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開     会 

 

○枝元計画課長 おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから第 14 回「販

売」を軸とした米システムのあり方に関する検討会を開催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、ありがとうございます。 

前回の検討会で御説明したとおり、本日の検討会では中間論点整理をお願いしたいと考

えております。 

最初に、お手元に配付しております資料の確認をお願いいたします。本日の議事次第、座

席表に続きまして、資料１「中間論点整理（案）」。資料２として前回の同じ資料編ですが、

一部データの更新などをしております。 

本日の委員の皆様の出席状況でございますが、大南委員、奥村委員、中島委員、冨士委員

及び吉田委員は、御都合がつかず御欠席でございます。 

 

議     事 

（１）中間論点整理（案）について 

 

○枝元計画課長 それでは、以降の進行を八木座長にお願いいたします。 

○八木座長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから議事に入りたいと思います。前回はこれまでの議論の概要につ

いて議論をいたしましたが、その際に委員の皆様からいただいた御意見などを反映し、中

間論点整理（案）として事務局で整理していただきました。本日の資料は、事務局から各

委員の皆様に事前に配付をお願いしたところですが、まず最初に事務局から資料の説明を

お願いします。 

 それでは、枝元計画課長お願いします。 

○枝元計画課長 それでは、資料１の中間論点整理（案）につきまして御説明申し上げま

す。前回御整理いただいた、これまでの議論の概要について、前回の御指摘、また、委員

の皆様からいただいた御意見及び省内の調整等を踏まえて、前回から修正したところを中

心に、簡単に御説明をしたいと思います。 

 まず１ページ、目次の次でございますが、項目の１としまして「世界の食料需給の変化

と我が国水田農業のあり方」でございます。 
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 ２つ目の○でございますが、「ファンド資金の動向による影響も受けているが、過去の価

格水準には戻れないとの状況」という表現にしておりましたが、「との見方が強い」という

御意見を踏まえて修正させていただいております。 

 ４つ目の○の最後の方で、前回の整理では「この状況は当分変わらないのではないか」

と、「ないか」という表現にすべてしておりましたが、「当分変わらないと考えられる」で

すとか、「重要である」ですとか、「必要である」という語尾の表現を修正しているところ

が多数ございます。ここにつきましては特に御説明をいたしません。 

 あと、最後の○ですが、「将来にわたって食料を安定供給していくためには、連作障害の

ない優れた生産装置である水田の機能を維持し」という表現を入れさせていただき、その

後につきまして、御意見を踏まえて「水田を最大限に活用して、自給率につなげていく必

要がある」という表現に修正させていただいております。 

 ２ページの一番上につきましては、麦、大豆と非主食用米等との関係について、前回い

ろいろ御議論がございまして、整理をいたしました。前回は「その場合、麦・大豆・飼料

作物等の生産拡大には限界もあり」と書いておりましたが、「生産に適さない地域・水田で

は、いかにすれば米粉用、飼料／ＷＣＳ用、輸出用、バイオエタノール用等の非主食用米

を生産し、確実に販売することができるのか本格的に考える必要がある」という表現にさ

せていただいております。 

 ３つ目の○でございますが、いろいろ幅広い御意見がございました。それを集約いたし

まして、「農業者をはじめとする関係者がやりがいを持って、真剣に取り組めるようにする

ためには、将来展望のある水田農業のイノベーションの一環として、非主食用米の本格的

推進を国家プロジェクトとして位置付け、着実に推進していく必要がある」という表現に

させていただいております。 

 最後の○は、前回の御議論を踏まえ追加しております。「本検討会の発足後も国際食料需

給が急激に変化している中で、需給動向等についての分析を深めるとともに、世界・アジ

アの食料問題・環境問題・水問題への貢献の方策について、また、その関連で、我が国水

田のあり方について、更に議論を深める必要がある」ということを入れさせていただいて

おります。 

 ３ページ、下から２つ目の○で、小麦の輸入との関係で、米粉需要拡大の可能性は大き

いのではないかとしておりましたが、ご意見を踏まえ、「今後の努力によっては」という表

現を入れさせていただいております。 
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 ４ページは、特に大きな修正はございません。 

 ５ページ、上から２つ目の○。先ほどの米粉と一緒でございますが、トウモロコシにつ

いても、その需要の見通しということで、トウモロコシの輸入に対応する飼料用のお米の

需要量の見方について、「今後の努力のいかんによっては」という表現を入れております。

他は特に変えてございません。また、最後の○として、流通コストを低下させる観点から、

可能なところは地域内の連携によって地産地消的な飼料米流通を進める必要があるという

表現を入れさせていただいております。 

 ６ページの一番上の○については、委員の御意見を踏まえまして追加させていただいて

おります。 

 ７ページ、輸出の問題でございますが、ここは特に大きな変更はございません。 

 ８ページのバイオにつきましても大きな変更はございません。 

 ９ページの「米の低コスト生産の確立」については、一番上の総論のところでございま

すが、２段落目の最後の部分。「非主食用米を定着させるには、これが必須であり、更に分

析と検討を深める必要がある」という表現を入れさせていただいております。あとは文章

の整理等でございます。 

 10 ページの一番下の○でございますが、直播の関係で、「非主食用米生産への直播技術の

導入を機に、直播技術を全国に普及する必要がある」としておりますが、委員の御意見を

踏まえまして、直播技術の後に「（直播用の機械を含む）」という表現を入れさせていただ

いております。 

 11 ページ、生産資材の関係でございます。一番下のところですが、国内の機械、資材メ

ーカーについて、いろいろな御議論がございました。「国内市場の縮小が想定される中で」

の次でございますが、「我が国の技術力を生かした海外展開等を通じた国内メーカーのもの

づくり基盤の維持・強化を図り、担い手向けの供給を引き続き確保できるようにしていく

ことも必要である」という表現にさせていただいております。 

 12 ページ、借地料・土地改良負担金の問題でございます。一番下の○でございますが、

「土地改良事業については、このような制度運用を行うことが必要である」の後に、御意

見を踏まえまして、「また、面積集積・担い手の育成の観点から、ほ場整備を進めることが

必要である」ということを入れさせていただいております。それに伴って、上の表現を若

干修正しております。 

 あと一つ、前回、議論の概要の中に、「貸し手にとっては土地改良、土地の維持管理に伴
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う負担がある程度賄える水準であることが必要ではないか」という表現を入れておりまし

た。このことについては、標準小作料の議論がございましたが、省内の調整の中で、標準

小作料自体が廃止されるということもあり、標準小作料の世界では水準論という指摘にな

かなか応えられないことから、その表現は落とさせていただいております。 

 13 ページ、農業経営のところは大きな変更はございません。 

 14 ページ、「米の流通と価格形成」でございます。一番上の○でございますが、他の項目

につきまして、概ね最初に現状を書いておりましたが、ここだけは書いておりませんでし

たので、私どもの調整の中で、「米政策・水田農業対策の基礎は、指標となる価格など市場

のシグナルであり、これまでコメ価格センターの価格がその機能を果たしてきたところ」

という内容で入れさせていただいております。 

 最後でございますが、15 ページの６「今後の進め方」の２つ目の○でございます。前回

の御議論を踏まえまして、「また、19 年産の米緊急対策、20 年産の生産調整について、そ

の効果を検証しながら、米システムのあり方を検討していく必要がある」という○を入れ

させていただいております。 

 以上でございます。 

○八木座長 ありがとうございました。 

 

（２）意 見 交 換 

 

○八木座長 本日はまず、中間論点整理そのものについて御意見を伺いまして、その後、

次回以降の議論の進め方等についても御意見を伺いたいと思います。 

 それでは、最初に中間論点整理（案）について、委員の皆様から御意見をいただきたい

と思います。 

 大木委員、どうぞ。 

○大木委員 前回は欠席して意見を出さなくてすみませんでした。 

 米粉の一番最後の○で、「設備も必要である」ということですが、「何よりも重要である。

また、その一環として学校給食への利用を強力に推進すべきである」ということを付け加

えていただきたいと思っております。 

 このことは、「学校給食で御飯を食べろ、食べろ」と言っていますが、米粉のパンを学校

でたくさん使ってもらえば違ってくると思うのです。ですから、「その一環として、学校給
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食への利用を強力に推進すべきである」と一言あったほうが良いと思いました。 

 それから、９ページの「米の品種開発」の３つ目の○のところで、耐病性とか、耐冷性

ということは記述してありますが、今地球温暖化が言われている中で、暖かい九州ではお

米ができなくなってしまうという話も聞いていますので、この文章ではふさわしいと思い

ません。お考えいただきたいのは、温暖化による気象変更のことも入れていただいたほう

がよろしいのではないかということ。つまり、「各産地の気候変化予測も考慮すべきである」

という意味の文章がここに入ったほうが、冷害のときだけではなくて、温暖化が盛んに言

われている中で「お米ができないわ」と心配している地域も結構ありますので、そのよう

なことを入れていただければと思っております。 

 もう一つ、８ページの「バイオエタノール」のところですが、３つ目の○の「実験のプ

ラントの取組は必要である」。これは大いに必要だと思っております。しかし、４つ目の○

のところに、「稲を利用したバイオ燃料の普及には」とありますが、上は必要だけれども、

この文章は要らないのではないか。誤解を受けるという感じがしますし、違和感がありま

す。上の研究は良いと思いますが、４つ目は、食料がバイオと競合しているところで、こ

の文章は何か違うのではないか。販売のところでは要らないのではないかという感じがし

ました。 

○八木座長 最後のところは、バイオ燃料用の稲の普及という意味ですか。 

○大木委員 上で実験プラントを進めていくことで、普及は必要である。これは大いに良

いと思います。 

 セルロース系などの食用に適さない農産物の普及を進めていくことは必要であるけど、

それを今度は「バイオをつくるような」というのはおかしいと思います。食べ物じゃない

ものを必要不可欠であるというのは、ここの中の文章としては違うのではないかと思った

のです。 

○八木座長 この点については、事務局とも相談をさせていただいて、文言の微調整をさ

せていただきたいと思います。 

 計画課長、どうぞ。 

○枝元計画課長 この部分について、御説明をしておきたいと思います。一番上の○とい

たしまして、いわゆる植物原料を使いましたエタノールというバイオ燃料については、日

本としても施策を推進しているところでございます。 

 今御指摘をいただきました食料との関係につきましては２つ目にございまして、「最近の
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穀物の国際価格の上昇の要因の一つともなっており、食料供給に影響を及ぼさない形で進

めていくことが必要である」という大きな整理をしてございます。 

 その上で、セルロース系という食用には適さない農産物。例えばお米で申しますと、お

米の粒というよりは、稲わらなどのセルロースとか、木質原料とか、間伐材とかチップと

かいう、今なかなか使われていないような、食用に適さない農産物、食料生産過程での副

産物という原料の活用を中心に考えていくべきではないか。その際に、まず農産物につい

ての技術開発が必要で、実験プラントへの取り組みを進めていきましょうということです。 

 そのような中で、日本で使っていくために、お米についてはこの検討会がありますので、

稲に特化してございますが、稲わらを含めた稲を利用したバイオ燃料の普及については、

コストの低減が必要不可欠。そのコストの低減には幾つか意味がございまして、一つは超

多収品種、要は食べるようなお米は質を非常に重視いたしますので、収量が低いわけでご

ざいます。一方、バイオ燃料にする際には、流通のコストも含めて、コストの低減が必要

不可欠であり、超多収性品種等の技術を開発することが必要であるということであり、そ

のような整理をしているところでございます。 

○大木委員 確かに、上から３つ目まではいいと思うのです。しかし、お米をこういうも

のに利用するのかということで引っかかったのです。違和感があります。「食料でないもの

にも、このようにする」という感じに取られる感じもいたします。 

 だから、この文章は要らないのではないかと思っております。 

○八木座長 米の供給は十分であり、しかも低コストの稲づくりができるということを前

提にしたバイオ燃料への利用ということではないかと思いますが、文言の表現上の問題も

多少あるかもしれませんので、今の事務局の説明も含めて少し整理をさせていただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

 コスト低減は委員の皆さんから出された意見でもありますので、ここの○は残していた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○大木委員 皆さんの御意見を踏まえたものだと思いますが、誤解を招かない文章にして

いただければと思います。 

○八木座長 ほかにございますか。柴田委員、どうぞ。 

○柴田委員 私もしばらく欠席が多かったので、議論に乗っていない部分があると思うの

ですが、若干確認させていただきたいと思います。10 ページぐらいまでのところは、例え

ばこの「水田農業を見直す」という部分で、対象が農業者及びその関係者という表現にな
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っていますが、11 ページ以降は担い手という形で、より鮮明になってきています。 

 私も担い手の育成は重要だと思いますが、担い手を中心とする農業者との関係がどうい

う関係になっているのか。全員で水田を活性化させていくという主張であれば、担い手を

中心とする幅広い意味での農業者という表現、つまり、農業者という部分をもっと入れた

方が良いと思います。 

 例えば、２ページの上から３つ目の○は、「農業者をはじめとする関係者がやりがいを持

って」という表現になっています。それから、８ページの一番下の○で「日本のエネルギ

ーを農業者が支えている」という表現になっていて、９ページの上のところに「農業者の

所得の向上を図る上で」という表現になっています。10 ページの上から２番目は、「農業者

レベルの現場技術」という表現になっていますが、11 ページでは、今度は「担い手向けの」

というように、トーンが変わっています。担い手の育成は非常に重要と思いますが、「担い

手向けを中心とする農業者」という表現ではまずいのかどうか。 

 以上です。 

○八木座長 恐らくこの 11 ページのところは、担い手の育成という政策的なターゲットを

表現した文言ではないかと思います。特に生産資材等、コスト低減に関する部分に関して、

具体的に挙げた文言ではないかと理解しておりますが、いかがでしょうか。 

 最後のところで、「米を含めた農業経営の確立」が 13 ページにございまして、ここでさ

らに経営的な点について記述をしていることになります。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 今の柴田委員の問題提起との関連ですが、私はこれは非常に重要なポイント

ではないかと思っております。政策的な担い手と兼業農家を含めた現在の農業者がいるわ

けです。それをここでどのように絞り込んで位置づけるかという一つの論点にもなってく

ると思います。 

 一方、課題提起の中では、水田農業のフル生産体制を考えるべきだという大前提の議論

があるわけですが、それとの関連でも、担い手という政策的な担い手論と、現状の農業者。

農業者の中には兼業の農業者もたくさんいるわけです。ここではそういう対象者をどのよ

うに整理するのか。今、大変重要な問題提起をされたのではないかと思っております。 

○八木座長 ほかの委員の方は、この点についていかがでしょうか。御意見があればいた

だきたいと思います。 

 竹内委員、どうぞ。 
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○竹内委員 この検討会は表題に「「販売」を軸とした米システムのあり方に関する検討会」

としており、私の理解では、この検討会の狙いは、米の問題もいろんな側面がありますが、

商品ですから、内外の環境の変化も踏まえて売れる物を作っていく上で、まだいろいろ検

討する問題があるのではないか、という問題意識からこのような表題にしたのではないか

と思っております。 

 そういう点から目次を見ていただくと、売れ行き先としては通常の食料、食用以外にも、

いろいろ可能性があるのではないか。企業でいえば販路拡大とか、新商品とか、そういう

分野が一番目に書いてあります。 

 しかし、米システムということですから、売れるといっても、価格が最大の問題になり

ますし、新商品はもちろん、主要の食料でも潜在的には競争の問題は無視できません。完

全クローズになっているわけでもないわけで、今の価格環境を考えると、国際価格は倍ぐ

らいに上がったといっても、内外価格差やコストの差はまだまだ非常に大きく、生産側と

してはコストの問題を考える必要があるということが目次の２番目の問題です。 

 それと、３番目は、コストを下げるには生産の体制をどのように考えるのかということ

があります。そうすると、生産の体制の中には今御議論があった兼業農家や専業農家、70

歳平均になって先々の担い手はどうするのかという世代交代の問題、生産を支える人的資

源の問題。あるいは、水田、水田と言っていますが、もう少し広く「農地」と言ったほう

がいい部分も結構あると思いますが、いずれにしても、生産要素の一番基礎である農地の

問題もあるということが４番目だと思います。 

 それで、いよいよ最後に流通の問題。この表題からすると、この４つの項目は必要事項

を一応カバしているという感じがいたします。ただし、この半年間を見ると、国際価格の

高騰は既に相当起きておりましたが、サミットでは、食料、石油、資源、水が世界的な大

きなテーマになり、その関係で、日本の農業生産システム、あるいは米のあり方、あるい

は世界の生産力の向上に寄与できないか等の問題は十分議論されていなかったということ

で、項目だけ入れていただいているところです。今のような問題、特に兼業とか、専業と

か、構造問題と世代交代といった問題は長い間議論をして、大きな方針としては、農業の

政策もかなりの転換が進みつつあるという途中です。 

 ですから、私は、中間論点のところで、その問題をもう一回土台から掘り起こして、議

論をすることについては、中間論点整理としては無理がある。むしろ御連絡いただいたの

では、今後年末に向かって、まだまだ相当の回数を検討する予定があるとのことですが、



 - 9 - 

私は何をそんなに御議論されるのかと思っていたのです。中間論点としては、ある程度今

までの、いろんな議論の積み重ねを踏まえていただいて、そういう論点についても必要が

あれば、また今後半年間に議論されたらいいのではないかと思っております。今の御議論

をもう一回土台から議論し直そうとすると、とてもこの夏では、中間論点整理ができなく

なってしまうという気がいたします。 

 加えて、私の希望としては、今後半年間の議論や勉強会では、各委員からこういう点に

ついて、もう少しデータを出してもらいたいとか、農政の今後の考え方を聞きたいとか、

あるいは世界貢献みたいな話について、これだけ世界的なテーマになっているのですから、

今までの実績や現状はどうだ、というところも一度御紹介いただいて議論の材料にされ、

今後に委ねられたらどうかと思っております。 

○八木座長 ほかにございますか。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 私は、１の「世界の食料需給の変化と我が国水田農業のあり方」の最初の論

点整理を、今日はきっちりと議論して固めていく必要があるのではないかと思っています。  

今のお話にも関連して、次のページの上から３つ目の○に、「農業者をはじめとする関係

者がやりがいをもって、真剣に取り組めるようにするには、将来展望のある水田農業のイ

ノベーションの一環として、非主食用米の本格的推進を国家プロジェクトとして位置づけ

てやっていく必要がある」という論点整理ですが、私はここのところがある意味では非常

にポイントではないかと思います。 

こういう論点で今後のあり方を検討できるのかどうか、深められるのかどうか。まさに

そのとおりだと思います。要するに、第１の論点整理は、我々が議論した内容を非常にう

まく捉えて整理していただいているのではないかと思っていますが、このような問題意識

を前提にして、国家プロジェクトとして位置づけてやっていくとすると、いろんな意味で、

展開の仕方が違ってくると思うのです。これは非常に大事な整理なので、皆さんで確認し

てもらうことが必要ではないかと思います。 

 もう１点は、最後の「我が国水田農業のあり方について、更に議論を深める必要がある」

の中に、例えば今、環境問題がありますから、ＣＯ2の削減効果も水田農業は多くあると私

は思います。これは米の栽培方式との関連もあると思いますが、土壌そのものの削減効果

もある。それから、私が今やっている環境保全米運動で、化学肥料なり、農薬削減をやる。

そうしますと、ＣＯ2の削減効果がかなり出てきます。そういう意味で、栽培方式との関連
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でも、土壌、水田農業それ自体でも、ＣＯ2の削減効果がかなり期待できる。こういうもの

も、きちんと位置づける必要があるのではないかと思っております。 

○八木座長 この後の、これからの議論の進め方にお話が少し入ってきているような気が

しますが、この中間論点整理の案につきまして、もし追加の御意見がありましたら、いた

だきたいと思います。 

 立花委員、どうぞ。 

○立花委員 ただいまの柴田さんから始まった問題提起、阿部さん、あるいは竹内さんの

コメントがありましたが、竹内さんの目次を例にした、ストーリーの展開を聞いていて、

もっともだと思ってお聞きしていました。 

つまり、新商品を開発しようとしたときに、コストダウンも含めて、それは誰がやるの

かといったときに、それは鯱立ちできない相談だろうと思うのです。コストダウンの問題、

新しい技術の問題、あるいは食の安全も含めた技術の問題等々。もちろん、農村集落が一

握りの規模拡大した担い手だけで成り立つということをこの文章でも申し上げているわけ

ではないわけです。ただ、このような、さまざまな困難にチャレンジする農業のイノベー

ションを国家戦略で進めようといったときに、その担い手は小規模なものだと成り立たな

いし、また嫁さんも来ない、生活も成り立たないといった教訓なわけです。 

 だからといって別に、彼らが農村集落から消えていいということは誰も言っていないわ

けで、少し飛躍があるのだろうと思います。こういった新しい商品を開発して、水田を有

効活用していこうとしたときに、それに生涯をかけて、誇りを持ってやるといった担い手

が必要なわけで、またそういった人たちがいない限り、この冒頭に書いているような、さ

まざまなイノベーションは、恐らく絵に描いた餅になると思うのです。 

 そういった意味で、私は、議論をまた振り出しに戻すということは、いかがなものかと

いうことと、そういう議論は否定しませんが、一握りの担い手だけで農村集落が成り立つ

わけでもないわけです。農地、水、環境保全に対して、地域の人たちを巻き込んで、それ

ぞれの持てる力で規模拡大なりあるいは集落営農を立ち上げていこうということですから、

それは決して排除したことにはならないだろうと思いますし、この原文でも全然おかしく

ない、むしろこれを強めてもらいたいと思っております。 

 本当に真剣になってイノベーションをやろうと思えば、そのイノベーションの担い手は

一体誰なのかということを、感情論ではなくて、きちっと踏まえていかないと、本当に絵

に描いた餅になると危惧しております。 
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○八木座長 竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員 先ほどは目次のことを申し上げましたが、今、座長さんから具体的な表現に

ついて何か追加的な意見があるかということですので、２点、感想とコメントを申し上げ

ます。 

 いずれも、この文章をこうしてもらいたいという、まとまった頭の整理ができた提案ま

で至っておりませんので、原文を直してくれというわけではありません。 

１つは、前に申し上げましたが、すべての文章が「水田の潜在的な能力を発揮する」と

整理されています。しかし、「本当に水田なのかな」と思っております。つまり、需要と供

給にこれだけ大きな潜在的ギャップがあり、供給超過部分は他作物を作って、他作物の需

要が国内生産よりずっと大きいわけですから、それを随分長い間やっている。 

 では、その他作物を作っている元水田は、水田の能力を発揮しているのだろうか。水田

の能力ではなくて、そこの農地の能力ではないのか。しかし、水田用に整備された部分は

水を抜くなり、畑作物に合うように構造を直して畑作物を作っているわけですから、論理

的には水田の能力を十分に発揮して使っているわけではないと思うのです。 

 ですから、お米に対する長い間の郷愁にとらわれて、すべてが水田の潜在能力の総合的

な発揮だというのは、私はベーシックな違和感がありますが、それでは対案があるのかと

言われると、対案も持ち合わせていないので、この文章をこう直してくれ、というところ

まで整理がいかないという点が１点です。 

 ２点目は、中間整理の文章としては、このままでいいと思いますが、これほど大きなテ

ーマですので、実証的、科学的な分析の上に立った、ある程度の幅で将来に対するフィー

ジビリティがベースになるべきですので、国家プロジェクトというのは、文学的な観点か

らすると、表現としては少し力み過ぎかという感じがいたしますが、もっと強く表現して

くれという御意見もございますので、中間論点でまとめるという意味では、ここも直して

くれと申し上げるほどではありませんが、以上のように思っております。 

○八木座長 柴田委員、どうぞ。 

○柴田委員 大きな問題提起みたいになってしまいますが、そもそもこの議論の入り口の

部分は、世界的な食料需給の逼迫が現在さらに進んでいるわけであり、これはもう後戻り

ができないパラダイム・シフトであると思っております。 

このような中で、日本の農業を見た場合、米の市場の縮小均衡という流れの中で農地自体

が有効に利用されていない状況にあると思います。これはタイムラグの問題であり、状況
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は変わってきそうだと思っております。こういう背景の中で、日本の食料の大増産体制を

もう一度見直していくべきではないかと思っております。 

 そのときに有効なのが、水田をどのように生かすのかということであり、その際、まず

は担い手と言われるイノベーションを先端的な農家の方が手本を示して問題の切り口を突

破していくという話でありますが、日本の水田全体の生産力を高めていくには、それに続

く兼業農家の方も含めた農業者全体の動き、ベクトルを担い手に続くような方向に持って

いかないと難しいのと思うのです。 

 しかも、耕作放棄地などは、この検討会で議論されていないのですが、どのように評価

したらいいのか。そういうことをやっている場合ではないと思うのですが、ここも含めて

水田の能力を最大限生かす方向はどうなのか。 

 それと見合いで、今度は需要サイドで見ると需要は変わってきますので、恐らく米の需

要そのものが増加し、価格が上昇に転じると思っておりますが、輸出や需要拡大としての

米粉の取組なども非常に重要だと思っております。全体を拡大再生産の方向にもっていく

ために、水田が非常に重要な役割を果たしていると思っております。 

○八木座長 いろいろ御意見をいただきましたが、中間論点整理の案については、ここで

終わらせていただきたいと思います。それで、大木委員、柴田委員の意見も踏まえまして、

また事務局とも相談して、文言等において修正が必要であればそれはまた相談させていた

だきますが、最終的な点については、座長一任ということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、中間論点整理については、これを基本として事務局

とも相談した上で、最終的な文言を確定していきたいと思います。 

 それでは、これからの課題について委員の方々から既に幾つか提案をいただきましたが、

次回以降の議論の進め方について、さらに御意見がございましたらお願いします。 

 竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員 今、柴田さんが御発言された世界の食料問題は、この半年間で価格の高騰、

需給、その他いろいろな世界の食料事情というバックグラウンドが非常に大きく変化を見

せている中で、日本の米と考えていいのか、農業生産と考えていいのか、余り米にフォー

カスされ過ぎるのもどうかという気がいたします。 

いずれにしても、今までその関係での議論はあまり行っていませんので、少しこの項目

だけ入れていただきたいと思いますが、その議論については、この中間論点整理の後にも

いろんな論点があるわけでしょうから、国内の米あるいは農業生産との関係ももちろんあ
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りますが、それだけでもないと思っております。 

 日本の農業の持っているいろいろな技術や能力が、世界の、例えばアジアあるいはアフ

リカの農業生産力の向上に、どのように貢献できるのかというのは、日本の農業の抱えて

いる非常に大きなこれからの課題ではないかと思います。幅広い関連についての議論を一

度やっていただく必要があるのではないかと思います。 

○八木座長 立花委員、どうぞ。 

○立花委員 ２点ばかり申し上げたいと思います。１つは、米の多用途の利用ということ

が一つの大きな課題ですが、これがどういうふうにすればうまく、経済的に成り立ってい

けるのかが私もよく描けないのです。つまり、我々の祖先はまさに水田を利用しながら、

苦労しながら縦横無尽に水路を開き、連作障害のない水田を糧として我々の民族は生き延

びてきたわけです。 

炊いて食べる米と、米を加工してアルコールを作る、味噌を作る、醤油を作る、煎餅に

して長持ちさせる、餅にする、それから月見なんかの団子を作るなど、米を多用途に使う

技術を習得して、我々の民族、祖先は生き延びてきたわけですが、なぜ、そういう米と米

加工品との共存・共栄の関係が崩れてしまったのか。 

 これは釈迦に説法な面がありますが、戦後、炊いて食べる米の価格を一方的に値上げし

てきたことにより、米と米加工食品との共存・共栄が崩れてしまったことが、米の消費減

退の一因でもあると思います。ですから、このような米の多用途の商品を開発して、我々

の祖先がそういったものを食べて、さまざまに加工しながら生き延びてきたという教訓も

取り入れながら、炊いて食べる米と米加工食品との共存・共栄の関係をどのように取り戻

すのか。単に補助金で穴埋めすればいいという問題ではないと思うのです。 

 中間論点の冒頭からも書いてありましたが、コストダウンの問題がありました。そうい

った、単に新しい用途を開発するだけではなく、もう少し深い、我々の文化・伝統に根差

した点があるわけで、その根っこには、米とその他の価格関係が戦前まではうまく機能し

てきたのですが、戦後それが崩れ、非常にいびつな形になってしまった。そこのところを

どのように経済として仕組んでいくのか。どのようにそれが成り立っていけるような仕組

みを作ることができるのか、できないのか。ただ財政でもっと補てんすればいい、という

話ではないでしょうし、本当にこれが可能になるかどうか絵解きをして、本当にフィージ

ブルなのかという検証といいましょうか、その辺の作業も必要かと思います。私自身ちょ

っと消化不良の面がありますが、そういった印象を持っているのが一つ。 
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 ２つ目は、今竹内さんが問題提起されたのと私も基本的に同じような感じを持っている

のですが、今日のヨーロッパがＥＵという形で 20 数カ国が統合して、市場拡大で経済も発

展していますが、それは、石炭と鉄鋼をどのように共同利用していくかという炭鉄共同体

からスタートしたわけです。日本の場合には人口が絶対数でも減るという状況の中で、経

済のパイをどのように増やしていくかとなれば、近隣諸国との関係を非常に良い関係に持

っていくことが一つの大きな方策だろうと思います。 

 この検討会の場で申し上げたことがありますが、同じ短粒種の米を食べる一員として、

日本列島から朝鮮半島から、中国の本土の穀倉地帯、それから台湾等々、同じ短粒種の米

を食べる人たちが、戦争や不作、飢饉あるいは地震や風水害など、いざとなったときにお

互い困らないようにすることが必要ではないか。 

 生活の、命の糧である米を、困ったときは相身互いということで、朝鮮半島だっていつ

ひっくり返るかわからない状況の中で、米を中心としたライス・アライアンスといった関

係を長期戦略として、日本としていかにして打ち立てていくのかといったことを描きなが

ら国内の改革にも取り組んでいく視点が必要ではないかと感じております。 

 以上です。 

○八木座長 米本委員、どうぞ。 

○米本委員 既に出ているのですが、世界の食料問題との関係も当然、もう一度再確認が

必要です。今回の取りまとめでは、食料は自由に手に入らないような状況、あるいは過去

のような形に、「安い食料が自由に手に入るような時代に戻らない」と言い切っているわけ

ではないと思います。そのあたりを含めて、この後、今年のクロップの情勢がどういう状

況になるかということもありますが、そういうことも含めて、もう一回確認すべきではな

いか。 

 それとの関係でいけば、水準も含めて備蓄の問題。それから、先ほど立花委員さんから

ありましたが、食べる米だけの話ではなくて、当然加工で使われている米があります。こ

れは、今まで輸入で成り立ってきたわけですが、今はＭＡ米も自由に、好きな時に好きな

価格で入れられるという状況ではないわけですから、そういうものも含めた備蓄の取り扱

いについて、一回議論する必要があると考えます。 

 それと、これは先ほど大木委員さんが言っていただいて力強く思ったんですが、学校給

食への利用を強力に推進していくというのが、大きな意味で国民の理解を得る一つの方向

だと思います。これが成功するかどうか、農業者だけではなくて、国民全体の理解がない
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と、この政策もまた情勢が変われば短期間で 180°変わってしまうことになりかねないので、

国民の理解をどのように得ていくのか。そういう中で、学校給食もそういう理解の上で強

力に進めていくという議論も必要であると思います。 

 どちらにしても、この整理はこれで結構だと思います。 

○八木座長 ほかにございますか。よろしいいでしょうか。 

 いろいろな御提案をいただき、ありがとうございました。御意見も出尽くしたところで、

本日の会議はこのあたりにさせていただきたいと思います。 

 

（３）そ の 他 

 

○八木座長 最後に、事務局から連絡事項をお願いします。 

○枝元計画課長 本日は中間論点整理をまとめていただき、ありがとうございました。御

指摘いただいた点は、座長と御相談いたしまして、適切に対応したいと思います。 

 次回の第 15 回でございますが、当初、７月 11 日とご連絡しておりましたが、都合によ

り７月 25 日の金曜日の 10 時から、場所は農林水産省の７階の講堂で開催させていただき

たいと思います。 

 次回のテーマでございますが、今回中間論点整理の最後に書かせていただきましたし、

「生産調整について一度評価せよ」というお話もございましたが、次回は、生産調整の実

施状況につきまして、ヒアリングと意見交換を予定しております。委員の皆様におかれま

してはお忙しいとは存じますが、御出席賜りますようお願いいたします。 

 また、当面の検討会のスケジュールについては、本日いただきました今後の進め方につ

いての御意見と、すでにお聞かせいただいている委員の皆様の中長期的な御予定について

整理でき次第、御報告させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○八木座長 中間論点整理の「今後の進め方」の最後にありますように、生産調整の問題

からまた議論をしていくということですので、よろしくお願いします。 

 本日は活発な御意見をどうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の検討

会を終了いたします。 

閉     会 


