

ております。

もちろんパーツに関する御提言なり、御批判があってもこれはありがたいわけでありま

すけれども、受け止める側としては、やはり全体のパッケージの中でどう考えていくか、

こういう形で受け止めることになるだろう。こんな風に思っております。
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それから、５カ月少々の期間、議論を重ねてきたわけですけれども、特に中盤以降とい

いますか、かなり率直な意見交換なり、あるいは実態の認識の表明が行われていた、こう

いう風に考えております。本物の議論といいますか、そういうベースで認識をきちんと持

った上でものを考えましょうという形になっていると思います。

したがいまして、この中間取りまとめの段階でも、もちろん生産者の方にも、あるいは

国に対しても相当なお願いをするような部分が当然含まれているわけであります。現実を

直視するという姿勢が今回の研究会の１つの特徴であったという風に私は言っていいよう

に思います。

したがって、甘いフレーズでごまかすというようなことはしない。包み隠さず率直に提

起をするという、こういう姿勢を、これまでの政策の転換のプロセスに比べますと強く打

ち出すことができたのかな、こんな風に思っております。

これとも多少関連いたしますけれども、もう１つは、簡素でわかりやすく、また、メッ

セージ性のはっきりした施策として、特に現場の農業者の、それから関係者の方には伝わ

ってほしい、こういうことがございます。

反面、食糧法のときに 「作る自由、売る自由」という、こういうフレーズがあっとい、

う間に広がって、これが政策の転換にとってマイナスになったという経過があるわけでご

ざいます。この後遺症はまだ残っているような気もするわけでありますけれども、そうい

う意味では、キャッチフレーズが先行して、それでもって思考停止の状態を招くことのな

いような形で、これはマスコミの報道にも私としてはお願いしたいという気持ちがあるわ

けでありますけれども、わかりやすく、しかし丁寧に、正確に伝える努力が必要だと、こ

んなふうに思っております。そのプロセスはもう既に始まっているというふうに考えてお

ります。

それから、今の課長からの御説明の中にもありましたけれども、政策の目的と手段の関

係をはっきり対応させるということであります。これはもともと経済政策なり、あるいは

政策一般の「いろは」ではあるわけでありますけれども、実際にはこれはなかなか守られ

てこなかったわけであります。生産調整政策という名のもとに、色んな施策の要求が盛り

込まれて、盛り込まれてといえば響きがいいわけでありますけれども、実際には相互に足

を引っ張るというような、こういうことがあったわけでありますけれども、ここはきちん

と分けて設計をしていく。こういうことを考えております。

例えば今の御説明にもありましたけれども、供給調整のための仕組みをどうセットして
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いくかということと、米以外の品目について地域の特色のある農業の展開、これをサポー

トする施策、これは別のものとして設計すべきではないか。これまでそれはリンクしてい

たために、お米の方の事情でもって、これまでのいわゆる転作作物の奨励のあり方がころ

ころ変わる、こういうような弊害があったわけですけれども、これは断ち切ろう。

あるいは、御説明にもありましたけれども、供給調整のメリット措置を講じる対象、ま

た、その目的と、それから経営政策といいますか、特に将来の経営所得安定対策といった

ようなことになると、この対象はやはり分けて考えるべきだろう。こういうことの議論全

体を通じて、我々、気をつけてきた点のように思います。

中身につきましては、非常に多岐にわたっておりますので、このところを私としては強

調したいというところだけ２、３申し上げたいと思います。

１つは、米づくりということは水田農業ということになるわけですけれども、そのある

べき姿というものを描き、提示するということがあって、そこへの移行期間というものが

もう一方にある。こういうビジョンを明確に打ち出しているということであります。

あるべき姿ということになれば、当然通常の状態であれば、政府が関与した生産数量の

配分ということの必要のない状態、こういってよろしいかと思いますけれども、こういっ

た将来のビジョンを描いて、そこへの移行期間、ここでは当然生産調整を行うわけですけ

れども、それもできるだけ副作用のない形にするという、いわば二段構えの展望を示して

いるということであります。

もう１つ、当然のことながら、将来のあるべき姿にどうたどりつくか。こういうことが

あるわけでありますけれども、ここも具体的な年限を明示する。まだ中間取りまとめの段

、 、 、階ではそういう形になっておりませんけれども 条件整備の深まりなり あるいは広がり

これを見越しながら、当然できるだけ早急にあるべき姿に行きつく必要があるわけであり

ますけれども、その期間を提示する、こういうことになっているわけであります。これが

全体を通じた１つの特徴かと思います。

それから、もう１つは主体的な経営判断、これは総論のところで自己責任と言葉の意味

内容としては同じである、こういうことになっているわけでありますけれども、これを重

視するということであります。

これは生産調整そのもの、供給調整そのものへの参加についても経営判断を重視する。

このこととマクロ的に見た場合の需給のバランスをとるということの兼ね合いをどうする

かということ、なかなか制度の設計上、難しい点でありますけれども、しかし、これまで
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のような、いわゆる押しつけととられても仕方のないようなシステムは、これはいろいろ

な意味で副作用が大き過ぎる。これはやはりきちんと直すべきだ。こういうことがあるわ

けであります。

それとの関係で、これは水田農業で非常に微妙な問題でありますけれども、私流の表現

をさせていただければ、集落、あるいは地域の無理な集団主義の押しつけ、強制、これは

よそうではないか。今、地区での生産調整の達成を条件に加算がされるなり、そういう集

団主義をいわばむしろ誘発するといいますか、そういう仕組みになっているわけですけれ

ども、これは余りにも問題が多いということで、これはむしろやめましょう。

ただ、地域で自主性、あるいは創意工夫を持ってできあがっているいろいろな優れた仕

組みを、この生産調整の新しいやり方でもってこわすというつもりは毛頭ないわけであり

ます。自治を尊重するということと、それから悪しき集団主義といいますか、これでもっ

て物事を推し進めるということは別のことだという理解をしております。

それから、もう１点だけ申し上げますと、今の主体的な経営判断を重視するということ

とも非常に関連いたしますけれども、不公平、あるいは不公平感の問題、これをできるだ

け除去したいというのがこの研究会の全体としての問題意識でもあり、また、設計上、か

なり配慮した点でもあります。

最初にも申し上げましたけれども、不公平の問題、あるいは不公平感の問題も、対処療

法でばんそうこうをはっていくというようなことももちろん考えられないわけではないわ

けでありますけれども、それをこれまで続けてきたことによって、何が解決できたかとい

、 、うことを振り返ってみますと 結局ひずみが別のところに転嫁されただけであったという

こういう認識があるわけでありまして、元のところをやはり絶つべきだ。

例えば計画流通制度のもとで、計画米と、いわば計画外のお米の２つのルートがあると

いうこと、このこと自体に非常に大きな意味があるということであれば別でありますけれ

ども、流通制度の上からも、この区別の意味は弱くなっているということであれば、これ

は２つのルートでない形に整理すべきだ。そうしますと、そこから発生する不公平、ある

いは不公平感の問題は当然軽減ないしは除去される。こういうことであります。

それから、経営判断によって参加する、あるいはそれを相互に尊重するということにな

れば、やれ、参加している、あるいは非協力だという形で、その村の社会の中に折り重な

っていった不公平感なり、あるいはフラストレーションということについても、いわば元

。 。のところで断ち切ることができるのではないか こんなことを考えているわけであります
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基本的な方向は私はこの研究会としてかなり明瞭に示していると思います。また、相互

の連携なり連関について、注意すべきポイントが、私は研究会のメンバーの皆様方の御尽

力で相当明瞭に書き込まれていると思います。

ただ、詳細の設計は、事務局、あるいはテーマによっては農業団体系統組織の皆さんに

お願いしている部分がかなり多いわけであります。もちろん宿題を出しっぱなしでこちら

は何もしませんよということではなくて、緊密に連絡を取りながら最終的な姿にもってい

、 、きたいと思いますけれども そういう段階の中間取りまとめということもございますので

いろいろ忌憚のない、最初に申し上げましたように、全体のパッケージということを念頭

に置いた上でいろいろ御指摘、御意見がいただければ非常にありがたい。こんな風に思っ

ております。

以上でございます。

質 問 ・ 意 見 等

○八木分科会長 それでは、ただいま事務局から説明いただきましたことにつきまして、

何かそれ以外の食糧行政に関することでも構いませんけれども、どうぞ御自由に御質問、

御意見等をお願いしたいと思います。どなたからでも結構ですので、よろしくお願いしま

す。

、 、 。○山田委員 米をめぐる事情の取りまとめも それから説明も 全体としては了承します

こういうことだろうと思いますが、若干やはり感想めいた話も申し上げたいのですが、例

えば９ページに、イに食糧法における国の関与ということで、食糧管理法から食糧法に変

わって、米のシステムは大きく変わったが、このことが誤って認識されているというふう

にあるわけです。

まずお聞きしたいのは、これは検証という形で整理されていますので、この点はどこで

検証されたのか、ということです。

その上で、例えば若干感想を申し上げますと、食糧法に変えた時に、大きく変えるもの

、 。 。ではないという説明を やっていたと思うのですね そういう論議もしていたと思います

、 、 、 、 、しかし 一方 先ほど生源寺先生からありましたが むしろ新食糧法の中で 作る自由

売る自由ということで、計画外流通米が、どんどんと言ったら語弊がありますけれど、流

通拡大していくという実情があったわけで、私は何も浸透してないどころか、法の趣旨は
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しっかり浸透していた証左ではないかと思うのです。

むしろ逆に、私は、食糧法で設定した計画生産の実施、それから、その具体策としての

農業者への生産基準数量の配分とか、そうした部分の運営にむしろ問題があったのではな

いか、と思うわけです。全部その責任をおっかぶせるつもりは毛頭ありませんが、そうい

う側面があったのではないかと思うのです。

、 、 、ですから 米政策を抜本的に改革する していかざるを得ないという客観情勢があって

そのことは私も十分過ぎるほど認識するわけでありますが、その際、例えばこの資料に整

理されておりますように、米の需要減少等情勢変化が大きく生じていること等が背景にあ

るのであって、そのことは自覚の欠如とか、認識の不足とか、それから系統の事業方式の

問題があったとか、必ずしも全部そういうことだけで整理していいのかという気がするの

です。むしろ法制度の仕組み方や、それから政策の運用の仕方、とりわけ例えばこの間の

水田農業の構造改革に有効な手を打つということは、一方で経済全体が動いているわけで

すから、そういう動いた中で政策が果たして本当に有効に機能できる環境状況にあったか

どうかということも当然あるわけで、なかなか狙いどおり打てなかったということもある

と思います。

それから、食管法から食糧法に変わっていくときのその時点、その時点での政策判断な

り、そういう政策判断をせざるを得ない実態があったということだと思います。例えばあ

のときに、食管法から食糧法へ、かくのごとく大きく実は変わるんです、なんということ

を大々的に言って、そして法律を国会で通すことができたかということを考えたら、これ

は到底できないですから、いや、変わるものではありませんという言い方をせざるを得な

かったわけです。

ですから、私は何といいますか、今回の米対策、米政策の改革は、あれもだめ、これも

だめ、だから認識不足と自覚不足というのではなくて、全体としての総反省、総総括のも

とで対応を仕組まないと到底進まないのではないか、こんな風に思うわけです。後半部分

は、感想ではありまして、申し訳ありません。

○針原企画課長 後段部分の感想、まさに私ども農政担当者として、この研究会の中間取

りまとめ、非常に厳しいものとして反省を込めて受け止めております。

ただいま米をめぐる事情を説明いたしましたけれども、もちろん自分たちのやってきた

例えば１つの政策で複数の目的を追っかけてきた。それがまさにそういうことだから一所

懸命やるんだということで30年間やってきたわけですが、それがいけなかったのではない
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かという、今、山田委員がおっしゃったように、政策のあり方そのものに対する御批判で

ございます。説明していて非常に悲しくなるような資料になっているわけでございます。

それも含めて、しかも、どこの部分、誰がということではなく、全体を受け止めて、全体

をどのように見直すかということが必要ではないかと思う次第でございます。

次に食糧法の制定の経過の御指摘がございました。確かにその際の説明といたしまして

は、食糧庁におきまして、新制度について、民間流通を主体とするということになるとい

うこと、このことをとらまえまして、その時点においても政府米が主体といいながらも、

実態としては民間流通が７割、８割になっている。そういうことからすれば、そういう民

間流通が主体だといっても、その意味では、大幅な変更はないということを説明した経過

が資料として残っております。

ただ、それが、米の流通のシェア、政府米のシェアが大きく急激に減るんだ。そういう

ことではないんだよというところまででございまして、国の役割機能そのものが大きく変

わっているということは国会におきましても再三、御説明している次第でございます。

○八木分科会長 生源寺委員のほかにも何人かの委員の方にも御尽力いただいております

ので、適宜御発言いただきたいと思います。

○生源寺委員 きょうは、私はなるべく発言を控えようと思っておりますけれども、いわ

、 、ば今回の中間取りまとめは 私が言うのもちょっと口はばったいわけでありますけれども

ある意味では食糧法以降の米政策、あるいはそれ以前も含めてということになるかと思い

ますけれども、批判的に総括をしたということであります。

その中には、山田委員の御指摘の点もあるいは当然含まれていたということになろうか

と思います。その受け止め方なり、表現の仕方はいろいろあるかと思いますので、中まで

立ち入ったお話は控えさせていただきたいと思います。

ただ１つ、国の関与が後退していくのではないか。あるいはもっと強めるべきである。

あるいはこれまでどおりというような議論があるわけですけれども、これは私の私見であ

、 、 、りますけれども その問題があることはもちろんなんですけれども 問題の立て方として

少なくなるとか、増えるとかいう、それが良い悪いということは、それだけで判断できな

いのだろうと思うのです。

これこれの政策は、例えば消費者にとってどういう意味を持ち、あるいは国の財政とい

う観点から見てどういう意味を持つ。したがって、ここはこういう形で国が関与すべきで

あり、あるいはここはこういう形で国が関与すべきではない。その政策の意味内容なり、
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その及ぶ効果というものをきちんと見た上で、また、これから行う政策について、これは

こうであるということを見通した上で、その上で国の関与はどうあるべきかという議論で

あれば、これはいろんな形で建設的な議論ができると思うわけですけれども、ただ、減る

のは困る。いや、強まるのは困るという、この軸だけで議論をしていても、恐らく多分ら

ちがあかない、こういうふうに思います。これはまさにケース・バイ・ケースでもって、

それぞれについて考えていくべき問題かと思っております。

○八木分科会長 どなたかございますか。

○竹内委員 流通部会のは加倉井さんが中心になってまとめていただいたので、ちょっと

流通の方は、私はあんまり参加していなかったので、主に生産調整の方を中心に参加した

のですけれども、全体の回数を重ねて、多数の関係者、参加されましたけれども、私の印

象としては、非常に危機感を皆さん、持っておられる。内容が全部一致しているかどうか

は別として、30年間、生産調整をやってきて、どうも今までのやり方だけでは、先行きが

詰まっちゃうな、このままでは矛盾が拡大して、相当困ったことに全体の仕組みがなっち

ゃうな。そういう危機感は非常に皆さん、お持ちだったなという感じがします。

全体の取りまとめもここにありましたし、その過程で、だんだん地域検討会なんかも重

ねていくうちに、御紹介がありましたように、後半、最後の方は大変白熱した議論になっ

て、ちょっと研究会、審議会としては、これだけ白熱した議論がこれだけ重ねたというの

は珍しいケースだったのではないか。そういう危機感が非常に皆さん、あるということだ

ったのではないかなと思います。

私もその過程で幾つかお願いしましたが、１つは、これだけの危機感のある大きなテー

マですので、無理してまとめない。あるいは両論併記にしない。あるいは足して２で割る

ようなことはしない。明確なメッセージが、農家の数も多いし、納税者、国民、消費者も

のすごい数が多いわけですから、何を言っているかということが伝わる。両方の要素があ

るので適切に対処するというような、そういうようなことは、そこまでしかたどり着かな

い場合には書かない。そういうようなことはお願いしまして、その点は皆さんの御賛同を

得られたような気がいたします。

それから、この政策目的と政策手段との間には、おのずから数の相関関係があるので、

２つの政策目的を１つの政策手段で達成しようというのはかなり無理がある。その結果、

片一方の政策目的が足を引っ張られちゃう。典型的な議論は私は麦・大豆の転作奨励金か

なという感じがするのですが、麦・大豆のこれからの問題こそ非常に大きなテーマであっ
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て、かつ今の政策手法で麦・大豆を拡大していく。それで自給率改善に若干寄与するとい

うようにしていこうとすると、全体の政策が全然つぶれちゃうわけです。したがって、こ

れはこれから大きな宿題の１つかなと思っていますが、この麦・大豆こそ大きなテーマで

あり、かつこれが市場でもって収支生産者事業、それなりのビジネス需要のところで引き

取ってもらって、買ってもらってはじめての話ですが、そこにいくに、つまり価格の関係

と助成金の関係が、バランスが、助成金の関係のバランスがかなり大きい。麦・大豆につ

いては。その助成金が単一価格である。市場価格そのものは当然市場を通してどんどん市

場化していますから、したがって、市場のニーズに合うような品質、内容のものが高い価

格が設定されて、市場で引き取り手がないようなものは低い価格になっておる。これは当

たり前なんです。

こういう形であって欲しいわけですが、その助成金の大きなところは単一になっていま

すから、どうもやはり政策目的が２つある。担い手の目的と、麦・大豆の振興の目的と２

つある。それを１つの手法、つまり基本的に圧倒的に大きくなっているのは、稲転麦・大

豆助成金なんですね。ですから、そこもどうもうまくいってないというのが１つの典型的

な例かなという気がするのですけれども、そういう具体的な点も御議論いただいて、これ

から具体策がそうだと思うのですが、全体としてお願いしたのは、この議論は、これだけ

の関係者が多く、長い間重ねてきて、将来にとっても非常に大きな問題ですので、したが

って、過去の分析をぜひやってほしい。その分析を、政府がまずかったとか、農業団体が

まずかったとか、系統はこれじゃまずいよ。そういうような、どこがまずかったかという

のではなくて、ちょっとうまく言えないのですが、分析をしてほしいけれども、だれが悪

かったというような議論は建設的ではない。先々、どうやっていったら、良い体系が、良

、 。い実態ができるかということに いろんな立場の人が共同で参加してつくりあげていこう

そういうことで、またそういうことを皆さん、おっしゃっる方が多くて、そういう感じの

議論にパーフェクトでないにしてもなってきたかな。まだいくつも宿題が残っているので

すけれども、そんな印象を持っております。

それから、一番私が個人的に、皆さんの御議論でわかり、あるいはまだ意見のすり合わ

せができなかった大きいポイントは、座長がおっしゃったように、最終的には政府の介入

のない世界、あるいは非常に少ない世界。しかし、その途中の過程、それを座長がおっし

ゃったほどきれいにまだ出てきていないと思うのですが、経過的な関係、そこに１つ選択

制という言葉が出てきます。これも選択制も十分考えるべきである。しかしマクロの需給
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が調整できるというようなことも、そういう範囲内で選択制も考えるべきであるというよ

うな表現になっておりますが、選択制と生産調整、つまり供給カルテルというのは、それ

自体矛盾するわけですから、したがって、そこをどうかというのは私は経過プロセスとし

ての仕組みとして非常に心配になって問題提起を何回もした。

、 、 、 、私が非常にびっくりしたのは 行政の担当者の方 この方は例えば県の方 市町村の方

特に市町村の方は現場をよく御存じで、事柄もよく御理解いただいて、一番苦労している

のですが、どちらかというと、こういう方々が選択制、あるいはもっと自由化していかな

いとこの問題は解決しないのではないかということをおっしゃる方が非常に多いので、私

は市町村、県、特に地域に近い行政の実務の方が、お米の問題、生産調整の問題について

、 、の危機感が非常に強いのだな これは私はちょっと事前に予想したことと違っていたので

いささかびっくりしたのですが、そういうようなことが感想として持ちました。

○加倉井委員 今まで余り出てないようなお話だけ申し上げますけれども、１つは生産調

整に関する研究会として始まったのですが、実は中身は米政策全体というか、あるいは日

本の農政全体の話を作り上げたということがあります。

それはそれで大変非常に面白い経験をしたし、頭の体操にも十分なったし、良かったと

は思うのですが、１つは、ただ、この前、ラジオでこの話をしたときに気がついたのです

が、これは日本の農業政策全体を構築する話なのに、これをやった本研究会委員の名簿を

見ますと、全体として22人なんですが、農協関係者が８人、農家が２人、要するに10人、

そして地方自治体が６人、どうして地方自治体かといいますと、実はこの生産調整という

のを現場でやっているのは農協さんだけではなくて、地方自治体が非常にやっているもの

、 、 。 。 。ですから 地方自治体の人が入った これが６人 これが圧倒的多数なんです 要するに

ですから現場の状況は非常によく反映はされたけれども、しかし、それは日本の農業の全

体像を構築するのに果たしてこれで本当によかったのかというと、必ずしも私はそう思い

ません。

ですから、ここですべてが決まったとは思っておりません。例えばその中でマスコミは

１人、大学教授１人、消費者団体１人、これで日本農業のコスモス、宇宙を作っていいの

かというと、ええっという気がしながら、しかし、私のラジオの放送で最後で何を言った

かというと、全体としてはこうだろう。もういろんな事情があって、政治的なものがあっ

て、いろんなことがあって、本当に国会で法律がどの程度、どうなるかなんていうことは

あるけれども、しかし、全体としては、方向としてはこんなものではないか。これ以外に
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あんまりないのじゃないかということは正しいというふうに思うのです。ですから、この

辺の兼ね合いが１つ。

もう１つは、この報告があった後、２つの県へ行って、これはどんなことを考えている

のかという説明をいたしました。１つの県へ行きましたら、非常に殺気立った雰囲気であ

りまして、私の説明をする前に、司会をする方が私のところへ走って来まして、加倉井さ

ん、非常に失礼なことを申し上げるかもしれないが勘弁してくださいと言ってから始まっ

たという、そういうところが１つある。つまり、これについて反感を持っている地域もあ

る。もう１つの県は全然違って、話し終わった後、みんなが私のところへ来て、いや、な

るほどそういうことか。ああ、そうですかというようなことを言ったということがありま

す。

つまり、こういういろんな反応があったということは、これからが大事だということで

して、どう説明するかとか、あるいはどういうふうに、先ほど単純な言葉で言うと、まず

いとか、まずくないとかいう話がありますが、それをどう使うか。単純な言葉を使うとわ

かりやすいけれども、しかし、同時に間違いかねない。そういうこともありまして、例え

ば自己責任ということはどういうことか。自己責任を取れという意味は、今まで自己責任

を取らなかったという前提になるわけですから、これはどういうことかとか、いろんな問

題が出てくると思うのですね。それを少しずつ説明し、説得していかないと、この報告の

価値というか、効果というのは落ちてしまうのではないか。それが大事ではないかという

ようなことを思いました。

以上です。

○八木分科会長 ほかにございませんか。質問でも御意見でも構いません。

○甲斐委員 消費者としましても思うのですけれども、日本の農業は大変なところに追い

込まれているという危機感は、私どもは勉強もさせていただいたので大分感じていたはず

なんですけれども、この危機感の持ち方がすごく温度差があるといって、今、おっしゃら

れたお話でもそうですけれども、県によって違うというのは、例えばその県の置かれてい

る土地、地形のあり方とか、気温のあり方とか、そういうことでもあるのだと思うのです

けれども、なにしろ日本の場合は、どうしても今、ＷＴＯの問題を無視して考えられない

わけですから、そうしたら、やはり自分の国の中で何か付加価値をつけて、これだけはど

うしても自給で守るんだということを示さなきゃいけないのだろうと思っておりました。

それはお米だけに限らず。そうしたら、適地適作というのですか、それとか、もうお米に
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、 、頼っていれば安全だということではなくて 自分たちのところで何ができるかというのは

いち早く感じて、住民と一緒になって動き出している地域、小さい市町村の方が逆にかじ

取りが早いのかもしれません。随分そういう例を伺いますし、特に私は自分が食糧難の時

代に飢餓を知っているものですから、食育が大事だということを申し上げまして、今、学

校給食の中に食育をやはり入れていくという方向を打ち出していただけたので、学校給食

に地場のもので、教育も含めておいしさと安全も含めて送り込んでいこうという動きも、

もちろんできるところとできないところとありますけれども、できるところは随分進めて

おられると思います。これは今すぐ効果が上がるのではなくて、教育というのは長い時間

のかかる問題ではありますけれども、大変いい方向だなと食育の面では思っております。

ただ、もう１つ、今、いろんな不祥事が出て、トレーサビリティーだとか、安全、安心

指向にどうおもねるかといったらおかしいのですけれども、おもねるかというような形で

動きが始まっていることに私は大変懸念をいたしておりまして、やはりものには絶対いい

ということはあり得ても、それに幾らお金がかかってもいいということになりませんし、

それに何人もがかかわり合って、どんな膨大なシステムになるのかという不安もありまし

て、トレーサビリティーが方々で引っ張りだこで、そこの辺がどういう風にこれから整理

されて、私どもが安全を望むというのは、どういうところなのかというのをもうちょっと

普通の食べる人の意見をいろいろ聞きながらやっていっていただきたいなという今、感想

を持っております。

○平沢委員 我が国の水田農業のあり方につきまして、それを産業としてどのように構築

していくかということで大変いろいろな視点から御検討されている。その御努力に敬意を

表します。

これまでまとめられた報告につきまして御意見を申し上げさせていただきます。水田の

有効利用による国土の保全と食料自給率の向上ということが重要な機能と役割としてあげ

られておりますが、国土の保全という視点からしますと、水田をどの程度、どのように維

持していくのか、ということをまず考えていく必要があるのではないかと思います。そし

てその上で同時に食糧生産をどのように日本で確立していくかということが検討として重

要であるのではないかと思います。

それから、つぎに、食料自給率の向上ということに関してでございますが、国内の米の

消費、米の需要はますます少なくなるということは、先日の新聞にもありましたように予

想されている。この予測に基づけば、水田での稲作は縮小せざるを得ませんが、農業とし
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て成立していくためには、どのように稲以外の他の作物の生産を合わせて確立していくか

ということが、先ほどの御意見にもございましたように、大きな問題となると思います。

その際に、ここに１つの方向性として示されているような水田の畑地化ということもも

ちろん当然考えられますが、どういう風にそういった作物の生産基盤を長い目で見たとき

に作っていくかということも合わせて考えていく必要があります。

畑地化ということも当然１つの方策として考えられますが、生態系という視点から見た

ときには、水田の役割というのは国土の保全と同様に大変重要と考えます。と申しますの

は、畑作物の場合には輪作ということを当然考える必要があるわけでございますが、輪作

の中に水稲を入れることの意義は色々な角度から評価されています。

このように考えますと、これから水田を農地としてどのように考え、作っていくのかと

いうことを明確にすることがこれからの農業の基盤を確立していくという長い目で見た時

には大変必要になってくると思います。そのことが問題の解決と、それから環境保全型農

業の必要性が今、多く言われていますけれども、そのような農業や作物生産にもつながっ

ていくのではないかと考えます。

、 、 、水田利用のあり方 そして条件整備事項の検討は これからと紹介されておりますので

ぜひその辺のところも踏まえた上で御検討いただきたいと思います。

以上です。

○村上委員 この中間報告で、私としてはメッセージが明確に伝わるわかりやすいシステ

。 。 、ムとなっているか ここら辺に非常に共感いたしました 普通のこれまでの色々な審議会

委員会の報告の中で、こんなにはっきりコミュニケーションの重要性といいますか、情報

の大事さをお出しになっているのはそう多くはないのではないか。この辺は非常に同感を

いたしまして、いいお仕事をなさってくださったという気がいたします。

先ほど来、出ておりますが、これは生産調整の研究会でしたが、日本の米政策全般に及

ぶ問題だ。確かにそのとおりだと思いますので、そういう視点から見ますと、コミュニケ

ーションの対象にもう少し消費者の部分も多くあってもよかったのではないか。ここでは

表示の問題に接点がございまして、確かに米の表示というのは、ブレンドをした時の効果

や、味の問題もからみますので、情報としても非常に難しくなりますが、そこにも工夫が

いるでしょうし、もう少し米の現状全般の情報というものも積極的に発信するような方向

へ向かうとよろしいかと思います。

それから、ではコミュニケーションの中身でございますけれども、先ほどもお話がござ
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いましたように、マスメディアが少し問題で、わかりやすいけれども誤解を招くようなキ

ャッチフレーズというお話もございました。ものを伝えるのが商売のマスメディアでもな

かなか正確にしてわかりやすい情報というのが十分できていないということで、自戒を込

めて申し上げたいのですが、やはり正確にわかりやすく伝えるということは、それなりの

技術もいるでしょうし、努力もいるでしょうし、そういうことを考えますと、やはりこれ

からの農業政策の中に、コミュニケーションをもっぱら扱うスタッフだの、そこに充当す

る時間だのにやはりこれからウエートをかけていっていただきたい。これは要望でござい

ます。

○細野委員 ２、３、質問、あるいは今後の議論への希望として申し述べたいと思います

けれども、米政策全般に関する見直しということで、あるべき姿を描いてそこへの道筋と

いうことで御説明があったのですけれども、あるべき姿ということももちろん大事なんで

すけれども、自然体で推移した、あるいは今後の現状からそのまま考えていった場合に、

今後５年、あるいは10年の長期的な米の需要量、あるいは生産量、あるいはそれに必要な

面積とか、あるいは農家の数とか、そういう長期のビジョンといいますか、あるいは予測

といいますか、それに関して、恐らく専門家の方々は皆さん、共通の御認識で議論されて

いるのだと思うのですけれども、この中間取りまとめを読ませていただいた我々にとって

は、その辺がまだ余りよくわかってなくて、個別の制度なりの議論になっているので、少

しわかりにくいという点がありますので、もう少し長期予測、ビジョンを示していただい

た上で個別の制度について議論していただくと大変わかりやすいのではないかと思いま

す。

そうすると、先ほど竹内委員が、皆さん危機感を持っていらっしゃるということをおっ

しゃっていましたけれども、現実に数字でお示しいただければ、その危機感というのも、

我々も、読んだ人も共有できるようになるのではないかということが１つです。

それから、あとは若干個別の話になって恐縮なんですけれども、１つは先物取引につい

て、ややまだ消極的といいますか、当面はまだ……というような形で御説明があったと思

うのですけれども、原則的に言うと、先物取引というのは社会全体でリスクを配分する仕

組みですから、これは大変重要な制度だと思います。というのは、現状では、要は農家の

方々と国が米生産に関わるリスクを集中的に負担しているという状況ですから、それをも

う少しリスクを負担できる人、あるいはしたい人、意欲のある人はリスクを負担して、そ

うでない人はリスクを回避できるという、そういう社会全体でリスクシェアするような仕
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組みとして先物取引というのは機能し得るはずですので、もう少し積極的に考えていただ

いていいのではないかと思います。

というのは、自己責任を例えば農家の方に求めるといった場合に、誤解されかねないの

は、要するに農家の方々が全部リスクを背負わないといけないという風に考えられがちな

んですけれども、自己責任を問うということは、リスクをヘッジできる手段も同時に合わ

せてあってはじめて自己責任を問えると思いますので、そういう意味で、先物取引だけで

はないかもしれませんけれども、１つの有力な手段として考えていただけないかなという

のが１つです。

それから、最後にもう１点だけですけれども、米政策全般の見直しということで御説明

があったのですけれども、御説明を聞いていますと、土地の関係、農地の関係、あるいは

経営形態の関係といった構造政策については、これはまだ今後の議論ということになるの

かもしれませんけれども、まだ方向性が余り明確でなかったような気がしますので、今後

どの程度踏み込んで御議論されるかわかりませんけれども、長期の話としては大変大事な

話ですので、さらに突っ込んで議論していただければと希望します。

以上です。

○針原企画課長 まず今後の長期ビジョンと申しますか、需要なり、農業就業人口の予測

でございますが、この研究会の中間取りまとめの後、各方面への御説明の過程で一定の試

算を行っております。例えば平成22年、2010年の需要量でございますが、過去10年の需要

実績を元に試算しますと、現在、900万トン程度ございますけれども、766万トン、それか

ら年齢階層別の消費動向、あるいは将来の推定人口をもとに試算しますと815万トン、で

すから766万トンから815万トンになっていくのではないか。それを生産するのに必要な作

付面積でございますが、144万haから154万haでございます。現在は174万haの作付が行わ

れておりますが、それが20万ha減少する。また、水稲作付農家数につきましては、現在の

増減率を用いてそれを伸ばしますと、平成22年では151万戸から156万戸になるであろうと

いうことを一応の試算としてお出ししております。

○八木分科会長 よろしいでしょうか。ほかにございますか。

、 、 、○中田委員 全くの素人で 随分今 ざっと御説明を聞きながら読ませていただきまして

抜本的な見直しをなさるんだなということでは、これは生産者も、それから農協さんも含

め、消費者も含めてすべての人がある一定の合意点というものがないと、これは前へ進ま

ないのではないかという感想を持ちましたけれども、こういう政策ができればすばらしい
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なと思いながら、後継者不足というところで随分気になるというか、前から気になってい

るのですけれども、やはり米農家というのは自分たちで食べていけないんだということで

後継者がいないのか、それとも経営が成り立つようになれば、やはりうちの息子は農業を

継ぐんだよという、そういう農業者が出てくるのか。その辺がちょっと私たちには見えな

いのですね。

それとか、いろんな意味で米の消費が起きているよといいましても、私たちのようにい

ろんなこういうところへ出させていただいたりとか、それから、いろんな懇談会だとか、

それからシンポジウムなどに参加させていただくとよくわかるのですけれども、それ以外

の人、大方の人方はどういう状況に今、お米のお値段だとか、作り方だとか、いろんな流

通関係、そのものもほとんどわかっていらっしゃらない方が多いのではないのかなという

気がします。

先ほど村上先生からもおっしゃっいましたけれども、やはり情報を常に共有できる状況

にさらけていただきたいな、そんな気がしております。農協さんのいろんな今、施策が表

に出てきておりまして、私たちも関連でいろいろお話を伺いますけれども、相当御苦労な

さっていらっしゃるのです。ですけれども、その御苦労は、やはり消費者には伝わってい

。 、 、ない この本文から言うと やはり生産者にも伝わっていないのかなということであれば

この辺は改善していかなくちゃならない問題なんだなというふうに考えております。

全く素人で、的が外れているかもしれませんけれども、ただ単に情報を受け取っている

はずの私たちでさえ、これだけのものは全然わかってなかったというのが現状ですので、

もっともっとわかりやすい情報を流して理解をしてもらう、そういう努力も必要かなとい

う感想を持ちましたので、これからよろしくお願いしたいと思います。

、 。○八木分科会長 五月女委員 後継者の問題を含めて御意見をいただければと思いますが

○五月女委員 今のお話、この全体を見させていただきまして、非常にはっきり言って苦

労なされて中間取りまとめをいただけたなと思っております。

我々、農業者をはじめ、山田委員のところもそうですけれども、こういう中間取りまと

めを受けて、さて次のステップ、一番私は大事なところは、今、我々お米はじめ、すべて

の農産物が産地間競争をやっておりますけれども、産地間競争のはざまで海外から入って

くるものがどんどん多くなるというのが現実だと思うのです。

今、水田面積の表示もありましたし、これから残される水田の面積のお話もありました

けれども、ならば誰がにくまれ役を買って出るか私はわかりませんけれども、その水田を
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、 。どう どこで作付けしていくかというシステムを新たにお作りいただけなければならない

これは農業者団体が自らやれと言えばやるのでしょうけれども、そういうことになります

と、色々の問題、支障が来しますから、新しい機構が必要かなとは思っております。

それと後継者問題ですけれども、私のせがれも、生産者が何人もいますけれども、皆さ

ん、苦労しながらも後継者を確保しながらやっておりますけれども、親父がそれなりの努

力をし、親父の姿を見て、夫婦の姿を見て、せがれたちが跡を継ぐというのが現実であり

ましょうし、ほかの経営の目標値がいろいろありますから、そういうものを目指してやっ

ているのが現実であります。

ただ、ここで示されているように、１万戸で４人の後継者しか育たないといっても、耕

作がされない土地というのは、私は栃木県ですけれども、さほど見当たらないですね。そ

れは中山間とか、非常に難しいところへ行けばありますけれども、私が田植えが終わるこ

ろには、もう県下全部田植えは終わっているという現実でありますし、新幹線に乗ってこ

こへ来るに至っても、大体田植えは終わっているというのが現実です。

ですから農作業をやらなかったかということではなくて、むしろ現状、米が余っている

のですから、先行きが心配とするならば、先ほど細野委員も言いましたように、私も先物

というものに対して非常に興味を持っておりますし、経済の原則から言うと、ああいうも

のになるのかなと思っております。先物の市場のあのときのお話もしましたけれども、そ

ういうものが農業高校なり、そういう教育の場でお話しされているかというと全然されて

ないですね。私はそこを一番懸念しているのです。自由主義のこの世の中で、そういう面

の勉強が足らんというのは、やはりそういうものを普通の意識として持っていただけたら

幸いかと思っています。

一番私たちが、ここで転作のお話も出ましたけれども、直視しなくちゃならないのは、

転作面積をどうするか、あるいは畑地化のお話も平沢委員から出ましたけれども、基盤整

備をしたときには畑地化ができるような方法でということは補助事業で組み込まれていま

すけれども、本当にそれが畑地化かというと、必ずしもそうでないのですね。先の台風で

私のところは300ミリの雨が降りました。大豆は何とか助かったです。ところが私は山ウ

ドをここ20年作っておりますけれども、私たちの地域で125町歩の山ウドがありますけれ

ども、60町歩の山ウドが枯れてしまいました。そういう面に対応するだけの畑地化にはな

っていないですね。基盤整備といえばもう田んぼに決まっている。水田に決まっている。

稲を作るということです。当初から畑地化をやるというほ場整備ではないですね。そうい



-33-

う全体の姿を見たときに、水田単作の後継者不足というよりは、むしろ水田を利用した後

継者という位置づけの方が、ここでいう専作という、専作農家ばかりが水田をつくってい

るわけでありませんから、複合経営をどう維持管理するかということになれば、勢い、今

以上の細かい配慮を持った政策が必要かなと思っております。

それと認定農業者制度がありまして、非常にシフトされた制度がいろいろできてくださ

ってうれしいのですけれども、例えば現状で、私たちの地域にも認定農業者が非常に多く

おりますけれども、その認定農業者の担うべき水田面積というのが市町村によっては示さ

れておりますけれども、農家の自らが申し出た面積というものが統計的には出てないのだ

と私は思うのです。将来的な認定農業者がこれだけの水田面積をということは、希望とし

てありますけれども、現状はどうなんだということは、現状の把握している面積と我々が

目標としている面積というのが出ていないです。ですから過程として担い手にということ

を今、会長からお申し出がありましたけれども、私たちの後継者が目指す経営をどんどん

やらせるということになれば、やはり先々、先の見える施策を我々も参加し、消費者の方

も参加し、あるいは一般経済界も参加しという多様な方々が参加した中で合意が得られる

政策がとられれば幸いかと思っております。

○八木分科会長 ありがとうございました。

○岡本委員 生産者として、これだけのエネルギーを費やしてというか、たくさんの方の

力でというか、中間取りまとめをいただいたことを本当にうれしく思っております。

私の見えるのは本当に狭い範囲でしか見ておりませんけれども、その中で意見といえる

ものもないし、感想みたいなものなんですけれども、残念だったというとおかしいのです

が、ある近くの会場だったもので、研究会の会場へ行って聞かせていただきました。壇上

で意見を言われた人、きょうはこれ、優良事例の発表じゃないよというような印象を受け

て帰ってまいりました。会場からは少し厳しい意見が出たもので、ちょっとほっとしてと

いいますか、納得して帰りました。このままでは何も問題がないと思われてしまうかもし

れないみたいなことを感じてまいりました。それが感想だけなんですけれども。

私の近くの小さなグループなんですけれども、米づくりもだんだんと変えてきたとか、

今までのように、ただたくさん取れればいい、10俵を目標にしていました小さなグループ

があるのですけれども、うちもそのメンバーなんですけれども、10俵を目標にしていまし

たが、何年か前からは８俵に落としました。やはり味を大切にしたい、買ってもらえる米

をということで減らしました。今はもうただ取れればええじゃないよ、そういう時代じゃ
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ないということをみんなで話し合って、ですから、その人たちは生産調整の目的、意義と

いうのですか、それもよく理解して、しっかりとやっています。理解してます。

話が飛び飛びなんですけれども、生産調整のところですけれども、すごく今、先生が、

言葉が悪いですけれども、参加、不参加の自己責任というか、主体的に自分が参加すると

か、不参加というのをきれいに言われました。すごく私が聞いていてきれいごとに聞こえ

たんですけれども、それで経営判断に基づいてといわれますと、果たしてそれができるか

どうか、損益関係なしに、ただ、ただ、米を作りたいという人が多い地域なんですね。で

すから、それですと、今までの頭、強制もしない方がいい、確かにそれも理想です。でも

今までそれがあって集団で目標が達成されてきました。これからも強制はしないとは言い

ながら、ある程度の目標は出されると思うのです。それをこなすには、そんなことを言っ

ていてというとおかしいのですけれども、果たして満足のいく調整ができるものかどうか

すごく不安になっております。

多分集団はつぶれていくだろう。私たちの地域では集団はつぶれていくだろう、そして

協力を求めるのがだんだんと難しくなっていくのではないかなと思っております。

それから、今、麦の補助金のところで、これは私もまだちょっとよくわからないのです

けれども、転作作物として麦を作って、ミスマッチを承知で麦を作っているところなんで

すけれども、これがどうなるか。今、お話を聞いていてよくわからなくなってきたといい

ますか、本当に申し訳ない話なんですけれども、それを承知でやっていたというとすごく

自分たちの首を締めてしまうようなことになってしまうのですけれども、転作農作物とし

て取り扱われなくなって、補助金もなくなるとなると、この後、その地域はどうしていっ

たらいいのかな、代わるものはどうなるのかなと思ったりします。

それから、備蓄のところは、これは自分でもよく理解できないのですけれども、今、い

っぱい有事の関連の法案なんか、難しくてよくわからないのですけれども、そこでやはり

食料をしっかりと確保する。食料がなくてはどうしようもないという意味から、一番大事

な部分ととらえていただきたいなと思います。

それから、最後ですけれども、生産者の中には、今の政策というか、これからの政策に

ちょっとさめている人もあるのではないかなと思います。私は三重県ですから、伊勢平野

です。伊勢平野のど真ん中にみえるというか、それこそ意欲を持って農業に取り組んだ認

定農業者になるのが一番だとして取り組まれた人でさえ、もう今、出された政策の中で、

自分の有利なところというか、いいとこ取りでやる。そういう恵まれた地域にいて、恵ま
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れた人でさえ、自分たちが何をしたいのか、どうしたいのか、それがもう言えなくなって

いる。何をして欲しいかさえも言わない。これはこういう研究会が意見を募集したけれど

も何か言ったらみたいなことを言ったら、もう言うてもしようがないというような感じだ

ったもので、そういう意見さえも言う気力もなくしているというのがすごく残念です。

、 、 、ですから これからの政策が そういう後継者の問題につながると思うのですけれども

期待の持てるというか、関心を持ってもらえる政策になっていってほしいな。すごくわが

ままなんですけれども、自分からそうしたらどうしたらいいんだ、どうしたいだと言われ

ても何も今、できないのですけれども、せめてみんなが期待というか、関心を寄せる政策

になっていってほしいなと思います。そうしたらおのずと後継者の問題も解決されるので

はないかなと思っています。まず後継者は儲からないと育ちません。できません。多分、

今の状態だったら、うちの息子はやりたいと言っても、私たちからは勧められなかった。

もう十何年か前だったものですから、それほどこういう状態になるとは思っていませんで

したので、ああやるか、ええやないか、ええやないかと。周りの人からは、あんたところ

は経営が安定しているのやね、後継者ができるのはと言われてちょっといい気にはなって

いたのですけれども、今では難しいかなと思っております。

以上です。

○八木分科会長 他にございますでしょうか。

○上田委員 いろいろ伺っていまして、私の思ったことは、平沢委員さんとか、五月女さ

ん、岡本委員さんからお話がありましたように、全部言ってもらいましたけれども、やは

り水田は米をつくるだけでなくて、国土の保全と食料の生産ということ。それから、米を

作っていくからこそ野菜もその後でできるということがいっぱいあります。

転作として麦とか大豆を奨励されていますけれども、製粉業者の方もいらっしゃいます

けれども、なかなか国産の麦は利用しにくいということも伺っています。それから大豆に

しろ、国産の大豆は高くて、それを商品にした場合に、やはり高くなくてはいけない。そ

ういうことはまた助成金とか何とかがかかります。それからそれを野菜に変えるというこ

とになりますと、お話がありましたように、輸入野菜が多くて、何を作って、どうしたら

いいかということで、青空市場とか何とかとても増えていますけれども、それが増えてき

た場合に、大きな市場を通して大量生産している野菜がどうなっていくのか、価格の問題

とか、それから消費者の方からお話がありましたように、安全性とか、流通段階の問題と

か、なんかもう百姓しておったら、何をどないしていいかさっぱりわからんという感じに
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なっているのが現状だと思います。

農林省の予算がすごく大変だということもわかりますけれども、米に関することが農林

省だけの問題かな。さっき有事法制のこともありましたけれども、そういう面からとか、

厚生省、栄養面とか健康面からのことも考えなくてはなりませんので、それをひっくるめ

た本当のもうちょっと大きな面でこの研究会が果たしていく役割がとても大きなことにな

っていて、何か日本の将来の食料ということについて真剣に考えにゃいかん時期に来てい

るのではないかなと思いました。

私の思いを話させていただきました。

○内舘委員 農業が果たしている多面的な機能ということを前提にして、しかし、今、地

球環境を守るというようなことが非常にクローズアップされているわけですね。そういう

中で、農業生産物そのものも需要によってコントロールされる。いわば利用者があっては

じめて生産が成り立つという、そういう宿命を持っているわけですから、今、米は非常に

過剰な状況になっていて、それを麦とか、豆とかの転作でもって何とか農家の所得をカバ

ーしていくというようなことでの進め方をしているわけなんですが、もう一度根本にもう

少しさかのぼって考えてみて、いわば農地そのものは元は森林だったわけで、森林の機能

、 、 、というのが今 非常に見直されてきているわけですから 一旦耕作を放棄されたところを

農業の問題ということに限定しないで、森林に返すということを政策として推進していく

というようなことがこの構造改革の中で検討されたのかどうか。あるいはするつもりがあ

るのかどうか、そこのところをちょっとお伺いしたい。

○針原企画課長 この中間取りまとめの中にもございますが、米づくりの本来あるべき姿

、 、 、の切り口として 水田における土地利用型農業のあり方 すなわち水田をどのような形で

どのくらいの量を維持していくのかという切り口がございます。それを踏まえて、今後、

土地利用のあり方を検討するように宿題が出ております。

ですから、今の問題につきましては、今後の検討課題の１つであるという整理が行われ

ていると理解しております。

○八木分科会長 よろしいでしょうか。

○中村委員 大変多岐にわたる検証と、将来の方向性ということで、勉強もさせていただ

きましたけれども、この方向性とか、こうあるべきだろうとか、こういうのが望ましいと

いうようなことがずっと書いてありますけれども、感想としては、これを実際上、いろん

な仕組みをつくったり、法律までいくのだろうと思いますけれども、相当大変なことでは
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ないかなということで、行政の皆さん方や、生産者団体の皆様方は、これから相当汗をか

かなきゃいけないのかなというのが感想であります。

１つちょっと私、わかりにくい、どうも理解力が乏しいものですから、教えていただけ

ればと思うのですが、計画流通米制度をなくします。ですから計画流通も、計画外流通も

何もかにもなくなります。将来的には、生産調整に参加するのは自己責任でやっていただ

きますが、それまでの間は、ある程度現行の生産調整の手法のようなものを使ってやらざ

るを得ないかもしれません。その時間軸といいますか、タイミングといいますか、要は生

産調整に参加するメリットと、生産調整に参加しないメリットというのは、これは仕組む

時点でうまく図れるものなのかしらというのがちょっと……。

ですから一旦ある生産調整に参加する。あるいは参加しないという風な選択肢の仕組み

を作った場合に、公平性の原則からいうと、生産調整に参加した方がメリットがある。だ

けど実際にはそのあと、色んな条件が変わってくるわけですから、相当難しい仕組みを作

らなければいけなくなるのかなということで今、聞いておりましたけれども、ただ、私の

理解が間違っているかもしれませんので。

○針原企画課長 今の御質問の御趣旨は、計画流通制度をなくす時点と、生産調整を当面

やるわけですから、そこで時間のずれといいますか、計画流通制度をなくして生産調整が

うまくいくのだろうか、このメリット措置だけでという御質問かと思いますが、現実問題

としましても、今、計画外流通に出荷されている方の大体９割ぐらいは生産調整に参加し

ておられる農家でございます。したがいまして、計画流通をなくさないの議論と、生産調

整が機能するかどうかという議論は、少し離して考えても可能ではないかと考えている次

第でございます。

○八木分科会長 よろしいでしょうか。

今の点については、これから具体的に多分議論を進めていくことになるだろうと思いま

すけれども。

○野村委員 この生産調整に関する検討会でございますが、大変広く意見を聴取されて、

ここまでまとめられたということに対して敬意を表したいと思います。

なお、私は流通業界の立場でございまして、流通業界の立場としましては、先般来、こ

の御説明をいただきまして、色々御意見は申し上げておるところでございますが、特に流

通段階においての総体的な感じでございますが、我々の業界は、先ほどもお話がございま

したように、平成７年に食管法から食糧法に移管をされたわけでございます。その時点に



-38-

おきまして、原則自由、こういうような観点で、それから７年が経過をいたしておるわけ

でございますが、現在の我々業界の末端流通というのは大変厳しい競争社会になっている

わけでございます。ここでいろいろ御議論をいただいて出されることは、むしろ追認的な

ものではないか。そういう受け止め方もいたしておるわけでございますが、特に先程、生

源寺先生の方からのお話がございました公平、不公平の中で、計画米、計画外、これも実

は業界内では非常に難しい問題だったわけでございまして、こういう風にはっきりしてき

たということは大歓迎であるわけでございます。

それでこういった対応方向というものが出ておりますが、我々業界としては、色々細か

、 。 、い点はございますが こうした方向性につきましては大賛成である むしろ歓迎をしたい

こういう風に考えておるわけでございます。

それから、問題は、生産調整において、透明性とか色々言われておりますが、やはり我

々流通業界におきましても、生産から末端流通までがやはり透明な公正、こういうものが

保たれるような制度といいましょうか、仕組みといいましょうか、こういうものが欲しい

な、そんなことをお願いをいたしたいわけでございます。

○黒田委員 まずは研究会の中間取りまとめに、これまでだけでも大変汗をかいていただ

いたことだと本当に感謝申し上げなきゃいけないと思います。まずは御苦労様ということ

なんですけれども、今後も大変だと思うのですが、今はあるプロセス、中間段階として何

が大事かなというのは、私なりに先ほど来、ずっと皆様の御意見など伺いながら考えてい

るのですけれども、この研究会が非常に意義があったことは、１つには農政全体からとい

、 、う大変大きな広いスタンスでお考えいただいていること 非常に複雑多岐にわたる問題を

問題点を的確に指摘しながら、わかりやすく、まずより多くの人が理解しやすくしようと

いう、そのあたりが大変御苦労なことで結構なことだと思うのですが、中間段階に来て、

いつがゴールかよくまだわかりませんけれども、ますます大変だな、これから何が大事か

なと考えるのは、広く大きくとか、全体といっても実は非常に難しいな。先ほど来、御意

見がいろいろ出ていますけれども、例えば水田を森林に戻すことまで視野に入れなきゃい

けない。この視点というのは何百年以上、100年よりも1000年ですか、大変な歴史的な視

点もいるわけですね。

それから、公平とか何とかといいだすと、それこそ全体を縦横斜め、どんな角度から、

一体全体というのはどういう角度を全体として問題にするか。それが実は非常に難しいの

ではないかなという気がしてまいりました。加倉井委員がおっしゃった、例えばこの研究
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会のメンバー構成が、やはり全体を考える上で何かちょっと問題がありそうだという御意

見だったような気もするのですが、そうは言っても、全体を考えられる立場の人というの

はどういう人かと私も簡単に答えが出ないほど難しいので、そのためには色んな調査をか

けて、そこを補っていくことだと思うのですが、そのことが１つ。

それから、やはり全体として考えるべきことと、当事者に対する立場、立場によって全

部スタンスが違うわけですね。その色んな様々な立場、様々なスタンスを持つ人たちの立

場をどこまで分けて、全体ではなくて分けて考える。分けて考えるということでは、生源

寺委員がおっしゃった供給調整と転作のサポートの問題は、例えば分けて考えるべきだと

いうようなお考えを示されたわけですけれども、この当事者スタンスの立場を単に調整す

るだけではなくて、全体の目的のためにどっかでどっかをカットして、どっかで優先順位

をつけていかなきゃいけないということになるのではないかと思うのですけれども、あく

まで全体、トータルとして考えなきゃいけない問題と、これはまずは個別の立場、立場に

よるスタンスの違いを先に検討しなきゃいけない。この２つの考えのどちらに属している

のか。全体として議論しなきゃいけないものは一体どういうテーマであり、どういう項目

、 。なのかということあたりは どっかの段階でもう一度検討しなきゃいけないのではないか

その立場による違いというのはまた別の、分けて考えきゃいけないという問題はまた別に

問題はあると思うのですけれども、この全体として考えなきゃいけない問題と、立場によ

って分けて考えなきゃいけない問題自体、そこをどう分けるかといった、何かその辺の議

論が段階的として必要なポイントではないかなと思いました。

以上です。

○八木分科会長 大体予定の時間がまいっておりますけれども、ほかに御発言なさる方、

いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、本日はどうも活発な御議論をありがとうございました。

皆様からいただきました御意見につきましては、本分科会としての取りまとめといった

ことはいたしませんが、冒頭でお話しましたとおり、議事録として整理し、公開すること

となります。その整理については私に御一任願いたいということでよろしゅうございます

でしょうか。

［ 結構です」の声あり］「

○八木分科会長 それでは、そのように取り扱うこととさせていただきます。
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閉 会

○八木分科会長 それでは、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。


