
【研究論文】

迷走する米政策「改革」の推移と政策課題

一般財団法人農政調査委員会理事長　　吉　　田　　俊　　幸

食糧法下での理念なき米「対策」
　「米政策」改革が実施されて 3 年目を迎えてい
るが、その帰趨と実効性、経営への影響について、
生産者とくに大規模稲作経営を中心に経営への将
来に対する不安が大きくなっている。その要因は、
初年度である 14（26）年産米では、全農の概算金
の大幅値下げと米の直接支払交付金が半分に減額
されたことが重なり、水田経営収支が悪化したか
らである。とくに、大規模経営ほど、その打撃が
大きかったと言われている。と同時に、米政策「改
革」の実効性を確保するための目玉である最高
額 10 万 5 千円 /10a という多額な助成金による飼
料用米推進が継続的な政策といいがたいからであ
る。なによりも、食糧法下では、米・水田政策は、
3 ～ 4 年ごとに対症療法的な対策にとどまってお
り、中期的な戦略に基づいた政策が構築されてこ
なかったことにある。今回の米政策「改革」も例
外ではない。食管制度から食糧法へ移行したのは
1995 年、食料・農業・農村基本法が制定されたの
が 1999 年である。本年（平成 28）年は、ＷＴＯ
のもとでＭＡ米の本格的な輸入開始及び食糧法施
行から 21 年目であった。この 20 年間の推移をみ
ると、ＷＴＯ体制のもとで，米の高関税で、生産
調整が実施され、建前では米は「保護」されてきた。
現実には。米価は大幅に下落し、租生産額も半減
しており、水田経営をめぐる諸環境は厳しくなっ
ている。
　本稿では、この間の米・水田経営を諸環境の変
化を概観し、2003 年米政策改革大綱，10 年戸別所
得補償制度及び今回の米政策「改革」の特徴と課
題を検討する。その検討を踏まえ、今後の米・水
田農業政策の在り方について提示する。

食糧法下で米価の 4割低下、粗生産額の半
減とその要因
　ＷＴＯ体制によるＭＡ米の本格的輸入開始、食
糧法施行から 21 年が経過した。食糧法の下で、米
価は不作等による一時的な上昇があったが、下落
が続いている。
　まず、農水省「農産物価格統計調査」による
と、米の価格（産地）は、食糧法施行の直前の平
成 6 年に比べ、23 年には 58.6％、26 年（概数）で
62.8％、出来秋である 10 月には 55.5％へ低下し
た。また、6 年産の全銘柄落札平均価格（指標価
格）は 21359 円（60㎏当たり）であったが、全銘
柄相対取引基準価格は、25 年産が 14341 円であり
､ 7018 円、33％の低下、26 年産（概算）が 12022
円であり、9337 円、44％の低下である。米の産出
額は、6 年の 3 兆 8249 億円から 22 年には 40.6％
の 1 兆 5515 億円へ、25 年産には 46.6％の 1 兆
7807 億円へ減少し、26 年は 22 年の水準よりも減
少すると予測される。なお、米の産出額（25 年）
はピーク時である 59 年の 3 兆 9300 億円から 39％
へ大幅に減少している。
　なお、米価の動向をみると，入札取引時代では、
2 度の不作による上昇以外の年はなだらかに低下
した。値幅制限等の市場内での規制が機能したた
めである。しかし、全農相対取引基準価格が指標
となって以降、全農による人為的な価格維持と引
上げがあり、結果的には過剰在庫、米消費減をも
たらし､ 19 年、22 年､ 26 年の 3 度に渡る大幅な
下落をもたらした。
　（注）�拙稿「米消費減、生産調整の空洞化等の多面的な要

因による米価低落と政策課題」「農村と都市とをむす

ぶ」「食糧法下での米価低落とその要因及び政策課
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題」『農業と経済』2015 年 9 月号

　米価低落の要因は、米の過剰生産の恒常化及び
米消費減、流通、ニースの変化である。まず、食
料需給表によると、1 人当たり米消費量は、年々
減少しており、24 年が 56.3㎏であり、昭和 40 年
の50.4％、平成7年の82.9％へ減少している。また、
家計費調査によると、消費者世帯における米の購
入単価は、平成 21 年が 358 円（1㎏当たり）であり、
2 年に比べると 28％の低下であり、1 人あたり年
間購入数量は 28㎏で、2 年に比べると 20％減であ
り、支出金額では 57.6％となっている。パンの支
出額が米の支出額を平成20年以降、上回っている。
24 年度では、パンの支出額（32335 円）が米の支
出額（28741 円）を 13％（3604 円）上回っている。
さらに、米に関連する弁当類の支出額（29227 円）
も米の支出額を上回っている。米穀機構の調査に
よると，主食用米の消費内訳（平成25年度平均）は、
家庭内食が 67.0％、外食が 14％、中食が 18.9％と
なっている。
　消費者が米を購入する際の選択基準も購入価格
帯も変化している。米穀機構調査によると、購入
時の重視点をみると、価格が 23 年が 77.8％、24
年が 74.5％であり、品種、食味，産地は各 50％程
度ある。購入価格帯も平成 2 年では 10㎏当たり
3000 円未満が 13％と少なく、4500 円以上が 33％
を占め、銘柄、良質米を中心とした購入行動であっ
た。（農水省消費者モニター調査）。ところが、平
成 22 年になると、5㎏当たり 2000 円未満が 64.6％
を占め、うち 1500 円未満が 19.6％、1500 ～ 1700
円未満が 24.5％であり，1700 円未満が 44％を占め
ている。また、「量販店と外食・中食産業の競争
が激しい上に、消費者の低価格米志向が強まって
いることが、（精米の）納入価格の低下につながっ
た」（注）と卸業者も指摘している。
　（注）2011 年 1 ～ 12 月期「木徳神糧有価証券報告書」

　米消費が減少し、消費形態が変化するとともに
米の購入基準も価格重視となり、購入価格帯も低
価格帯への志向が定着した。このことが、長期的
な米価低落の社会・経済的な背景である。
　以上の米価低落のもとで、稲作経営は助成金依

存の体質を強めるとともに経営収支が悪化してい
る。｢19 年産以降、東北、北陸の 3ha 以上層の土
地純収益と実勢小作料との差額をみると，┄┄
3 ～ 5ha 層ではマイナスであり、5ha 以上では東
北では 1 万円前後、北陸では 1.7 ～ 2 万円である。
┄┄22 年産では、赤字であり直接支払交付金でカ
バーしていた｣（注）。
　（注）�拙稿「米価下落と制度改革下での水田経営と小作料

問題」

さらに、稲作の土地純収益も年々低下傾向にあり、
それを反映した実勢小作料も平成 11 年から 20 年
の間に約 3 割の低下である。また、組織経営体（水
田経営、稲作経営）でも「農業所得－補助金等」は、
従業員、構成員の賃金を確保できる状況にはない。
以上のように、食糧法下では、米価が低下し、そ
の結果、大規模経営、組織経営体でも経営収支は
大幅に悪化しているのである。

食糧法下での生産調整政策の変遷と矛盾
「米政策改革大綱」及び品目横断的経営安定対策

の特徴と課題

　食糧法によって、米流通の自由化と価格統制が
形式的にはなくなったが、その下での米政策とく
に生産調整及び経営安定政策に関して，ほぼ 3 年
ごとに変化し、明確な方向を打ち出されてこな
かった。一つの方向が打ち出されたのは、2002（14）
年 11 月の「米生産調整研究会」の報告及び 2003

（15）年 11 月「米政策改革大綱」だと言われている。
主な内容は、①米の減反面積の配分ではなく生産
目標数量の配分（ネガからポジ配分へ）への転換、
②生産調整参加者に対して、米の価格下落の影響
を緩和するための経営安定政策及び担い手経営安
定政策の導入、③転作作物の助成について全国一
律ではなく、地域での自主性を取り入れる仕組み
の導入等である。さらに、同年には食糧法が改正
され「計画流通制度」が廃止された。
　（注）�今後の基本方向として①「新たな所得・経営政策」（直

接支払）の検討に着手、② 10 年間で望ましい農業構

造の実現、③生産調整は生産者・生産者団体の自主

性で実施、④市場の整備が検討されていた。渡辺好

迷走する米政策「改革」の推移と政策課題 51



明「コメ政策の行方を展望すれば」日本農業研究所

　以上を踏まえて、2006（18）年に担い手経営安
定法、07（19）年には経営所得安定政策（品目横
断的経営安定対策）及び農地・水・環境保全向上
対策」が導入された。両政策は、中山間地域直接
支払制度に続く直接支払制度であり、14（26）年
産以降の米政策改革の原型ともなるものである。
さらに、08（20）年より飼料用米や米粉用米が転
作作物の一つとして位置づけられ、転作から水田
フル活用への転換が行われた。
　しかし、全農と卸間での取引の基準となる米の
指標価格は、06（16）年より、米価格センターの
入札取引結果から全農相対取引基準価格となっ
た。改正食糧法による計画流通制度が廃止され、
米価格センターへの上場が義務でなくなり、その
ため、上場数量が激減したからである。その背景
には、全農等の農業団体が、価格形成の主導権を
握ることにより、米価の下落傾向に歯止めをかけ、
米価格の上昇、維持と農協・共販のシェア回復を
目指したことがある。「入札が相次いで「不落」に
なると、相対取引交渉にマイナスの影響を及ぼす
と懸念され」、「全農にとって卸売業者との相対取
引情報がオープンにされる必要がなく、」なるから
である。（注）農水省も、「上場を義務化するには
無理があり，相対取引志向が強まっている」と黙
認し、同時に、全農の相対取引が主体になること
により、価格低下に歯止めがかかることを期待し
ていた。しかし、全農の相対取引価格は、全農や
系統農協の意向を反映した希望価格の性格をもっ
ており、需給実勢との間に乖離が生じる可能性を
内包している。客観的に価格形成する市場が存在
しなくなったことが、その後の米価格の乱高下さ
らには米政策と生産調整の推進において混迷をも
たらした。
　（注）�矢坂雅光「コメ先物市場をめぐる問題」前掲日本農

業研究所

　皮肉にも、以上の政策転換を契機として、生産
目標数量を上回る過剰生産が急増し、米価も変動
幅が大きくなり、低下することになる。生産目標
数量を上回る超過作付面積は、4（16）年産の 2.5

万 ha から 6（18）年産が 6.8ha、7（19）年産が 7.1
万 ha、8 年産が 5.4 万 ha�へ増大した。その結果、
生産数量目標を上まわる超過生産数量は、19 年産
が 25 万ｔ、20 年産が 50 万ｔに増加した。
　そのため、17 年産以降、3 回にわたって出荷段
階での過剰在庫と米価とくに生産者への概算金の
下落が生じている。その間の経緯は以下の通りで
ある。
　16 年産以降の超過生産を受けて、6 月末の民間
流通在庫が 180 万ｔ台で推移した。19 年産の供給
過剰が明白となった状況を踏まえ、全農は 19 年
産の相対取引価格を 14164 円へ引下げたが、実勢
価格はさらに低下した。生産者団体は需給対策を
求め、政府は 34 万ｔの緊急買い上げを実施した

（注）。その緊急措置によって、民間流通在庫は 19
年 6 月の 184 万ｔから 20 年 6 月には 161 万ｔへ減
少し、米価は上昇に転じた。過剰米の市場隔離と
いう手法は 22 年産､ 26 年産にくりかえされる。
　（注）�中村信次「米流通、取引の現状と問題」日本農研前

掲書

　07（19）年の参院選において、自民党が敗北した

ため┄┄主食用の米価維持のための「行政主導によ

る生産調整」が強化された。同時に、買い上げによ

る市場隔離がされた。（渡辺好明「コメ政策の行方を

展望すれば」『米の流通、取引をめぐる新たな動き 2』

平成 27 年 6 月、日本農業研究所

　同様の内容を生源寺真一氏「米関連政策を振り返

る」前掲書で指摘

　詳しくは拙稿「食糧法下での米価低落とその要因

及び政策課題」『農業と経済』2015 年 9 月及び「米消

費減、生産調整の空洞化等の多面的な要因による米

価低落と政策課題」『農村と都市とをむすぶ』2015 年

3 月

　20 年産になると、全農は生産者に対する概算金
を引き上げることによって、農協への集荷を積み
上げ、系統共販率の向上を目指した。そのため、
20 年産の相対取引基準価格も 18 年産米の水準で
ある 15146 円へもどした。しかし、生産数量を上
回る超過生産数量は、19 年産が 26 万ｔ、20 年産
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が 50 万 8 千ｔ、21 年産が 18 万ｔであった。その
ため、6 月末の民間流通在庫は 21 年が 212 万ｔ、
22 年が 216 万ｔへ増加した。
　過剰にも係わらず、21 年産相対取引価格は、9
月には前年なみの 15163 円から出発し、12 月まで
は 14750 ～ 14880 円を維持し、2 月まででも 14600
円台を維持した。過剰の下での価格維持は、米消
費：販売減をもたらした。全農は売れ残りが明確
となった 22 年 3 月に，21 年産米の売れ残りを回
避するために値引き販売を実施したが，21 年 9 月
には大量の売れ残りが生じた。
　全農は、相対取引を 22 年 10 月に東北の銘柄主
体に 9000 ～ 9500 円で売却するとともに生産者概
算金を引き下げた。具体的には、22 年産概算金は，
21 年産に比べ，東北では 2400 ～ 3600 円，コシヒ
カリでは 1400 ～ 2000 円の大幅な引き下げとなっ
た。概算金が低下したのは，21 年産米の値引によ
る差損をカバーする目的で 21，22 年産米とを共
同計算したためである。同時に，全農は卸への相
対価格も前年に比べて 14％（2028 円）低い 1 万
2419 円へ引き下げた。さらに、生産者団体の要請
を受け、政府は米穀機構の資金を活用して 30 万
ｔの過剰米を市場隔離した。一連の事態は、生産
者負担による過剰米処理であるが、22 年産米より
戸別所得補償制度が導入され、その補償額（22 年
産米の場合、60㎏当たり約 3400 円）によって一部
がカバーされた。
　（注）�詳しく、中村信次前掲論文及び拙稿前掲論文、「米

消費減、生産調整の空洞化等の多面的な要因による

米価低落と政策課題」、以下も同じ

　07 年産に米過剰とそれにともなう価格低下に直
面して、自民党主導による修正が行われた。まず、
過剰米 34 万ｔの緊急買い上げを実施するととも
に国による生産目標配分と未達成の県に対するペ
ナルティが復活した。また、経営所得安定対策に
ついても、市町村特認という形態で規模要件を緩
和した。05年産までの生産調整システムが事実上、
復活した。
　ところで、米の生産調整の目的は、生産調整に

よって米の需給均衡を図り、米の価格を維持する
ことである。しかし、米の生産調整であるが、米
の生産目標数量を遵守することに対しての直接的
なメリットはなく、「転作作物」助成金の受給及
び経営所得安定対策の参加の要件となっている

（注）。この点に「日本的」生産調整の特徴がある。
まず、麦、大豆等に対して、助成金を給付し、主
食用米並の所得を補償することによって、「転作」
に誘導する仕組みである。さらに、経営所得安定
政策の対象となるのは認定農業者や集落営農に限
定された。つまり、生産調整とは、直接関係のな
い施策である食料の自給率向上と構造政策とにリ
ンクすることによって実効性を確保してきた。食
管制度時代には、生産調整を実施することに対す
る法的な強制力が備わったいたが、食糧法では法
的な強制力がなくなった。したがって、転作助成
金の受給や経営所得安定対策の対象外になること
を選択し、生産者は主食用米等の作付の拡大をす
ることが可能である。しかも、生産調整による米
価の維持や値上がりのメリットも生産調整に参加
しなくても享受できる。この点が生産調整目標を
上回る過剰作付が拡大した要因であった。
　（注）�生源寺真一「米関連政策を考える」、拙稿「エコノ

ミスト」
　日本の生産調整は非常に特異な制度であった。米

以外の種種の作物への助成金支給を基本的な誘因と

しながら、認定農業者制度の資格要件を絡めるなと、

本来別の領域であるはずの制度の力を借りることで

実効性を確保してきた。

　（注）�2014 年から 18 年までは、稲作直接支払交付金が半

減されたが残っているので、過渡期的なシステムと

なっている。生産調整の順守が稲作直接支払交付金

及び転作助成金、経営安定対策の受給要件となって

いる。

生産調整の誘導装置、大規模経営のメリッ
ト措置としての戸別所得補償制度
　民主党政権の下で、10 年より米に対する戸別所
得補償制度が導入された。この制度は、10 ａ当た
り 1 万 5 千円の定額部分と当年産の価格が標準販
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売価格を下回った場合、その差額を補填する変動
部分との二本立てあった。その受給要件は、生産
調整目標数量を遵守することのみである。
　この戸別所得補償制度について、農水省は二つ
の異なる見解がある。一つは23・24年度食料・農業・
白書であり、もう一つは、米政策「改革」での廃
止する理由である。前者では、戸別所得補償制度
のメリットについて①作付規模の大きな農家ほと
大きなメリットが享受できる。②柔軟な作物選択
を容認するスタイルに転換し、農業者の主体的判
断による経営展開が可能となり、ぺナルティを廃
止した。③過剰作付面積の減少である。
　後者では、「米については、諸外国との生産条件
格差から生じる不利なく、構造政策にそぐわない
面がある。主食用米偏重からの廃止」である。（「新
たな農業・農村政策が始まります」農水省、平成
25 年 12 月）。以下、二つの異なる見解を検討する。
　戸別所得補償制度の受給要件は、生産調整目標
数量の遵守であり、同時に、品目横断的経営安定
対策を始めとする主食用米以外の「転作作物」に
対する助成金は、生産調整目標数量の遵守を要件
でなくなった。さらに、品目横断的経営安定対策
の規模要件は廃止された。生産調整目標の遵守は
米以外の作物の助成金支給や認定農業者制度の資
格とから切り離した。その結果、戸別所得補償制
度は、つまり、「米の戸別所得補償制度が（生産
調整の）単独の誘導装置として機能することとな
り」、「米の生産調整は制度としての自立性を高め
た」のである。
　（注）�「米の生産調整は制度としての自立性を高めたことに

なった。┄┄生産目標数量のポジ配分に移行してい

たことに加えて、米の戸別所得補償が単独の誘導措

置として機能することになった。┄┄日本の米の生

産調整は非常に特異な制度であった。米以外の種種

の作物の助成金支給を基本的な要因としながら、認

定農業者制度の資格要件をからめるなど、別の領域

であるはずの制度の力借りることによって実効性が

確保されてきたからである」（生源寺真一前掲「米関

連政策をふりかえる」）

　（注）�生産調整と自給率向上との切り離しは的をえた政策」

本間正義「コメの価格変動と現物・先物市場対応」『農

業と経済』2015 年 9 月

　次に、水田農業の構造変動についての評価であ
る。戸別所得補償制度は、当初の選挙公約での意
図とは異なり、大規模経営にとって経済的なメ
リットがより大きなシステムに変化したのであ
る。23､ 24 年度の食料・農業・農村白書では、「農
業者戸別所得補償制度は┄┄作付け規模の大きな
農家ほど、より大きなメリットが享受できる仕組
みとなっている」（24 年度食料・農業・農村白書）。
　（注）�｢23 年度の米の所得補償交付金について、大規模層

ほど加入率が高く、5ha 以上では 98％が加入してい

る一方、0.5ha 未満では 4 割が未加入となりました。

また、実際に交付された交付金の 6 割は、加入者の 1

割に当たる2ha以上層の加入者に交付されている｣（平

成 24 年度食料・農業・農村白書）

　「作付面積の広い専業・準専業の農家や法人経営の

収益性を支える結果になっていた」（生源寺真一前掲

「米関連政策をふりかえる」）

　「殆どの農家が加入できたから┄┄自由に拡大した

農家は少なかった。現行農地制度の下では、規模拡

大の可能性が限られている。」本間前掲

　2015 年農業センサス（速報）が発表された。そ
の結果に基づいて戸別所得補償制度により構造
変動が阻害されたどうかを検討しよう。という
のは、10 ～ 15 年は、戸別所得補償制度の導入さ
れ、機能した期間と完全に重複しているからであ
る。2015 年農業センサス結果によると、まず、家
族経営体は 13.6％減、組織経営体が 6.3％増である。
経営耕地規模別にみた農業経営体数は都府県では
5ha 以上が増加し、5 ～ 10ha が 3.1％、10 ～ 20ha
が 21.8％増、20 ～ 30ha が 23.3％増、30 ～ 50ha か
27.3％増、50ha 以上が 36％以上増となっている。
一方、1ha 未満が 20.6％減、1 ～ 5ha が 17.8％減
である。5ha 未満が着実に減少し、10ha 以上が 20
～ 40％の大幅な増加である。また、経営耕地面積
集積割合を見ても 5ha 以上の農業経営体が 57.8％
と 5 年間で 6.4 ポイント上昇､ 10ha 以上 47.7％、5.7
ポイントの上昇である。この事実をみても、農業
の構造変動は着実に進展しており、戸別所得補償
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制度が農業の構造変動を阻害したとは言い難いの
である。稲作直接支払交付金の廃止する一つの理
由である「構造政策にそぐわない」は、事実に基
づかない誤認なのである。
　（注）�米価下落の大規模経営への影響については拙稿「米

価低落、制度改革下での水田経営と小作料問題」『土

地と農業』全国農地保有合理化協会､ 27 年 3 月、26

年決算では、法人経営は赤字もしくは機械投資の積

立ができない状況にある。

　さらに、食糧法以降、米価が 4 ～ 5 割程度、下
落したため、水田経営収支が悪化した。22 年､ 23
年産の標準的な販売収入では、2ha 未満は経営費
及び家族労働費を賄えない状態であり、5ha 以上
でかろうじて利潤を確保できる状態であった。し
かも、22 年産の米価では、2ha 未満では経営費す
ら賄えない状態であり，2ha 以上でも「経営費は
賄えるが家族労働費は賄えない」状態となってい
る。そのため、直接支払交付金が経営の存続にとっ
て不可欠となっていることを 24 年度食料・農業・
農村白書で示している。
　さらに，経営統計によると、組織法人の稲作、
水田経営でも、各年（1 ～ 12 月）の経営結果は、
26 年では農業所得マイナス共済補助金はマイナス
であり、24､ 25 年でもプラスであるが、その額は
24 年が 500 万円、300 万円程度である。経営統計
の農業所得には構成員や従業員の賃金が含まれて
いる。共済補助金を抜きの所得が 300 ～ 500 万円
であることは、構成員や従業員の賃金が確保でき
ていない状況にあることを示している。個別経営
でも稲作部門（10ha 以上）での農業所得マイナス
共済補助金は百数十万円程度あり、自家労賃をま

かなえる状況にはない。以上のように、法人、大
規模経営は直接支払交付金等の助成金に依存して
おり、経営の存続に必要となっている。
　以上の事実は、廃止の理由の一つである「諸外
国との生産条件格差から生じる不利がなく」つま
り「高関税と生産調整」で守られているという認
識は、米価の大幅下落と大規模経営の実態を無視
したものといわざるを得ない。
　以上の結果、「（生産目標数量を上回る）過剰作
付面積が21～ 23年にかけて2万 7千 ha減少」し、
改正食糧法の下で，過剰作付面積が始めて減少し
た。同時に，八郎潟を含めた殆どの大規模経営層
が戸別所得補償の受給による経済的なメリットを
享受するために、生産目標数量を遵守したのであ
る。
　もう一つは、戸別所得補償制度が米の価格を引
き下げる効果をもち、米価を引き上げる要因を制
度内に組み込まれていなかった点である。この点
は、22 年産の米価の大幅な下落において戸別所得
補償制度の補填により、大規模稲作経営は収支を
黒字となった｡ 26 年産の場合には、助成単価が 1
万 5 千円であったならば、現場での混乱が生じな
かったであろう。現実には、その米価水準におい
て、生産者は無理なく米輸出に取り組むことがで
きたのである。
　（注）�定額部分と価格変動の損失補填部分の給付は、売り

手と買い手の双方にその機能が折り込まれることで、

米の価格を引き下げる方向に働くに違いない」（前掲・

生源寺）

「生産調整廃止」は米の直接支払交付金の廃
止と連動－自民党公約実現

　政権交代により，自民党の公約である日本型直
接支払制度の実現と戸別所得補償制度の見直しを
実現するため，米政策は、再度、「改革」が実施さ
れた。農林水産業・地域の活力創造プラン」に基
づき、25 年 12 月に発表された 4 つの改革は、①
農地中間管理機構の創設，②経営所得安定対策の
見直し及び稲作直接支払金の半減と 18 年には廃

所得－
組織法人 農業粗収益 共済補助金 農業所得 共済補助金
24 年稲作 50020 13930 19509 5579
24 年水田 49370 14244 19221 4977
25 年稲作 48679 13489 16972 3483
25 年水田 48279 13927 16784 2857
26 年水田 46408 13955 13617 -338
集落営農
25 年 40951 13081 16121 3040
26 年 38939 13039 12693 -346

農業所得と共済補助金

農業経営統計調査
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止、③水田フル活用と米政策の見直し（飼料用米
の増産及び国による生産調整配分の廃止）、④日
本型直接支払制度の創設である。
　4 つの改革は，自民党の選挙公約（日本型直接
支払制度の創設、戸別所得補償制度の見直し）の
具体化でもある。ところで、「生産調整の廃止」
が「注目」を集めているが、「戸別所得補償（米
の直接支払交付金）の廃止」の必然的な結果であ
る。米の生産目標数量を生産者が遵守することの
みが、戸別所得補償の受給要件だったからである。
したがって、今回の「改革」で米の直接支払交付
金が廃止されると、生産者が米の生産調整目標を
遵守する仕組みがなくなるのである。（注）
　（注）�拙稿「減反廃止でも続く価格下落を前提に対策を講

じよ」『エコノミスト』27 年 5 月 12 日

　米政策改革の柱は、14（26）年に稲作直接支払
交付金が 10 アール当たり 1 万 5000 円から 7500 円
に削減され、3 年後には廃止することである。
　さらに、米価変動補填交付金が廃止され、米・
畑作物の収入影響緩和対策に統合される。また、
畑作物の直接支払交付金も支給対象が販売農家と
集落営農から 27 年度より規模要件が廃止される
が、認定農業者、集落営農及び認定就農者に限定
された。稲作直接支払交付金が廃止されるならば、
従来までの「日本的」な特徴をもつ生産調整シス
テムへ回帰することを意味する。
　推進面での特徴は、飼料用米の作付増による「転
作」拡大を目指していることである。飼料用米に
は数量払いを導入し、最高額を 10a 当たり 10 万 5
千円とした。この仕組みの環境整備の一環として、
米の需給価格動向の情報提供と安定取引の推進で
ある。
　また、米の直接支払交付金の半減と廃止は、大
規模経営ほど経営的な影響が大きく（注）、中間
管理機構による構造政策の推進とは逆行したとい
わざるを得ない。
　つまり、戸別所得補償制度の功罪を検討した結
果ではなく、「日本型直接支払」や「中間管理機構」
等の財源をひねりだすために米の直接支払交付金

の削減と廃止をうちだした側面が強い。その結果、
米の生産目標数量を遵守する仕組みがなくなり、

「生産調整の廃止」という政策的なスローガンを
掲げざるを得なくなったのである。
　（注）�本間氏は改革の本質を的確に説明している「減反参

加を条件とした戸別所得補償を廃止するという意味

であり、飼料用米を誘導することによる生産調整は

継続。多額の補助金を用いての主食用米の供給制限

であり、飼料用米にシフトすれば財政負担が増え┄

┄納税者負担と消費者負担という二重の負担を国民

に強いる政策」本間正義前掲

　「突然とも言うべき制度変更は、農業経営収支の収

支に影響するのみならず、経営の意思決定にも難題

をつきつけることになる」生源寺前掲

米政策「改革」の推進状況

　ところが、米政策改革の初年度である 26 年産
の米価が大幅に下落した。米価下落の要因は、過
剰作付と米消費減により、26 年 3 月末の時点で、
6 月末在庫が需給均衡の目安である 200 万ｔを約
60万ｔも上回る258万ｔと予想されたからである。
そこで、政府は生産者団体の要請を受け、集荷円
滑化基金を使用して 35 万ｔを市場から隔離し、民
間流通在庫を 222 万ｔへ圧縮したが、過剰が解消
されなかった。
　過剰在庫の深刻化を受け、全農は相対価格を平
均で 12481 円に引き下げるとともに概算金を大幅
に引き下げた。銘柄別の概算金は、山形はえぬき、
秋田あきたこまちが 8500 円、千葉コシヒカリ、島
根コシヒカリが 9000 円、新潟コシヒカリが 12000
円であり ,25 年産に比べて 1700 ～ 3000 円の低下
である。相対基準価格と概算金との価格差は、東
北の銘柄米や関東コシヒカリでは 4500 円以上で
あり、24､ 25 年産と比べると 2000 円も拡大した。
まさに、生産者米価の大幅下落，生産者負担によ
る過剰米処理である。
　以上の状況を踏まえ、27 年産米についても集荷
円滑資金を活用して 36 万ｔの一時的な市場隔離
を実施し、価格低下に歯止めをかけようとした。
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　米価下落に稲作直接支払交付金の減額が加わ
り、とくに大規模経営の経営が悪化した。
　「このたびの政策転換と価格下落は、農地集約
を図ってきた大規模経営ほど打撃が大きい」（神
林カントリー代表忠聡 ｢26 年産米生産をふりかえ
る｣『農村と都市とを結ぶ』2015 年 3 月）のである。
同趣旨の発言は、多くの法人から指摘されている
とともに筆者の経営調査でも、大規模経営は 13 年
産では営業利益が赤字であるが、稲作直接支払交
付金等により経常利益が黒字となっていたが、26
年産では、多くの大規模経営は営業利益も経常利
益も赤字に転じている。
　（注）�同趣旨発言は藤岡農産代表藤岡茂憲「大規模法人の

立場から経営をみる」『農業改革、議論の行方』2015

年 3 月、拙稿「米価下落と制度改革下での水田経営

と小作料問題」『土地と農業』15 年 3 月）

　以上の事態に直面して、政府は、国による生産
調整の強制と米の米価・取引規制により生産調整
の実効性確保にのりだした。27 年産の生産目標数
量を前年より 14 万ｔ減の 751 万ｔに設定し、超
過達成を目指した「自主的取組参考値」を導入し
た。超過達成した都道府県には、産地交付金を 10
ａ当たり 5000 円を追加配分する。形を替えたペ
ナルティの復活である。さらに、生産調整目標数
量を超過達成するために、飼料用米に対して多額
の助成金支給というメリット措置を講じた。その
メリットを誘因として、転作作物の作付増を政府、
自民党、農協が一体となって推進した。
　現実に、飼料用米増産に向け、農水省は異例と
もいえる積極的な活動をしてきた。国の申請期限
を 6 月末から 7 月末に 1 カ月間延長し、15 年 1 ～
2 月に産地訪問、4 月には、各地で「飼料用米生
産・利用拡大」シンポの開催、4 月以降、局長を
始めとする本省幹部が県知事やＪＡ組合長を直接
訪ね、飼料用米増産を呼びかけるキャラバンを実
施した。さらに「来年度以降も交付金が続くのか」
という生産者の不安を払拭するために、自民党・
農水省は、28 年度概算要求で飼料用米等への交付
金について､ 27 年度より約 400 億円多い、3177 億
円（予算は 3078 億円）を計上する方針を表明した。

　その結果、7 月末時点で飼料用米は前年の 18 万
トンから 42 万トンに増え、大豆、麦はコメに換
算して 9 万トン分の転作が行われた。
　生産調整が超過達成したのは、生産目標数量を
配分する仕組みで行われるようになった2004年以
来、最初のことである。生産調整の反対運動の象
徴であった八郎潟干拓地を抱える秋田県をはじめ
東北 6 県や茨城県で過剰作付けが解消した。過剰
作付の解消は、実に 30 年ぶりである。
　生産調整目標数量の超過達成を背景に、政府・
自民党は、「米の安定取引研究会」の報告を踏ま
えた、概算金の設定、米価引き上げを求めた。そ
の価格の基準は、「米の安定取引研究会」の報告
を踏まえた「27 年産米の全農の相対取引基準価格
と概算金を 5 年間の中庸 3 年平均とするルール」
である。
　8 月末現在の概算金をみると、千葉、茨城コシ
ヒカリが 1200 円高、新潟コシヒカリが 800 円高、
魚沼コシヒカリが 2000 円高、富山コシヒカリが
800 円高と報道されている。しかし、2 年前の 13
年産の概算金と比較すると、千葉コシヒカリが
700 円、新潟コシヒカリが 900 円、富山コシヒカ
リが 1000 円、それぞれ低い水準にある。一方、平
均相対取引価格（10 月）は、13116 円であり、前
年産に比べ 900 円高であるが 13 年産に比べ 1000
円低い水準にある。
　（注）�一部の地域での日照不足、台風被害により、一部に

米不足の懸念が生じ、11 月の相対価格は 13223 円へ

上昇した。また、11 月末のスポット価格は、2000 円

程度、上昇している。

　さらに、「米穀周年供給・需要拡大支援事業」に
より、周年供給のための金利・倉敷等の一部助成
や播種前契約等の安定取引に対して助成措置が新
たに設けられた。米取引の安定の名目で、価格安
定及び引き上げを狙ったものである。
　生産数量目標を達成した要因は、以下の諸点で
ある。第一は、減額したとはいえ直接支払交付金
がの存在しており、その受給のためには生産目標
数量を遵守することか求められている。第二は、
キャラバンで象徴される政府、自民党、農協と一
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体となった推進である。その推進体制は食管制度
時代にもどったといえる取組である。第三は、最
高額 10a 当たり 10 万 5 千円に象徴される飼料用米
等への多額な助成金とその一方での米価下落てあ
る。そのため、稲作生産を継続するよりも飼料用
米を生産したほうが有利となった。事実、キャラ
バンを受けて市町村、農協等では、飼料用米等へ
の作付誘導を積極的に行った。

平成 30年（18 年）以降の継続性と米政策「改
革」の矛盾
　生産目標数量を達成した諸条件が 30 年以降も
機能するのであろうか。
　まず、30 年には直接支払制度が廃止される。こ
のことは、生産目標数量を遵守する要件がなくな
ることを意味する。、直接支払交付金の廃止は、生
産調整目標を遵守する要件がなくなるという推進
面だけではなく、廃止にともなう経済的デメリッ
トの補完が必要となる。10a 当たり 7500 円がなく
なることは，その所得減をカバーするためには、
米価では 60㎏当たり 900 ～ 1000 円の引上げが必
要となる。さらに、米価引上げにともなって転作
作物の助成金の増額である。
　生産数量目標を達成するには，強力な推進体制
と転作助成金の増額が大きな要素となる。ところ
が、生産目標数量達成の大きな要因となった政府・
自民党・農協とが一体となった推進体制が、国が
配分することをやめることになると、この中核で
ある政府の関与が弱まることになる。したがって、
推進の中心は都道府県、農協、市町村となる。なお、
県別配分は生産目標数量シェアを固定することと
なるとしている。とはいえ、県から市町村への配
分と推進は、市町村、農協に 27 年産以上に深く
関与することが求められる。国の関与がなくなっ
た場合、市町村、農協が積極的に推進することが
可能であろうか？
　というのは、①市町村合併にともなう農林行政
の弱体化、②農協合併と営農指導員の減少、③産
地での米流通の多様化と系統共販の地位低下した
からである。さらに、産地では近年、単協直売が

増加している（16 年産 40 万ｔ、22 年産 84 万ｔ、
23 年産 92 万ｔ , ２5 年産 81 万ｔ）。その結果、全
農への委託数量よりも農協直売と生産者直売等と
の合計数量がおおくなっている。農協に集荷され
た米の系統利用率（全農委託）は 77％、25 年が
74％である。同時に、県によって系統利用率に格
差が生じている。農協集荷のうち系統利用率の低
い県をみと、50％以下が、群馬、鳥取　50％台が、
青森、秋田，山形，福島、千葉、茨城となっている。
一方では、80 ～ 90％の県も存在している。さらに、
農協への米集荷率は、50％を割っている。しかも、
同一の県内でも、農協直売が 6 割以上の単協が存
在する一方、集荷された殆どの米を全農へ委託す
る農協が存在している。今後、農協の自主改革に
よって、農協の米穀事業は、各農協間で多様化が
進展することが想定される。したがって、米販売、
生産調整において、各農協間の利害が拡大し、調
整することが困難となることが予想される。
　以上の市町村、農協の置かれた状況のもとで、
市町村段階での推進が直接支払金の廃止と国の関
与が後退した場合、27 年産のように目標数量を達
成するための推進体制の構築が困難である。とく
に、生産者と様々な面で接点をもち、米の集荷・
販売を担う農協が、推進を担うだけの影響力をも
ちうるか、各生産者・農協間の利害を調整するこ
とが可能であろうか？農協改革では、全農共販か
ら単協によるマーケッティングが求められている
もとで、ますます農協間での利害調整が困難とな
るであろう。
　（注）�現在の時点で生産者団体が主役となる生産調整はは

たして実現可能であろうか？生源寺前掲

飼料用米が転作の主役になりうるか
　なお、27 年産以降の転作の主役は、飼料用米の
増産である。新基本計画では、主食用米の生産努
力目標は 25 年度には 15 年度より 93 万ｔ減の 752
万ｔへ減少し、飼料用米を 99 万ｔ増の 110 万ｔに
拡大する計画である。そのために、飼料用米への
水田活用の直接支払交付金を最大で 10a 当たり 10
万 5 千円とした。
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　食料・農業・農村基本計画では、人口減により「転
作」の作物である小麦、大豆等、37 年の国内仕向
け量は、25 年度に比べると減少すると予測してい
る。その結果、37 年の生産努力目標は、25 年と
比べると小麦が 14 万ｔ増、大豆が 12 万ｔ増にと
どまっている。一方、飼料用米と米粉米を除く米
の生産努力目標は､ 103 万ｔ減の 752 万ｔである。
代わって、増加するのが、飼料用米の 99 万ｔ増
の 110 万ｔであり、米粉用米が 8 万ｔ増の 10 万
ｔである。米の生産調整は、大幅に強化されるが、
転作作物の主力は、従来までの麦、大豆ではなく、
水田フル活用による飼料用米なのである。そのた
めに、飼料用米に対して、数量払いを導入し、最
大で10a当たり10万5千円という助成金を交付し、
主食用米を上回る所得確保を目指している。それ
でも、飼料用米の所得は、主食用米を上回るため
には、多収品種による標準単収よりも約 150㎏程
度の単収増が必要である。しかも、飼料用米の生
産者手取の 9 割以上が交付金であり、飼料用米の
需要拡大が不透明である。
　さらに、飼料米は、飼料穀物の主力であるト
ウモロコシの価格以下で供給される必要がある。
2015 年 3 月末の国際価格をみると、米が 411.0 ド
ル／ｔであり、とうもろこし（153.9 ドル）の 2.67
倍である。主食用米と飼料用穀物（トウモロコシ）
との内外価格差が大きい。そのため、、飼料用米
の生産拡大は、多額な補助金の増大と連動してい
る。さらに、飼料用米の拡大は飼料穀物の輸入が
減少し、補助金づけに対する国際的な批判を浴び
る懸念もある。また、飼料用米への交付金（10a
当たり 10.5 万円）が維持され、100 万ｔが生産さ
れた場合、その経費は、主食用米へ稲作直接支払
金を 1 万 5 千円程度とほぼ同程度の額と推計され
る。したがって、需要、国際貿易の面でも財政の
面でも、飼料用米の拡大は避難的な政策の側面が
強い。

　（注）�詳しくは拙稿前掲『エコノミスト』27年 5月 12日

　「エサ米は需給調整の「打出の小槌」のように受け

止められているが決してそうでない。これは、例え

れば、『渋滞する高速道路で路肩を走るようなもの』

であろう。┄┄助成対象数量、単価は引下げに移行

せざるを得ないし、ＴＰＰ決着後は、米国のクレー

ムも予想される」渡辺好明前掲論文米価引きあ上げ

策と飼料用米拡大の問題点、－飼料用米は打出の小

槌か？

　（注）�飼料用米に数量払いを導入したことも流通の混乱を

もたらしている。飼料用米については、経営内での

プール方式を認めたことにより、助成金目当ての行

為が生じている。そのため、加工用米用の振るい下

米が飼料用米として出荷され、加工用米の不足と価

格高騰を招いている。主食用米、加工用米はトレー

サビリティによる記帳義務と罰則規定がある。飼料

用米は、米のトレーサビリティの枠外であり、耕蓄

連携の場合には確認作業もむずかしい。以上の制度

設計面でも矛盾がある。

　以上のように、27 年産の生産目標数量を達成
した主な要因である直接支払交付金が廃止される
と、生産調整目標数量を遵守する要件がなくなる。
さらに、政府と自民党・農協の推進体制も政府の
役割が弱まることにより維持することが困難とな
る。残るのは、多額な助成金による飼料用米への
転換である。この点でも、財政負担、需要面でも
見通しが明確ではなく、国際的な貿易摩擦を引き
起こす可能性がある。30 年以降の生産調整の廃止
は生産・流通面での混乱を招く可能性がきわめて
大きい。

米の直接支払交付金と生産調整の廃止をめ
ぐって
　今回の「生産調整の廃止」について、本間氏は
以下のように本質を的確に説明している。「減反
参加を条件とした戸別所得補償を廃止するという
意味であり、飼料用米を誘導することによる生産
調整は継続する。」その本質は「多額の補助金を
用いての主食用米の供給制限」、「飼料用米にシフ
トすれば財政負担が増え」、「納税者負担と消費者
負担という二重の負担を国民に強いる政策」（本
間氏前掲論文）としている。
　直接支払交付金制度と転作政策とのそれぞれ特

迷走する米政策「改革」の推移と政策課題 59



徴を簡単に整理する。直接支払交付金制度は①米
の生産調整の目的に特化（政策目的に特化）、②
構造政策、自給率向上と切り離し、そのことによっ
て、生産者の作付自由化、③大規模経営、優良産
地へのより大きな経済的なメリット（規模拡大、
敵地適産の推進）をもつ。さらに、④米価引下げ
ないしは抑制効果をもっている。22～25年産では、
生産者は米価が大幅に下落し，乱高下しても米価
水準に対する生産者の関心が少なかった。直接支
払交付金と価格変動交付金によって価格変動によ
る生得への影響が緩和されたからである。米価引
下げ効果をもつと、助成金を除く主食用米所得も
それにともない引下げ効果をもつ。主食用米所得
の引上げにより、、転作作物への助成金抑制効果
をもつ。さらに、主食用米価格の低下によって、
輸出米を含めた新規需要開拓の条件を拡大する。
　ところが、今回の生産調整廃止は、本間氏が指
摘するように「多額の補助金を用いての米の供給
制限」であり「納税者負担と消費者負担という二
重の国民に強いる政策である」。この点について、
詳しく以下、検討する。米の「供給制限」とは、
米価維持ないし引上げを含意している。事実、自
民党主導によりに強引に 27 年産米価の引上げが
推進された。、さらに、28 年産米も飼料用米への
作付転換で供給量をさらに絞り込む米価引き上げ
策にまっしぐらに向かっている。さらに、30 年に
稲作直接支払交付金が廃止されると、その所得減
をカバーするには、米価は60㎏当たり1000円程度、
当初の 1 万 5 千円を想定すると 1800 円程度の引上
げが必要となる。つまり、生産調整の効果を明確
にし、実効性を確保するためには、米価上昇が必
要となる。
　しかも、米価の引上げ、安定のためには、米の「安
定取引」の名の下での「取引規制」等による価格
統制である。農水省のパンフレットによると、情
報の提供とともに複数年契約等により業務用需要
との契約取引を実施するとしている。さらに、「米
の安定取引研究会報告」では、事前契約の拡大と
ともに価格の安定のために概算金や相対価格を「3
ケ年平均」や「5 年間の中庸 3 年の平均」という

案が示された。米以外の農産物でも業務用需要で
は契約取引が増加傾向にあるが、民間での自主的
な取引の結果である。さらに、価格に対して、国
が一定の方向に示すことにより価格の安定が実現
するとは思えない。
　人為的な米価引上げは、様々な政策的な矛盾を
もたらす。第一は、米価の引上げは、米消費減を
加速することである。第二に、米価引き上げは、
飼料用米や麦、大豆等の転作作物の主食用米に対
する経済的なメリットが低下することにつなが
る。転作を推進するための経済的条件を確保する
には、飼料用米等の助成金が相当の水準が必要で
ある。さらに、、米の内外価格差の拡大につながり、
米の輸出を拡大にはマイナスとなり、逆に、ＭＡ
米ふＴＰＰ合意による輸入米の需要拡大を促進す
ることになる。
　第一の米価上昇による米消費減の動きは近年の
事例で確認できる。現実に、全農が相対取引基準
価格を高値誘導した 6 ～ 14 年では、高値誘導によ
り米消費が減少し、3 度に渡る（07 年、10 年､14 年）
過剰在庫による価格下落を招き、過剰米の市場隔
離を実施せざるを得なかった。とくに、24 年産前
後の全農による人為的な米価引き上げにより、外
食・中食でもりをを減らす等を通じて 10 ～ 20 万
ｔの消費減があったと言われている。中食業者で
つくる国産米使用推進団体協議会の増田耕作会長
は「27 年産の業務用米がさらに値上がりすれば価
格に転嫁せざるをえない。弁当の米の使用量の削
減につながる可能性がある」と指摘している。
　以上のことは、米価は市場原理にゆだねること
しかないことである。その上で、稲作経営者の経
営を価格低下から守るためには、セーフティネッ
トの構築（直接支払等）が必要なことを示してい
る。
　第二に、米価引き上げにより主食用米所得が飼
料用米や麦：大豆の所得に比べて相対的に有利と
なり、飼料用米や麦：大豆作の転作意欲が減退す
ることになる。その結果、生産調整を実施しない
経済的な条件が拡大する。廃止されると、米価引
き上げは、生産調整の実施にとってマイナスの効
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果が大きく、飼料用米や麦：大豆に生産拡大を誘
導するためには、助成金単価の増額が必要となる。
　しかも、この仕組みには構造的な欠陥がある。
米の過剰作付者は、生産調整の推進によって引き
上げられた米価格の水準をただ乗りで享受でき
る。そのため、米の過剰作付が生じることを制度
的に内包している。もう一つの点は、米の生産調
整拡大は財政負担の拡大に直結する。米価が引き
上げられると、主食用米並の所得を転作作物に補
償することが必要なので、生産調整の拡大により
財政負担が比例的に増大する。（注）
　（注）�28年の水田活用の直接支払交付金は3078億円であり、

25 年と比べ 561 億円増である。米の直接支払交付金

の減額 800 億円に近づいている。

　したがって、多額な助成金を背景としても、飼
料用米等の増産には、前述のような政府・自民党・
農協による一体的な推進が必要となるのである。
　さらに、米価引き上げは、内外価格差を拡大し、
輸出を含めた新規需要拡大にマイナスの効果とな
る。ところで，森山農相の説明のように、ＴＰＰ
合意のＳＢＳに輸入義務がない。国内産と米国産
との価格差が現行水準以下ならば、品質評価の差
もあって、民間ベースのＳＢＳ方式による主食用
米の輸入が合意通りの進展するかは不明である。
また、現行ＭＡ米 77 万ｔのうち 6 万ｔを中粒種・
加工用限定のＳＢＳに切り換えたが、米価の引上
げは、国内での需要確保、流通する経済的な条件
を整えることを意味する。米価引上げは、ＴＰＰ
合意による輸入枠の設定による輸入米の流通と需
要確保の条件づくりにつながる。
　（注）�13 年の相対取引価格は、1㎏当たり 246 円で、米国

産ＳＢＳ米（同 174 円）との差は 12 年の 130 円から

72 円に縮まっている。14 年産は、相対取引価格が低

落するとともに円安により、ＳＢＳ米の取引数量が

大幅に減少している。

　生源寺氏「（米と他作物との収益の）高レベルのバ

ランス以外に活路はないのであろうか」「品目間の収

益性に関する施策の在り方は農業経営の所得を対象

とする施策の在り方とワンセットで検討」前提論文

価格維持の守りから需要拡大「攻め」への
転換－財政負担とセーフティネットの構築
　18 年産以降の経緯をみると、米政策・生産調整
政策は、政権交代が生じたことも要因であるが 3
～ 4年単位でめまぐるしく変化している。しかも、
前の政策を功罪を吟味した結果ではなく、政権ス
ロガーンをそのまま取り入れた「政治主導」の結
果である。そのため、中期的な戦略に基づく政策
ではなく対処療法的対策となっている。このこと
が大規模水田経営にとっての経営の最大のリスク
であり、構造変動の阻害要因となっている。
　この間の経緯をみると、、「米価対策」や「ペナ
ルティ」を実施しても、生産調整の実効性を確保
できず、3 ～ 4 年単位で過剰米の蓄積と価格下落
をもたらしてきた。とくに、入札取引が廃止され
全農の相対取引基準価格が指標価格となった近年
の米価動向をみると、全農による価格引上げ：維
持と価格の大幅下落を 3，4 年単位で繰り返して
きた。人為的な価格引上げは、結果的には米消費
減と過剰をもたらしたからである。したがって、

「米価格は市場原理にゆだねるしかないという現
実である」。「米政策改革」の政府・自民党主導に
よる米価引上げ・維持も結果的には米消費減をも
たらし、価格調整をせざるを得なくなるであろう。
つまり、生産調整目標を上回る過剰米が生産され、
米消費が減少するもとでは米価はなだらかに低下
すると予測される。したがって、「価格下落を前
提に、需給を反映する市場による指標価格の形成
と担い手の経営悪化と脱落を防ぐセーフティネッ
ト（直接支払や経営安定対策など）構築すること
である」（注）
　（注）拙稿前掲『エコノミスト』論文。

　なお、米の直接支払交付金の廃止に代わって、収
入保険制度の導入が検討されているが、米価下落を
前提とするならば、セーフティネットとして機能し
ない。アメリカでは、穀物の国際価格の高騰を受け、
近年，農業者は、高所得を得ており、そのもとでは、
収入保険が価格損失補償（ＰＬＣ）より有利だから
である。「数年間に及ぶ価格下落に対するセーフティ
ネット（価格損失補償）が必要である」という立場
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で、収入保険に加え、価格下落に備えた価格損失補
償との二本立てとなった。（注）
　（注）�「アメリカ 2014 年農業法」のびゆく農業 1019 ～ 20

一般財団農政調査委員会

　もちろん，主食用米は過剰であり、麦、大豆、
飼料用米等への「転作」の推進は不可欠である。
したがって、米と他作物間の収益性のバランスに
着目した政策も必要である。しかし、その政策を
推進するためには、農業者への所得を補償する政
策が前提でなけれはならない。
　しかし、米の直接支払交付金を再び 1 万 5 千円
に復活することは現実的ではない。米の直接支払
交付金は、明確に区分されていないが、大規模経
営にとっては経営改善の助成であり、小規模農家
にとっては、水田の保全・管理に対する助成とい
う二つの側面をもっていた。担い手へ農地が大幅
に集積したとしても、担い手だけでは地域農業：
社会を維持することは困難である。とくに、農政
課題の一つとなっている耕作放棄地の抑制・解消
は、小規模農家、貸し手と担い手との連携が必要
となっている。したがって、直接支払交付金も水
田保全、環境保全型農業の推進という基礎部分と
担い手育成、構造政策の推進という上乗せ部分と
を区分し、収入保険（ならし対策）を組み合わせ
ることである。この点では、直接支払交付金の受
給者は小規模農家では、半分以下であり、大規模
経営でほぼ全員受給者であったことを踏まえた制
度設計が必要である。同時に、生産調整の推進と
いう視点からみると、全員参加の途をとざすべき
ではない。
　さらに、高関税の下でも米価が低落し、生産額
が減少しており、今後も、高関税が維持されたと
しても、米価の低落と生産額の減少は避けられな
い。水田農業を成長戦略の軌道に乗せるには、高
価格で所得を支える『守り』から世界を視野にい
れて「攻め」への転換である。具体的には、米価
が下落することを前提としたセーフティネットの
構築し、コスト削減を図り、飼料用米を含めた水
田フル活用を推進するとともにコメと日本酒等の
米加工品及び健康・機能食品の輸出など新たな需

要拡大を図ることである。輸出は、飼料用米，米
粉に比べ相対的に価格差が小さく、過剰時には有
効な市場隔離策である。そのためには、直接支払
の充実を図り、価格も国際的に容認できる水準を
目指すことである。つまり、納税者負担を基本と
して消費者に応分な負担を求めるべきである。
　ＷＴＯ体制、食糧法下から 21 年、それに見合っ
た価格形成、水田農業戦略とセーフティネットが
構築されずに3～ 4年ごとに政策が変化してきた。
政策変更と補助金の増減こそが大規模経営にとっ
ての最大の経営リスクであり、構造変動の阻害要
因なのである（注）
　（注）�ＴＰＰ合意をみると、米よりも野菜、果実、畜産物

の関税引下げによる価格下落の影響が大きいと推測

される。コスト削減と体質強化は必要であるが、そ

の前提として直接支払を検討する時期にきている。

　生源寺「経営安定対策┄┄不足払いの形が現実的」

「消費者負担から納税者負担への転換」日本農業新聞
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