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開 会

午前１０時０２分開会

○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。

本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます 「平成15年産。

米穀の政府買入価格」及び「米穀の標準売渡価格」について御審議いただきたいと思いま

す。また、あわせて「平成15年産米穀の生産及び出荷の指針」についても御説明させてい

ただくとともに、去る12月３日 「米政策改革大綱」を農林水産省として省議決定いたし、

ましたので、これについても御説明させていただきます。

なお、村上委員、立花委員におかれましては、所用により遅れてお見えになるというこ

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、お忙し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 「平成15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、

御審議いただきたいと思います また ただいま企画課長からお話がございましたが 平。 、 、「

成15年産米穀の生産及び出荷の指針」と「米政策改革大綱」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、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。傍聴者の方々にはあらかじめ書

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

と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 本日の議事の進め方につきまして、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15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、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 「平成15年産米穀、

の生産及び出荷の指針 、並びに「米政策改革大綱」について説明を受け、その後質疑を」

行い、概ね質疑が出尽くした後、諮問に対する御意見の開陳をしていただくことといたし

ます。

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の作成を行い、答申案の作成が終了した時点で審議を再開し、答申を

とりまとめ、遅くとも午後３時までには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あります。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。よろしくお願いします。

また 「平成15年産米穀の生産及び出荷の指針 、並びに「米政策改革大綱」について、 」

は、価格の審議とは異なり、答申をいたすものではございませんので、分科会としての考

え方のと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

と考えております。

このような手順で進めさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。

それでは、そのようにさせていただきます。

長 官 あ い さ つ

○八木分科会長 それでは最初に、石原食糧庁長官からごあいさつをお願いいたします。

○石原長官 おはようございます。食料・農業・農村政策審議会主要食糧分科会の開催に

当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、御多用中にもかかわりませず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す。米は国民の主食であり、我が国農業の中核となる
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農産物でございますが、需要の減少、生産調整の限界感、担い手の高齢化等、まさに閉塞

というべき状況にございます。米づくり、水田農業の未来を切り開くためには、消費者重

視、市場重視の考え方に立って、需要に応じた売れる米づくりの推進を通じて、水田農業

経営の安定と発展を図る必要があります。

このため、先月29日に行われました生産調整に関する研究会の最終とりまとめ等を踏ま

えまして、これまでの米政策を抜本的に見直し、目標年次を明確にして、米づくりの本来

あるべき姿の実現を目指すため、需給調整対策、流通制度、関連施策等の改革を総合的に

実施する「米政策改革大綱」を決定したところでございます。

今後、関係の皆様方の御理解を得て、この大綱を着実かつ実効あるものとして、これに

沿って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賜りたいと存

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15年、

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

審議を賜りたいと存じます。委員各位におかれましては、米をめぐる諸般の事情を御賢察

の上忌憚のない御意見をお聞かせいただくとともに、十分御審議の上、速やかに御答申賜

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私のあいさつとさせていただきます。

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 どうもありがとうございました。

それでは、諮問及び諮問の説明等に入りたいと思います。

では、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。、

○石原長官 それでは 「諮問」及び「諮問の説明」を読み上げさせていただきます。、

諮 問

平成15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

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
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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14年12月５日

農林水産大臣 大島 理森

続きまして、諮問の説明でございます。

米政策については、需要の減少、生産調整の限界感、担い手の高齢化等まさに閉塞状況

にあり、消費者重視・市場重視の考え方に立って、需要に即した米づくりの推進を通じて

水田農業の経営の安定と発展を図る必要があります。

このため、今般、需給調整対策、流通制度、関連施策等の改革を整合性をもって実行す

ることを旨とした「米政策改革大綱」を決定したところであります。

、 、 、一方 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律においては 生産調整の円滑な推進

備蓄の機動的な運営、計画流通制度の適切な運用等を通じて米穀の需給及び価格の安定を

図るものとしています。

平成15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15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

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。

○八木分科会長 ありがとうございました。
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（２ 「平成15年産米穀の政府買入価格の試算」）

（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15年産米穀の政府買入価格の試算 、これ」

は資料２と３です。それから 「米穀の標準売渡価格の改定内容（案 、資料４につきま、 ）」

して、食糧庁企画課長から説明をお願いいたします。

○針原企画課長 お手元の資料１及び資料２と、資料３は政府買入価格の試算、一枚紙で

ございます。御説明申し上げます。資料３が１枚で大体すべてを御説明し得ると思います

ので、資料３をごらんください。

まず、政府買入価格でございますが、自主流通米価格の変動率と生産コスト等の変動率

を、50％ずつのウエートで、前年産の政府買入価格に掛けて、求める価格を決めておりま

す。前年産は１万4,295円、自主流通米価格の変動率は11～13年の平均と、12～14年の３

年移動平均の率で97.4％。生産コスト等の変動率は、括弧の中にありますように、労賃、

家族労働時間等々を全算入生産費によるウエートで按分いたしまして、0.9595、これを50

％ずつ掛算しまして、１万3,820円という価格になります。なお、この価格は対前年で475

円のマイナス。注にございますように、うるちの１～５類、１・２等平均、包装込みの価

格でございます。

その下の表でございますが、この１万3,820円を等級別類別に適用したものがこの表で

ございます。１～５類、１・２等平均価格を３類平均価格に移動させ、１等価格を求め、

包装代を引くと３類１等価格、１万3,748円が算出されます。この１万3,748円を等級間隔

差、類間格差で開きましたのがこの表でございます。

以上が、政府買入価格の説明でございます。

資料４でございますが、政府売渡価格、いわゆる米穀の標準売渡価格の御説明をいたし

ます。

１ページをごらんいただきたいと思います。政府売渡価格は、米穀の需要及び供給の動

向、家計費並びに物価その他の経済事情を参酌し、消費者の家計を安定させることを旨と

して定めることとされております。

最近の需給動向でございますが、これにつきましては、依然として緩和基調が続いてお

ります。

２つ目に、家計費及び物価でございます。消費者物価指数等々の数字でございますが、
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総合指数におきまして0.9％の下落となっております。

政府管理コストでございますが、保管期間の長期化等により、保管経費は高水準で推移

しております。

政府買入価格は、先ほど御説明いたしましたとおり、475円の引き下げを諮問しており

ます。

以上を勘案いたしまして、２ページでございます。平成15年１月１日以降の標準売渡価

格でございますが、買入価格の引き下げ額、すなわち475円を消費税で割り戻しまして、

その２分の１を消費者に還元する。買入価格の引き下げ額を消費税で補正した数値を、半

分を消費者に還元するという、これは例年用いております手法でございますが、それで求

めまして、226円、1.4％の引き下げでございます。

それを等級間類間に開いた数字が（２）でございます。なお、昨年と１カ所相違がござ

います。等級間格差でございますが、１等と２等の差、昨年は320円でございましたが、

本年は600円。自主流通米の等級間格差に合わせるという作業をしておりますので、600円

の開きとしております。

なお （３）にございますように、政府米の標準売渡価格を基準として定める実際の販、

売予定価格につきましては、政府米の販売状況等を考慮し、適切かつ弾力的に設定するこ

ととしたいと考えております。

３ページ目でございますが、ミニマム・アクセス輸入米でございます。国産米と同率の

引き下げというこれも例年のやり方に基づきまして1.4％の引き下げ、額でいくと165円の

引き下げ。したがいまして、１万1,738円という価格になるわけでございます。

以上でございます。

○八木分科会長 以上で諮問に関する説明を終わります。

（４）｢平成15年産米穀の生産及び出荷の指針」等

○八木分科会長 続きまして、｢平成15年産米穀の生産及び出荷の指針」等の資料につい

て、食糧庁計画課長から説明をお願いいたします。

○中村計画課長 それでは、私の方からは平成15年産米穀の生産及び出荷の指針、資料番

、 。号としては８番という番号が振られておりますけれども ごらんいただきたいと思います

まず１ページ目でございます。これは次のページの表の説明となっておりますので、２
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ページ目をお開きいただきたいと思います。真ん中に表がございますが、全体需給という

ところがございます。この部分の一番上、平成14年10月末の持越在庫量Ａという欄がござ

いますけれども、201万トンとなっております。ここから下にだんだんおりていくわけで

ございますけれども、今年のお米の生産量は、加工用等の21万トンを除きまして、868万

トンでございます。このＡとＢを足し上げまして、供給量は1,069万トンとなるわけでご

ざいます。

それに対しまして需要量でございますが、前回はここを900万トンと見込んでおりまし

た。最近の減少傾向、実績等を勘案すると、これを引き下げまして873万トンに設定して

おります。これを差し引きしますと、来年の10月末の持越在庫量は196万トンとなるわけ

であります。

次に、その下の方の平成16米穀年度というところに移ってまいりますが、平成15年産米

の生産をどう見込むかということでございます。後ほど御説明いたしますけれども、106

万ヘクタールの生産調整をするということと、単収が２キロアップの524㎏に増えており

ますので、この２つの要素を勘案いたしまして、生産数量は平年ベースでは855万トンと

見込んでおります。

需要量をどう見込むかという問題がございますけれども、減少傾向が続いているという

ことでございますので、平成15米穀年度における873万トンから13万トンほど引き下げま

して、860万トンと置いております。その結果、16年10月末の持越在庫量は191万トンを見

込んでおります。

今は全体需給のところでございますが、その右の方に計画流通米となっております。自

主流通米、政府米の内訳を簡潔に御説明いたしますと、一番上でございますが、201万ト

ンのうち自主流通米が46万トン、政府米が155万トンでございます。自主流通米のうちも

ち米が５万トンありますので、うるち米は41万トン、これは12年産米と13年産米の２つに

分かれているわけでございます。

次に、平成15米穀年度の計画流通米の需要量の内訳でございます。Ｄのところの内訳で

ございますが、最近の状況、販売環境が全体として厳しいということでございますので、

ちょっとした状況の変化で自主流通米と政府米の販売状況が違ってくるのではないかとい

う考え方のもとで、幅、～になっておりますけれども、幅で示しております。すなわち、

自主流通米の需要量は426万トン～431万トン、政府米の売却数量については15万トン～20

万トンということで設定しております。その結果、来年の10月末の持越在庫量につきまし
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ては、自主流通米で41万トン～46万トン、政府米で150万トン～155万トンということにな

るのではないかということで数字を置いております。

それから、その下の方に参りますけれども、来年の政府米の集荷数量、いわゆる買入数

量につきましては10万トン～15万トンと見込んでおります。この点につきましては下に注

がございますが、３）に売却数量と買入数量をそれぞれ予定しまして、売却数量が予定ど

おりいかなかった場合には、買入れをその分減らすという備蓄運営ルールを運用しており

ますけれども、今後も引き続き、そのルールを適用したいということでございます。

次にページをめくっていただきまして、３ページ目、４ページ目につきましては加工用

等の需給見通しを記載してございます。まず４ページの表をごらんいただきたいと思いま

す。計画流通米のところで自主流通米のところをごらんいただきたいと思いますが、生産

調整の内数として、平成15米穀年度に21万トン、それから、平成16米穀年度に24万トンの

加工用米を見込んでおります。需要も同数と見込みまして、在庫が残らないような形で適

正に運営をしたいと考えております。

他方で、右隣の政府米の方でございますけれども、本年10月末の政府米の加工用米、い

、 ）わゆるミニマム･アクセス米の在庫量は10万トンでございますけれども 下の方に注の１

がございます。飼料用備蓄として、この10万トンのほかに25万トン、それから、援助用備

蓄として60万トンの在庫を保有しております。この10万トンの加工用の備蓄量に、今後の

外国産米の買入数量77万トンということで、これを足し算しまして、87万トンの供給とい

うことでございます。需要量77万トンと見込みまして、10万トンの持越在庫という計算で

見通しを立てているということでございます。

次にページをめくっていただきまして、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。先ほど少し出てまいりましたけれども、需要が依然として減少しておりま

、 、 。して ここ５年間を見ましても 毎年平均13万トンぐらい減少している状況がございます

それから、在庫は、これも先ほど申し上げましたとおり、今年の10月末で200万トンを超

えている状況になっておりますので、需要に見合った米の生産を行うということから、今

年が101万ヘクタールでございますが、106万ヘクタールの生産調整を実施するということ

でございます。

これを引き算したところの生産数量ということで、次の６ページをお開きいただきたい

と思います。生産数量で主食用等として854万トン、加工用として24万トン、その下に作

付面積がございますが、主食用で163万ヘクタール、加工用で４万6,000ヘクタール、それ
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ぞれ新しい反収524㎏で設定しております。

５ページ目、１枚ページ戻っていただきたいと思いますが、１、２、３、４と書いてご

、 、「 」ざいますが ３番目のところにございますように 米の需給・価格情報に関する委員会

を開催しております。計画的生産のシグナルとなるべき各種の情報を生産者に適切に伝達

することが重要ではないかと考えております。一番下の４のところにございますように、

、 、価格形成センターにおける入札については より公正・中立な入札運営に努めるとともに

取引の場としての機能を拡充・強化していくことにしたいと考えております。

それから、７ページ目でございますが、政府買入れの数量が書いてございます。先ほど

15年産米の予定、10万トン～15万トンという御説明をいたしました。ただし、販売が計画

未達となった場合には、そのいかない分を差し引きするということを繰り返し書いてござ

います。

それから、４と５の部分につきましては、都道府県別にどういう買い方をするかといっ

た事項について、前回と同様の記述をしているということでございます。

次に、資料番号９という一枚紙がお配りしてあるかと思います。平成15年産米の需給安

定に向けた取り組みについてという紙でございます。これはこの後、企画課長の方から説

明がございます。米政策改革大綱とあわせまして、与党３党の了承を得た上で、12月３日

に省議決定したものでございます。

１から５まででございますけれども、15年産をどうするかということですが、１は先ほ

ど御説明しました生産調整規模のことでございます。２番目については助成水準等につい

て書いてございます。経営確立助成につきましては現行どおりでございますが、とも補償

につきましては、国費負担と生産者拠出の均衡化という観点から、若干水準に変更が加え

られております。

、 。 、 、２の最後の部分に なお書きがございます 従来の緊急拡大分の追加的助成 それから

青刈り等を行っておりました緊急需給調整対策、超過達成助成につきましては、今回の拡

大に伴いまして廃止するということでございます。

それから、３番目は、稲作経営安定資金につきまして、追加の資金造成措置を講ずると

いうことが書いてございます。

４番目につきましては、本日の主要議題の関係でございます。

以上、私の方からの御説明を終わらせていただきます。

（５ 「米政策改革大綱」等）
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○八木分科会長 それでは、続きまして 「米政策改革大綱」等につきまして、企画課長、

から説明をお願いいたします。

○針原企画課長 資料番号でいきますと５番、６番、７番でございます。５番は、米政策

改革大綱、与党３党の決定、その上で農林水産省の省議で決定いたしました。

まず、資料５番、大綱から御説明いたします。最初の８行、現在の状況認識を説明して

いるわけでございますが、過剰基調のもとで、水田農業経営が困難な状況に至っている。

他方で、消費者ニーズが多様化し、きめ細やかに対応した安定供給の必要性が高まってい

る。このような状況の中で、自給率向上施策への重点化・集中化を図る、過剰米に関連す

る政策経費の思い切った縮減が可能となるような政策を行うべく、水田農業政策・米政策

の大転換を図るというものでございます。

この目的は、消費者重視・市場重視の考え方に立って、需要に即応した米づくりの推進

を通じて水田農業経営の安定と発展を図るということで、各種施策の改革を整合性をもっ

て実行するということでございます。

２番目でございますが、米づくりの本来あるべき姿と実現の道筋でございます。できる

だけ早期に望ましい生産構造を実現するため、地域水田農業のビジョンの策定とそれに基

づく多様な取り組みを行い、平成22年度を目標年次といたしまして、平成22年度までに農

業構造の展望と米づくりの本来あるべき姿の実現を目指すというものでございます。

そのうち、需給調整システムについて、平成20年度に農業者・農業者団体が主役となる

システムを国と連携して構築する。この間、農業者・農業者団体の自主的・主体的な取り

組みの強化を目指すものとし、平成18年度に移行への条件整備等の状況を検証し、可能で

あればその時点で判断する。

次のページをおめくりください。農業者・農業者団体が主役となるシステムにおける国

及び地方公共団体の役割を食糧法上明確に位置付ける。

集荷・流通制度の改革は、関係との協議の上で可能なものから早期に実施する、という

ことになっております。

３番目でございますが、16年度からの当面の需給調整のあり方。通常この生産調整の施

策につきましては、秋に決めまして、来年からどうするかということを決めております。

今回は周知徹底期間を設けるということで、来年は、先ほど言いましたように面積を変更

しながら今年の施策を継続するわけでございますが、その間に周知徹底を図り、16年度か
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らの対策に臨む。いつもより１年早く概要をお示ししたという効果もあるわけでございま

す。

16年度からの調整のあり方でございますが、国は、公正・中立な第三者機関的な組織の

助言を得て、透明な手続の下に、需給情報を策定し公表するというのが、この需給調整の

まず一番の基礎になる仕事でございます。

その上で、生産数量を調整する方式に転換する。この目標は、客観的な需要予測を基礎

に設定する。今まで、得てして不透明だ、根拠がわからないと言われておったものにつき

ましては、客観性、透明性を期するということでございます。

３番目でございますが、ただ、生産現場はあくまでも面積でいろんな活動が行われてお

ります。したがいまして、農業に対しては、あわせて作付目標面積を配分し、確認は面積

により行うということでございます。

助成措置につきましては、これまでにない全く新しい発想の下に、全国一律方式から転

換しまして、産地づくり対策、米価下落対策、それぞれ柔軟に実施します「産地づくり推

進交付金」を創設いたします。後でこの点については若干御説明いたします。

もう一つは 「過剰米短期融資制度」を創設いたします。融資期間１年という短期融資、

の仕組みを活用して、出来秋段階におきまして、通常の出荷分と過剰分、生産オーバー分

を区分出荷する。これが出来秋からの作業でございますが、その上で主体的な販売環境整

、 、備を行いまして 最終的に米の現物の引き渡しという形で融資の返済を行われた場合には

そのお米を需要開拓に結びつける制度を新たにつくるということでございます。

次は流通制度改革でございますが、流通制度の改革の観点は、創意ある米産業の発展と

需要に応じた米づくりを促進するという関係でございます。他方で、安定供給の必要性は

今までと何ら変わりませんので、安定供給のための自主的な取り組みを支援する。

価格形成につきましては、米の取引の場を育成・拡充するということでございます。

３ページに参りまして、消費者の信頼性の回復の観点に立ちまして、適正表示の確保措

置、トレーサビリティシステムの導入を実施するということでございます。

４点目は、安全性の確認体制の確立を図る。

５点目は、日本型食生活の復権を図るため、広範な国民運動を展開する。

６点目は、安定供給を図るための危機管理体制を体系的に整備するために、流通業者に

、 。 、つきまして 届出制の導入等により平常時から幅広く把握できる体制を構築する 現在は

計画流通米を取り扱う業者さんだけを登録制にしておりました。一部だけ規制をかけてい
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たわけですが、これからは、お米を扱う方につきましては、すべて届出制の対象にする。

そういう意味で、平常的から幅広く把握するという体制に移行したいと思います。

政府備蓄については、100万トンを適正備蓄水準として、入札による買入れ・売渡しを

実施するということでございます。

第５でございますが、経営政策・構造政策でございます。

集落段階での話し合いを通じ、地域ごとに担い手を明確化する。このため、認定農業者

制度の見直し・改善を行うことにしております。また、集落営農の問題についても一定の

方向性を出しております。この認定農業者に加えまして、集落営農のうち一元的に経理を

行い、一定期間内に法人化する等の要件を満たす「集落型経営体（仮称 」を担い手とし）

て位置付ける。

２番目でございますが、米価下落による稲作収入の減少の影響が大きい。こういう影響

度合いに着目しまして、一定規模以上の水田経営を行っている担い手を対象に、先ほど若

、 、 、干出てきましたが 米価下落影響緩和対策 これはすべての生産調整実施者を対象として

規模にかかわらず講じられる施策でございますが、その対策に上乗せする形で、稲作収入

の安定を図る対策として 「担い手経営安定対策」を講じる。これは稲作収入でございま、

すので、価格が下がったということではなく、価格と収量をかけた収入が下がった場合と

いうのが特徴でございます。

３点目でございますが、担い手のニーズを踏まえた農地の利用集積促進が可能となるよ

うな各種の措置を強化するということで、各種利用面、制度面の改正を行う準備をしてお

ります。

４ページ目でございますが、水田利用のあり方・農業生産対策の展開でございます。

水田利活用の促進と多面的機能の発揮等のため、経営体の確立、田畑輪換、畑地化等々

を推進するということでございます。また、飼料用稲や加工用米の定着・拡大に向けた取

り組みを推進することとしております。

さらに、需要に即した高品質の麦・大豆生産、あるいは水田を活用した飼料生産につき

ましては、さらに支援策を新たに講じていきたいと考えております。

第７でございますが、この関連施策、再来年の事業でございますので、まだ来年の予算

、 、 、 、も決まってない段階ですが 一定の考え方は出しておりますが 具体的な水準 措置内容

総額等につきましては、平成16年度予算の概算要求の決定時までに、関連施策間の総合性

・整合性をとりながら、いわゆるパッケージとして予算全体の適切かつ効率的な編成の観
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点に立って決定してまいりたいと考えております。

そこで、生産現場の方からよく、これから例えば確立助成、いわゆる転作奨励金はどう

なるんでしょうかという御質問を受ける機会が多くございます。それから、そのほかの措

置についてはどうなるんでしょうかという御質問を受けます。そのためにつくりましたの

が資料ナンバー６番でございます。各関連施策の具体的内容、これは、この段階における

あくまでも農林省の案でございます。したがいまして、来年になりまして、再来年の予算

要求の中でこれを確定していくということになるわけでございます。

仕組みを中心に御説明いたします。１ページ目をごらんいただきますと、産地づくり推

進交付金というものがございます。この交付金は、真ん中ほどに手順というところからで

ございますが 「地域水田農業推進協議会」をもちまして、水田農業構造改革計画、ここ、

では、担い手の計画、土地の計画、助成金の使い方というものを立てていただく。そうい

う地域に対して、ある程度まとまった形で地域単位で、交付金という形でお金をお支払い

するということでございます。ただ、各地域にどのぐらいのお金が行くかというのは、一

定の算式により算出しなければいけません。

その算出の仕方は２ページ目でございます。麦、大豆、その他の一般作物をベースとす

る階段状のグラフが書いてございますが、ある地域で麦、大豆、飼料作物生産はどのぐら

いやっておられるのか、あるいは、担い手にどの程度の土地が集まっているのかというこ

とを算定いたしまして、それに一定の金額を掛けることによって地域単位の交付額を決め

ようというものでございます。ですから、このような先進的な取り組みを行う地域は、た

くさんの助成金が行くということでございます。

ただ、各農家に対する助成金は、今回は全国一律には決めません。地域地域で、その地

域の実情に応じた対象作物、単価等々を決めていただこうということでございます。した

がいまして、麦、大豆、これからの転作奨励金は幾らになるんでしょうかということを国

に聞かれても、国はお答えすることができない世界になります。市町村単位で決めていた

だく。したがいまして、中山間地域、麦、大豆はなかなかつくれないというところは、そ

ばを振興したい。ですから、麦、大豆の奨励金の額を下げて、そばの奨励金を上げるとい

うことも可能でございます。全国一律で麦、大豆生産を振興して、その需要とのミスマッ

チを生じるということもございますので、適地適産の思想を徹底したい。あるいは、その

作物振興だけではなく水田の保全、担い手への集積、さまざまな取り組みに対して、地域

で選んでいただいて、それに対して自由な地域からの発想のもとに支援を行うことにした
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いと思っております。

次は３ページでございますが、米価下落影響緩和対策でございます。これは現在、全国

一律８割補てんという制度を持っております稲作経営安定対策でございますが、これにつ

きましても柔軟化を図っております。この米価下落影響緩和対策は、担い手の育成という

経営対策的な側面と、生産調整のメリットという側面と２つの側面がありました。担い手

の育成という側面につきましては、もう別の対策、もう一方の対策を特別に立てることに

より生産調整のメリット対策としての性格に特化しております。

その全国的な考え方は、４ページでございますが、全国一律に下落の際に、原則８割を

補てんしておりましたが、今回はメリット対策ですから、生産調整に参加するという判断

をした時点で幾らか固定的に、固定的な額をお支払いした方が予見性があるということで

固定部分。ただし、米価が下落した場合の備えにもしなければいけないという変動的な側

面、両方を兼ね備えた固定部分、変動部分に分けてございます。現段階では、固定部分は

200円、変動部分は基準価格よりも下がった部分の５割ということでございます。具体的

な額でお示ししますと、米価が平均価格よりも例えば700円下がったと考えていただけれ

ば、この700円の今までですと８割ですから、560円の補てん金が農家に対して出たわけで

す。

今度の仕組みは、固定部分が200円と変動部分が５割ですから、700円の５割で350円。

ですから、550円が今度の対策で出る。とすると、米価の下落幅が700円よりも小さい場合

は今回の対策の方がお得、しかし、700円よりも下がると前の対策の方がお得ということ

でございます。今までの対策、得てしてモラルハザードという問題が出ておりまして、や

はり700円以内に一定の幅で需給均衡を図る取り組みを促していこうという考え方で、こ

の積算をしているわけでございます。

他方で、６ページをお開きいただきたいと思いますが、そのような補てん幅では少し少

ないという地域がございます。そういう地域におきましては一定の柔軟化措置がとれるよ

うにできないかということでございます。具体的に言いますと、例えば西南暖地の農家の

方からは、余っている米にお金を出すのはどうもおかしいのではないか、むしろ麦、大豆

に対してお金を出して自給率を上げた方がいいじゃないかという意見がございます。生産

調整研究会の現地検討会でもそういう意見が出ております。

他方で東北、北陸の産地の方からは、むしろ稲経を充実、８割と言わず９割欲しいとい

う方がございます。稲経も一番の高い要望におこたえし、麦、大豆の奨励金も一番高い要
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望におこたえする。これではなかなか効率的な運用ができない。ですから地域に応じて、

その農業振興というのは米に重点を置くのか、麦、大豆に重点を置くのか、それぞれ違う

だろうということで、県段階の基金を設けまして、その両方の対策の資金の融通が可能な

ような仕組みをつくりたい。ですから、ある地域はもう稲経は要らない、麦、大豆だけで

いこうということも可能にする仕組み、これも地域からの発想ということで、そういう工

夫をしたいと思っておるわけでございます。

担い手経営対策でございますが、７ページでございます。これは、新たに担い手を対象

に、産地づくり推進交付金の今の米価下落対策の上乗せ対策として実施するものでござい

ます。新しい発想で、先ほど言いましたように、価格の下落ではなく収入の下落に着目し

。 、 、 、たのが特徴でございます 現段階の要件は ここに書いてございますように 加入対象者

認定農業者、それと集落営農の一定部分を構成する「集落型経営体」も対象にするという

ことでございます。

それから、規模的には、認定農家にあっては水田面積、麦、大豆の転作田も含む全体の

面積として、北海道で10ヘクタール、都府県で４ヘクタール、集落型では20ヘクタール｡

基準となる収入は、過去３カ年の平均収入、稲作収入でございます。

補てん単価でございますが、これは基準収入からの下げ幅の８割ということでございま

す。

９ページからは過剰米短期融資制度の説明でございますが、これは先ほど御説明したと

おりでございます。

次は資料ナンバーの７番でございますが、７番は、11月29日にまとめていただきました

生産調整に関する研究会でございます。この研究会の報告、とりまとめと、先ほどの米政

策改革大綱の関係でございますが、この関係は、消費拡大等々の面で少しはみ出し部分が

ありますが、基本的には整合性がとれております。ですから、この４枚の大綱の内容をも

う少し詳しく知りたい方は、この研究会の報告をごらんいただければ内容がわかるという

ことでございます。農林省の省議決定も大綱自体を決定し、かつこの研究会の基本方向に

沿った改革を行うことについても、あわせて省議決定しているわけでございます。

以上でございます。

質 疑
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○八木分科会長 以上で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まして、その後、諮問についての意見開陳をいただきたいと

思います。

最初に、生産調整研究会の座長を務めていただきました生源寺委員、途中で退席される

ようでございますので、皮切りに御意見いただければと思います。

○生源寺委員 生産調整研究会の議事進行と議論のとりまとめに当たりました者として、

ごく手短に申し上げたいと思います。今御説明いただきましたように、私どもとしてまと

めました基本方向と整合性のある形、これに沿う形で大綱を省としてお決めいただいたと

いうことでございます。ありがとうございました。

ここにも委員として参画された方がおられるわけでございますけれども、過剰米処理の

問題、あるいは実現のためのステップをどうするかといった問題、このほかにも大小様々

な争点があったわけでございますけれども、皆さん粘り強く議論に参画いただいて、一つ

一つ争点についてまとまりのある解を出して、最終的に29日の最終報告ということになっ

たわけでございます。

以下はこれからの話ということでございますので、よろしくお願いしたいということで

ありますけれども、基本的には地域、つまり市町村とそれぞれのＪＡ、農協の創意工夫を

引き出すシステムであるということ、それから、農業者の皆さんの経営判断を尊重するシ

ステムであるということ、さらに申し上げますならば、農業者の皆さんの間に無用の不公

平感といいますか、あるいは、いたずらに摩擦、軋轢を生むことのないシステムであると

いう点を踏まえながら具体的な施策を講じていっていただきたいと思っております。

それから、産地づくり推進交付金とか担い手経営安定対策も、かなり思い切った新基軸

が出されているのではないかと私としては自負しておりますし、また、農政としても非常

に大きな転換を図ることができると思っております。当然のことながらこれは予算措置を

伴うものでございますから、現段階での幾つかの考え方が出ておりますけれども、これか

らの問題になろうかと思います。

非常に財政事情は厳しいわけでありますけれども、これは米づくり、あるいは水田農業

が大きく、またはっきり変わるための措置であるという意味では、農林水産省のみならず

政府の改革への姿勢がある意味では問われるところであると思います。制度の趣旨に沿っ

て実効性のある仕組みを構築していただくよう、これから先も一段と力を入れていただけ
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ればありがたいと思っております。

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。

、 。それでは どなたからでも結構でございますので自由に御発言いただければと思います

御質問、御意見、結構でございますので、どうぞ。山田委員どうぞ。

○山田委員 質問です。資料８の２ページに需給見通しがありまして、注書きの３）があ

ります。この点は後ほどもいろんな場所でこの資料の中に出てくるわけですが 「実際の、

買入数量は、10万トンから販売計画未達数量を控除した数量とする 」ということにして。

います。ちょっと教えていただきたいんですが、10万トンからという10万トンという基準

はどういう基準だったのかというのと、それからもう一つは、販売計画未達数量を控除と

いうことになっておりますが、販売計画自身が、15ないし20万トンという幅があるわけで

すね。とすると、販売計画の基準は20万トンが基準なんですか、15万トンが基準なんです

か、それを教えてもらいたいと思います。

○八木分科会長 計画課長、お願いします。

○中村計画課長 ここは先ほど申し上げましたように幅で示しておりますので、３番の書

き方はどれだけ詳しく書くかという問題があるわけですが、ここでの考え方は、備蓄運営

ルールということで、販売状況を見て翌年の買入れを考えるということです。前回お示し

いたしました指針におきましては、例えば20万トンが売れれば15万トンを買い入れるとい

うことで、５万トンの差というものを設けまして、それで現在政府米として存在しており

ます在庫量を、徐々にではございますけれども、目標とする100万トンというところに近

づけていこうという考え方でございます。

今回この３）につきましては、幅で示したという関係で若干表現があいまいなところも

ございますけれども、例えば20万トンの販売であれば15万トンの買入れ、19万トンであれ

ばマイナス５万トンで14万トンという考え方でございます。ここの10万トンから引くとい

うのは、この幅で示した15万トンも政府米が売れないという状況であれば、例えば14万ト

ンの販売であれば９万トンの買入れというような形の運営をしていくということを表現し

たものでございます。

○八木分科会長 山田委員、よろしいでしょうか。

○山田委員 もう一回聞きます。15万トンも売れないときは、10万トンを基準にするとい

うことですね。
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○中村計画課長 そういうことです。

○山田委員 大体、これだけのこういう数字を議論していること自体がえらい様変わりで

すよね。だから、こういう議論をしていること自体も情けないというか、そういう時代か

なと思いますけれども。５万トン差し引くのは、平成16米穀年度の生産予定数量の855万

トン、それと主食用等需要量が860万トン、その差が５万トンと。この５万トンの差を持

越在庫に反映すると、こういうことでいいんですか。

○中村計画課長 先ほど申し上げましたように、政府在庫を100万トンにだんだん近づけ

ていかなければならない。それをどのぐらいのペースで落としていくかという問題がある

わけですが、ここで自主流通米の方も含めて、販売環境が非常に厳しいということもあり

ますので、そこは徐々に政府米の在庫を適正水準にしていくというところの最低限の幅と

して、５万トンぐらいを見込んでいるということでございます。

○山田委員 結構です。

○八木分科会長 ほかにございますか。

○山田委員 もう一点いいですか。もう一点は資料６について教えていただきたいんです

が、資料６の２ページ、産地づくり交付金の算定単価がありますね。これは何で色を塗っ

てあるんですか。麦、大豆、飼料作物のところに順番に色を３つ塗ってありますよね。そ

の他一般作物のところも色を塗ってあります。下は色を塗ってないですね。何か色を塗っ

。 、 。たことに意味がありましたかね ありましたかねと聞くのも変だけど 意味はありますか

というのは、こういう担い手で配慮して算定単価を考えますよということですが、要はわ

からないわけですね。どういう形のもので、どんなふうな形になるのか予想がつかないわ

、 。 。 、けでありまして ここはよくわからないわけです 圧倒的にわからないわけです だから

担い手についても、団地的な取り組みや集団的な取り組みを現に麦、大豆、飼料作物で行

っているというような状況、ないしは実績を踏まえてやりますよということなのかなと思

ったりしていますが、その担い手というふうに言ったときの算定基準みたいなものがこの

ままではよくわからないわけです。だから、どういうふうにやられるのかなということ。

もう一つは、地域で今までも多様な形で取り組んできている取り組みというのがあるわ

けですから、大きく現行の助成金の水準から離れてしまうような、県域に一括してポンと

、 、 、出されるわけですから なかなか把握できないという部分もあるんですが それにしても

割り算してみれば見えてくるわけですから、余りにもかけ離れたものであると今後の取り

組みに支障を来すと思うんです。ですから、ここの色塗りが意味があるのかどうかという
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ことと、あとは今後検討に当たっての要望を申し上げたいと思います。

○八木分科会長 農産振興課長、お願いします。

○吉田農産振興課長 後者の件につきましては、今山田委員もおっしゃいましたようにこ

れからの検討ということになります。産地で実際にこれが活用できるように、交付水準と

いうものも議論になってくると思います。

それから、お尋ねの色塗りの意味ですけれども、これは２つありまして、まず産地づく

り交付金、これは２つの要素が入っております。産地づくり対策と別の関連対策という２

つがありますが、産地づくり対策の方は、担い手というところと、麦、大豆、飼料作物の

上に乗っているところは色が塗ってあります。これは、あくまでも国が算定するときは、

この部分に重点を置いて算定させていただきますよという意味で強調してございます。そ

れから、その上の関連対策として少し補足しておりますのは、これは別の対策ですよとい

うことを強調するために塗っております。本当はカラーであれば別の色にすればよかった

んですけれども、そういう意味でございます。深い意味はございません。

○八木分科会長 よろしいですか。

ほかにございますか。中村委員どうぞ。

○中村委員 １つはちょっと教えていただきたいんですが、買入価格の半分だけ売渡価格

に反映することになっているというふうな御説明だったですね。何かどこかに半分という

のは出てくるんですか。ということが１つの質問です。いや、別に全部反映したらどうだ

というふうに一方的に言うつもりもないんですが、半分というのはどこかにあるのかなと

思ったんです。

もう一つは、資料６の２ページの一番上に 「関連対策として」と書いてありますが、、

これは団地化、土地利用集積への取り組み、品質実績等で評価と書いていますが、これは

その地域ごとに一番上の関連対策というのは決められるんですか、あるいは客観的な何か

指数というのもおかしいんですが、どういう基準でこの一番上の関連対策が乗ったり乗ら

なかったりするのかというのがよくわからないので、その２点について教えていただけれ

ばと思います。

○八木分科会長 第１点目について、企画課長お願いします。

○針原企画課長 ２分の１の消費者還元でございますが、これはルールとして決まってい

ると申しますよりも、これまでの算定上、慣例として２分の１ずつ反映してきたと。その

考え方を今年も踏襲しようということでございます。
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○吉田農産振興課長 関連対策の方でございますが、産地づくり対策の方は、一定の基準

で算定して産地に交付し、産地が使い方を決められる。ですから、別の段階の形をつくる

ということもあります。ただ、関連対策の方は国で一律の基準を決めまして、そのときの

考え方は、当然これから詰めていかなければいけないんですけれども、担い手の方々が品

。 、 。質のいいものをつくった その結果に対して お支払いするような仕組みを考えています

○八木分科会長 中村委員どうぞ。

○中村委員 品質のいいものをつくったというのは国が判断するわけですか。何か客観的

な基準があって決まることになるんですか。

○吉田農産振興課長 まだこれからですが、例えば検査等級でいいものとか、あらかじめ

基準を決めます。

○中村委員 わかりました。

○八木分科会長 中田委員どうぞ。

○中田委員 今同じことをちょっと。どこかそういうポジションみたいなものを新たにつ

くって、そして評価していくのかな、そういうことがあり得るんですかということをお尋

ねしたかったんです。同じことです。

○八木分科会長 ほかにございますか。平沢委員どうぞ。

○平沢委員 米政策改革大綱につきまして質問と意見を申し上げたいと思います。１つは

質問ですけれども、消費者重視、市場重視という考えに立って、需要に即応した米づくり

ということが前面に出されているわけでございますが、これまでいろいろな問題について

議論を尽くし、その上で出されたと伺っております。違う視点で一つ質問させていただき

ますが、この改革大綱に沿って政策が実施されていったときに、現在の米の生産地がどの

ように変わっていくのかということについて、具体的な見通しとか、そういった試算をな

さったことはございますか。

○八木分科会長 企画課長。

○針原企画課長 資料番号７番の研究会の報告の５ページをごらんいただきたいと思いま

す。ここで、今後の米の需給調整のあり方、本来あるべき姿の需給調整は、基本的には農

業者が市場を通して需要の動向を鋭敏に把握し、主体的判断によって売れる米づくりを行

う中で実施される必要がある。ただ、その中でも、その上に書いてありますように、何ら

かの需給調整は必要になってくると思われます。

したがいまして、本来あるべき姿におきましても、５ページの①にございますような客
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観的な需要予測と調整システムが必要になってくるだろう。その際の需要の見通しという

のは、前年の需要の実績を基本に、可能な限り客観的な指標に基づく予測値というふうに

すべきであると思っております。

その客観的な需要の予測は、先ほど指針の説明をいたしましたように、当該年の需要量

はどうやって出すかというと、生産量というのは統計上わかります。期首在庫と期末在庫

もわかるわけです。ですから、その期間の需要量はその差し引きの計算で求められる。全

国の需要量は先ほど800何万トンというのは、そのような差し引き行為によってわかる。

そうすると、都道府県別の需要量もわかるわけです。都道府県別にも生産量は出ておりま

すし、需要量は政府在庫、自主流通在庫がわかりますので、それが各県のその時点でのマ

ーケットにおける需要の居所、実力、需要のベース、それを将来２年後ぐらいに生産計画

にどのように反映するかという作業を透明な手続で客観的に判断する。それが今後の生産

調整の配分、逆に言えば生産数量の配分になってくるだろうということになります。

したがいまして、そういう市場を通して、ある年在庫がはけるようなところは、その分

需要が伸びているということになるわけですから、そういう面で。ただ、もともとの生産

量がベース別で、激変緩和を図りながらマーケットの需要に応じて、少しずつ毎年産地が

変わっていくという姿を想定しております。ただ、一般的にどこがどうなるかというのは

これからの各産地の取り組み、売り方、生産の仕方、品質の整え方、価格戦略等々も産地

からの方針に基づいて動いていく。これも地方からの積み上げが重要になってくるかと思

います。

○平沢委員 原則は、先ほども御説明いただきましたし、今の御説明でよくわかりました

けれども、水田の面積の約４割が生産調整しているという実情をふまえて、さらに今後は

地域の実績に応じて生産が配分されていくということになりますと、現在の水稲の作付面

積と随分と実態が違ってくる地域が出てくる。改革大綱の原則をそのままやりますと、出

てくるというふうに予想されますけれども、そのような見通しで進められるということに

なるのでしょうか。

○八木分科会長 企画課長。

○針原企画課長 今の方式によりますと、結局、現在の生産量と在庫調整量でございます

が、生産量、したがいまして、今の生産規模があくまでもベースとなって在庫調整量で補

正するということになりますので、急激に激変が起こる、人工的に激変を来すということ

にはなり得ないのではないかと思います。したがいまして、少しずつマーケットの変化に
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より産地が少しずつ動いていくことはあっても、今年から来年にかけて急激に何かが変わ

るということにはならないと考えております。

○八木分科会長 平沢委員どうぞ。

○平沢委員 それは承知しておりますが、長い将来で見ると、やはり大きく変わってくる

可能性があるということになるわけですね。

○針原企画課長 今後の10年後の産地の移動というのは、需要が、例えば地場のお米を食

べたいという要求もございますでしょうし、あるいは遠くのおいしいお米を食べたいとい

う御要求もあると思います。それから、スーパー、あるいは外食チェーンが全国展開する

中で、一定の品質のものをブレンドしながらそろえていくこともあると思いますので、一

概に大きく変わるということは言えないのではないかと思っております。

○八木分科会長 平沢委員、よろしいでしょうか。

○平沢委員 わかりました。これに関連して意見ですが、よろしいでしょうか。改革大綱

にも出ておりますけれども、水田は確かに米を生産するという大きな機能を持っておりま

すけれども、そのほかにもいろいろな機能があることは大綱にも盛られているわけでござ

います。そういった地域全体の中の水田の役割をどのように位置づけていくかということ

が、これから多面的な機能を考える時に重要で、たとえば作物を栽培することだけを考え

ても、輪作における水田の役割は大変重要と考えます。水田の多面的機能を考えて、これ

から農地をどのような形でどのように維持していくのか、これから農業生産をどのような

形でどのように維持していくのかということは、確かに地域の自治体で考える問題でもあ

りますが、それ以前に国としても十分考えていかなければならない問題と思います。

したがいまして、日本の中で水田をどのように維持していくのかということをあわせて

考えた上で政策を立てて実施していく、そのための体制をとっていくことが必要ではない

かと思っております。改革大綱にも盛られておることですが、長期的に政策を実施してい

くためには、このことを具体的に考えていくことが必要と考えます。米政策、ひいてはこ

れは恐らく米だけではなくて農業政策全体に関係することになりますけれども、その辺を

十分に考えて、日本の中で農業生産物をどうやって持続的に、なおかつ安全なものをつく

っていくのかということを考えていただきたいと思っております。

先ほど、稲作の重点を低くしてほかの作物により重点を置く、そのような地域には産地

づくり対策を考えていくことが示されましたが、食料生産という視点から土地利用型の作

物をどのように今後持続的に生産していくのかということを具体的に考えていく必要があ
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ると考えます。これは一朝一夕で恐らくできないと思いますので、やはり国としても主導

的に政策を考えて、米政策とあわせて将来に向けて実施できるような体制を整えていただ

きたいと思っております。

以上でございます。

○八木分科会長 長官どうぞ。

○石原長官 今重要な点を言っていただきました。与党との議論でも、多面的機能をどう

するんだという点は多くの先生方からもいただいたところでございます。研究会でもそう

いう議論はあったわけでございます。我々この問題につきまして一番注意しなければなら

ないのは、初めにその多面的機能ありきということではありませんで、あくまで農業生産

活動を通じてそれを発揮するということであろうかと思います。そういうことがありまし

て、今回いろんな新しい試みといいますか、先ほど説明がありましたようなことを我々は

取り組んでおりますが、すべてこれらの新しい制度で農業生産活動を活発にやっていただ

く。そういうことを通じて多面的機能の発揮をより以上できるようにということが我々の

ねらいでございますので、御理解いただきたいと思っております。

○八木分科会長 ほかにございますか。上田委員どうぞ。

○上田委員 今の平沢委員の御意見に私も同意見でございました。米の生産数量、それか

ら、需給、消費量がわかっているとおっしゃいましたけれども、本当に正直な生産数量と

消費量がわかっているのかなと思うところがあります。計画流通米についてはわかってい

るかもしれませんけれども、結構、私たちが俗に言う、つけ出してない縁故米とか計画流

。 、通外で流れているところもあります 本当の意味の生産量と消費量がわかっていなければ

計画を立ててもなかなかうまく進んで行かないんじゃないかと思っています。

それからもう一つは、唯一だろうと思いますが、自給率100％の食糧でありますので、

市場主義になって野菜ほどに変動があるとは思えませんけれども、そこのところの価格の

安定はぜひとも必要だと思いますので、国の関与は大きな力になると思います。

○八木分科会長 企画課長、お願いします。

○針原企画課長 先ほどの数字でございますが、生産量は計画流通米の数量で把握するの

ではなく、作物統計、作況指数を出すときの、今年のお米の生産は九百何万トンですよね

というあの数字を用いております。ですから、流通量を押さえるのではなく、生産量その

ものを押さえて、それに初めの在庫と終わりの在庫をやれば、生産量が正しいという前提

でその地域のお米、要は飯米も含めて、計画外も含めて、それから、地域流通するものも
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含めた需要量というものが出るということでございます。

○八木分科会長 上田委員、よろしいですか。

○上田委員 はい。

○八木分科会長 では、生源寺委員、意見開陳をお願いします。

○生源寺委員 退席いたしますので、申しわけございません、最初に意見開陳をさせてい

ただきます。

15年産米穀の政府買入価格と米穀の標準売渡価格の決定でございますけれども、諮問ど

。 、おりでよろしいのではないかと思います 山田委員も先ほど御発言がありましたけれども

これで制度が大きく変わるということで、今回はこういう形でお決めいただければありが

たいというふうに思っておりますけれども、新しい制度に移るということについて、わか

りやすく、関係者の方に周知徹底のほどを改めてお願い申し上げたいと思います。改革の

方向等につきましては、冒頭発言の機会を与えていただきましたので繰り返しません。

以上でございます。

○八木分科会長 ほかにございますでしょうか。上田委員どうぞ。

○上田委員 済みません、変な質問かもしれませんけど、本音のところで、これから食糧

としての米が需要から消費、そういうところでどう変わっていくと思われますか。

○八木分科会長 企画課長、お願いします。

○針原企画課長 生産調査研究会でも、これからの消費がどうなるのかというのは、それ

ぞれ需要の中身については多様化するということで予測が難しいんですが、余りそこに大

きな期待をかけて、これから消費が伸びるんだとか、そういうことを期待をかけて生産計

画を立てたり、あるいは政策を立案するというのは非常に危険が多いのではないか。そこ

は現実を直視して、消費拡大の運動は一生懸命やるにしても、それは必要なことだとして

も、政策なり生産計画につきましては、ある程度客観的、あるいは厳し目に見た方がいい

のではないかという議論が行われております。

実際にも、今後の需要でございますが、まず高齢化が進むだろう。それから日本の人口

自体が、国民自体が数が減っていくということでございます。そういう中で一定の予測を

すると、今後のお米の消費は766万トンから830万トン程度、これは2010年程度でございま

すが、８年後にはその程度まで減少する可能性もあるのではないか、そういうような試算

も出しております。

、 、 、 、 、他方で 今現在 大体お米の４割は家庭ではなくて スーパーのおにぎりとか お弁当
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それから外食というところで売られている。したがいまして、家庭用に高いお米をつくり

続けても、なかなかそこは流通の段階ではうまく家庭食には供給といいますか、需要が小

さくなってしまうのではないか。伸びる分野にきちんとした供給を行っていく必要がある

のではないかという意見が出ておりました。

以上でございます。

○上田委員 ありがとうございました。

○八木分科会長 黒田委員どうぞ。

○黒田委員 この米政策の大転換ということに関して、原則的にといいますか、その考え

、 。 、方 方針についてはもちろん大賛成でございます 以前にも申し上げたかもしれませんが

遅過ぎたというか、時代の要請として、これはどんなにコストがかかって、移行するのに

どんなに大変であっても、もうこうせざるを得ないと私はそういうふうに受けとめており

ます。ただ、転換の仕方というのは、ほかの委員もおっしゃっているように非常に難しい

といいますか、いろんな困難がいっぱいあると思います。現時点でも、当事者の間ではい

ろんな利害、今後の予測について異論が多いことと思います。

一つ私が感じるのは、生産者の創意工夫を引き出すということ、生源寺委員もおっしゃ

いましたけれども、生産者が自主的に例えば生産調整するということは、第三者的に見れ

ばそんなことはもっと早くからあってしかるべきで、市場原理や消費者対応という言葉だ

けなら随分以前からあったわけですけれども、そうするためには生産者の創意工夫を尊重

してしかるべきだと。それなのになぜ、なかなか生産者の自主的な創意工夫というふうに

単純に移行できないか、私なんかの立場から見ると不思議でしようがなかったぐらい。で

も、過去のいろんな農政の歴史的な経緯を見ると、創意工夫を今から見れば何か奪ってき

た。創意工夫をそぐような政策が長く続き過ぎた。その国としての責任は大きいんじゃな

いか。そういう意味では転換、移行に対する国としての支援策というのは、もっと詰めて

いろいろ考えられなければいけないんじゃないか。その議論がこれからも非常に重要だと

思います。

それから、今回の大転換の基本的な考え方として、難しいだろうな、大変だろうなとま

ず感じましたのは、経営主体といいますか、普通の民間企業のことで考えれば、全国単位

で考えていた経営単位を、地域単位で事業部制だか、要するに地域事業部単位で経営責任

を独立採算的に変えていくということに近い。かなりいろいろ条件が違いますけれども、

これは大変だなとまず思うんです。それで当面とりあえず、地域というものを県単位とい
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うふうに切らざるを得ないと思うんですけれども、私は地域単位ではあっても、農業生産

とか農業の流通をと考えると、これはイコール県にならないのではないか。きっと私は県

単位で考えることの弊害が途中で出るんじゃないかと、とっさに思ったんです。

その辺別に水を差すという意味ではなくて、経営単位の考え方、そのためには国として

も転換、移行するために県単位で経営の方法を変えていく、地域とか風土の違い、歴史的

な経緯を見て私は県単位を別の何か地域単位、ということは素人考えですけれども、何と

なく県単位よりももっと広い大きな単位になるのかなということも思ってみたりする。そ

の辺は私にはとてもわからないんですけれども、要は私が申し上げたいのは、この県単位

ということを余り固定的に考えないで、途中で何か試行錯誤の結果、県単位よりもベター

な地域単位というものを考えた方がいいんじゃないか。思いつきに過ぎませんが、その辺

の柔軟な経営単位の考え方とかいろんな経営の中身について、移行のためにいろんなノウ

ハウが必要だと思うんですけれども、そういうことの施策を考えるときに、県を固定的に

考えないで、もっと柔軟にその地域性を重視するやり方に移行する。そのための柔軟な何

かを御用意いただいた方がいいんじゃないかというふうに、考え方に過ぎませんが、思い

ました。

以上です。

○八木分科会長 今の点についていかがでしょうか。生産調整研究会の議論も含めて、企

画課長からお願いします。

○針原企画課長 今の地域のとり方でございますが、先ほど県段階で基金をつくると申し

ましたけれども、あくまでも基金管理の一時交付先として、県段階でとまり木的な基金を

つくってそこで移行させる、融通させるということで考えておりますが、実際には市町村

別に農協、市町村が入っていただいた、もっと細分化された地域でマスタープランをつく

っていただいて、そこの単位でいろんな助成金の単価なんかを決めるというような仕組み

を想定しております。ですから、地域の取り組みというのはもう少し細分化した方がいい

のではないかという部分はございます。ただ、研究会の中では、農協は広域合併しており

ますので、市町村と農協の単位が食い違ってきている。そこをこれからどのように試行の

プロセスの中で、その地域のとり方を郡単位にするのか市町村なのか、ということも考え

る必要がございます。ただ、他方で今御指摘のように、お米の米価下落対策を市町村単位

でやるというのは非常に考えづらい問題がございます。ですから、そういうところは県域

で県産銘柄ということで流通しておりますので、ここは今の流通実態からすると県単位と
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いうのも考えられるだろうなと思います。

では、今の御指摘のように県よりも広い部分についてどうするか。これは国全体の問題

、 、 、で 広域圏構想というのは戦後何回も出ておりますけれども そこまでの構想でいくのか

あるいは部分的にそういう仕組みを農政の分野で取り入れることができるのかどうかとい

う問題にかかると思うんです。例えば東北ブロックで一定の施策を整合性を持ってやると

、 、いう取り組みを自主的に行っていただくことはできるかもしれませんし また米の品種も

あきたこまちというのは確かに１県で50万トンもあるような大銘柄でございますが、そう

いう銘柄は１県なんですけれども、例えば北関東コシヒカリ、あるいは九州ヒノヒカリと

いった流通のところでは、一つのブロックとして力を蓄えながら、その中で地域分担する

というような広域性もこれからの創意工夫でできてくるのではないか。この辺も、あくま

でも１県１銘柄で価格形成もそうなんだということが、本当に果たして消費の実態にある

のかどうか、価格形成の実態にあるのかどうか、そういう分野について個別に考えていく

必要があるのではないかという気もいたします。

○八木分科会長 よろしいでしょうか。

立花委員どうぞ。

○立花委員 ちょっと遅れてまいったのですが、会長、まず意見開陳の前に、きょうの資

料を拝見しますと、水田農業あるいは米政策の再構築の関係についての御質問といいまし

ょうか、その辺のこと申し述べてよろしいでしょうか。

○八木分科会長 今自由に意見、質問をいただいているところです。まだ意見開陳は入っ

ておりません。

○立花委員 わかりました。実は私も生産調整の研究会のメンバーのはしくれで、できる

だけ参加させていただいたつもりなんですが、正式に決まったということで、若干今後の

課題ということで２つ申し述べておきたいと思います。

１つは、私は基本的には選択的な減反という方向が、自主性を生かす観点から非常に望

ましいという立場から議論を展開させていただいたつもりなんですが、ああいう方向で決

まったということで、次善の策として今の話にも関連しますが、ＣＯ2の排出権売買じゃ

ありませんけど、できるだけ市場原理といいましょうか、あるいは地域の独自性を生かす

ということから言えば転作権といいましょうか、そういうのを地域間で売買というか取引

できるような取り組みを、ぜひ農協サイドの方々にも少し知恵を絞って、次善の策という

ことで地域地域の独自性を生かしながら、転作権的なものを取引するということの可能性
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を探っていただけないかなという、これはお願いでございます。

それから、２つ目が政府の買入価格に関連しますが、私は何回もこの会合に出させてい

、 、ただいたときに申し上げましたが そのベースになる自主流通米価格の市場価格の形成が

本当に公正妥当に行われているのかどうかという疑問が正直言ってございます。そういう

面から私は、きちっとルールどおり決めるというこれはこれでもちろん大事な作業であり

ますが、その前提であるマーケットの価格が本当に公正、妥当にされているんだろうかと

いうことについて、できるだけ関係者から疑念を持たれない形で、マーケットのシグナル

を、できるだけ生産現場に伝えるということから言えば、公正、透明な価格形成をいかに

して促進していくかということが非常に大事になってくる。これは生産調整の研究会の方

でも、今後の改善の方向ということで出されているので私はその改善に期待したいと思い

ますが、行政としても規制緩和が進めば進むほど、つまり市場でのマーケット参加者の自

由で、創意工夫を生かしたビヘイビアに期待することが大きいとすれば、そういった人が

、 、談合しないようにといいましょうか そういう面で言うと行政は消費者サイドの立場から

価格形成についてきちっと監視していくといいましょうか、あるいは価格形成のルール形

成に一定の関与をしていく。そういったこともあわせて対応していく必要があると思いま

す。今後この分科会がどういう形、どういう役割を果たすことになるのか、新しい生産調

整の方針の中でどういうことになるのか私はわかりませんけれども、少なくとも市場での

価格形成をできるだけ公正なものにしていく、透明なものにしていくということから言え

ば、競争のルールといいましょうか、その監視といいましょうか、独禁当局と並んで行政

の一つの大きな役割としてこれはこれであるのかなという感じがいたしますので、ちょっ

と申し上げます。

○八木分科会長 ほかに御意見ございませんでしょうか。

○村上委員 私は消費者、お米を食べる側の問題に関連して二点ほど申し上げたいと思い

ます。まず一点は、お米への安心感についてです。お米は、これまでは食品の中でも国の

保護の厚い特別な食品でしたけれども、次第に特別のものではなくなって、一食品として

市場の原理に乗っていく。こうなりますと、果たして消費者が安心して選ベる食品か、好

んで選べる食品かという、その辺が非常に大きな問題になってくると思います。

昨年９月のＢＳＥ問題発生以来、食の不安がこれほど人々の心を占めた時期も少ないか

と思いますけれども、その不安の一つは完全に科学的な問題、つまり健康被害への不安で

す。けれどもそれ以上に、不信感からくる不安というものが大きかったと思います。
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いろんな偽装事件や表示の虚偽問題がございましたが、その中にお米もありまして、表

示と中身が違うことがＤＮＡ鑑定で判明しました。信頼感を大事にしなければ消費者は選

、 、 。択しない時代だということを 問題企業の廃業などを見て みんなが学習したところです

、 、 、 。お米のへの不安は 表示のほかに もちろん科学的な安全性 農薬の問題などもあります

本当の安心には、科学的な安全性と信頼感とが必要で、この二つが、もう特別な食品では

なくなったお米にとっては、これからいっそう重要な問題になるだろうと思います。

それからもう一点は、販売促進についてです。お米はいよいよ需要が減っていくかもし

れないという少し悲観的な予測をさっきもお出しになりました。ではどういった販売促進

活動をするか、という問題です。食糧庁はいまテレビでお米の需要拡大のための番組を提

供していますが、これはどのような成果を上げているのでしょうか。広告予算などをそこ

へ集中させたとおっしゃっていましたから、それがお米の需要にまでどう反映したかとい

う評価はたぶん難しいかと思いますが、番組の人気とかその周辺の効果などでもおわかり

でしたら伺いたいと思います。

テレビも含めて広告あるいは消費者への情報を考えましたとき、ご飯はおいしいから食

べましょう、と言うことは、もちろん大事です。けれども、お米に対する国の政策への理

解を得ることとか、生産現場をはじめお米をめぐる全ての現場の実態をつぶさに知らせる

ことも、大事ではないか。なるべくそこへ予算を充当して、消費者がお米の実情をよくわ

かりながら買えるようにすることも必要ではないかと思います。

○八木分科会長 米の需要拡大について、消費改善課長お願いします。

○涌野消費改善課長 最初の表示と安全性の件でございますけれども、まず表示につきま

しては、昨年の４月からＪＡＳ法が適用されておりまして、昨年の４月から14年の７月ま

での間、私ども立ち入り検査や巡回点検をしておりまして、約15万8,000店舗の点検をし

ております。そのうち約２万1,000店で不適切な表示があったということでございます。

そのうち特に悪質なもの、新潟のコシヒカリと表示していながら検査米でなかったもの、

あるいは全く別なものが入っているという92店舗については、指示しております。特に、

、 、 、ＪＡＳ法がきつくなりましたこの７月以降は 罰則は個人の場合ですと 100万円の罰金

懲役が１年、法人ですと１億円となっております。現在そこまで行った者はございません

、 。 、 、けれども ７月以降お米については４業者公表しております つい最近 広島であるとか

東京の近辺でもございました。

表示につきましては、研究会資料の資料７にございますので見ていただきたいと思いま
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す。９ページ目の「４ 表示・検査制度の見直し 「 １）表示の信頼性確保」でござい」（

ます。委員の言われましたようなことがありますので、これを踏まえまして、今まではＤ

ＮＡ鑑定等も利用しておりましたけれども、これは米屋さん、卸売業者の皆さんとか、小

売業者の皆さんのところの店頭で買ったものを調査しておりましたけれども、これをもう

少し産地段階にも拡大して、原料玄米の段階、産地段階でも対象にしていこうということ

で、より厳格な対応を考えております。

それから、検査米、未検査米の関係もございますが、低品質のものが堂々と売られてい

るということもございます。消費者の選択をごまかすような売り方をしてもらっては困る

との観点から、そういうものについてもＪＡＳ規格も考えながら新しい規格をつくり、消

費者の利益を守りたいというふうに考えております。

次に、安全性についてであります。表示にも影響するわけですが 「 ２）トレーサビ、（

リティシステムの導入」でございます。検査を受けたお米については、産地から消費者の

お手元まで届く間の情報管理をきちんとすることにより、自分が食べているお米を、だれ

がつくって、どういう栽培方法であったかというような基本的な情報をバーコード等で追

跡できるトサビリティシステムを導入するということでありまして、適正な表示と安全性

をこういうもので担保していくことを考えております。

それから、安全性の確保そのものにつきましては、もちろん産地段階の農薬とかそうい

うところから確保していかないといけませんので、昨日農薬取締法の改正法が成立しまし

たけれども、そういうものでより厳しくしていくということでございます。また、トレー

サビリティシステムも活用していただく。あるいは、生産者団体が自ら残留農薬の検査を

することに対して支援するなどにより、総合的に進めていきたいと考えております。

テレビの件につきましては、委員御専門の手前なかなか説明を申し上げにくいんですけ

れども、前の分科会で御説明させていただいたかもしれませんが、現在、テレビで30分番

組を包装しております。基本的な番組のコンセプトは、お米の健康性の訴求であります。

このため、30分の番組の中の２分半について、お医者さんや栄養士さんの方々に出ていた

だいて、医学的な面、栄養的な面、心理的な面等の観点から、いかにごはん食が優れてい

るかを話していただき、消費者の方々によく理解していただく。そのためのキャッチとし

て、その他の25分間をトークバラエティー番組としております。このトークの中でもでき

るだけお米の話題を盛り込み、ごはん食の良さを訴えていきたいと考えております。

テレビの成果を問われると非常に厳しいところがありますが、当初は８％の視聴率を目
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指していたわけですけれども、大体今は6.5から７％ぐらいでちょっと目標を下回ってお

りまして、毎日頑張っているところでございます。

効果につきましては、全ての施策の政策評価が行われますので、来年にはきちんとこの

成果も評価されると思います。私どももテレビ委員会にお医者さんやマスコミの方々、吉

本興業の前常務さんにも入っていただいて、そういう方々の厳しいチェックを３カ月に１

回ずつ受けております。そういうものを踏まえて広告代理店にも成果を評価させておりま

す。代理店の評価は、悪いと言うはずがないものですから少し手前みそになっております

けれども、そういうものも厳しく見詰めながら評価していきたいと思っております。

以上でございます。

意見開陳

○八木分科会長 ほぼ質疑も出尽くしたと思いますので、これからは諮問に対する意見開

陳を中心に進めたいと思います。どなたからでも結構でございます。御意見をいただけれ

ばと思います。また、あわせて質問等ございましたらそのときに御発言いただければと思

いますので、よろしくお願いします。

岡本委員どうぞ。

○岡本委員 諮問に対しては、そのとおりでいいと思います。ただ、意見ではないし質問

でもないんですけれども、少し言わせていただきたいと思います。

その価格なんですけれども、今現在といいますか、今の値段、米価はおよそ30年前の値

段だということを皆さん御承知かなと思います。30年前の値段で納得するというのは、何

か不思議というか、もう嫌になってしまうような気がします。ここへ出てくるまでに、こ

れどうなるのどうなるのと思いながら、いろいろ疑問も持ちながら来たんですけれども、

ここへ来て資料を見たり皆さんのお話を聞いて、変に納得してしまった自分がすごく嫌に

なっております。

黒田委員の御意見の中に、創意工夫を奪っていた政策ではないかということをお聞きし

て、もう本当にそうなんだと思いました。かつて私たちのような者が農民と言われていた

ころにというか、今もそれは続いていると思うんですが、百姓農家は生かさず殺さずの施
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、 。 。策だ というようなことを聞いたことがあります 水稲に関してはそれが今も続いている

どうかするとそれ以下ではないかなと思ったりしております。米は主食ですので、これか

らもっといい方向になるように、この改革をもとにして、いい方向に行くようにお願いし

たいと思います。

そして今、消費のことでいろいろＰＲがどうとかと言われましたけど、私が感じますに

は、これはほんの一部のことだと思うんですけれども、うちも米を売っております。そう

するといつの間にかお客さんが増えていきました。何のＰＲもしません。広告費、宣伝費

なんてかけていないんですけれども、お客さんが 「あんたところの米を食べると、つい、

食べ過ぎてしまうわ」というようなことをおっしゃいます。そして、その方たちがお客さ

んを紹介してくださいます。おいしいからなんですよね。うちは特別にいい米をつくって

いるわけではありません。多少は気にしております。減農薬で、肥料もおいしくなるよう

にということで。完全有機ではないですので有機栽培とは言えませんけれども、気をつけ

ております。等級はすべて１等とは言いません。そんな上等の米ではないにもかかわらず

お客さんがそうやって増えていくというのは、おいしいんですよね。市場に出回っている

米というのはまずいんですよ。

今、家庭食の伸びは余り期待してないとおっしゃられましたけれども、少しずつでもお

いしい米を皆さんに食べていただければ、日本型の食生活に少しは戻っていくのではない

か。私たちの年代から結構欧米になっていますけれども、今の子供たちにそういうおいし

い米の味を覚えてもらいたいなと思っております。

以上です。

○八木分科会長 ほかに。皆さんから意見開陳をお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いします。野村委員どうぞ。

○野村委員 初めに政府の買入価格でございますが、これについては、所定の算定により

まして算出されたわけでございますので、賛成でございます。一方、売り渡しの方でござ

いますが、御案内のように、今日持続的に物価が下落しておるわけでございまして、末端

需要における低価格米志向が進んでおるわけでございます。また、急激かつ不連続に減少

する需要に対応して、米の消費拡大をより一層推進することが重要ではなかろうかと思っ

ておるわけでございます。こうした事情から見まして、政府買入価格の引き下げに見合っ

た標準売渡価格の引き下げが望まれると思うわけでございますが、等級間格差の拡大を評

価するとともに、実際の売却に当たっては、長期安定取引にかかる予定価格が弾力的に設
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定されることを期待いたしまして、やむを得ないというような考え方でございます。

以上でございます。

○八木分科会長 中田委員どうぞ。

○中田委員 私も今おっしゃったように、買入価格について諮問されましたとおり賛成さ

せていただきます。今ちょっと岡本委員の方から、売れるお米の努力をしているんですよ

というお話を伺いました。消費者として、やはり気に入ったお米というのを買っているん

です。ただ、若い世代の人を見ますと、外食が多いのと、お米を食べるということはそれ

に付属するおかずをつくる手間暇、そういう時間がないというか、働いている者にとって

は、非常に苦しいというようなことも聞いております。

米大綱に関しましては、何日間も新聞をにぎわしましたので、全く関係のない消費者と

いうか、私たちのような者が結構目を向けるような状況に今回はなったのではないかと思

っておりまして、ある方が、うちらのような中小企業でこんな手厚い保護なんてないんだ

よねというような、そんな話も聞きました。ただ、お米に関しては、日本人の主食として

長年ずっと食べてきております。食料の自給率が非常に低いですよね。それが政府保有米

というものをだんだん在庫を減らしていきたいということで、消費者にとっては、もし不

作とかお米がとれないときのガードみたいなものはもうちょっとあってもいいのかなとい

うふうに思いました。この前のお米不足のときのカリフォルニア米とか、いろんなお米を

買いあさった経験を持っている者にとりまして、これからもそういう思いはしたくないと

いうものは随分持っております。

今いろんな消費者の中で言っているのは、自己責任の時代だよということが言われてい

るんですが、営農に関しても自己責任の時代に入っているのかなということと、お米の今

の改革の生源寺先生が大変御苦労なさった内容も新聞等で読ませていただきましたし、あ

あ、なるほどなと思って見ておりました。

先ほどお隣の委員の方の質問に上乗せしたような、品質で評価するというところが気に

なったのは、消費者というのは提示されたもの以外信ずることができないんです。見るこ

とができない。自分で検査することができないので、きちっとしたもののお墨付きが欲し

いんです。そういう意味で、先ほど生産物の品質で評価するという部分が非常に気になり

ました。これが逆に営農者の不満というか、うちの方がいいのにとか、そういう不満感を

引き起こすようなことであってはだめかなと思いながら聞いておりましたが、消費者にと

っては大変ありがたいなと思っております。お米にも味がありますし、いろんな特色ある
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お米が出ているようなんですが、そういうものをつくりながら消費者との交流を図るとい

う生産者の姿勢も、これから必要かなと思っています。

お米の粉のパンだとか、お菓子の開発を盛んにやっていますが、食べてみて、大変おい

しいんです。そういうものが普及されると、食の安全とか、目に見える場合でやっていた

だけるということで安心感にも通じてきますし、地産地消の部分の拡大にもつながってい

くのかなと思っております。

ただ、いろんな改革のときに、農業基盤が揺らぐようなことはないとは思いますけれど

も、そういうことがないように担い手の支援とか、そういうことは厚くやっていただきた

いと思います。消費者としては、やはり、お米を食べる。そして、ちゃんと計画を立てて

真剣に営農に取り組んでいる方はもう絶対応援するんだよという、そういったことも私た

、 、 、ちの団体の中 それから周りの者にも普及して ほんのささいな援助の一端ですけれども

努めていかなくちゃならないかなと思っております。

以上です。

○八木分科会長 ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。竹内委員どうぞ。

○竹内委員 私も諮問、買入価格、標準売渡価格、いずれも従来のルール、あるいは慣行

、 。 、 、 、にのっとった対応ですので これで賛成でございます それから 政策大綱等々 米政策

あるいは広範な問題を含めた改革については、基本的なところがここにありますような消

費者重視、市場重視というのが一番柱になっていろいろな問題を改革していこうというこ

。 、 「 」とだと思います ちょっと人の受け売りで悪いんですが どこかの本に 神は細部に宿る

ということわざがあるらしいんですね。たまたま最近読んだので思い出しただけですが、

これから具体化していく内容をきちっとしていく過程で、この基本的な考え方に沿って、

また幅広い関係者とよく意見交換をしていただいて、一番大事なところを基軸にして皆さ

んが十分と言うかどうかは別として、よく納得しながら、かつできるだけ、これは矛盾す

るかもしれませんが世の中の動きが早いので、早期に内容を詰めていって実行していただ

くようにお願いしたいと思います。

○八木分科会長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。中村委員どうぞ。

○中村委員 私も諮問のとおりで、買いも売りも結構だというふうに思っております。要

望なんですが、転作の関連対策の先ほどもちょっとお聞きしましたけれども、一番上に乗
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っている部分についての詳細設計の際には、実際に小麦を使う我々の意見も聞いていただ

きたい。品質に関する助成というのはあっちにもこっちにもあるものですから、何か整理

しなければいけないんじゃないかという感じがしています。

それから、米政策改革大綱、ここのかがみのところに「米政策の大転換を図る」と、わ

ざわざ「大」を書いて極めて大変な表現なんですが、これが実行に移されて軌道に乗った

暁には、豊作になった場合にみんなが喜ぶと、生産者も含めて国も国民も喜ぶというよう

な政策になっていっていただきたいなと。これは米だけじゃないんですけれども、という

ふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○八木分科会長 ありがとうございました。

村上委員どうぞ。

○村上委員 私さっき少し長めに話しましたので、今は諮問についてだけ申し上げます。

現行の算定方式にきちんとのっとった数字でございますので、政府の買入価格及び売渡価

格については、この出てきた数字に賛成でございます。

○八木分科会長 山田委員どうぞ。

○山田委員 私は価格関係については、諮問でいいというふうに思います。

次にこれは強い意見として申し上げますが、食糧法の改正を行うということですが、国

民の主食たる米の安定供給に関する法律ですから、極めて大事な法律であるというふうに

思います。また、国が貿易管理するという意味での国境措置の関連でも大変大きい法律で

ありますので、内外のバランスもきちっととらなければいけないと思います。後々、あの

ときはこういう意図だったということで、関係者間で認識や理解にそごが生ずるみたいな

ことは絶対避けるべきだと思います。まして近年というか近時、透明性の確保なり説明が

できるということが一番大事になってきているわけでありますので、検討段階から関係者

と十分協議いただきまして、国民を含めて多くの関係者が理解と納得を得るという部分に

最大の配慮をしていただきたいと思っております。

次に、要望と言いますか、ないしは思いみたいなものでありますが、こうした米政策の

改革の中で、先ほども議論が出ておりますが、需要の面からも努力はするけれども、大き

な課題があるわけです。我々関係者にとりましても、それから農業を担う担い手、多様な

担い手がいるわけですが、担い手からとりましても一番大事なのは、それでは何をつくる

のかということが一番気になることであります。御案内のとおり、水田地帯は最も米づく

りに適するように装置ができてしまっているわけでありまして、そのために多くの金もか
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けていただいたと思いますけれども、ほかの作物をどんなふうにつくるのかという部分に

ついて、やはり大きな転換が求められると思います。

一方、つくるものに関連して、麦や大豆と言っても、圧倒的に国内需要上は不足してい

るにもかかわらず、ちょっと増えるだけで長官から 「ミスマッチ」という言葉を何回も、

お聞きします。もう聞けないだろうと思っておりますけれども、長官はそれをおっしゃる

立場ではないというふうに思うからであります。米をこれだけ減らさざるを得ないという

方向を出しておいて、さらにミスマッチですから問題がありますということではやはり合

点がいかないと思います。それにしても、財源上、需要上、加工上ちょっと量が増えると

問題が出るみたいな話が一方にあるわけですね。

それから、飼料作物、これも何とかしたいという最大の転換作物であると思いますけれ

ども、圧倒的に海外の飼料に依存している我が国の畜産の構造からして、飼料作物も利用

上問題が出るということなんです。一体何をつくるかということであります。

一方、中国やアジアの国々からとりまして、これほど農産物にとって日本市場は大事と

いいますか、関心のある市場はないわけで、ＷＴＯにおいても近時のＦＴＡの動きについ

ても、国際関係上も我が国の農業は圧倒的に席巻されてきていると見ていいと思います。

とすると、ちょっと話が大きくなってしまって申しわけないんですが、農林省の少ない予

算の使い方も、いろんな制度の仕組みも、それから、我々農業団体のあり方も、関係団体

がいっぱいありますけど、農業団体一つとってみても、圧倒的な転換を図らないとだめだ

と思うんです。政策転換も圧倒的な政策転換が必要だというふうに思います。それでない

と日本の農業も環境も国土の保全も、だんだん危くなってくると思います。へたすると、

つくるものがないと言った途端に田んぼは圧倒的に荒れるし、ほかのものに転用待ちにな

って、転用待ちの部分について、じゃあ政策があるかと言ったら極めて不十分な政策しか

ないわけですから、非常に心配です。そういう面で、我々の努力もそうですが、関係者の

問題意識の転換も必要になってくるわけであります。

大きいことを言うつもりは毛頭ありませんが、今回の問題を契機にして、米が過保護だ

ったとか何だったとかという話は、もちろんそれは大いに結構ですし、身にしみて最近の

論調を受けとめておりますけれども、しかしそれにしても、やっぱり基本はそれぞれ考え

てみて、一体この国をどんなふうにするんだ、環境の問題や緑の問題や水の問題や国土の

問題をどうするんですか、ということを国民運動にしていくといいますか、理解していた

だく国民運動にしていく取り組みを我々も含めて役所にも提起してもらわなければいけな
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いし、内閣にも提起してもらわないといけない。本当にそうです。米は終わりましたが、

すぐＷＴＯとＦＴＡであります。容易じゃありませんので、ひとつそういう動きをつくっ

てもらいたいと思います。

これは感想みたいなものです。よろしくお願いします。

○八木分科会長 ありがとうございました。

黒田委員どうぞ。

○黒田委員 諮問案については賛成でございます。

消費者重視というキーワードについて一言申し上げたいと思います。ここでもさんざん

議論されてまいりましたが、あれは余り固定的に考えない方がいいのではないかというの

が私の考え方でございます。消費者は極めてわがままなもので、今度の政策の大転換で、

、 、 、国が決めなくて 消費者重視とは何かということを 国の政策として余りに整合性のある

文法にきれいにセンテンスを並べなくて済むようになったし、それが一つの転換の市場原

理に合わせるという趣旨から言うと、国が自由になれる、考え方から解放されるんじゃな

いか。消費者重視ということを、今度の新しく経営主体がどうなるかとさっき単位の話を

しましたけれども、県単位でも市町村でも何でもこの場合は結構だと思うんですが、とに

かく経営主体別に消費者重視というのはどういうものか、定義が違ってしかるべきだと。

それが市場原理に合わせることだと思います。

等級を決めなくていいということと全然質が違う話で、あくまでマーケティングの問題

なんですけれども、例えば魚沼産コシヒカリというのは多分、正確な魚沼産コシヒカリの

何倍も市場に出回っていると思います。それはもういろんなところで同じようなことがあ

るわけです。例えばコーヒーのブルーマウンテンというのは、世界の生産量の何倍も日本

で何か消費されているという、その種のことでございます。

、 、そうなることは必ずしもいいことではないけれども 出荷者か生産者のある共通の利益

団体、ブロック別、地域別に。だから、消費者重視というのはこういうことだというふう

に決めればいい話だと思うんです。それが結局は市場原理につながっていく問題じゃない

か、そういうふうに考えた方がいいと思います。ですから、魚沼産コシヒカリが必ずしも

一番いいものではないという、消費者はかなり認識が広がっていると思うんです。名もな

いけれどもどこそこのがおいしいわよと、口コミで売れているわけです。

、 。ですから それはやっと消費者が少しお利口さんになってきたということだと思います

こういう経済情勢だからなおさらそういう意味では利口になって、何かリーズナブル。そ
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のリーズナブルな基準というものが全部、それぞれ消費者はわがままに違うわけで、私な

んかの世代はやっぱり魚沼産と聞くと、ウーッとこう引かれますけれども、もしかすると

今の20代、30代、40代前半でも、例えばやせるお米よと、もし言えるとすればそっちにバ

ーッと行きかねない。だけどそれは１カ月続くか10年続くか全然保証されない。それが市

場原理によって動くことでございますよね。だから私は消費者重視ということを、もうち

ょっと砕いて考える時期にきていると思うんです。そういう意味で一律に決める必要は全

くない。そういう方向に向かうことがベストではないと思うんですけれども、今よりいい

というふうに思っております。

以上です。

○八木分科会長 立花委員どうぞ。

○立花委員 私は諮問された政府買入価格、売渡価格については、基本的にはこれまでの

価格算定のルール、あるいは慣習にのっとったということで、農業生産者の方々にとって

は大変苦しい状況だということはわかりますけれども、私は基本的には結構だというふう

に思っております。

それから、山田さん、あるいはただいまの話に関連して若干申し上げますが、１つは先

ほど申し上げましたが、自主流通米の価格の変動率、あるいは等級別の価格にしても、そ

のベースはマーケットの価格がベースになるとすれば、いかにして市場での価格形成を公

正なものにしていくかということがますます大事になってくる。むしろこういう分科会な

んかは必要ないくらい、そっちの方の競争ルールを、あるいは価格形成がきちっとされる

ようなルールづくりや監視を行政の方も取り組んでいただきたい。また、そういったルー

ルを破るような人たちに対して罰則といいましょうか、規制緩和されればされるほど競争

ルールが大事になってくる。そういった方面に行政の方もマンパワーのリソースを配分し

ていくというか、そういうことが大事ではないかという感じがいたします。

それから、あとは若干感想ですけれども、山田さんのお話は私も、農業生産者の責任者

として渦中におられるということで大変ですけれども、今日の農業の苦境はあすの製造業

の苦境だという感じで、そこの対応策としては正直言うともうイノベーションしかないん

だろうと思うんです。さっきおっしゃった品種改良の問題を含めて、あるいは生産基盤、

ロボット農業の問題にしても、何とかしてイノベーションに果敢に挑戦していく。私はそ

れしかないんだろうと思うんです。

山田さんも大変だと思うんですけれども、つくるものがないということではなくて、政
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府に頼むんじゃなくて、どうやってマーケットを開拓していくか。それはつくった人たち

の意気込みを示して、テレビのコマーシャルも食糧庁の予算ではなくて、むしろ農業団体

こそ皆さんから米の売上代金の中からお金を取ってマーケティングする。個々の農家では

できないわけですから、ぜひぜひ自分たちのポケットからお金を出して、マーケティング

にもっともっと取り組んでいただくように私はお願いしたいと思っております。

以上です。

○八木分科会長 平沢委員どうぞ。

○平沢委員 諮問に対しましては、所定の方式で現状を踏まえた形で算定されたと思いま

すので、基本的に賛成いたします。米政策につきましては、先ほど意見を申し上げたとお

りでございます。

以上です。

○八木分科会長 上田委員どうぞ。

○上田委員 米の価格に対しましては、生産者としては高い方がいいですけれども、成り

行きからして仕方がないと思います。それから、山田委員が私の思いは全部話していただ

きましたけれども、いつも思うんですけれども、多面的機能、国土の保全からすると国土

省、それから、アメリカあたりからも見直された日本の食事としては、やはり大事なとこ

ろでそれは厚生省、それから、瑞穂の国として文化を形づくってきた面からは文部省とい

うふうに、各省にまたがった論議が大事かと思います。

最近、米の調整問題が大きなテーマになって、国民の皆さんに知られるようになって、

ＢＳＥや無登録農薬の問題と同じように注目されるようになったと思います。これが国民

的な課題として、農林省の関係だけではなくて、ほかの国土省や文部省あたりからも、い

ろんな場面で役割というか、どういうことが話題になって問題になっていることだという

ことを広く知らせていただくことが米の生産とか消費にもいい影響を与えるのではないか

と思いますので、そっちの方の御配慮もお願いしたいと思います。

○八木分科会長 ありがとうございました。

それでは、以上で御意見の表明がすべて終わりましたので、昼食といたします。世話人

の方々には恐れ入りますが、ただいまから起草委員会を開催したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。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起

草委員長をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

なお、審議の再開は概ね午後１時30分ごろを予定したいと思いますが、答申案の作成状
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況を踏まえながら改めて事務局の方から御案内させていただきますので、よろしくお願い

いたします。

○針原企画課長 お食事を用意いたしますので、この場でしばらくお待ちください。

なお、上田委員からお漬物を御持参していただいておりますので、御賞味ください。あ

りがとうございました。

午後０時２４分休憩
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午後０時４１分再開

答申の取りまとめ

○八木分科会長 それでは、先ほど世話人の方々にお集まりいただきまして作成しました

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。

○田中起草委員長 では、読ませていただきます。

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14年12月５日

農林水産大臣 大島 理森 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

以上でございます。

○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答申案の報告がございました。そのように決定してよろし

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 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すでしょうか。

〔 お願いします」の声あり〕「

○八木分科会長 どうもありがとうございました。

本日は、活発な御質疑、御意見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。どうもありがとうございました。

、 、 、 、○立花委員 分科会長 いつの時点の文章か判らないので 答申案には 諮問案のとおり
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平成15年産米穀とかの表現を入れなくてよろしいんですか。平成15年産米穀の政府買入価

格及び標準売渡価格と、平成15年産とか何か入れなくてよろしいんでしょうか。

○田中起草委員長 諮問のあったというやつの前についていますから。

。 。○八木分科会長 よろしいでしょうか 日にちはちゃんと12月５日と入っておりますので

それでは、これをもちまして終了いたします。どうもありがとうございました。

午後０時４４分閉会


