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コメ政策のあり方

－“生産費を基準とする不足払い、生産調整・選択制への移行、

水田フル活用の継続”とコメ戸別所得補償－

服　部　信　司
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Ⅰ．コメをめぐる現状とコメ政策のあり方

１．はじめに：石破前農相の問題提起から民主党・戸別所得補償へ

　全体としてのコメ政策のあり方が、大きな問題として検討課題になったのは、

石破前農相の問題提起によってである。2009年１月５日、石破農相（当時）は、「生

産調整の実施者、非実施者の間にある不公平感を一掃する必要がある。生産調

整について、タブ－を設けず、あらゆる角度から検討する。生産者への支援は、

消費者負担から財政負担型に変えることも検討する必要がある」とし、コメ政

策の全体パッケイジとしての見直しを提起した。

　その検討のために、省庁を横断する関係閣僚会合が設定されると共に、１月

７日農林水産省内に農政改革特命チームが組織され、２月農水省は選択制を検

討課題の一つにするとした。これに対し自民党は、現行の生産調整を維持し水

田フル活用を推進すべきとして、選択制に強く反対した。その後、４月に農水

省がいくつかのケースについてシュミレ－ションを行うなどしたが、生産調整
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の変更に対する自民党の強い反対の前に、具体的な検討は進まずに、８月30日

の総選挙を向かえたわけである。

　水田フル活用政策は、減反面積や耕作放棄地を食料生産の拡大・食料供給力

の向上に向け有効に利用していくための有用な政策であり、その継続（少なく

とも10年）が強く望まれる。しかし、それによって今日の生産調整のもってい

る問題（実施者が抱く非実施者との間の不公平感、豊作時の過剰対策である集

荷円滑化対策の機能不全）と経営所得安定対策の持っている問題（価格が下落

すると補填の基準自体が低下し、経営安定対策として不十分）が解消されるわ

けではない。

　石破前農相の提起した問題―コメ政策の全体パッケイジとしての見直し―

は、衆議院議員総選挙による民主党への政権交代と「農畜産物の販売価格と生

産費の差額を基本とする『戸別所得補償制度』」への政策転換というかたちで、

事実上の答えが出されたといっていい。

　その問題を考え問題に応えていくために、また民主党・コメ戸別所得補償制

度が問題に対する答えになっているか、どうかを検討するためにも、まず、コ
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メをめぐる現状を見ることから始めよう。

２．コメをめぐる現状と課題

　（１）コメ消費者価格：10年間で18％下落

　コメの消費者価格（人口５万人以上の都市）は1998年に１kg447円であった

が、以降下落し続け、2007年には367円となった（表１）。10年間で18％下落し

たのである。起点を1995年にとれば（504円）、2007年は実に27％の下落となる。

この間、消費者にとっては、コメ価格の下落による相当なメリットが生まれて

きたことを意味する。

　（２）生産者価格：10年間で25％下落

　他方、コメの生産者価格（流通経費等を引いた農家手取り価格）は1998年の

60kg１万7,050円（100）から2007年1万2,790円（75）へと10年間で25％下落し
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ている（表２）。07年の生産者価格は98年の四分の三になったのである。98→

07年において、消費者価格の下落（18％）を上回る生産者価格の低下（25％）

が発生しているのである。

　こうしたコメ価格の低下は、基本的には、一人当たりのコメ消費量の減少を

基礎にするコメ消費量の低下から発生した。1995年の一人当たりコメ消費量は

67.8kg（100）であったが、2007年には61.4kg（90）で10％の減となっている（表

３）。

　（３）コメ生産費も10年間で18％低下

　コメの生産費も、1998年の60kg1万9991円（100）から2007年1万6,412円（82）

へと、この10年間で18％も下がっている（前掲表２）。その低下額3,579円の

55％が労働費、24％が自作地地代分である（表４）。生産者による機械の有効

利用、肥培管理の効率化（生産者の努力）により、労働生産性が上昇したので

あり、高齢化・後継者難等で農地の貸し手が増大するなかで地代が低下してき

ている（2007年の平均地代は1998年の三分の二）。それらが、ここに反映され

ているのである。
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　（４）価格の下落がコストの低下を上回る：農業所得、10年間で33％減

　しかし、生産者価格の下落（25％）は、生産費の低下（18％）をはるかに上

回っており、そこに生産量の減少が加わってコメからの所得→農業所得の大幅

な減少が生まれている。1995年に５兆460億円（100）であった農業所得（農業

純生産額）は2005年には3兆３848億円（67）、95年の３分の２に減少している

のである（表５）。

　コメ生産の規模拡大には、規模（経営面積）の拡大に見合った機械や設備、

経営担当者の増員や労働力の拡大等に向けた投資が必要である。だが、農業所
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得が減少する中では、平均的にみれば、規模拡大－投資に向ける資金は発生し

ない。

　（５）今の日本には、コメ生産の規模拡大の経済的条件は乏しい

　生産費から「自作地の地代分」と「自己資本の利子分」を除いた“自作地地

代・自己資本利子控除：生産費”は、「物財費＋支払地代・利子＋労働費（家

族労働報酬分）」を表している。その2006年と07年の平均は1万4,035円である（前

掲表２）。

　他方、生産者が経営安定対策に入っている場合（面積ベ－スで29％１））には、

60kg1000円前後の補填金が入る。2006年と07年平均の補てん金込み生産者価格

は60kg1万4,098円である（前掲表２）。

　生産者が経営安定対策に入っている場合でも、その最終受け取り価格は、「物

財費＋支払地代・利子＋労働費（家族労働報酬分）」と同額であり、家族労働

の労賃部分をカバ－しているだけなのである。そこには、投資に向けての資金

の発生余地は存在していない。

　生産者が経営安定対策に入っていない場合（面積ベ－スで71％）には、06年

と07年平均の生産者価格1万2,960円は、「物財費＋支払地代・利子＋労働費（家

族労働報酬分）」1万4,035円の92％であり、労働費（家族労働報酬分）4,749円

の４分の三しかカバ－していない｛1万2,960円＝物財費8,815円＋支払地代・

利子585円＋労働費3,560円（生産費における4,749円×0.75）｝。

　日本の平均的コメ生産の７割においては、家族労働費すらカバ－されていな

いのであり、そこから、投資資金が発生する余地は存在しえない。

　平均的に見れば、今の日本のコメ生産には、規模拡大の経済的条件は存在し

ないに等しいのである。

　こうしたなかで、規模拡大を行おうとすれば、借金で投資を賄うしかない。

しかし、価格が下落し続けている中において、借金で規模拡大を行おうという

生産者はまれであろう。日本でコメ生産の規模拡大が進まないのは、こうした

生産費の低下を上回る生産者価格の下落が進行し続けてきた結果である。

　（６）販売農家の平均コメ作付け規模は0.9ha、都府県の10ha以上は9,000戸

　2005年農業センサスによれば、コメを作っている販売農家（経営面積30アー

ル以上、または年間農産物販売額50万円以上）の平均コメ作付面積は0.9ha、
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作付面積10ha以上の大型経営は1万7,800戸（総数165.7万戸の1.1％）、その作

付面積は16万8,600ha（全体の11.3％）に留まっている（表６）。

　特に、都府県における10ha以上の経営は9,000戸（都府県総数の0.5％）、そ

の作付け面積8万5,600haは、都府県137万haの6.3％にすぎない（表７）。

　都府県のコメ生産構造をコメ作付規模10ha以上の専業農家中心の構造にして

いくには、作付け規模10ha以下の農家（2005年センサスで3－10ha：11.8万戸、

2－3ha：14.1万戸、1.5-2ha：15.4万戸。表７）が広く規模拡大を行い、10ha

以上に向上していく必要がある。

　また、農林水産省の集落営農組織についての実態調査によれば、1万3,436の

集落営農組織のうち、オペレ－タの年間所得が100万円以下の組織が58％２）に

及んでいるという。オペレ－タの年間所得が100万円以下では安定的な経営体

（法人組織）にはなりえない。

　こうした状況を打破する経営所得安定対策、すなわちコメ作付規模10ha以下

の農家が広く規模拡大を行うことを促しうる政策、同時に集落営農組織のオペ

レ－タ－が労賃部分を確実に所得として確保しうる政策が求められているので

ある。

　（７）生産費を基準にした不足払い制度に

　2006年と07年のコメ生産費の平均は60kg１万6,618円（100）、生産者価格は1
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万2,960円（78）であり（前掲表２）、生産者価格は、生産費の78％に過ぎない。

前述のように、コメ生産費は1998年以来10年間で18％低下しているにもかかわ

らず、生産者価格がそれ以上に大幅に（25％）下落しているからである。

　こうしたなかで、コメ生産構造を改革し規模拡大を促していくためには、生

産者に生産費（全国平均生産費）を保証する政策－その生産費を基準にし、全

国平均の生産者価格との差を補填する不足払い制度－に移行する必要がある。

生産費のなかの「自作地地代部分と自己資金利子分」が投資に充てうる部分で

あるから、生産費を保証することによって意欲ある生産者の規模拡大をうなが

すことが経済的に可能になるといえよう。また、生産費を保障することは、集

落営農組織において労賃（オペレｰタ－）部分がより確実に保障されることを

意味するだろう。

　なお、その場合、基準は一定の時期の生産費に少なくとも５年間固定する必

要がある、所得保証の基準が固定されることによって、生産者は安心して事業

計画を立てることができるからである。
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３．農業政策（所得保証政策・生産調整政策）と構造変化－アメリカの経験－

　不足払いの先進国、アメリカの経験を見ておこう。

　アメリカにおいて、“生産費を基準（目標価格）とした不足払い制度”が、

すべての穀物を対象にし、1970年代の初めから1995年まで行われた。

　生産費は「現金支出費用（物財費）＋減価償却費用＋家族労働報酬＋自己所

有地への地代＋自己資本利子」から成る（日本も同じ）。ここに自作地の地代

と自己資本への利子が入っているのは、自分の土地を貸せば、地代が得られる

から、それが機会費用としてカウントされているのである。自己資本利子につ

いても同じである。

　目標価格は全国平均の生産費を基準に設定され、農業法の期間（普通５年）

固定された。当年の市場価格（年度初めから５カ月間の全国平均の生産者販売

価格）が目標価格に達しなければ、その差が不足払いとして生産者に支給され

たのである。不足払いを得るには、生産調整に参加する必要がある。

　農産物の生産費は、規模との相関が高く、規模の拡大と共に低下していく。

したがって、規模を拡大した農場には、生産費の低下に基づく利益（全国平均

生産費とそれを上回って低下した自己農場の生産費との差）が生まれる。その

利益を前提に規模拡大投資（大型機械・設備への更新、土地の購入・借入、土

地改良など）が行われ、規模拡大が進展したと見ることができる。農場の平均

規模は、1945年86haから92年196haへと倍増し、97年には販売額10万ドル（1200

万円）以上の専業穀物農場22.4万（穀物農場総数58.9万の38％）が82％の販売

シエア－を占めるという専業農場中心の生産構造が確立したのである３）。専業

農場とは農業所得だけで生計をまかなえる農家である４）。

　アメリカの生産費を基準とする不足払いは、意欲ある生産者が安心して投資

ができる政策的支えをなし、その政策インセンテイブにより、規模の拡大を促

してきたといえる。

４．日本のコメ経営所得安定対策－生産費を基準にした明確な不足払いに－

　では、日本の場合は、どうであったか。

　日本のコメ政策は、1998年の新しいコメ政策によって大きく変わった。それ

まで、政府は、一定の価格で年200万トン前後のコメを買い上げ（価格支持）、
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米価全体を底支えする政策を取って来たが、それを止め、米価は市場で決まる

ようにした。同時に、米価の下落時に備え、稲作経営安定対策を導入した。そ

の仕組みは、

①「３年間の市場価格の平均」を基準にし、当年の価格がそれよりも下がった

場合、その差の８割を補填する。

②補填の資金は、国と生産者が３対１の割合で負担する、というものであった。

　この新しいコメ政策－稲作経営安定対策の実施から10年間が経っている。そ

の間において、稲作経営安定対策について、“価格が下落すると基準価格も下

落し、経営安定対策として不充分である”という問題点が明らかになり、次の

ような修正が行われた。

①基準価格について、「３年間の市場価格の平均」から「５年間のうち、最低

と最高を除く３年間の平均」（５中３）にする。

②補填の率を８割から９割に上げる。

③07年度から、基準を価格から地域別の収入（「販売量」×「価格」）とすると

いう修正が行われている。

　こうした修正が行われてきたとはいえ、コメ経営所得安定対策には、なお、

①価格が下落すると、基準価格が下落する、②生産者による補填資金の拠出の

分、実質的な補填額は削減される、という基本的な問題が存在する。わが国の

コメ経営所得安定対策は、1995年までのアメリカの不足払いに比べ、「不充分

な（曖昧な）不足払い」といわざるをえないのである。

　コメの経営所得安定対策を、「不充分で曖昧な不足払い」から、生産費を基

準とした明確な不足払い＝アメリカ型の不足払いに変える必要がある。すなわ

ち、

①基準を、一定時期の生産費に、一定期間（５年毎に策定される「基本計画」

の期間＝５年間）固定する。

②基準価格（全国平均生産費）・それに基づく基準収入と当年の全国平均米価・

コメ収入との差は、全額補填する。

③補填の資金は、国が負担する。

　これにより、意欲ある生産者の投資－規模拡大を促していく政策に転換すべ

きである。
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５．生産調整：生産費を基準とする不足払いを参加者へのメリットとする選択

　　制に

　1996年の食管法の廃止・食糧法への移行により、生産調整は、それまでの義

務（違反すれば罰則の対象）から、本質的には選択制に移行したが、実際には、

従来の生産調整方式（すべての生産者が生産調整を行うという前提の基に、生

産調整面積を都道府県→市町村→各農家に配分・割当）が続けられた。選択制

は、水面下に潜在化していたとも言える。

　前述のように、コメ経営所得安定対策を“生産費を保障する不足払い”とし、

生産調整への参加者がそれを受けることができるようにすれば、生産調整への

参加メリットは明確になる。逆に、生産調整への非参加者はそれを得ることが

できないとすれば、非参加者のデメリットも明確である。

　生産調整への参加メリット、不参加デメリットが明確になれば、生産調整は、

文字通りの選択制としうる。参加者は、生産調整に参加しコメの作付面積は減

らさなければならないが、生産したコメについては生産費を保障され、減反面

積への転作作物の作付けやコメ粉・飼料用米などの新規需要作物の生産につい

て支援（奨励金）を得られる。不参加者は、生産調整を行う必要はなくコメを

自由に作れるが、生産費の保障は得られず、価格下落時において下落した価格

を受けるしかない。

　コメの経営所得安定対策を“生産費を保障する不足払い”とすることにより、

初めて、10年前の食糧法以来、生産調整の基本的あり方とされながら水面下に

潜在してきた本来の生産調整（生産者の選択による生産調整）も実行可能にな

るのである。

６．生産調整についての選択権は生産・販売を実質的に行っているすべての生

　　産者に

　では、生産調整に参加するのか、否かの選択権は、どのような範囲の生産者

に与えられるべきであろうか。

　生産調整を行うか，否かの基本的な選択であるから、コメ生産・販売を実質

的に行っているすべての生産者に与えられるべきであろう。特定の者にだけ選

択権を与え、他の者は排除することは不公平である。具体的には、“コメの生
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産は主として自分の家族の飯米のためで、コメの販売をほとんど行っていない

自給的農家”を除いた販売農家（経営面積30ア－ル＝0.3ha以上、または、年

間の農産物販売額50万円以上）が対象とされていい。

　ちなみに、2005年センサスによれば、コメを作った販売農家は165万7,100で

販売農家総数196.3万の84％，農家総数285万の58％にあたる。また、コメを作っ

た販売農家のコメ作付け面積は149万4,000ha５）で販売農家全体の水田面積200

万haの75％、総水田面積241万haの62％にあたる。

７．生産費を基準にした所得安定対策の財政コスト

　では、生産費を基準にした所得安定対策（不足払い制度）に移行した場合、

どれくらいの財政コストが必要となるだろうか。

　（１）算定の前提

　　１）現行の生産調整参加率を前提

　生産調整を選択制にすると、自由生産が急増し、米価が一挙に下落し、直接

支払い（あるいは不足払い）が激増するという議論があるが、コメ経営所得安

定対策の内容を“生産費を基準とした不足払い”にし生産調整の参加メリット

を明確にすれば、生産調整への参加者・参加面積は相当な水準に達すると考え

られる。農林水産省のアンケ－ト調査（09年7月）の示すように、規模の大き

い経営体ほど所得の安定的確保を必要とし生産調整への参加を肯定しているか

らである。ここでは、現行の生産調整への面積ベ－ス参加率77％６）を前提に

する。

　　２）基準の生産費と生産者価格の取り方

　基準とする生産費を①2007年の全算入生産費（1万6,412円／ 60kg）とし、

②参考のため（財政支出等の制約から基準を下げざるを得ない場合があること

も考え）、自作地地代・自己資本利子控除:生産費（１万3,872円／ 60kg）を基

準とする場合７）についても試算する。

　生産者価格については、①2007年の場合（1万2,790円／ 60kg）の場合と、

②2007年の生産者価格よりも1,000円／ 60kg低下した場合（11,790円／ 60kg８））

について算定することにする。

　また、対象者－対象数量は、①販売農家（コメ作付け0.3ha以上：2002年９）
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の販売量495万トン×0.77＝381万トン）と②コメ作付け１ha以上（同340万ト

ン×0.77＝262万トン）の二つの場合とする。

　　３）不足払い単価

　Ａ.基準を全算入生産費とする場合の不足払い単価

①生産者価格が2007年の場合：生産費（１万6,412円）－生産者価格（1万2,790

円）＝3,622円/60kg＝６万円/トン。

②生産者価格が2007年よりも1,000円／ 60kg低い場合：生産費（１万6,412円）

－11,790円＝4,622円／ 60kg＝7.7万円/トン、となる。

Ｂ.基準を自作地地代・自己資本利子控除:生産費とする場合の不足払い単　

　価

①生産者価格が2007年の場合：自作地地代・自己資本利子控除生産費（1万

3,872円）－1万2,790円＝1082円／ 60kg＝1.8万円/トン。

②生産者価格が2007年よりも1,000円／ 60kg低い場合：１万3,872円－１万

1,790円＝2,082円/60Kg＝3.47万円/トン、となる。

　（２）財政コストの試算

　　１）対象：販売農家の場合

　Ａ.基準：全算入生産費（2007年産）の場合

①生産者価格を2007年の生産者価格とすれば、６万円/トン×495万トン×

0.77＝2290億円、

②生産者価格を2007年よりも1,000円低い価格とすれば、7.7万円×495万ト

ン×0.77＝2,930億円、となる（表８（Ａ））。

　Ｂ.基準：自作地代・自己資本利子控除：生産費（2007年産）の場合

①生産者価格を2007年の生産者価格とすれば、1.8万円×495万トン×0.77＝

690億円、

②生産者価格を2007年よりも1,000円低い価格とすれば、3.5万円×495万ト

ン×0.77＝1,330億円、となる（表８（Ｂ））。

　　２）対象：コメ作付面積１ha以上の場合

　Ａ.基準：全算入生産費（2007年産）の場合

①生産者価格を2007年の生産者価格とすれば、６万円/トン×340万トン×

0.77＝1,570億円、
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②生産者価格を2007年よりも1,000円低い価格とすれば、7.7万円/トン×340

万トン×0.77＝2,020億円、となる。

　Ｂ.基準：自作地地代・自己資本利子控除：生産費（2007年）の場合

①生産者価格を2007年の生産者価格とすれば、1.8万円×340万トン×0.77＝

470億円、

②生産者価格を2007年よりも1,000円低い価格とすれば、3.5万円×340トン

×0.77＝920億円、となる。

　現在において、コメの経営所得安定対策に300億円前後が支出されている

と推測される。

　生産調整・選択制を前提に（現行と同様の非参加面積22％を前提）、2007

年の生産費を基準に不足払い制度（経営所得安定対策）に移行する場合、販

売農家を対象にする場合には2,000億円－2,600億円の追加財政支出、コメ作

付け１ha以上を対象にする場合には1,300億円－1,700億円の追加支出が必要

とされると考えられる。

　07年産の自作地地代・自己資本利子控除：生産費を基準に不足払い制度に

移行する場合、販売農家を対象にする場合には400億円－1,000億円の追加財

政支出、コメ作付面積１ha以上を対象にする場合には170億円－620億円の追

加コストが必要と考えられる。

　財政コストを最も必要とするのは販売農家を対象とし、全算入生産費を

基準とする場合（生産者価格が07年の場合2,300億円、07年よりも1,000円

/60kg低い場合2,900億円、現行300億円のコメへの経営所得安定対策支出が

あるとして追加コスト：2,000億円－2,600億円）であるが、これは、生産費

を基準にした不足払い制度という明確な経営所得安定対策に移行して、意欲

ある生産者に展望を与え（規模拡大の一般的な条件を作り）、それによって生

産調整参加のメリットを明確にし、生産調整についての不公平感を除去する

ためには、必要なコストといえよう。

８．減反面積における麦・大豆（転作作物）の生産、それへの支援

　農林水産省の2005年センサスによれば、2005年における販売農家の経営下

にある田の総面積は200万ha、そのうちコメに作付けした面積が149.4万ha、麦
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に作付け9.1万ha、大豆に作付け15.8万ha、飼料作物７万ha、その他16.7万ha、

何も作らず13.9万haとなっている（表９）。

　田総面積200.2万haからコメ作付面積149.4万haを引いた差50.8万haが販売農

家における減反面積になる。販売農家の減反率は25.4％（50.8/200）である。

　このように田に作付けされるコメ以外の作物（麦、大豆、飼料作物）は転作

作物とされ、それに対し産地作り交付金10）から10ア－ル3.5万円前後の支援が

各地域において行われている。

　アメリカにおける生産調整においては、生産調整面積は何も作ってはならな

い休耕面積であったが、土地資源の少ない日本においては、有効利用しなけれ

ばならない。そのためには、転作作物への10ア－ル3.5万円の支援は欠かせな

い支援といえよう。

　

９．耕作放棄地の有効利用

　耕作放棄地とは「農林業センサスにおいて農家等が、“調査以前１年以上作

付けせず、今後数年の間に再び耕作するはっきりとした意志のない土地”と

して、調査票に記帳した土地」11）のことである。2005年センサスに基づけば、

38.6万haに達する。

　他方、農業委員会が1,172市町村（1,777市町村の三分の二）について行った
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実地調査（土地を実際に見て判断）の結果では、「耕作放棄地」とみられる土

地は23.1万ha（全市町村について推計すれば28.4万ha）、そのうち、①草刈り

などを行えば、耕作可能な土地6.9万ha（同8.2万ha）、②基盤整備すれば農業

利用できる土地5.8万ha（同6.7万ha）と報告されている12）。①と②の合計15万

haは基盤整備などを行えば再生が可能な土地であるとされる。

　これについて、政府・自民党は、2009年度予算において、「水田有効利用・

食料供給力対策」の一環として、

①耕作放棄地の再生利用のための整備活動に10ア－ル３万円～５万円を補助す

る（１年）。

②その営農定着活動に、２年間、同2.5万円を補助する（表10）、とした。

　耕作放棄地（39万ha：そのうち再生可能地は４割くらいと見られる）の再生

には、荒れた土地を整備－再生し、そこでの営農を定着させる活動が必要であ

り、それを支える助成措置が必要である。耕作放棄地の再生・利用に向けての

対策は、これに応えるものといえる。

10．必要な「水田有効利用・食料供給力対策」の継続性

　水田有効利用・食料供給力対策においては、さらに、

①コメ粉・飼料用米の作付けを新たに拡大した場合には、10ア－ル5.5万円の

助成を行う（前掲表10）。

③大豆・飼料作物の作付けを新たに拡大した場合には、10ア－ル3.5万円の助

成を行う、とした。この3.5万円/10ア－ルは、転作作物への支援と同額である。

　小麦の国内販売価格はトン５－６万円、トウモロコシの国内市場価格は３－

４万円、コメ（一般食用米）20－25万円であり、小麦・トウモロコシとコメと
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の間には、大きな価格差が存在する。こうしたなかで、コメ粉用として販売さ

れるコメは小麦価格の水準で、飼料用米として販売されるコメはトウモロコシ

価格の水準で販売される。従って、小麦価格～トウモロコシ価格との差を一定

程度補う助成措置なしには、それらの生産拡大はあり得ない。

　これまで、コメ粉・飼料用米への地域からの支援は、産地作り交付金から出

されてきた。しかし、地域への産地作り交付金の総額は固定されているから、

飼料用米やコメ粉の生産を増やそうとすれば、単位面積当たりの助成額は減ら

さざるを得ない。ここに、産地作り交付金とは別個に、コメ粉や飼料用米ある

いは麦・大豆などの作付けを新たに拡大する場合に支援を行う必要性の根拠が

ある。

　山形県遊佐町は、2007年において、平田牧場がＪＡ庄内みどりから買い入

れる飼料用米｛平田牧場買入価格：10ア－ル（600kg）3万2,200円｝に対し、

産地作り交付金から同５万円の補助を生産者に出していた（農家受取価格8万

2,200円）（表11）。水田有効利用対策におけるコメ粉・飼料用米への助成10ア

－ル5.5万円は、平田牧場－ＪＡ庄内みどりのコメ粉生産・利用における地域（産

地作り交付金）からの助成５万円に代わるものといえる。飼料用米・コメ粉の

生産を拡大していこうとすれば、地域の支援だけでは対応し得ない。必要な措

置が、適切な単価のもとに設定されているといえよう。

　農林水産省の補助事業は、期間３年であり、コメ粉・飼料用米の助成につい

ても同じである。

　だが、08年12月に政府・農林水産省が提起したように、10年後に食料自給率

50％、コメ粉50万トン、飼料用米26万トンを目指すならば、こうした助成措置

は、10年間は継続される必要がある。
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11．問われるコメ政策のあり方

　（１）コメの経営所得安定対策を、生産費を基準とする不足払い型に代え、

生産調整を選択制に移行させる（生産調整参加者は販売するコメについて生産

費を得られ、転作作物やコメ粉・飼料用米等など田に作付けする作物について

も助成を得られるが、非参加者はいずれもえられない）。

　（２）同時に、09年度から実施される、コメ粉・飼料用米への10ア－ル5.5万

円の助成を中心とする「水田有効利用・食料供給力対策」を10年間継続する。

　すなわち、基本政策における本格的な不足払い政策と生産調整・選択制への

移行および田においてコメ以外に作られる作物への本格的な支援対策の組み合

わせが必要とされているのである。

（補）　民主党政権のコメ戸別所得補償

　2009年８月30日に行われた総選挙において、民主党は308議席を得て圧勝し

た。

　民主党・鳩山政権の赤松新農林水産大臣は、総選挙・マニフェストで2011

年度から実施すると掲げた戸別所得補償をコメについて2010年度から先行実施

するとし、10月中旬の概算要求において、その経費3,371億円を計上した（表

12）。民主党政権下において、生産費と販売価格との差を補償する戸別所得補

償が10年度から実施されることになったのである。
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　この民主党の戸別所得補償制度は、「生産費と農家の販売価格との差を補償

する」ものであるから、本書でいう不足払いと同じである。これについての詳

しい検討は、「第Ⅴ章　民主党・戸別所得補償」において行う。

Ⅱ．コメの生産構造－政府・構造改革の展望（2002）・現状・打開方向－

１．コメと他の作物の生産構造

　（１）主・副業別農家数にみる違い

　表13は、2000年における作物毎の主・副業別の農家分布を示している。

　ここで、主業農家・準主業農家・副業農家という分類を用いているのは、そ

れまでの専業農家（世帯のなかに兼業従事者が１人もいない）・兼業農家（世

帯に兼業従事者が１人以上いる）という定義・分類では、兼業（工場・会社・

役場勤務など）を主としていた者がその勤務をリタイア－したあとで農業だけ

を続けた場合、専業農家として分類されてしまい、「専業農家」としてイメイ

ジしているもの（規模が大きく農業所得を中心として生計を立てている農家）

との乖離が発生するという不都合が生まれたからである。

　主業農家は、「農業所得が主（農家所得の半分以上）で、65才未満の農業従

事60日以上の者がいる農家。

　準主業農家は「農業所得が主であるが、65才未満の農業従事60日以上の者が

いない農家」。

　副業農家は「農業所得が従（農家所得の半分以下）で、65才未満の農業従事
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60日以上がいない農家」である（表14）。

　表13は、コメと他の作物とでは、その構造に大きな違いがあることを示し

ている。コメの場合には、主業農家は全体の36％、準主業農家28％、副業農家

36％で、主業農家の割合が少なく、副業農家の割合が大きい。コメは主業農家

（専業的農家）中心の生産構造になり得ていないのである。

　これに対し、野菜における主業農家は86％、果実の場合71％、畜産の場合は、

いずれも主業農家90％以上である。野菜・畜産では副業農家は、２－６％にす

ぎない。野菜、果実、畜産というコメ（土地利用型）以外の分野においては、

主業農家（専業的農家）中心の生産構造が形成されているのである。

　問題は、主業農家中心の生産構造になり得ていないコメ－土地利用型分野に

あるといわなければならない。

　（２）国際比較

　このことは、国際比較からも明らかとなる。１酪農家（場）平均の乳牛保有

数は、日本62頭（2005）、アメリカ100頭（2002）。日本はアメリカの60％強に

達している（表15）。

　これに対し、コメの平均作付け規模は、日本0.9ha、アメリカ159haである。

農家全体の平均農地規模をとれば、日本1.3ha、ＥＵ15.8ha、アメリカ176ha。

農地から放牧地・牧草地を除いた耕地の平均規模に絞っても、日本1.2ha、Ｅ

Ｕ10ha、アメリカ85haであり（表16）、その差は大きい。

　土地の賦存状況が違うのであるから、アメリカの規模水準を目標にする必要

はないが、日本のコメ作付け規模0.9ha、農家平均農地面積1.3haが、ほとんど

変化していないことに問題があるわけである。

　そこで、前掲表６で稲作の生産・販売構造（販売農家：2005年、売渡数量：
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2002年）をより具体的にみれば、

①作付け規模１ha未満の小規模層のコメ売り渡し数量シエアは31％で全体の三

割を超えている。

②これに対し、同10ha以上の大規模層のシエアはわずか7.4％、５ha以上をとっ

ても、そのシエアは20％に過ぎない。

　一言で言えば、上層農家の生産への集積が極めて小さく、小規模・副業農家

の生産シエアが大きいのである。そこに、“コメが主業（専業的）農家中心の

生産構造になり得ていない”という姿が示されていた（前掲表６）。

　こうしたコメ生産構造について、2002年１月－11月に行われた生産調整研究

会は、その検討を基に、2010年における日本農業と稲作の望ましい構造を提起

し、それを実現するための道筋：2004年から一定の規模以上の担い手に絞った

経営安定対策の実施、2008年（早ければ2007年、実際には07年）度から生産者

主体の需給調整システムへの移行を提示した。それが、米政策大綱（2002年12

月）になるのである。

　そのなかの「担い手」の基準（規模要件）については2007年末に修正される

が、まずは、2002年11月に提起された「2010年における日本農業と稲作の望ま

しい構造」から見ていこう。
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２．コメ政策改革における構造改革展望の提起（2002年11月）

　（１）日本の農業構造と稲作における構造改革展望の提起（2002年11月）

　　１）2010年における日本農業の望ましい構造

　米政策改革大綱（2002年11月）は、「平成22年（2010年）に望ましい日本農

業の構造を実現する」とし、その「望ましい構造」として、“農業で他産業並

みの所得をあげうる効率的・安定的農家”を家族経営で36－41万、法人組織・

生産組織（集落営農組織）で３－４万を提起した（表17）。農業以外の産業の

平均所得は600－650万円であるから、農業だけでその所得をあげるというのは、

相当な規模の経営体になる必要がある。

　　２）2010年・稲作における効率的安定的農家の展望

　そのなかで、稲作の構造目標として、他産業並みの農業所得をあげうる効率

的・安定的農家を全国で８万（稲作規模：平均14ha、水田シエア約６割）、うち、

北海道１万戸（稲作規模：平均21ha、水田シエア９割）、都府県６万戸（稲作規模:

平均12ha、水田シエア約６割）とした（表18）。これが、「あるべき望ましいコ
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メ作りの姿」とされたのである。ただし、この望ましいコメ作りの姿に至るには、

全国で67万ha（112－45万ha）、特に都府県において41万ha（72－31万ha）の農

地の流動化が必要である。それは水田面積の三分の一に及ぶ。コメ生産構造に

ついて、極めて高い目標を設定したのである。

　これまで数値目標を提起することに慎重であった政府（農林省）にしてみれ

ば、異例のことであり、そこに構造改革にかける並々ならぬ姿勢が示されてい

たといえよう。また、その背景には2000年から始まっているＷＴＯ農業交渉の

進展があったといえる。

　また、そのために、2004年度から地域の中核となる一定規模以上の担い手を

特定し育成することを中心とする地域ヴィジョンの策定を地域に促し、同時に

地域に産地作り交付金（旧転作奨励金）を交付するとした。

　（２）生産者主体の需給調整システムへの移行と規模による担い手の限定

　さらに、生産調整について「2008年（早ければ2007年、実際には07年）度か

ら “生産者主体の需給調整”（国の役割は需給情報の提供にとどめる）に移行

する」とし、2004－06年度を「生産者主体の需給調整システムへの移行期」と

した13）。

　また、2004年度から、収入を基準とする稲作経営安定対策（都府県毎、基準
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収入は３年間の平均、基準と当年収入との差の８割を補填）14）に移行すると

ともに、その対象を一定規模以上の担い手、すなわち、都府県４ha以上、北海

道10ha以上、集落営農20ha以上（中山間地域10ha以上）に限定するとした。そ

れによって、規模拡大を促し加速させようとしたのである。このように政策対

象とする担い手を一定規模以上に限定することは、2007年度からの品目横断

型経営安定対策（①麦・大豆・甜菜・原料用馬鈴薯についての外国との格差是

正政策：交付金の交付、②以上の品目＋コメについての収入変動緩和対策）14）

に引き継がれていく。

　（３）集落営農の組織化の重点化と目標年次の修正（2005）

　2007年度からの一定規模以上の「担い手」を対象にした品目横断型経営安定

対策の実施と生産者主体の需給調整システムへの移行を前にして、2005年６月、

担い手の確保目標において集落営農についての目標が具体化される一方、その

目標年次は当初の2010年から2015年へと先に延ばされた。

　　１）担い手の基礎としての認定農業者

　2002年11月の構造目標設定時において、担い手＝効率的・安定的農家とされ

ていたわけであるが、その基となるものとして認定農業者が位置づけられた。

認定農業者とは、「市町村が、地域の実情に即して、効率的安定的な農業経営

の目標等を内容とする基本構想を策定し」15）、それに基づき地域農業の中核と

して市町村によって認定される農業者のことである。

　2005年３月時点で19万1,600であった認定農業者を2015年に約２倍：33万－

37万とする、とされた。

　ただし、ここにおいて、認定農業者は「担い手（の基）」とされていたが、

04年から実施中の稲作経営安定対策、あるいは07年度から実施予定の品目横断

型経営安定対策における「担い手」（政策支援の対象者）は、一定規模以上の

認定農業者であり、認定農業者であるというだけでは政策対象の「担い手」と

されない。そこに問題があった。

　　２）集落営農についての目標設定

　集落営農とは、「集落等地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が農業

生産を共同して行う営農活動」16）であり、その営農活動は、①共同購入した

機械の共同利用、②転作田（生産調整面積）の団地化、③生産から販売までの
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共同化、などである。規模の大きい専業的な農家が存在しない集落において集

落営農を組織することにより、集落営農組織が個別農家に代わり地域の農業－

特に水田農業－の担い手になっていくと考えられたわけである。

　2005年において集落の総数は12万～ 13万、そのうち、田のある集落は約

８万とされていた（表19）。その集落の半分近くにおいて、担い手～担い手の

基になるような農家が存在していないというなかで、そこでの担い手（集落営

農組織）の形成に着目したのである。

　2005年３月時点で集落営農組織は約１万であったが、これを2009年度末に

２万、2015年に２万～４万にする。そのなかで、きちっとした法人組織となっ

ているものは、2005年６月時点で289にとどまっているが、それを2009年度末

に5,000，2015年に１万～２万とする、とした（表20）。そして、2005－06年度

を通して、集落営農の組織化に農林省・地域・団体の並々ならぬ努力が傾注さ

れたのである。

　　３）目標年次の修正（2010→2015）

　当初、2002年11月生産調整研究会のとりまとめ時点においては、構造展望の

目標年次は2010年であった。それが、2015年に延ばされた。中心をなす稲作の

構造展望：平均14haの効率的・安定的農家８万戸、特に都府県（平均12ha、６万戸）

の展望が、2010年目標ではとても現実的な達成目標になりえないということか

らの修正であったと見られる。

３．2007年における「担い手」基準の見直し

　2007年度に、一定の規模以上の認定農業者と一定の規模以上の集落営農組織
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を対象とした品目横断型経営安定対策が始まり、同年度に生産者主体の需給調

整システムに移行したわけであるが、その2007年７月の参議院選挙において、

「戸別所得補償」を掲げる民主党が農村地帯においても圧勝した。

　この圧勝は、農業生産者の多くがそれまでの政府のコメ政策・農業政策（経

営所得安定対策・構造政策）を良しとしなかったことの結果であった。そうし

た多くの生産者の態度の背景には、次の二つがあったと考えられる。

（１）第Ⅰ章で示したように、2007年に至る10年間でコメ生産者価格が25％も

下がり、生産コストの低下（同じ10年間で18％低下）を上回るその生産者価格

の低下によって農業所得の減少が続き、10年間で農業所得が三分の一も減少し

ていること、すなわち、経営安定対策等の政策によって所得の減少に歯止めが
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かけられていないこと（政策の不十分性）。

（２）そうしたなかで、政策支援の対象者が一定規模以上の認定農業者に限定

され、地域の担い手として認定された認定農業者ですら、規模要件に達しなけ

れば政策支援を得られる担い手になりえないという厳しい担い手要件が実施に

移されたこと（認定農業者が担い手とされるための規模要件の問題）。

　これを受けて2007年末に、品目横断型経営安定対策等の政策支援の対象とす

る「担い手」基準の見直しが行われ、認定農業者・集落営農組織は、基準以下

の規模であっても、市町村の判断で、政策支援の対象＝担い手にしうる，とさ

れた。

　認定農業者は、地域において、“担い手たりうる者”と認められた生産者で

あるから、それを規模にかかわらず政策支援の対象にするということは、必要

な是正であったといえる。

　また、07年産が、７万haの過剰作付け（主として生産調整・非参加者による）

によって供給過剰となり、そこから米価の激しい下落が発生したことに対し、

政府・自民党は、豊作時の対策である集荷円滑化対策を棚上げし、34万トンの

緊急買い入れを行い、米価を支えたのである。　

　だが、経営所得安定対策の是正は、基準収入・基準価格と当年産の収入・価

格との差を補う補填の割合を８割から９割にしたことにとどまり、価格が下落

すると基準収入・基準価格も下落するという基本問題には手がつけられなかっ

たのである17）。

４．コメ生産構造の現状

　（１）農林水産省の評価

　2015年を目標とした「農業構造の展望」に対し、現状はどうなっているのだ

ろうか。

　農林水産省「農政改革の検討状況について」（2009年６月）によれば、「効率

的安定的」な家族農業経営・認定農業者は24.4万、2015年の目標：33－37万の

66－74％。「効率的安定的」な集落営農組織は1.3万、2015年目標：２－４万の

32－65％となっている（表21）。

　認定農業者数は目標の７割前後に達しており、集落営農も目標の５割前後に
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来ているから、それなりに数の上からは目標に接近しているようにみえるが、

農水省の報告書は、「認定農業者数・集落営農数も伸びが鈍化」、「水田農業集

落の４割強で担い手が不在」であり、「規模拡大は不十分」として、「このまま

では、現行の『農業構造の展望』で描いている『望ましい農業構造』を実現す

ることは困難」とし、「産業としての持続可能性喪失の危機」に直面している

とする18）。

　（２）農水省の評価の背景：2005年センサスに示される規模拡大の実態

　そうした認識の背景には、次のような実態があると考えられる。すなわち、

（１）集落営農組織が１万3,000に達したとはいえ、きちっとした法人組織（特

定農業法人）になっているものは77119）で集落営農組織全体の６％にすぎない。

この特定農業法人771は、09年度末に5,000にするとした目標の15％にとどまっ

ているのである。

（２）肝心のコメ生産構造（規模拡大）についてのデータが示されておらず、

結論的に「規模拡大は不十分」とされているわけであるが、第Ⅰ章２（６）で

ふれたように、2005年センサスによれば、コメ作付け規模10ha以上の大型経営

は１万7,800戸（販売農家総数165.7万戸の1.2％）、その作付面積は16万8,600ha

（全体の11.3％）にとどまっている。

　これは、2002年12月の米政策大綱において提起した「稲作における効率的安

定的農家」の展望、すなわち“2010年において稲作規模平均14haの効率的安定

的農家８万が水田面積の112万ha（全体の67％）を担う”という展望の15％（七

分の一）にしか達していないのである。
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　特に、都府県の販売農家についてみれば、10ha以上の経営は9,000戸（都府

県販売農家総数の0.5％）、その作付面積8万5,600haは、都府県137万haの6.3％

に過ぎず、“2010年において稲作規模平均12haの効率的安定的農家６万が都府

県の水田面積の72万haを担う”とした展望の12％にとどまっている。

　また、販売農家に法人・生産組織を加えた経営体（都府県）についてみても、

コメ作付面積10ha以上の経営体は１万700（全体164.3万の0.7％），その作付面

積は11万8500ha（全体140.9万haの8.4％）にとどまっているのである（表22）。

　2005年センサス時点から３年間が経っているが、大きな変化はないと考えら

れる。

　こうした実態を踏まえれば、農水省が言うように、まさにコメ生産の「規模

拡大は不十分」なのであり、「このままでは『農業構造の展望』が描いている『望

ましい農業構造』を（2015年においても）実現することは困難」なのである。

　だが、農林水産省がそのように言うことは、同時に、コメ生産の望ましい構

造を実現すべく行われてきたこれまでの政策が基本的に不十分であることをも

意味している。

５．打開に何が必要か

　　－規模拡大へのインセンテイブ（経済的条件）を与える政策設計－

　コメ生産の規模拡大には、規模（経営面積）の拡大に見合った機械や設備、

経営担当者の増員や労働力の拡大等に向けた投資が必要である。だが、第Ⅰ章

２で見たように、この10年間以上、コメ所得－農業所得は減少を続け、2005年

の農業所得は1995年の三分の二に減少している。コメ生産者価格の下落（1998

－2007：25％）が、生産費の低下（同18％）をはるかに上回って進んだからで

ある。

　農業所得が減少する中では、平均的に見れば、規模拡大に向ける資金は発生

し得ない。規模拡大が進展せず不充分なのは、基本的には、規模拡大の経済的

条件＝投資資金が、農業内部に十分に生まれてこなかったことの結果である。

　こうした状況の下で、規模拡大－構造改革を促そうとするならば、所得の減

少に歯止めをかけ所得の減少をカバ－する政策が不可欠である。しかし、採ら

れた稲作についての経営所得安定対策は、①基準となる価格～収入が過去３年
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間（あるいは５年間のうちの最低と最高を除く３年間）の市場価格の平均であ

り、価格が下がれば基準自体も下がり経営安定対策として不十分であること、

②補填の基金の四分の一を生産者が負担することに示されるように、所得の減

少に歯止めをかけるという点においても不充分であった。採られた政策が、農

業所得が減少するという事態を打開して規模拡大を広く促す役割を果たすこと

にはなり得なかったのである。

　以上の点を踏まえて、規模拡大が不充分であるという状況を打開するために

何が必要かといえば、意欲のある生産者にとって規模拡大が経済的に可能とな

るような制度設計が問われている。それは、コメ生産者に生産費（全国平均生

産費）を保証する政策：その生産費を基準にした不足払い制度に移行すること

である。生産費のなかの「自作地地代分と自己資本利子分」が投資に充てうる

部分であるから、生産費を保証することによって意欲ある生産者に規模拡大を

促すことが経済的に可能になるといえる。

　また、生産費を保証することは、集落営農組織においてオペレ－タ－の労賃

部分がより確実に保証されること（それがきちっとした法人組織にしていく基
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礎になる）につながるであろう。

　地代の下落、耕作放棄地の拡大に示されるように、土地の出し手（貸し手）

は極めて多くなっている。問題は、土地の借り手が、それに応えうる状態（規

模拡大をなしうる経済的状態）にないこと、日本農業の内部に規模拡大に必要

な投資資金が生まれていないことにある。生産費に基づく不足払い型の政策に

移行することは、この状態を打破することになる。日本における米生産の規模

拡大は、こうした政策を10年～ 20年続けていくなかで初めて達成されるもの

と考える必要がある。

　米生産の規模拡大、すなわち、問題の中心をなす都府県のコメ生産構造を作

付け規模10ha以上の専業的農家中心の構造にしていくには、作付け規模10ha以

下の農家（2005年センサスでは、３－10ha：11.8万戸、２－３ha：14.1万戸、1.5

－２ha:15.4万戸）のなかの意欲的農家が広く規模拡大を行い、５ha以上、さ

らには10ha以上に向上していく必要があるからである。

Ⅲ．コメ経営所得安定対策:総括と課題

　わが国のコメについての経営所得安定対策は、1998年に稲作経営安定対策と

して始まった。以後11年間の歴史がある。しかし、第Ⅰ章４において指摘した

ように、コメの経営所得安定対策は、不充分な（曖昧な）不足払いにとどまっ

ており、こうした状態から脱し、明確な不足払いへ移行することが問われてい

る。

　この11年間における節目｛①稲作経営安定対策の導入、②2000年の価格下落

と問われた課題、③生産調整研究会の方向付け（2002年11月）と2004－06年度：

担い手経営安定対策、④品目横断型経営安定対策（07年度）、⑤07年12月にお

ける品目横断型経営安定対策の手直し｝に即して総括し、現下の課題（不足払

い制度への移行）を明確にしていくことにしたい。

１．稲作経営安定対策の導入（1998）

　1998年に開始された新しいコメ政策－稲作経営安定対策によって、日本の米

政策は大きく変わった。
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　（１）稲作経営安定対策の内容

　新しいコメ政策と稲作経営安定対策のポイントは、次のごとくであった。

（ⅰ）政府の活動は、備蓄米の水準（150－200万トン）の維持に限定する。政府は、

コメについての価格支持（政府米の買い入れ）から手を引き、米価は、国内の

需給関係により自主流通米価格形成センタ－で決まるようにする。

（ⅱ）価格の下落（変動）に対応するために、経営安定対策を創設する。各銘

柄の市場価格の３年間平均を基準価格とし、当年産の価格がそれを下回った場

合には、その差の８割を補填する（図１）。

（ⅲ）補填を受けるには生産調整に参加する必要がある。

（ⅳ）補填の資金については、生産者もその一部（四分の一）を拠出する。

　これは、政府米の買い入れ価格において米価を支え、それによって米作農家

の所得支持も行うというそれまでのコメ政策（価格支持）から、価格は市場で

形成し、米価の下落には経営安定対策（直接支払い）で対応するという「市場

価格形成+経営安定対策」への大きな転換であった。

　（２）稲作経営安定対策を創設した契機～背景

（ⅰ）93年から97年へと米の過剰在庫が増大して、米価が大幅に下落し、生産
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者価格は94→97年へと20％も低下した（表23）。さらに、94年には生産者価格

が生産費を上回っていたが、97年には生産者価格は生産費の84％にまで低下す

る状況が生まれた（前掲表23）。こうした事態への対応を問われたことが基本

的背景にあった。

（ⅱ）また、1999年からのコメ関税化への移行（それまで政府による輸入制限

の下にあったコメが関税を払えば輸入しうる状況になること20））に伴い、それ

に対応する国内体制の基本的な構築を問われた。稲作経営安定対策は、その基

本的な国内体制とされたのである。

（ⅲ）稲作経営安定対策は、生産者の拠出を前提としているが、直接支払いの

一形態である。稲作経営安定対策による補填（直接支払）は生産調整を行って

いる生産者に支払われるから、ＷＴＯ協定上、『生産調整のものとでの直接支

払』であり、これは、保護削減を免除される「青の政策」に位置づけられる（表

24）。

　米政策を、価格支持（ＷＴＯ協定上「黄の政策」）から直接支払（「青の政策」）

に移行させることによって、価格支持はなくなるわけである。その結果、コメ

についての「黄の政策」に伴う国内保護水準は、ＷＴＯ協定上消滅することに

なる。このようにして、コメについてのＷＴＯ協定上の国内保護水準を思い切っ

て引き下げ、2000年からの開始が予定されていた今次ＷＴＯ農業交渉に備えよ
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うという意図も込められていた21）。

　（３）新しい米政策－稲作経営安定対策の意義

　価格支持により米価を維持する政策から、“米価は市場で決まり、米価の下

落に対しては経営安定対策（直接支払）で対応する”という方向、すなわち、

市場メカニズムで米価の形成を促し、経営安定対策（直接支払）で所得を補完

する制度に転換することが、初めて目指されたといえる。そこに、稲作経営安

定対策を導入した意義があった。同時に、その方向は、農業保護のあり方を“価

格支持から直接支払へ”と促すＷＴＯ協定の方向にも合致していたのである。

２．2000年における価格の下落と問われた課題

　（１）米価下落に伴う稲作経営安定対策の手直し

　米価は、98年にある程度上昇したものの、99年に大きく下がり、さらに2000

年秋、在庫が再拡大するなかで、米価が一段と下落するという状況を迎えた。

2000年の生産者価格（1万4,040円／ 60kg）は、1998年（１万7,050円）から

18％低下し、補填金込み価格（１万5,477円）も９％下がった（前掲：表Ⅲ－１）。
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　その低下は1994年と比較すると一層明白になる。2000年の生産者価格は94

年を31％も下回り、『稲策経営安定対策込みの農家受け取り価格』でも94年の

24％減となった（前掲：Ⅲ－１）のである。

　これに対し、『緊急総合米対策』が策定された。そのなかに、2001年産の補

填基準価格を2000年産と同じにするという“補填固定”の特例措置が含まれた。

これは、米価の下落によって補填基準価格自体が目に見えて下落し、稲作経営

安定対策が、経営安定対策として機能していないという生産者の強い不満にと

りあえず応えたという性格が強かった。

　また、１年後の2001年11月、この補填基準価格について、過去７年間の市場

価格のうち、最高と最低の年を除く５年間の平均をとることが政府と与党の間

で合意された。これは、補填基準価格の下落を抑制することになるから、当面

の補填基準価格のあり方としては妥当であったといえよう。

　（２）稲作経営安定対策の限界の顕在化と本格的な経営所得安定対策の課題

　だが、この2000年の米価低落時において、稲作経営安定対策は、「価格の大

幅下落が続くもとでは、経営安定対策として不十分」という認識が、広く残った。

　最大の問題は、補填の基準をなす基準価格が前３年間の市場価格の平均であ

るために、価格が大きく下落するなかでは、基準価格自体が低下し、安定した

経営安定対策としては不十分にしか機能しないということであった。

　経営所得安定対策であるならば、補填の基準は固定する（あるいは、固定的

にする）必要がある。それは、アメリカの不足払いの経験から言っても、然り

なのである。

　なお、そこには、稲作経営安定対策が対応しようとした価格の下落は、変動

的な下落であって、大幅な構造的な下落ではないという制度自体の問題も存在

していたといえる。いいかえれば、稲作経営安定対策の実質的な目的は、「一

定の価格変動をならす」ことであって、そこでは、大幅な価格低下は想定され

ていない、あるいは、そうした大幅な価格低下は「好ましくない」（避けるべき）

という立場が、暗黙に前提されていたと思われる。大幅な価格低下に対応し得

ないという制度の限界は、そこからきていたともいえる。

　こうして、2000年時点において稲作経営安定対策の限界を克服する、本格的

な経営所得安定対策、すなわち“補填の基準を固定し、補填の基金は国が負担
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する政策＝不足払い”への移行が、我が国の基本的課題として問われたのであ

る。だが、先回りをして触れておけば、その後の８年間において、この基本課

題は応えられないままに現在（2009年７月）にいたっていたといわなければな

らない。

３．米政策改革（2003年８月）

　（１）基礎となった生産調整研究会のとりまとめ（2002年11月）

　「米・生産調整についての研究会」（2002年１月－11月）の直接の目的は、生

産調整のあり方についての検討であったが、検討はコメ国内政策の全般にわた

ることになり、そのとりまとめが2002年11月に発表された。そのポイントは、

①構造展望前提、②育成すべき農業経営の対象範囲の明確化＝担い手について

の規模要件の設定、③生産者主体の需給調整システムへの移行、という３点に

あった。

　すでに、前の第Ⅱ章で詳しく見たように、同研究会は、①稲作の構造展望に

ついて、“2010年において中核をなす効率的安定的農家を、全国で8万戸（北海

道１万戸：平均規模21ha、都府県６万戸：同12ha、集落営農などの組織１万）とし、

それが、稲作面積の６～７割を担う。②それを実現するために、2004年度から

一定規模以上の担い手に絞った経営安定対策を実施する。③また、2008年度（早

ければ2007年度、実際には07年度）から、生産者主体の需給調整システムに移

行する、としたわけである。2003年８月に提起された米政策改革は、この生産

調整研究会のとりまとめを基礎にしていた。

　（２）米政策改革の構成

　コメ政策改革（2003年８月）は、次のような構成になっていた（表25）。

（ⅰ）産地作り対策：それまでの転作助成金。産地自らが地域ヴィジョンを作

成し、その使途を決めるもので、水田構造改革のための政策とされた。

（ⅱ）経営安定対策は、①生産調整に参加し、地域ヴィジョンを策定した地域

の全生産者を対象とする「稲作所得基盤確保対策」と、②対象を限定した「担

い手経営安定対策」の２本立てとなっていた。

（ⅲ）「集荷円滑化対策」は、過剰が発生した場合の対策である。
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　（３）稲作所得基盤確保対策

　全生産者を対象とする稲作所得基盤確保対策における補填は、固定部分と変

動部分に分かれる。当年産の価格が、基準価格（過去３年間の市場価格の平均）

を下回った場合、その差の５割が補填される（変動部分）。そして、そのなかに、

固定部分＝60キロ300円が含まれる。ただし、差が300円未満の少額であっても、

差が存在するならば、固定部分は支払われる、という仕組みであった（表26）。

　固定部分については、国が全額拠出し（16年度210億円の予算）、変動部分に

ついては、生産者１：国１の割合で資金を拠出していく、というものであった。

　対象数量は430万トン、予算総額500億円とされた。

　（４）担い手経営安定対策（2004－06年度）

　支援対象を絞ったコメについての経営安定対策。その対象は、認定農業者の

うち、北海道で水田経営規模10ha以上、都府県で同４ha以上、集落営農につい
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ては、原則20ha以上であるが、知事特認で16ha以上、中山間地で10ha以上とさ

れた（表27）。

　基準にコメ収入（生産量×販売価格）がとられ、都府県毎の稲作収入の平均

を基準として、当年産の収入との差の９割が補填されるとした。補填には稲作

所得基盤確保対策からの補填が含まれ、それを控除した額が支払われるとされ

た。ただし、補填は、拠出の範囲で行われる。その資金は、生産者１：国３の

割合で拠出する。2004年度の予算総額は102億円であった。

　（５）「担い手経営安定対策」の限界

　稲作所得基盤確保対策の変動部分における基準価格は「３年間の価格の平均」

であり、担い手経営安定対対策における基準収入も「３年間、または２年間の（都

道府県ごとの）稲作収入の平均」であった。2000年に示された事態、すなわち“価

格が下落すると基準価格（収入）も下落し、経営所得安定対策として不充分で

ある”という点が改善されず、そのままになっていたのである。

　さらに、担い手経営安定対策における補填は、「拠出の範囲（04年度：125億円）

にとどまる」とされていた。これでは、2000年のような大幅な価格の下落が発
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生した場合、補填は125億円で止まってしまうのである。それでは、価格が下がっ

た場合、制度に則り基本的に補填するという意味での経営所得安定対策にはな

りえない。「補填は拠出の範囲」というところに、もう一つの問題が存在して

いた。

　要するに、コメ政策改革においては、一方で2010年を目標に、平均規模14ha

の８万戸の効率的安定的農家（他産業と同水準の所得を農業であげうる農家）

が水田農業の中核となる展望を提起しつつも、それを実現するためには、どの

ような内容の経営所得安定対策（規模拡大投資を可能とする所得安定対策）が

必要か、という観点から経営安定対策が検討－策定されてはいなかったのであ

る。そこに、生産調整研究会→米政策改革の問題があったと言わなければなら

ない。

　（６）担い手経営安定対策の参加状況

　稲作所得基盤確保対策（全生産者が対象）と担い手経営安定対策は2004－06

年度の間行われた。その最終06年度における面積ベ－スの参加状況は、稲作所

得基盤75.2万ha、担い手経営安定20.1万haであった（表28）。

　06年の田の作付け総面積168.8万haを基準にすれば、稲作所得基盤への参加

率は44.5％である。稲作所得基盤確保対策は全生産者が対象であるから、参加

率45％は、高いとは言えない。

　担い手経営安定は、規模により限定された生産者（認定農業者：都府県４ha

以上、北海道10ha以上、集落営農：20ha以上、同中山間地域10ha以上）が対象

であるから、都府県：規模４ha以上、北海道：10ha以上の合計水田面積45.9万

haを前提にすると、担い手経営安定対策への参加率は44％となる。これも高い

とは言えない。なお、参考のために、田の総作付け面積を基準にすれば、担い

手経営安定対策の参加率は12％となる。

　このように、稲作所得基盤確保対策、担い手経営安定対策への参加率が高く

はなかったという点に、これらの政策が、経営所得安定対策として不充分であっ

たことが示されていたのである。
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４．品目横断的経営安定対策

　（１）導入の経緯

　　１）2003年夏のＷＴＯ交渉の急展開

　2007年度に実施された品目横断的経営安定対策は、生産調整研究会の方向付

け（2002年11月）→米政策改革（2003，８月）において設定され位置づけられ

ていたものではない。2003年夏にＷＴＯ農業交渉が、わが国にとって極めて厳

しい事態を予測させる方向に急展開したなかから生まれた。

　03年８月、ＷＴＯ農業交渉は、大きく転回した。それまでの日・ＥＵ（現実

的・漸進的な関税引き下げ）ｖｓアメリカ・ケアンズグル－プ（急激で大幅な

関税引き下げ）という交渉構造が、米・ＥＵ妥協案の成立によって、一変した

のである。

　その米・ＥＵ妥協案には、日本が強く警戒していた関税についての上限設定

が盛り込まれていた。さらに、その上限について、アメリカのゼ－リック通商

代表（当時）は、「100，150，200％」という数字に言及したのである。仮に、

この数字に近い交渉結果になるとすれば、コメ（関税：400％台）、乳製品（同

200％台）という高関税品目を抱える日本にとっては、極めて厳しい事態（引

き下げられた関税は国境保護機能を果たし得ず、その関税を乗り越えてコメの

輸入が発生する事態）になることが予測された。

　　２）亀井農林水産大臣の声明

　この妥協案の発表直後（03年８月末）、亀井農林水産大臣（当時）が「海外
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の直接支払い制度なども参考にして、品目横断的な経営安定対策を検討する必

要がある」という声明を出した。海外（アメリカ）の直接支払といえば、不足

払い制度になる。

　これは、ゼ－リック発言に示されるような厳しい事態が生まれた場合、それ

への対応策を策定する基盤が国内には形成されていないので、それを早急に整

える必要があるという認識（政策転換の必要性の認識）のもとでの発言であっ

たといっていい。

　米・ＥＵ妥協案の提起により、日本政府の努力を前提としても、今次ＷＴＯ

農業交渉の結果、相当程度の関税削減を問われる可能性は高い。そうとすれば、

関税の引き下げ→価格の低下に対応し、国内生産を維持しうる国内政策の構築

が必要となる。それは、担い手への直接支払い（直接所得補償：具体的には不

足払い制度）以外にないと受け止められたのである。

　　３）ＷＴＯ交渉の大枠合意（04年７月）による事態の緩和→コメ政策転換

　　　　の後退

　だが、品目横断的経営安定対策には、米政策の直接支払（不足払い）への転

換は含まれなかった。04年度から実施されていた（コメ）担い手経営安定対策

における基本的内容－担い手の規模要件－が麦・大豆・甜菜・原料用馬鈴薯に

も適用され、それら５品目の収入を基準とする経営安定対策に移行するという

改革にとどまったのである。

　その背景には、ＷＴＯ交渉が04年７月に大枠合意に達し、関税削減について

考慮される（割引かれる）重要品目を設定することが合意された事態があった、

と考えられる。それによって、03年夏に日本が直面した厳しい事態が緩和され

たからである。

　だが、コメの経営所得安定対策を本格的な経営安定対策に移行させることは、

大幅な関税引き下げを迫られることへの対応から必要になってくるというだけ

ものではない。コメ経営所得安定対策は、生産者価格が低下し続け農業所得が

減少するなかで、所得を支え、規模拡大－構造改革を進めていくための政策と

して必要なのである。コメについての政策転換が立ち消えになったのは、こう

した基本的な認識が明確でなかったことにもよると思われる。
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　（２）規模要件の一定の柔軟化

　2007年度に実施された品目横断的経営安定対策において、その対象者の範囲

について一定の柔軟化が図られた。一つは、麦・大豆などの転作作物の生産を

農地所有者から受託して行っている組織＝受託組織（７ha以上、中山間地域４

ha以上）を経営安定対策の対象者に含めた。

　もうひとつは、認定農業者（北海道10ha以上、都府県４ha以上）について、

条件不利地域においては、北海道6.4ha、都府県2.4ha以上にする、としたこと

である。

　だが、認定農業者の対象範囲がある程度拡大されたとはいえ、認定農業者は

地域において担い手として認定された者でありながら、政策支援の対象者には

規模要件を満たした一部の者しか認定されないという基本問題は残ったままで

あった。

　（３）品目横断的経営安定対策の内容

　品目横断型の経営安定対策の内容は、①外国との生産条件の格差を是正する

政策｛これは、（ⅰ）過去の生産実績に基づく支払、（ⅱ）毎年の生産量・品質

に基づく支払の二つからなる｝、②収入の変動による経営への影響を緩和する

対策の２種類からなっており、③対象作物は、コメ、麦、大豆、甜菜、原料用

馬鈴薯の５作物とする、ただし、コメは、①生産条件の格差是正政策からは除

く、というものであった。

　　１）麦・大豆など：外国との生産条件格差・是正政策

　「外国との生産条件格差の是正政策」のうちの「経営体の過去の生産実績に

基づく支払額」は、それまで行われていた小麦の麦作経営安定資金、大豆の不

足払いについての交付金を引き継ぎ、それらを固定額に置き直したものである。

その支払額：60kg当たり小麦6,250円、大豆8,540円（表29）を、小麦の麦作経

営安定資金6,150円、大豆交付金8,020円と比較すると、小麦の「過去実績に基

づく支払額」は麦作安定資金の1.04倍、大豆の支払額は大豆交付金の1.1倍と

なる。それまでの支払額と同水準か、ややそれを上回る額が設定されたのであ

る。

　ところで、この「過去の生産実績に基づく支払」は、現在の生産量・価格に

関係しない支払であるから、ＷＴＯ協定上“保護削減の対象にならない”「緑
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の政策」である。従来の麦作経営安定資金や大豆交付金を、「過去の生産実績

に基づく支払」に代えたのは、それを、ＷＴＯ協定上、明確な「削減対象外」

におくためであった。
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　　２）外国との生産条件格差・是正政策における「毎年の生産量・品質に基

　　　　づく支払」

　この「外国との生産条件格差・是正政策」を複雑にし、分かりにくくさせて

いたのが、「過去の生産実績に基づく支払」に加えて設定された「毎年の生産量・

品質に基く支払」であった。普通に考えれば、外国との生産条件格差を埋める

支払は、「緑の政策」である上述の「過去の生産実績に基づく支払」で足りる。

アメリカの固定支払やＥＵの農場単位の直接支払が、まさにそれに当たる。

　なぜ、日本は、それだけでなく、敢えて、ＷＴＯ協定上は削減対象の政策＝

「黄の政策」となる“現在の生産量に連動する支払”（「毎年の生産量と品質に

基づく支払」）を入れたのか、といえば、それは、すでに国内生産量が国内必

要量を上回っているアメリカやＥＵとは異なり、わが国においては、生産量の

拡大（→自給率の向上）が問われており、かつ、その際に品質の高い作物（特

に、麦と大豆）の生産が求められているからであった。

　　３）収入の変動による影響を緩和する対策

　コメを加えて、麦、大豆、甜菜、原料用馬鈴薯の５作物に適用される「毎年

の収入の変動による影響を緩和する対策」は、以下のようになっていた。

①「各経営体の当年の収入（都道府県毎）と基準年（過去５年間のうち、最高

と最低の年を除く３年間）の収入との差の９割を補填する。収入は、経営体

ごとに５作物の収入を合算・相殺したものである。

②補填の資金は基準収入の10％とし、政府３：生産者１の割合で拠出する。生

産者の拠出は、基準収入の2.5％になる。

③補填は基金の範囲内とする。

　　４）残り続けた課題

　だが、品目横断的経営安定対策においては、すでに2000年時点において問わ

れた課題が依然として残されたままとなっていた。それは、補填の基準が「過

去３年間の平均収入」から「過去５年間のうち最高と最低を除く３年間の平均

収入」に修正されはしたが、依然として、“基準が固定されていない”という

基本問題を残していた。また、「その補填は、基金の範囲内」とされていたか

らである。それらが、なぜ問題であるかは、すでにふれてきたので、ここでは

繰り返さない。
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　この品目横断的経営安定対策をめぐる最も大きな問題は、「（１）導入の経緯」

においてふれた“コメについての直接支払（不足払い）への政策転換”がＷＴ

Ｏ情勢の変化とともに立ち消えになった点である。このことは、我が国におけ

るコメ経営所得安定対策が、“国内のコメ生産構造改革を実現していくうえで、

どのような内容の政策が必要なのか（規模拡大投資を促すには、どのような政

策内容が必要なのか）”という観点から策定されたものではなかったことを意

味している。その不充分性の打開が問われているのである。

５．2007年12月における修正

　2007年度に、一定の規模以上の認定農業者と一定の規模以上の集落営農組織

を対象とした品目横断型経営安定対策が始まったのであるが、その2007年７月

の参議院選挙において、「戸別所得補償」を掲げる民主党が農村地帯において

も圧勝した。

　この圧勝は、農業生産者の多くがそれまでの政府のコメ政策・農業政策（経

営所得安定対策・構造政策）を良しとしなかったことの結果であり、その背景

には、①農業所得の減少が続き、10年間で農業所得が三分の一も減少してきて

おり、経営安定対策等の政策によって所得の減少に歯止めがかけられていない

こと（政策の不十分性）、②政策支援の対象者が一定規模以上の認定農業者に

限定されたこと（認定農業者が担い手とされるための規模要件の問題）があっ

た。

　（１）品目横断的経営安定対策の修正内容

　これを受けて、2007年末に品目横断型経営安定対策の修正が行われた。

１）名称が「品目横断的経営安定対策」から、「水田経営所得安定対策（都府県）、

水田・畑作経営所得安定対策（北海道）」に変更された。

２）政策支援の対象となる担い手について、「地域水田農業ビジョン」で担い

手に位置づけられた認定農業者・集落営農組織は、基準以下の規模であっ

ても、市町村の判断で対象にしうる、とされた（表30）。認定農業者につ

いての規模要件が撤回されたのである。

３）2007年産で10％を超える収入減が生じた場合には、国の負担により補填を

行う、とした。しかし、「補填は基金の範囲内とする」という原則（経営
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安定対策を不十分にさせている原則）は残っており、08年度以降は、この

原則下に戻るわけである。

４）2008年度以降については、10％を超える収入減に対応しうる積立金の拠出

を選択できるような措置を講ずる、とした。2008年度以降、10％を超す収

入減が生じた場合それに対応しうる措置を講ずるが、その措置を受けられ

るには、供出金を払わなければならないとした。

　（２）修正の意義と残る課題

　認定農業者は、地域において、“担い手たりうる者”と認められた生産者で

あるから、それを規模にかかわらず政策支援の対象にしうるとしたことは、必

要な是正であったといえる。

　しかし、「補填は基金の範囲内」として補填についての制約を残しているこ

とは、経営所得安定対策の本来のあり方に合致しない。補填の基準額（収入・

価格）と当年の収入・価格との差が対象数量の全量について補填されてこそ経

営所得安定対策といえるからである。
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　また、10％を超す収入減が生じた場合に、それについて補填金を受けられる

には供出金の支払いが必要としているが、そもそも、生産者の負担する供出金

の分、補填額は実質的な減額となる。生産者の拠出金に補填資金を依存してい

ることは、経営所得安定対策を不十分なものにさせているのである。

　このように、水田経営所得対策へと名称は代わったものの、それは、依然と

して、不十分な（あいまいな）経営所得安定対策のままであり、07年12月にお

ける修正も、その部分的な修正にとどまっていたのである。

６．経営所得安定対策への参加状況

　最後に、経営所得安定対策への参加状況を見ておこう。前掲表Ⅲ－７がそれ

を示している。参加面積は、認定農業者と集落営農の参加面積の合計である。

　これによれば、コメ経営所得安定対策への参加面積は、2007年産43.7万ha、

08年産47.2万haとなっている。これを2007年のコメ作付総面積167万haを基準

にしてみると、07年産26.2％、08年産28.3％であり、「効率的安定的農家」＝「担

い手」によって水田面積の６－７割をカバ－するという目標（2015年）からは

相当に遠い。これは、「このままでは望ましい構造の目標が達成し得ない」（農

林水産省：第Ⅱ章４）という事態に符合する。前の第Ⅱ章でみた規模拡大の進

展が進んでいないことが、その基礎的な要因になっているのである。　

７．小括：生産費を基準にする不足払いに

　（１）起点としての稲作経営安定対策の意義

　1998年における稲作経営安定対策の導入は、それまでの政府米の買い取り（価

格支持）から、「市場における価格形成+直接支払い（稲作経営安定対策）によ

る所得補填」への移行という画期的な転換をなした。また、それは、“価格支

持から直接支払いへ”というＷＴＯ協定の方向に合致する改革でもあった。

　（２）2000年以降に問われた課題と打開方向

　　１）基準価格が低下し続ける問題と基準固定化の課題

　しかし、2000年に価格の大幅な下落が発生したとき、“基準が過去３年間の

市場価格の平均であるから、価格が下がると基準も下落し、経営安定対策とし

て不十分になる”という問題点が浮上した。それ以降８年間において、コメ生
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産者価格の下落が生産コストの低下を上回って進むというなかで、基準価格は、

市場価格の下落に連動して低下してきたのである。それでは、経営所得安定対

策として不十分である。基準の収入・価格は、一定の水準に一時期固定される

必要がある。

　　２）「補填は基金の範囲内」と限定する問題

　2004年の「担い手経営安定対策」以降、「補填は基金（国、生産者が３：１

の割合で造成）の範囲内」とされた。だが、補填を「基金の範囲内」とするの

では、経営所得安定対策として限界がある。アメリカやＥＵではそうした限度

はもうけていない。こうした制約は取り除かれるべきである。

　　３）生産者拠出金の問題：国の全額負担に

　生産者の供出金を基金の一部にしているが、その拠出金の分、補填が実質的

に削減されることになる。これも、日本の経営所得安定対策を不十分なものに

させている。経営所得安定対策の費用は、国が全額負担すべきである。

　　４）補填の基準：どのような水準に固定されるべきか

　では、補填の基準は、どのような水準に固定されるべきか。それは、生産費

である。生産費は①物財費を中心とする現金支出コスト、②家族労働費、③自

作地地代、④自己資本利子、からなる。それは、当該の農産物の再生産を社会

的に行いうる（継続して行いうる）コストと言っていい。したがって、生産費

が、経営所得安定対策（不足払い）の基準として用いられる必要がある。

　また、そのなかの自作地地代部分、自己資本への利子分は、投資に振り向け

ることができる部分であるから、生産費を基準とすることは、意欲ある生産者

に対し規模拡大投資を促す経済的条件を与えることを意味する。

　コメの経営所得安定対策を生産費を基準とする不足払い制度にすることに

よって、初めて、コメ政策（所得政策）を構造政策と結びつけることができる

のである。

　　５）全国平均の生産費と全国平均の生産者価格の差を補填

　さらに、補填の基準を全国平均の生産費とし、販売価格を全国平均の生産者

価格とすることによって、その支払いは生産コストの低い上層農家にとって有

利になる。すなわち、上層農家は規模拡大のための投資資金をより多く得るこ

とができる。
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　というのは、表31が示すように、コメの生産費は規模による格差が大きく（５

ha以上の生産コストは、１ha以下の約半分）、①0.5ha以下層では、平均生産費

１万6,412円／ 60kgによっても家族労働費の43％しかまかなえないという一方

で、②２－３ha層の生産費１万4,747円は、平均生産費を1,665円（10％）下回

るからである。

　（３）コメの経営所得安定対策：生産費を基準にし、５年間固定する不足払

　　　 い制度に

　以上を総括すれば、コメ経営所得安定対策は、これまでの不十分で曖昧な経

営所得安定対策から、明確な経営所得安定対策（不足払い）に代える必要がる。

すなわち、

①基準を、一定時期の生産費に、一時期（５年ごとに策定される「基本計画」

の期間）固定する。

②具体的には、全国平均の生産費と全国平均の生産者価格の差を補填する。

③基準価格（生産費）・それに基づく基準収入と当年の米価・コメ収入との差は、

全額補填する。

④補填の資金は、国が負担する、という政策に、である。
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Ⅳ．生産調整のあり方

１．食管法の廃止・食糧法への移行後：生産調整は、原則「選択制」に

　この問題を考える場合に、まず、食管法の廃止・食糧法の制定（1995）によっ

て、コメについて基本的に「作る自由、売る自由」となったことが踏まえられ

る必要がある。

　食管法の時代、生産調整（減反）は、全生産者が行うことが必要とされた事

実上の義務であった。それが、食管法の廃止・食糧法の制定で、基本的に変わっ

たのである。生産調整に参加しなくとも、糾弾されることはなくなった。生産

調整に参加するか、しないかは、原則、生産者の自由（選択）となったのである。

　本質的には、1996年時点で、生産調整は「選択制」になったと言える。

２．今日への経緯（１）1996年食糧法後、実際はどうなったのか

　1996年の食管法の廃止・食糧法への移行で、生産調整は、本質的には、「選択制」

に移行したが、実際には、従来の生産調整方式（生産調整面積を都道府県→市

町村→各農家に配分・割り当て）が続いた。選択制は、水面下に潜在化したと

もいえる。変化は、“義務的ではなくなった”ということにとどまった。

３．今日への経緯（２）生産調整研究会の方向付け（2002年11月）：生産者主

　　体の需給調整

　生産調整について重要な方向付けを行ったのが、生産調整研究会（02年１月

－11月）の検討結果に基づくコメ政策大綱（02年12月）である。

　そこにおいて、「平成22年（2010年）度にコメ作りの本来あるべき姿を実現

する」とし、

①効率的安定的経営体」（他産業並みの所得を農業で挙げうる経営体）として、

「平成22年（2010年）度に、平均10－20haの個別経営体を８万戸、：平均35－

50haの法人生産組織を１万」を実現する。

②生産調整については、“2008年度（早ければ2007年度、実際には07年度）から「生

産者主体の需給調整システム（生産調整）」に移行する”とし、04－06年度を、

そのための移行期とするとした。
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また、そのために、

③コメ政策については、04年度から、一定規模以上の「担い手」を対象にした

「担い手経営安定対策」に移行する。

④生産調整については、04年度から、面積配分から生産数量配分に移行する。

⑤04年度から、集荷円滑化対策（豊作時の過剰米対策）を実施する、とした。

４．“生産者主体の需給調整”のはらむ問題点

　だが、“生産者主体の生産調整”という政策方向には、考えるべき問題がは

らまれている。

　それは、“農業において生産者カルテルが可能”と考える誤解である。戦後

の日本において鉄鋼産業において生産者カルテルが可能であったのは、生産者

が10社前後のごく少数にしぼられ、全生産者による話し合いが可能であったか

らである。

　日本のコメ生産－販売者は150万人を超す。生産者が10社前後の鉄鋼のよう

な工業生産部門（競争的な寡占体制）とは基本的に異なる。そこには、アウト

サイダ－が発生せざるを得ない。“生産者主体の需給調整”は、基本的に、ア

ウトサイダ－の発生－存在を考えていないのである。だから、“生産調整参加

者のメリット、非参加者のデメリット”の議論が十分には行われなかったもの

と思われる。

　生産者が膨大な数にのぼる農業においては、生産調整は、それが選択制であっ

ても、基本的に国による以外にない。“生産者主体の需給調整”は、その基本

認識を曖昧にさせていたのである。

　客観的にいえば、2002年の生産調整研究会においては、現行の生産調整が基

本的には選択制であることを明確に意識し、それに見合ったメリット・デメリッ

トの明確な選択制の制度にすることが問われていたのである。

　しかし、残念なことに、“生産者主体の需給調整”という方向付けのもとで、

すでに96年以降生産調整は基本的に選択制となっていることは十分には意識さ

れず、従って生産調整への参加メリット・不参加デメリットを明確にする具体

的な制度化も課題とされなかった。
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５．2007年秋における問題の発生

　こうしたなかで、2007年秋、関東地方を中心とする生産調整・非参加者によ

る過剰作付け（計画作付面積を超す作付面積）が７万haに及ぶ事態が発生した。

コメの需給は供給過剰となり、米価の大幅な下落が発生した。政府・自民党は、

米価を引き上げるために34万トンを緊急買い付けすること、全農保管の10万ト

ンを飼料用に処分することを決定したのである。そのコストは800億円とされ

た。

　また、翌08年度において、生産調整面積を10万ha拡大するとし、その拡大分

に国が一時金を払うとした。

　だが、2008年産においても、生産調整非参加者による5万4,000haの過剰作付

けが発生し、政府は、生産調整実施者の区分出荷米（数量配分を上回るコメ：

60kg7,000円の支払が予定）10万トンを市場の実勢価格（ちなみに、2007年の

平均生産者価格：１万2,790円／ 60kgで区分出荷米7,000円の1.8倍）で買い上

げたのである。

　このことは、「国の関与はコメ需給情報の提供のみにとどめて“生産者主体

の需給調整システム”に移行する」とした2007年度において、実際には、逆に

国の関与が不可欠な生産調整－需給調整システムが実施され、それが08年度以

降においても続いていることを示している。

６．2007年・2008年において何が問われたのか

　生産調整・非参加者は、目一杯コメを作付けしただけではなく、その結果価

格が下がった事態においても、政府の対応（緊急買い付けなど）によって引き

上げられた価格で同じように救われる（生産調整・非参加者が生産調整にただ

乗りする）→生産調整参加者が馬鹿を見る。すなわち「公平性」の問題が問わ

れた。この不公平感が生産調整参加者の間に鬱積しているのである。それが、

石破前農相の問題提起の背後に存在していたといっていい。

　この不公平性の問題に応えるには、生産調整の参加メリット・不参加デメリッ

トを明確にした選択制以外にないと思われる。
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７．生産調整のあり方

　（１）基本方向

　参加メリット・不参加デメリットを明確にした選択制とする。96年以降、潜

在化してきた選択制・生産調整を制度化する。生産調整は、国の関与と最終責

任で行うことを明確にする。

　（２）参加メリット

１）コメの経営所得安定対策は、生産費を基準とする不足払いとし、生産調整

参加者にはコメ生産費（全国平均）を保証する。すなわち、全国平均生産

費と全国平均のコメ生産者価格の差を補填する。

２）生産調整参加者には、減反面積における転作作物への助成（麦・大豆への3.5

万円／ 10ア－ルなど）を継続する。また、水田有効利用対策を持続させて、

生産調整参加者には、飼料用米・コメ粉を生産しうる価格・所得を保障する。

３）生産調整参加者が耕作放棄地に新規作物を作る場合には、水田有効利用対

策と同水準の助成を保障する。

　（３）不参加デメリット

１）不参加者は、コメを自由に作ることはできるが経営所得安定対策に入るこ

とはできず（生産費の保証は得られず）、米価が下がった場合においても、

その市場価格しか得られない。

２）耕作放棄地に新規作物を作付けしても助成は得られない。

　（４）需給不均衡への対応

　コメ消費の減少が続き、生産量＞消費量の事態が生まれた場合には、翌年度

の生産調整面積を拡大し、コメ需給の均衡を図る。それによる減反面積の拡大

は、減反面積への麦、大豆、飼料用米、コメ粉などの生産拡大に充てる。

８．集荷円滑化対策

　（１）集荷円滑化対策とは

　豊作による過剰米（生産数量目標を超えたコメの生産量）が発生した場合の、

過剰米対策のことである。作況指数101以上の場合（全国、都道府県、地域の

いずれもが101以上の場合）、該当都道府県－地域について発動される。過剰米

を区分出荷（区分とは配分された生産量とは別に、加工用米として「区分出荷」
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されたとの意）・保管した生産者に対し、支援（4,000円／ 60kg）および短期

融資（3,000円／ 60kg）を実施し、出来秋の段階で過剰米を市場から隔離して

米価の下落を防ごうとする制度である22）。

　この制度に入るには、生産調整実施者であるとともに、生産者拠出金1,500

円／ 10ア－ル＝150円／ 60kgの拠出が必要である。その生産者に過剰米が発

生し、そのコメが加工用米として区分出荷・保管された場合には、最終的に

60kg7,000円が支払われることになる。

　60kg7,000円という価格は、加工用米の価格を前提に設定されたものと思わ

れる。しかし、それは普通食用米として作ったコメの豊作過剰分である。そこ

で、07年の食用米の生産者米価１万2,790円と比較すると、その55％（約半分）

となる。あるいは、55％にしかならない。

　（２）08年産米をめぐる事態

　08年10月15日のコメ作況指数は102となり、発動基準の101を上回った。同じ

く作況指数101以上となった36道府県が、集荷円滑化対策の発動対象・道府県

となった。

　しかし、集荷円滑化対策が単純に発動されたわけではない。その間の事情を

『平成20年度白書』は次のように語る。「ただし、集荷円滑化対策の加入者（生

産調整実施者）は、豊作過剰分について、7,000円／ 60kgしか補償されない。

これに対し、生産調整非実施者は、豊作分も含めてすべて主食用として高い価

格で販売し利益を得ているため、生産調整実施者の間に不公平感が生じている。

一方、適正備蓄水準（100万トン）を踏まえると、2008年秋の時点では、ある

程度の政府買い入れが可能な状況であった。これらの状況から2008年産米の区

分出荷米（生産調整実施者のコメ）は政府が実勢価格で買い入れることとし、

買い入れ量は10万トンとなった」23）。

　すなわち、08年産について、区分集荷が発動される（政府に60kg7,000円で

加工用米として買いとられる）状況になりながら、生産調整非実施者との不公

平性の問題で発動（買い入れ）が見送られ、区分集荷されるとされていた過剰

米10万トンが市場実勢価格で政府によって買い入れられた。集荷円滑化対策は、

その発動が棚上げされたのである24）。
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　（３）機能し得ない集荷円滑化、どう考えるべきか

　生産数量配分面積において食用米として作ったコメが、よい自然－気象条件

のために豊作となり、生産数量を上回ったものが、ここでの問題の対象である。

政府は、これを需給調整の観点から、「食用米から外す」→「加工用に」とした

わけである。生産調整非実施者（アウトサイダ－）がいなければ、その操作も

可能であろう。

　しかし、現実には、生産調整の非実施者が相当数存在する。農林水産省によ

れば、その数はコメ生産者の30％ 25）（2005年の田のある経営体174万を前提に

すれば52.2万）、面積ベ－スでは22.6％ 26）（同・田面積200万haを前提にすれば、

45.2万ha）に及んでいる。その行動が過剰を招き、その行動（全量を市場実勢

価格で販売）と生産調整実施者に要請される行動（市場実勢価格の半分程度で

の売り渡し）との矛盾が生産調整者に不公平感を生んだのである。

　生産調整非実施者が前述のような規模で存在している以上、それを前提にし

た制度設計を行う以外にないと思われる。

　それは、まず、これまでに指摘してきたように、経営所得安定対策を“生産

費を基準にした不足払い”とし、それを生産調整参加者のメリットとすること、

また、減反面積への作付け作物（麦・大豆など）への支援の継続および耕作放

棄地において作付するコメ粉・飼料用米等への支援とその継続を明確にし、そ

の受給も生産調整参加者のメリットとすることである。

　そのうえで、この集荷円滑化の問題については、それが機能し得ない（食用

米として生産したものを加工用米の価格で買い上げることに無理がある）こと

を認め、生産調整実施者の豊作分については、市場での販売（市場実勢価格で

の販売）を認めるべきであろう。そうすれば、販売価格の面における生産調整

非実施者との間での不公平性は解消される。

　ただし、配分された生産数量を超える豊作分については、これまでと同様に

経営所得安定対策（生産費による不足払い）の対象にしない。これによって、

生産数量配分については経営所得安定対策（生産費による不足払い）を保障、

豊作によってそれを超す分については食用米市場での販売価格、ということに

なる。

　こうすることにより、一方で生産調整参加者のメリットは保たれ、他方では
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生産調整非参加者との間の不公平性は解消されることになると考えられるので

ある。

Ⅴ．民主党・戸別所得補償制度

１．総選挙（2009年8月30日）と民主党政権の誕生

　（１）総選挙の結果

　2009年８月30日に行われた総選挙は、308議席を得た民主党の圧勝になった。

選挙前115議席から2.7倍に議席を増やしたのである。

　農村地帯においても、前回参院選挙と同様に戸別所得補償を掲げた民主党が

大勝した。農業生産者・農村地帯の住民の多くがこれまでの政府・自民党のコメ・

農業政策を良しとしなかったことの結果と考えられる。その背景には、農業所

得の減少が引き続き、10年間で農業所得が三分の一も減少してきており、経営

安定対策等の政策によっても所得の減少に歯止めがかけられていないこと（政

策の不充分性）があったといえよう。

　（２）コメ戸別所得補償の2010年度からの前倒し実施

　民主党のマニフェストにおいて、戸別所得補償は2011年度からの実施とされ

ており、新政権発足当初、「2010年度にはモデル地区を設定して部分的に戸別

所得補償を実施する」（モデル事業を行う）とされていた。

　だが、10月上旬、赤松農相は、「コメで2010年度から先行実施する」とし、

10年度概算要求に、その経費3,447億円（所得補償3,371億円、事務的費用76億

円）を計上した。コメについて、戸別所得補償が11年度から事実上本格実施さ

れることになったのである。

２．民主党マニフェスト・ＩＮＤＥＸの農業政策・戸別所得補償

　コメ戸別所得補償を見る前提として、まず、民主党のマニフェストとＩＮＤ

ＥＸによって、民主党の農業政策を見ていこう。

　（１）民主党マニフェストの農業政策

　民主党のマニフェストにおける農業政策は、以下のように、極めて簡潔であ

る。
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　　１）政策目的

　「政策目的」として、次の４点をあげる。

①農山漁村の６次産業化（生産・加工・流通で一体的に担う）。

②主要穀物等で完全自給化を目指す。

③小規模経営を含めて農業の継続を可能にする。

④多面的機能を有する農山漁村の再生を図る（表32）。

　ここで注目されるのは、「小規模農家を含めて農業の継続を可能にする」と

している点である。これは、「担い手」を一定規模以上の農家・経営体に限定

し、それによって規模拡大を促そうとしたこれまでの政策への批判→対案とい

える。

　　２）具体策：生産費と販売価格との差額を補償

　「具体策」として以下の４点をあげる。
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①農畜産物の販売価格と生産費の差額を基本とする「戸別所得補償制度」を販

売農家に実施する。

②所得補償制度では規模、品質、環境保全、主食用米からの転作等に応じた加

算を行う。

③畜産、酪農業、漁業に対しても、農業の仕組みを基本として、所得補償制度

を導入する。

④間伐等の森林整備を実施するために必要な資金を森林所有者に交付する「森

林管理・環境保全直接支払」を導入する。

　具体策の中心に、農畜産物に対する「販売価格と生産費の差額を基本とする

『戸別所得補償』の販売農家への実施」が設定されている。「販売価格と生産費

の差額を基本とする所得補償」は、本書においてその必要を提起してきた“生

産費を基準とする不足払い”と同じである。

　また、戸別所得補償の対象を販売農家（経営面積30ａ以上、または、年間販

売額50万円以上の農家）としている。これまでの政策支援の対象者（担い手）

についての“規模による限定”を外したのである。

　その戸別所得補償を畜産、酪農、漁業に対しても行うとしている。また、間

伐等の森林整備を実施するための「森林管理・環境保全直接支払」を導入する

とし、それらの総所要額を１兆4,000億円程度としている。１兆4,000億円は、

現行の農林水産予算の半分にあたる。

　（２）民主党ＩＮＤＥＸにおける戸別所得補償

　　１）全国平均・生産費と全国平均・販売価格との差を補償

　民主党のＩＮＤＥＸは、マニフェストをより具体的に説明したものである。

その「農業者戸別所得補償の導入」において、

　「コメ、麦、大豆など販売価格が生産費を下回る農産物を対象とし、食料自

給率目標を前提に策定された「生産数量目標」に即した生産を行った販売農業

者（集落営農を含む）に対して、生産に要する費用（全国平均）と販売価格（全

国平均）との差額を基本とする交付金を交付する」としている（表33）。

　ここで、生産費と販売価格の差額の補償は、「『全国平均の生産費』と『全国

平均の販売価格』の差を基本とする」とされている。これまでの章において筆

者が不足払い制度の必要なあり方として提起してきたことと同じである。
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　なお、「交付に当たっては、品質、流通（直売所等での販売）、加工（米粉等

の形態での販売）への取り組み、経営規模の拡大、環境保全に資する度合い、

主食用のコメに代わる農産物（米粉用、飼料用等を含む）の要素を加味して算

定する」とされている。

　　２）生産調整・選択制に移行

　ＩＮＤＥＸの「水田農業の再生とコメ安定供給体制の確立」においては、

①現行の生産調整の廃止。

②米粉用、飼料用等他用途のコメの計画的な生産・流通の推進。

③コメの備蓄方式を「棚上げ方式」に転換し、300万トン（国内産以外を含む）

備蓄体制を確立する、とされている。

　ここで「現行の生産調整の廃止」が明記され、他方、上記「農業者戸別所得

補償の導入」において、戸別所得補償の対象が「生産数量目標に即した生産を
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行った販売農家」とされている。このことは、生産調整が選択制に移行するこ

とを意味する。

　2009年初めから政府・自民党の中において議論されてきた生産調整の見直し

問題、すなわち“水田フル活用政策のもとで現行生産調整を継続していくか、

生産調整・選択制等に移行するか”が、総選挙での民主党の勝利・マニフェス

トの実行によって決着をつけられたともいえる。

３．戸別所得補償の検討

　（１）生産費の構成と定義

　戸別所得補償は「生産費と販売価格の差を補償する」のであるから、補償基

準としての生産費は重要な意味を持っている。まず、その内容を確認しておこ

う。

　生産費とは、生産を継続するために必要な費用（コスト）であり、「経営（物

財）費＋労働費＋自作地地代＋自己資本利子」によって構成されている。ここ

に自作地の地代と自己資本についての利子が入るのは、自分の土地を貸せば地

代が得られるから、それが機会費用としてカウントされているのである。自己

資本利子についても同じである。これは、経済原則に則った生産費の規定（経
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済学による規定）であり、万国共通である。だが、日本（農林水産省「米およ

び麦の生産費」）では、「経営費＋労働費」を生産費とし、「経営費＋労働費＋

自作地地代＋自己資本利子」を全算入生産費としている。「経営費＋労働費」は、

全算入生産費のおよそ85％である（表34）。日本では、毎年農林水産省によって、

生産費についての調査が行われている。

　（２）コメ戸別所得補償のもちうる意義

　　１）農業所得減少に対する歯止め

　第Ⅲ章「日本におけるコメ経営所得安定対策の総括と課題」において指摘し

たように、1998年以降コメ価格の下落が続くなかで、稲作経営安定対策・コメ

経営所得安定対策の問題点、すなわち補填の基準となる基準価格が市場価格の

３年間の平均であるために基準価格自体が下落し、コメ経営所得安定対策は経

営安定対策として不十分であることが明らかとなり、①基準価格を決める期間

を３年から５中３（過去５年間のうち、最高と最低を除く３年間）にする、②

補填の率を基準価格と当年産価格との差の８割から９割に引き上げる、③ベー

スを価格から収入（価格×生産量）に代えるという修正が行われてきた。

　しかし、なお、①基準価格が低下する、②補填が価格差の全体ではない、③

生産者の供出分（基金の四分の一）が補填のマイナスとなるなどの問題＝「不

十分な不足払い」としての問題が残った。

　戸別所得補償＝“生産費を基準にした販売価格との差の補償”に移行すれば、

以上の問題点は基本的にクリア－されると考えられる。生産費が基準価格とな

るから基準価格は市場価格から解放され、基準価格と販売価格との差は全額補

償される。そして、生産者はもはや供出金を払う必要はないからである。

　　２）生産費を基準とした補償

　さらに、重要なことは、補償（保証）の基準が、生産費となることである。

補填の基準を固定するとすれば、どのような水準に固定するのかが問われる。

その基準は、生産を継続して行いうる費用（コスト）＝生産費以外にない。実

際、アメリカにおける不足払い制度（1973－95）の基準として、生産費（全算

入生産費）が20年間以上用いられたのである。

　ようやく（アメリカに遅れること37年であるにせよ）、日本も、所得補償（保

証）の方式として不足払いを用い、かつ、その基準として生産費を用いうる段
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階に入ることになるわけである。ここに、戸別所得補償導入の意義がある。

　　３）全国平均の生産費と全国平均の販売価格の差についての補償

　補填のあり方を「全国平均（全階層平均）の生産費と全国平均の販売価格の

差」としていることも適切と考えられる。「第Ⅲ章７.結び」において指摘した

ように、基準を全国平均（全階層平均）の生産費をすることによって、平均よ

りも規模の大きい農家・経営体にメリットが生まれるからであり、それが規模

拡大を促す刺激＝インセンテイブにもなるからである。

　　４）政策支援の対象を販売農家に拡大

　「第Ⅱ章　コメ生産構造」において見たように、政策支援の対象を一定規模

以上の農家・経営体に絞った政策（コメ担い手経営安定対策：2004－06、品目

横断的経営安定対策：07、水田経営所得安定対策：08－）を実施してから、す

でに５年以上が経過している。

　だが、農林水産省は、2002年に設定した（当初の目標年次：2010年→）2015

年に向けての構造展望（効率的安定的経営36－41万、稲作における平均規模

14haの効率的安定的経営体８万）は、「このままでは実現することが困難」と

している。

　それには、“一定規模以上の「担い手」に政策を集中する”としたその政策

自体が不十分であったという問題とともに、規模拡大の「担い手」を一定規模

以上に特定・限定するという政策（上からの構造改革）にも顧みるべき点があ

ると思われる。

　規模拡大は、意欲ある農家・経営体の判断→投資意欲の結実として生まれる

ものである。

　とするならば、規模で切るのではなく、規模にかかわらず、意欲ある農業者

の規模拡大を広く促すことが可能になる制度設計をする必要がある。

　第Ⅲ章で詳しくみたように、生産費を保障する政策は、それに応えうる制

度といえる。その下で、１－２haから３－５haへ、あるいは３－５haから5－

10haへ、さらには10ha以上へという下からの規模拡大を推し進める必要がある

と考えられる。

　日本の「あるべきコメ生産構造」は、専業的農家・経営体が中心になること

が望ましい。
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　だが、それは、ごく少数の大規模経営によって構成されている姿ではなく、

コメ作付け規模10ha以上が中心となりつつも、それとともにコメ作付規模が

10ha以下であっても野菜や畜産等との複合経営で専業農家・経営体として営農

する分厚いコメ生産農家を伴う姿を想定する必要がある。

　アメリカにおいても、すでに1992年において、穀物販売農場67.4万のなかの

21.3万（全体の三分の一）が専業農場であり、中規模専業農場を中心に専業農

場が分厚い層を形成している（表35）。その専業農場が穀物販売額の75％を担っ

ているのである。

　　５）生産調整・選択制への移行

　上述のように、コメ戸別所得補償は、「現行の生産調整を廃止」し、「生産数

量目標に即した生産を行った販売農家を対象とする」とされていることから、

生産調整は、選択制に移行する。

　生産調整参加者のメリットは、生産費を保障されることである。生産調整の
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不参加者は、自由にコメを作れても、生産費の保障は受けられず、価格が下がっ

た場合においても販売価格を得るだけである。

　戸別所得補償が生産費（全算入生産費）を基準とする不足払い制度としてき

ちっと制度化されるならば、生産調整参加者に鬱積してきた不公平感は解消さ

れるであろう。生産調整参加者のメリット、不参加者のデメリットが明確にな

るからである27）。

４．概算要求におけるコメ戸別所得補償制度

　（１）概算要求に示されたコメ所得補償制度

　10月16日、農林水産省は、平成22年度概算要求においてコメ戸別所得補償モ
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デル事業として3,371億円を計上した。モデル事業となってはいるが、3,371億

円の予算要求額に示されるように、全国展開する本格的な所得補償事業である。

同時に、水田利活用自給力向上事業として2,167億円が計上された。

　コメについては、マニフェストにおける2011年度実施よりも１年早めて、10

年度から戸別所得補償を実施することを明確にさせたのである。

　そこにおいて、マニフェスト・INDEXではごく簡単にしか示されていなかっ

た戸別所得補償の骨組みが、より具体的に提起されている。

　　１）コメ所得補償制度の骨組み

　概算要求のコメ所得補償モデル事業では、「コメの『生産数量目標』に即し

た生産を行った販売農家（集落営農を含む）に対して所得補償を直接支払によ

り実施する」とし、

①標準的な生産に要する費用（過去数年分の平均）と販売価格との差額を全国

一律単価として交付。

②交付金のうち、標準的な生産に要する費用（過去数年分の平均）と標準的な

販売価格（過去数年の平均）との差額は、定額部分として価格水準にかかわら

ず交付、としている（図２）。

　「標準的な生産費」とは、「経営費（物財費）＋労働費の８割」と報じられて

いる28）。「標準的な生産費」として全算入生産費が採られているのではない。

　「10年産の価格が大幅に下落し、定額部分では不足が生じた場合には、さら

にその差額が補填される」。

　日本農業新聞によれば、「想定される販売農家の対象農地面積は132万ha」29）

とされる。

　生産調整は選択制となるわけであるが、その生産調整＝生産数量目標の配分

は、現行の生産調整の枠組みを活用する考えといわれる。

　なお、マニフェスト・INDEXに示されていた「品質、経営規模拡大、環境へ

の貢献」等についての加算は、モデル事業につき行われない。それらは、11年

度からの課題とされる。

　　２）水田利活用自給力向上事業

　「自給力の向上を図るため、水田を有効利用して、麦・大豆・コメ粉用米・

飼料用米等の戦略作物の生産を行う販売農家」に対して、主食用米並の所得を
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確保し得る水準を直接支払により交付する。

　また、従来の助成金体系を大幅に簡素化し、「全国統一単価の設定など分か

りやすい仕組みとする」とし、新規需要米（コメ粉用・飼料用・バイオ燃料用・

ＷＣＳ用稲）８万円／ 10ａ、麦、大豆、飼料作物３万5,000円、そば、なたね、

加工用米２万円などの助成単価を提示した（表36）。新規需要米の助成単価が、

現行（５万5,000円）から大幅に引き上げられていることが注目される。

　これについては、「コメの『生産数量目標』に即した生産いかんに関わらず、

すべての生産者を対象とする」、すなわち“生産調整への参加を、助成が与え

られる条件としない”としている。

　水田利活用自給率向上事業は、これまでの水田フル活用政策（水田有効利用・

食料自給力対策）を継承したものともいえる。

　なお、産地つくり交付金は廃止するとされる30）。

　（２）概算要求に示されたコメ戸別所得補償の特色と意味

　　１）コメ所得補償の10年度からの１年前倒し実施

　この前倒し実施は、2010年夏に行われる参院選挙を意識したものとも言われ

る。しかし、この間農業所得が減少し続けてきたのは、コメからの所得の減少

が中心要因をなしていたのであるから、コメ戸別所得補償の2010年度からの１

年前倒し実施は、評価されていい。

　　２）コメ所得補償：3,371億円の概算要求額の意味　

　制度の最終的な姿は、2009年12月に示されるという。したがって、コメ所得

補償についての最終的な判断・評価は、それを待たなければならないが、対象
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面積が日本農業新聞が報道するように132万haであり、概算要求の3,371億円が

全額予算化され、そのすべてが所得補償に用いられるという前提のもとに、そ

の意味を検討してみると、つぎのようになる。

　１ha当たりの所得補償額は25万円→10ａ当たり2.5万円となる。単収520kg

／ 10ａとして、60kgあたりの補償額は2,950円となる。

　これを2007年の生産者価格１万2,790円に加えると、補償込価格は１万5,740

円になる。これは、全算入生産費１万6,412円の95％に当たり、「物財費＋労働

費＋自作地地代」をカバ－しうる水準となる。

　また、生産者価格を2007年よりも1,000円低い１万1,790円とした場合、補償

込み生産者価格は１万4,740円となる。それは全算入生産費の90％にあたり、「経

営費＋労働費＋自作地地代」の95％をカバーしうる水準となる。

　このようにしてみれば、2010年度のコメ所得補償に必要な予算額として概算

要求された額＝3371億円は、仮にそのまま予算化され、その全額が所得補償に

用いられるならば、全算入生産費に近い水準をカバ－し得る額なのであり、そ

の意味で評価しうるものといえる。

　　３）現実的な現行の生産調整枠組みの活用

　選択制・生産調整の実施＝生産数量目標の配分は、現行の枠組み（数量目標）

を用いて行うとされるが、現実的な考え方といえる。生産調整のあり方を選択

制に代えても、その実施方法は、これまでの枠組みを用いる以外にないと考え

られるからである。

　　４）新規需要米への助成水準の引き上げ

　新規需要米（米粉用・飼料用・バイオ燃料用・ＷＣＳ用稲）への助成単価

８万円／ 10ａは、これまでの最高5.5万円よりもさらに高い。水田を有効利用

し、自給率の向上を図るため、とされる。生産者が、新規需要米を作付しても

主食用米並みの所得が確保されるという見込みを持って初めて、主食用コメ以

外への水田の有効利用は可能になる、という判断からであろう。

　今後、主食用コメ消費量の減少が続くとすれば、生産調整面積はさらに増え、

そこにおける主食用米以外の作物生産の重要性は増大する。主食用米以外の新

規需要米への助成を拡大し、それらの作付け・生産を促すという政策方向は肯

定されよう。
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　（３）問題点と課題

　　１）何故、標準的生産費が「経営費＋労働費の８割」なのか

　コメ所得補償の財源として3,371億円を概算要求する一方で、日本農業新聞

によれば、「標準的な生産費用」として、「経営（物財）費＋労働費の８割」の

「過去数年分の平均」が考えられているという。

　仮に、12月に提起されるという制度設計において、標準的生産費として、「経

営（物財）費＋労働費の８割」が正式に採られるならば、何故、全算入生産費

がとられないのか。何故、経営費＋労働費の８割でよいのか。その明確な説明

がいる。

　生産費といえば、自作地地代と自己資本利子を含めた全算入生産費を採るの

が、国際標準である。また、そうして初めて農業生産を経済原則に則って維持・

発展させることができる。生産費を基準にして農業所得を補償（保障）してい

くという新たな時代を迎えるにあたって、その基準としての生産費は本来（全

算入生産費）の内容で設定される必要がある。

　　２）算定根拠の明示を

　公表されている農林水産省の統計デ－タ（「平成19年産　米及び小麦の生産

費」、「ポケット農林水産統計　2008」など）に基づいて計算すれば、概算要求

において標準的生産費用とされる「経営（物財）費＋労働（家族）費の８割」

の過去３年間（2005－07）の平均は１万3,118円／ 60kg31）、生産者価格（流通

経費等を引いた農家手取り価格：表Ⅲ－３）の過去３年間平均は1万3,073円／

60kg、その差は45円／ 60kgにすぎない。その132万ha＝686万分トン32）分は52

億円となる。

　標準的生産費用として「経営費＋労働費の８割」を用い、販売価格として生

産者価格を用いた場合、その差額は概算要求の3,371億円にはとても届かない。

生産者価格をどのくらいとして算定しているのか、明示される必要がある。

　　３）水田利活用自給力向上事業の助成も生産調整の参加メリットに

　水田利活用自給力向上事業の助成対象者は生産調整実施者に限らず、全販売

農家とされているわけであるが、生産調整が選択制に移行する中で、生産調整

への高い参加率を可能にするには、参加メリットを明確にする必要がある。こ

の観点からすれば、これまでの章において指摘してきたように、水田利活用自
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給力向上事業の助成を得られることも生産調整参加のメリットにすることが望

ましい。

　仮に、10年度について助成対象者を生産調整実施者に限らないという現行方

針のまま行なわれるとしても、11年度については10年度の生産調整への参加状

況を見て柔軟に考えられるべきである。

　（４）生産費を基準とし、販売価格との差をきちんと補填する明確な不足払

　　　 いに

　12月に具体的なコメ所得補償制度が提示される際、本来の生産費を基準とし

販売価格との差をきちっと補填する明確な不足払いとして提起される必要があ

る33）。それが、概算要求3,371億円を生かす道である。
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33）2009年10月中旬以降のコメ戸別所得補償についての農林水産省における検討において、
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＊執筆時期

・Ⅰ（補以外）、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ：2009年６－７月に執筆

・Ⅰ（補）、Ⅴ：2009年10月下旬－11月初めに執筆。

（2009年11月3日）


