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Ⅰ　ＴＰＰ対応

　最初にＴＰＰ交渉と日本の参加問題の経緯を簡単に確認しておこう。

　１ ＴＰＰ交渉と日本の参加問題: 基本経緯

　　(1) ＴＰＰ４（当初のＴＰＰ）

　現在のＴＰＰ交渉の基になっているのは、2006年に、ニュ－ジランド、シン

ガポ－ル、チリ、ブルネイの4か国が発足させたＴＰＰ４である。この協定は、
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10年前後の段階的な自由化を含むが、例外なく物品の関税撤廃に移行する自由

貿易協定になっている。例外(除外)は４品目のみである（３品目は宗教上の理

由）。

　　(2) 現・拡大ＴＰＰ交渉の開始（2010年3月）

　2010年3月、このＴＰＰ４を基礎に、アメリカ主導のもとで8カ国（ＴＰＰ4

＋米、豪、ペル－、ベトナム）による広域連携協定を目指す交渉が開始。同年

10月にマレ－シアが入り、9カ国による交渉になった。

　拡大ＴＰＰ交渉は、当初、交渉期限を2011年11月（交渉開始から1年半後）

とした。極めて早期の妥結を目指したのである。「まず、21世紀型のモデルを

作る」というアメリカの意図があった。しかし、2011年11月には妥結に至らず、

代わりに、ＴＰＰ首脳声明と「協定のアウトライン」（囲み1）が提起された（こ

の内容は後に触れる）。

　　(3) 野田首相：「参加に向けた協議」の表明（2011年11月）

　2011年11月13日、野田首相は「参加に向けた協議に入る」ことを表明。ここ

から日本のＴＰＰ参加についての日米事前協議が始まった。アメリカ側は、牛

肉、保険、自動車を関心事項とし、アメリカが日本の参加を受け入れる条件と

して、それについての日本側の「信頼醸成措置（アメリカの要求に沿った日本

側の事前の対処＝譲歩）」を求めてきた。日米事前協議は、2013年4月12日に合

意する。

　　(4) カナダ、メキシコの参加（2012年7月）

　2012年7月、カナダ、メキシコの参加が承認された。ただし、その参加に際し、

「それまでの交渉における確定事項を無条件に受け入れる」という条件がつけ

られた。
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　　(5) 日米首脳会談・日米共同声明（2013年２月）と安倍首相の参加表明（３

　　　　月）

　2013年２月の日米首脳会談・日米共同声明において「日本のいくつかの農産

物、アメリカのいくつかの工業製品について、センシティビティ（重要性・考

慮）を認める」とした。ただし、共同声明に「センシティブ品目に関税撤廃の

例外を認める」と言う文言はない。

　しかし、３月15日、安倍首相は「日米首脳会談において『聖域なき関税撤廃

が前提とされていない』ことが確認された」として、交渉参加を正式に表明した。

　　(6) 日米事前協議の合意（2013年4月）

　４月12日、日米事前協議の合意が発表された。「アメリカの自動車関税の関

税撤廃期間をＴＰＰ交渉における最も長い期間にする」などアメリカ側に大幅

譲歩する内容となっている。アメリカ政府は、これによって、日本の参加を最

終的に承認した。ここから、４月20日のＴＰＰ交渉国全体による日本参加の承

認、アメリカ政府からアメリカ議会への日本参加についての通報となったので

ある。

　　(7) 日本の交渉参加

　日本は、ＴＰＰ第18回交渉（７月15－25日、マレ－シア）の最終段階＝７月

23日午後から交渉に参加した。ようやく、日本政府は、交渉への各国提案等へ

の内容にアクセスし得ることとなった。

　　(8) 2013年10月ＴＰＰ首脳会議声明

　８月下旬のＴＰＰ第19回交渉(於ブルネイ)は、アメリカの強い主張の下で、

｢10月（ＴＰＰ首脳会議における）大枠合意→年内妥結｣の目標を設定した。だが、

９月の主席交渉官会合・10月初めの担当閣僚会合において、知的財産権、環境、

国営企業などの分野においてアメリカ対途上国の対立が解消されず、10月８日

のＴＰＰ首脳声明には、「大枠合意」の文言は入らなかった。

　しかし、同声明は「包括的でバランスのとれた地域協定を年内に妥結するこ

とを目的に、交渉官は残された困難な課題の解決に向けて取り組むべきことに

合意した」とする。依然として「年内妥結」が目標とされている。
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　２　民主党政権の対応とその問題点

　　Ａ　民主党政権の対応

　　(1) 菅首相の突然の参加提起(2010年10月)

　2010年10月1日、菅首相は、その首相方針演説において「ＡＰＥＣ首脳会議(11

月横浜)では、アジア太平洋諸国と成長と繁栄を共有する環境を整備する。そ

の懸け橋としてＥＰＡ・ＦＴＡが重要。その一環として、環太平洋パートナ－

シップ協定等への参加を検討し、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP：図1）の構

築を目指す」としてＴＰＰへの参加検討を提起した。前（9）月、菅第２次政

権の発足とともに、主要閣僚からＴＰＰ交渉への参加発言が飛び出してはいた

ものの、党内検討・政府内検討を一切ぬきにした突然の提起であった。

図１　アジア太平洋地域の経済連携の動き（2010年10月時点）

アジア太平洋経済協力（APEC：ゆるやかな集り＝フォーラム。

経済連携グループではない。）

東南アジア諸国連合

資料：日本農業新聞2010年11月16日。

注：ASEAN＋６の説明と「アメリカが入っていない」は筆者。



－ 5 －

　　(2) 前段としての新成長戦略(2010年6月)における「高い水準の経済連携」

　　　　の強調

　その３ヵ月半前、菅首相は「新成長戦略」を提示した。新成長戦略といっても、

具体的なものがほとんどないなかで、「アジア太平洋自由貿易圏の構築を通じ

た経済連携戦略」の項目が入り、「今年秋までに『包括的経済連携に関する基

本方針』を策定する」とし、「質の高い経済連携を加速する」とされていた。「質

の高い経済連携」とは、例外品目を極力少なくして自由化率が高くなっている

ＦＴＡ/ＥＰＡを意味している。そこにはＴＰＰが入りうる。

　すでに、この2010年６月中旬時点において、“ＴＰＰを核にしてアジア太平

洋自由貿易圏を展望する”ことが想定されていたものと考えられる。アジアに

おいて「質の高い」ＥＰＡといえば、ＴＰＰしかないからである。

　　(3) 菅政権「ＴＰＰについての基本方針」（2010年11月）

　2010年11月9日、菅内閣は、ＴＰＰ参加問題について「情報収集を進めなが

ら対応し、国内の環境整備を早急に進め、関係国との協議を開始する」という

基本方針を決定し、同時に、｢高いレベルの経済連携と食料自給率の向上や国

内農業・農村の振興と両立させるために、農業構造改革推進本部を設置し2011

年６月をめどに基本方針を決定する｣とした。

　また、｢関税措置等のあり方を見直し、財政措置（直接支払い：筆者）に変

更すること｣により、「高いレベルの経済連携と食料自給率の向上との両立を図

る｣ともしたのである。

　　(4) 震災の発生による判断延期と8月民主党代表選

　2011年３月11日の東日本大震災の発生と直後の原発事故の発生によって、６

月に予定されていたＴＰＰについての参加判断は延期された。

　ＴＰＰを提起した菅首相の辞任表明を受けた民主党代表選挙（2011年８月）

では、党内融和が強調され、ＴＰＰ参加問題はほとんど議論されなかった。選

出された野田首相は「消費税は国民の口に苦くとも進める」としたが、ＴＰＰ

については触れることさえしなかった。ＴＰＰ問題は、当面の課題ではなくなっ

たように見られたのである。

　　(5) 野田首相「参加に向けての協議」表明(2011年11月)

　だが、10月３日、藤村官房長官は「民主党内で、ＴＰＰ参加の是非について、
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11月のＡＰＥＣ首脳会議を目途に議論をまとめるよう」民主党に要請した。

　これを受けて、11月10日、民主党の経済連携についてのプロジェクト・チ－

ムは、“「ＴＰＰ交渉参加は時期尚早・参加表明すべきではない」という発言が

多かった。政府は慎重に判断することを提言する”という提言をまとめ、政府

に提起した。

　しかし、翌11月11日、野田首相は「ＡＰＥＣ首脳会議において、ＴＰＰ交渉

参加に向け、関係国との協議に入る」と表明したのである。

　本来ならば、「慎重に判断する」という民主党の提言を尊重し、交渉参加に

慎重な姿勢（即判断をしない。国民的議論を進める）が取られてしかるべきで

あった。

　ただし、ＴＰＰについての首相の表明は、民主党内の強い懸念、野党各党の

反対におされて、交渉参加ではなく「交渉参加に向け協議に入る」となったわ

けである。

　　(6) 民主党野田政権：2012年12月総選挙における「ＴＰＰ推進」方針

　野田首相は、2012年の総選挙において、民主党の方針として「ＴＰＰ推進」

をうち出すとともに、その方針に賛成しない者は、公認しないという純化路

線をとった。これに対し、自民党は、“｢聖域なき関税撤廃｣を前提にする限り、

ＴＰＰ交渉に反対する”ことを選挙公約とした。その総選挙は民主党の壊滅的

な大敗となり、野田政権は退陣した。その敗因－特に、農村地帯１人区での民

主党の大敗－には、野田首相のＴＰＰ推進が大きく関わっていた。

　　Ｂ　対応の問題点

　　(1) 突然の提起－党内検討・政府内検討の欠如－

　ＴＰＰへの参加は、勿論、マニフェストにない。菅首相はＴＰＰについて、

党内検討も政府内検討も一切行っていない。文字通りの突然の提起であった。

日本農業に重大な影響を与えることはもとより、そのル－ル分野は国民生活に

影響を及ぼしうる。それへの参加検討を首相の判断だけで行ったことに、まず

問題があった1)。

　　(2) 契機は何であったのか

　では、ＴＰＰ参加検討の契機は何であったのか。「アメリカからの働きかけ」
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によっていたとする論者が多いが、それは事実と反する。2009年末－2010年前

半において、そうした動きがアメリカサイドにあれば、情報誌などにおいて報

じられるが、それが全くないからである。アメリカ議会調査局（CRS）のＴＰ

Ｐレポ－ト（Trans-Pacific Partners Agreement, 2010年11月）にも、日本の

参加をアメリカが考慮したようなことは一言もない。そもそも、当初、2011年

11月までの１年半で迅速に交渉をまとめようとしたのであるから、日本を入れ

ることはあり得なかったのである。

　動機＝契機は、菅内閣が、「新成長戦略」の内容に事欠き、その目玉の一つ

としてＴＰＰを設定することを経済産業省から働きかけられたこと、“2010年

11月のＡＰＥＣ横浜会議の議長国として、アジア太平洋自由貿易圏への展望を

出すことが問われており、それにはＴＰＰによって道筋をつけることが必要”

と外務省から働きかけられたこと、であったと思われる。これに菅首相サイド

が乗ったということであろう。

　同時に、その動機＝契機には、日米同盟への考慮、すなわち、鳩山前首相に

よる沖縄普天間基地の県外移設志向、同じくアジア共同体論から生まれたアメ

リカサイドの対日不信を解消するために、ＴＰＰに参加し日米同盟の修復に役

立てようとする意図があった、ものと考えられる。だが、そのことは、経済協

定としてのＴＰＰが日本の農業・経済社会に与える重大な影響を軽視・無視し

てＴＰＰ参加を前提にするということにはならない。また、そうなってはなら

ない。

　野田首相の「参加に向けた協議の開始」表明の場合には、菅首相の参加提起

の表明時点よりも、より強く“「日米同盟の観点」からのＴＰＰ参加意図”があっ

たと考えられる。その結果、ＴＰＰのメリット・デメリットについての党内検

討が行われても、それを軽視・無視して、「参加に向けた協議開始」表明になった。

だが、「日米同盟＝安保体制の強化」と「経済協定としてのＴＰＰ」は別であり、

ＴＰＰを日米同盟＝安保体制と同一視すること、あるいはＴＰＰを日米同盟に

解消することはできない。

　　(3) 菅政権の根拠づけ＝「第3の開国」

　菅内閣は、ＴＰＰ参加の論拠として、明治維新、第二次大戦後に次ぐ「第３

の開国」が必要であるから、とした。
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　日本の全品目平均の関税率は2.5％であり、世界で最も低い。農業関税も

12％でＥＵ20％よりも低い(表1)。この状態を、「第３の開国」が必要な経済状

態ということなど、できるものではない。菅首相サイドは、日本の国境措置に

ついての正確な現状認識を持って、政策判断をしたとは考えられないのである。

　　(4) 「関税から財政負担へ」：検討の前提の提起を放置

　2011年３月に、菅内閣は「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定し、10年

後（2020年）の食料自給率を現行40％から50％に引き上げる目標を提起した。

これまでの目標は45％であったから、50％の目標設定は極めて意欲的である。

その背景には、戸別所得補償とともに導入された食料自給向上政策（田に作付

する主食用米以外の穀物に主食用米と同等の所得を保障し、その増産を促す）

があった。

　しかし、その閣議決定から７カ月後のＴＰＰ参加検討の方針は、これと矛盾

する。農林水産省は2011年11月「現状で関税がゼロになった場合には、食料自

給率は14％に低下する」との試算を発表した。

　この問題について、菅内閣の「ＴＰＰについての政府基本方針」（2011年11

月）は「関税措置等の在り方を見直し、財政措置（直接支払い）に変更するこ

と」により、「高いレベルの経済連携と食料自給率の向上と両立を図る」とした。

生産額の減少に伴って発生すると考えられる所得の減少を直接支払い（所得補

償）で補填し、それによって、生産を維持していこうという方向を提起したわ

けである。
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　だが、遺憾なことに、「直接支払い（所得補償）によって、高いレベルの経

済連携と自給率向上・農村振興との両立を図る」と言いながら、その後、「関

税を撤廃した場合にどのくらいの直接支払いが必要になるのか。それを政府が

責任を持って補償するのか」について、何も提起されなかった2)。自分が言い

出した課題について、その検討・議論を行う前提を提起してこなかったのであ

る。これは、無責任といわざるを得ない。自分の言ったことが実行できなけれ

ば、その時点で、前提（ＴＰＰ参加への検討）を撤回すべきことであった。

　３　自民党・安倍政権の対応とその検討

　　Ａ　自民党・安倍政権の対応

　　(1) 選挙公約

　自民党が2012年12月の総選挙においてＴＰＰについて選挙公約として掲げた

のが、“「聖域なき関税撤廃」を前提にする限り、ＴＰＰ交渉参加に反対する”

というものであった。

 　“「聖域なき関税撤廃」を前提にする限り、交渉参加に反対する”という公

約は、関税撤廃の例外が認められ（可能となれ）ば、交渉に参加することを含

意している。

　選挙期間中における安倍総裁の発言＝「（聖域なき関税撤廃という）前提を

突破できるかどうかを吟味しながら外交交渉力を磨いていく」（11月30日など）

には、“自民党が交渉すれば、事前にいくつかの例外品目は確保し得る可能性

がある”という希望的観測に基づいた、交渉への参加姿勢が潜在していたので

ある。

　　(2) 日米首脳会談・日米共同声明と安倍首相の参加表明（３月15日）

　安倍首相は、日米首脳会談と日米共同声明（2013年2月25日：囲み２）にお

いて「聖域なき関税撤廃は前提とされていないことが確認された」＝“日本に

とって聖域は担保された”とし、３月15日、ＴＰＰ交渉への参加表明を行った。

（ただし、日米共同声明に重要品目を関税撤廃の例外とするという文言はない。

この点は、次の「検討」においてふれる）。

　　(3) 自民党の交渉参加容認（３月13日）

　首相が参加表明を行う２日前の３月13日、自民党の外交経済連携本部・ＴＰ
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Ｐ対策委員会（西川公也委員長）は、日米首脳会談において「聖域なき関税撤

廃が前提でないことが文書で確認された」として評価し、首相の交渉参加を容

認する決議を採択した。決議は、｢党内分裂を避けるため、慎重派と推進派の

両方に配慮した｣内容となった3)。

　そこにおいて、「農林水産分野の重要５品目などの聖域の確保を最優先し、

それが確保できないと判断した場合は脱退も辞さないものとする」とされた。

当初は、決議に５品目の具体的な品目名が挙げられていたが、これは、盛り込

まれなかった。「当初は全関税品目の1割を関税撤廃から除外する方針だったが、

『政府の手を縛るべきでない』との声を踏まえて見送られた」4) のである。

　５品目の具体名は、同委員会の農林水産部会がまとめた文書を付帯決議とし

て位置づけ、そこに記載された。各分野の文書と決議を一体的に扱うよう求め

る意見が出たが、西川委員長は、各分野の文書について『尊重するが、決議が

最終とりまとめだ』と述べるにとどめた」とされる5)。

　首相の参加表明は、この自民党の決議を踏まえて行われたわけである。

　　(4) 重要品目維持の国会決議

　国会・衆参農業委員会の決議（具体的な品目名を挙げた重要５品目の関税維

持）は、自民党農林水産部会がまとめた文書＝自民党ＴＰＰ対策委員会の付帯

決議に基づいている。

　　(5) ＴＰＰ参加の場合の影響試算（３月15日）

　安倍首相がＴＰＰ参加を表明した日の午前、首相は、日本がＴＰＰに参加し

た場合の内閣府による経済試算を発表した（囲み３）。ＴＰＰに参加してから

一定期間後（ＴＰＰ参加に伴う経済構造調整を経て中長期の均衡に達した時点）

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 11 －

において、日本のＧＤＰは0.66％（3.2兆円）増大する、というものであった。

　一定期間を、前回の試算発表時（2010年11月）の場合と同様に10年とすれ

ば、年平均0.066％ (3200億円)程度の伸びにすぎない。ＴＰＰ参加による経済

メリットは極めて小さいのである。これは、日米両国の関税がすでに低くなっ

ていること(前掲表1)、日本企業のアメリカ現地生産－販売比率が高いこと(自

動車の場合には75％ )による。

　他方、安倍首相は、日本がＴＰＰに参加すれば、「日本はル－ル分野の交渉

を主導する」といいながら、日本がル－ル分野において何を獲得しようとする

のかについては、一言も語っていない。それは、民主党野田政権にあっても同

じであった。要するに、日本がＴＰＰに参加してルール分野でこれを実現しよ

うとするものは特別には存在しないのである。

 　このことは、安倍首相も、野田首相の場合と同様に、ＴＰＰの究極的な位

置付けを、経済協定の次元においてではなく、日米同盟の次元で行っているこ

とを意味する。

　　(6) 日米事前協議の合意（2013年４月12日）

　日本のＴＰＰ交渉への参加は、日米首脳会談後の安倍首相の参加表明（３月

15日）に基づくが、アメリカの承認によって初めて可能となった。そのアメリ

カの承認は、日米事前協議の合意（４月12日：囲み４）に基づいている。

　そのポイントは、自動車についてであり、「アメリカの自動車関税（乗用車

2.5％、軽トラック25％）の関税撤廃期間を米韓ＦＴＡの場合（乗用車５年、

軽トラック10年）を大幅に上回る、ＴＰＰにおける最も長い期間とする」とさ

れた。また、日本郵政の扱う保険について、日本は、新規のがん保険、医療保

険の日本郵政への認可を控える（しない）とされた。

　さらに、日本の非関税措置｛知的所有権の保護のための強制措置の強化、入

札割り当ての段階的縮小、食品添加物のリスク評価の合理化など｝について、
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日米協議をＴＰＰと並行して行う、とされたのである。

　アメリカの自動車関税の扱いは、対米交渉における数少ない日本の交渉武器

であり、交渉のなかにおいて協議－交渉されるべきものである。それを、何の

代償を得ることもなく、事前協議においてアメリカの望むままに大幅譲許した。

非関税措置についての日米協議も、これまでアメリカが要請してきたことプラ

ス現在アメリカ企業が要請していることをすべて盛り込んでいる。日本は、交

渉に入りたいがために、高い入場料を支払ったのである。

　　（7）第18回交渉への参加(７月23日)

　４月20日、ＴＰＰ交渉を行なう11カ国は日本の交渉参加を承認した。４月24

日、アメリカ政府＝通商代表部は、議会に日本の同交渉への参加を通報した。

90日間の議会との協議期間を経て、日本の参加が自動的に決まる。

　日本は、７月23日午後、ＴＰＰ第18回交渉(於マレ－シア)の最終時点で交渉

に参加した。ようやく交渉テキスト（各国の提案、交渉内容）にアクセスし得

ることになったのである。

　この第18回交渉において、日本政府は、原産地規制・政府調達・環境など５

分野の交渉に参加したが、交渉を聞くだけにとどまった。最終日25日、主席交

渉官会合において、日本は24分野の交渉状況についてブリ－フィング(簡単な

説明)を受けた。日本の第18回ＴＰＰ交渉への参加は、交渉状況を聞き、交渉

状況を知る機会を得ることにとどまったのである。

　日本の交渉へのフル参加は、前回の第19回交渉（８月下旬、ブルネイ）から

となった。そのブルネイでの交渉において参加国は「10月大枠合意→年内妥結」

の目標を発表したわけである。
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　 (8) 西川委員長の関税・細分品目（タリフライン）の検討表明（10月７日）

　インドネシア・バリにおいて、ＴＰＰ首脳会合が行われている10月７日、自

民党ＴＰＰ対策委員会・西川委員長は、重要５品目（コメ、麦、乳製品、牛肉・

豚肉、砂糖）のタリフライン(細分品目)ごとに、ＴＰＰ交渉で自由化した場合

の影響を精査する考えを表明した。重要品目(細目品目数586：表２、表３)であっ

ても、細分品目によっては、輸入量の少ない調製品や加工品がある。それらを

自由化品目にして自由化率のより高い（90％台の）提案を行う→それによって

実質的に重要５品目の関税を維持する。そのための準備作業を行おうとするも

のとみられる。ちなみに、ＴＰＰにおける日本の農産物の関税撤廃・削減提案

において最も高い自由化率は「89％」前後であったとされる6) この西川委員長

の発言の背景には、「交渉は、『大筋合意』に至ったとの日本政府の判断」7)がある。

　　Ｂ　自民党・安倍政権の検討

　　(1) 選挙公約と農業生産者

　「『聖域なき関税撤廃』を前提にする限り、ＴＰＰ交渉参加に反対する」とい

う自民党の選挙公約は、“関税撤廃の例外が認められる可能性があれば、交渉

に参加すること”を含意している。だが、条件付きにせよ「反対」を提起し、

これを「ＴＰＰ推進」とした民主党・野田政権に対置したのである。それが自

民党の総選挙圧勝の有力な一因になった。

　総選挙において生産者の多くが自民党に投票したのは、「1－2品目の例外が
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認められれば交渉に参加する」ことを支持したからではない。現ＴＰＰ交渉

が原則関税撤廃を前提にしていることを踏まえ、「ＴＰＰ交渉参加に反対する」

とした自民党の方針を支持したのである。安倍政権が肝に命じるべきことであ

る。

　　(2) 日米共同声明：公約は担保されていない

　日米共同声明は「ＴＰＰ交渉に参加するにあたり、一方的にすべての関税を

撤廃することを前もって約束することを求められるものではない」とする(前

掲囲み２)。しかし、「関税撤廃を前もって約束する」ことは、カナダもメキシ

コも、いずれのＴＰＰ交渉参加国も行なっていない。「前もって約束すること

を問われない」のは、当然のことである。この当然のことをもって、特別なこ

と＝関税撤廃の例外化が担保されたとは言えない。

　共同声明では「日本の場合にはいくつかの農産物、アメリカの場合にはいく

つかの工業製品のようなセンシティブ（考慮すべき）品目があることを認め」

ている。だが、それについての扱いは一切言及されていない。センシティブ品

目を関税撤廃の例外にするとは一言も書かれていないのである。すべては「交

渉の結果」である。自民党の選挙公約は担保されていない。本来ならば、これ

をもって、参加判断を行なうことはできないのである。

　　(3) 安倍首相のＴＰＰの基本的位置付け

　では、何故、この日米共同声明をもって、参加表明に至ったのか。それは、

安倍首相が、野田前首相と同じ様に、ＴＰＰを経済協定という次元で基本的に

位置づけているのではなく、別の次元＝日米同盟の視点で基本的に位置づけ、

そこに日本が参加する意味を見出しているからであろう。

　安倍首相の場合には、ＴＰＰを「普遍的価値観を同じくする国同士の協定」8)、

すなわち、中国を含まない経済協定＝中国に対抗する経済協定の視点で位置付

け、そのＴＰＰを日米同盟に重ね合わせて位置付けているものと見られる。し

たがって、日本の農産物にセンシティブ品目があることが認められれば、その

扱いについては合意が無くとも、例外品目にし得る可能性があるものとして受

け止め、ＴＰＰ参加の根拠としたものと思われる。

　だが、ＴＰＰを「普遍的価値観を同じくする国同士の協定」であるとして、

加盟国の範囲をイデオロギ－的に区切るのは経済連携協定についての冷静かつ
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適切な位置付けではない。貿易商品に色はついていない。アメリカは、安倍首

相とは異なり、ＴＰＰ・経済連携協定から中国を排除する姿勢はとっていない

のである。経済連携協定と日米同盟＝安保体制の維持・強化は別々に考えられ

るべき課題であり、そうしなければならない。

　　(4) 自民党の条件付き容認の孕む問題

　安倍首相のＴＰＰ参加表明の意向を容認した自民党ＴＰＰ対策委員会の決議

（３月13日）は、具体名を挙げずに「農林水産分野の重要５品目などの聖域の

確保を最優先し、できない場合には脱退も辞さないものとする」とした。ちな

みに、重要５品目を関税撤廃から除外した場合、自由化率(自由化品目/総品目

数)は93.5％となる(前掲表２)。

　2011年11月のＴＰＰ首脳声明・協定のアウトラインによれば、「ＴＰＰは、

包括的な市場開放、すなわち、関税と商品・サ－ビス・投資の障壁を撤廃する」

ことを目標とし、商品の市場開放は「ＷＴＯ義務を大幅に超える約束と非関税

措置の廃止を含む関税の撤廃を措置する」（前掲囲み１）。安倍首相は、日米共

同声明においてこのＴＰＰ首脳声明にコミットしたのである（前掲囲み２）。

　このＴＰＰの枠組を前提とした場合、重要5品目を関税撤廃から除外するこ

とは、事実上、関税撤廃交渉に応じない（＝交渉に参加しない）ことと同じに

なりかねない。交渉に参加することを容認する決議が、関税撤廃交渉に応じ得

ない条件を付けるという矛盾をはらんだ内容になっている。これは、聖域の維

持を引き続き7月の参院選挙の公約としようとする自民党の基本方針と首相の

ＴＰＰ参加方針とが孕む矛盾である。自民党の公約を前提にする限り、参加判

断を行うことはできない。しかし、首相は、それを日米同盟の観点から行った。

そこから生まれた問題である。

　この問題は、次の関税細分品目（タリフライン）の精査に関わる問題と同じ

であるといえる。

　　(5) 細分品目の精査

　本来、日本は交渉に参加すべきではない。自民党の公約を前提にしても参加

判断はなしえない。しかし、与党・自民党の容認を得て、日本は交渉に参加した。

　日本は、野田首相の「参加に向けた協議の開始表明」(2011年11月)以降、１

年半の事前協議を経て、また、日米首脳会談を踏まえて、交渉に参加した。日
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本は、世界で有数の経済大国でもある。その日本が、交渉に参加した以上、交

渉から脱退することは、日本の選択肢足り得ない。「聖域が確保できない場合

には脱退も辞さない」とする自民党ＴＰＰ対策委員会の決議は、“できるだけ

聖域を確保する必要を示す文言”とみるべきである。

　日本がＴＰＰ交渉に参加した以上、日本はＴＰＰの枠組のもとで交渉に応じ

ざるを得ない。西川委員長の発言は、そこから生まれたものであり、日本が避

けては通れない道といえよう。

　４　問われる安倍政権の対応

　　(1) ルール分野：アジア諸国の主張を考慮し、できる限り支えよ

　「１　ＴＰＰ交渉と日本の参加問題の基本経緯8)」において指摘したように、

10月上旬のＴＰＰ閣僚会合においても、知的所有権、環境、国営企業などの分

野におけるアメリカ対途上国の対立は解消されなかった。その対立は、ＷＴＯ

協定を上回る内容をル－ル化しようとする、あるいは、アメリカ企業の要請を

ストレ－トにル－ル化しようとするアメリカ提案から生まれている。簡単にそ

のポイントを示せば、以下のごとくである。

　①　知的財産権

　アメリカは著作権の期間を著者の死後70年にしようとしている。対して、ベ

トナムなどは50年を主張。ここでの最大の対立点である、ワクチン・血清など

の生物学的薬剤の臨床デ－タの新薬開発会社による独占的使用期間（その間は

他の製薬会社は、その臨床デ－タを用いた後発薬の製造・販売ができない）に

ついて、アメリカは製薬会社の強い要請の下に12年間を提案することを準備。

マレ－シア、ベトナムなどは、そうなれば、廉価版薬剤(ジェネリックス)の発

売が大幅に遅れ薬価の上昇を引き起こす→途上国にとっては死活問題として強

く反対しているわけである。

　②　環　境

　アメリカは「漁業補助金が魚の乱獲に結びつく」として漁業補助金の削減を

提案。これに、日本とカナダが「補助金のすべてが乱獲にむすびつくわけでは

ない」として反対している。

　環境でのより大きな対立点は、環境をめぐる紛争が生じた場合、紛争処理機
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構が提起した裁定内容の実施を、物品・サ－ビスの紛争処理の実施と同じ様に

強制的なもの（貿易制裁を伴うもの）にするか、否かにある。アメリカ提案は、

強制力を伴うものにすべき、とする。労働についても同じである。

　ＷＴＯ協定・北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）には、強制条項がない。オバ

マ政権は、この強制条項を入れることを政権の目玉の一つとしてきた。だが、

途上国は、強制力は必要がないとする。途上国は経済発展の途次にあり、その

経済社会は未だ成熟の段階には達していないからである。

　③　国営企業

　「国営企業への規制」は、ＷＴＯ協定はもちろん、これまでのＦＴＡになかっ

た新しい分野である。アメリカの民間企業が、「国営企業が、国内外において

民間企業に対して不公平な利益を得ることがないように（国営企業の優遇措置

を無くしていく）規制を設ける必要がある」として、通商代表部や議会に要請

し、通商代表部がこれに応えた。アメリカは、「３―５年で優遇措置を無くす」

提案を行っていると言われる。これに、途上国が反対している。

　旧社会主義国のベトナムは7500の国営企業が経済活動の主要部分を担ってお

り、マレ－シア、シンガポ－ルにおいても、国営企業は重要な位置を占めてい

るからである。

　④　日本は途上国の主張を考慮し支えよ

　知財の中心問題＝生物学的薬剤の特許期間について、日本は、人道的見地か

ら、12年間という長期の期間に反対する途上国の主張を考慮し、途上国の納得

しうる期間とするように努力すべきである。

　環境・労働の紛争処理機構の裁定内容の実施について強制力を持たせるか、

否かについても同じである。また、国営企業規制についても、優遇措置の撤廃

期間について現実的な期間の設定が必要であろう。

　日本は、これらの分野において、途上国の主張を十分に考慮し、それを支え

るべきである。

　これによって、日本と途上国の間に協力関係が生まれれば、それは、ＴＰＰ

交渉において関税撤廃を柔軟化させていく→日本の重要品目の関税維持につな

げる要素になりうることも展望し得よう。
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　　(2) 重要品目の関税維持：問われる首相の直接関与

　重要５品目についてその細分品目を精査し、重要5品目の本体の関税を維持

する－これが、日本政府の戦略とみられる。しかし、ＴＰＰ交渉の枠組を前提

にした場合、その戦略を実現することは、容易ではない。その戦略の実現＝重

要5品目の本体の関税維持には、首相の交渉への直接関与が必要になると考え

られる。

Ⅱ　国内農業政策

　自民党は、総選挙（2012年12月）において、戸別所得補償の「組み換え・拡充」

を公約とした。だが、発足した自民党安倍政権の林農相は、「すでに現場では、

戸別所得補償を前提に来年度の生産の準備に入っている。それを混乱させては

ならない」として、2013年度については、名称を「経営所得安定対策」に変更

したもとで、戸別所得補償を継続するとした。「組み換え・拡充」は、2014年

度の課題としたのである。しかし、８月の2014年度予算の概算要求においても、

自民党・政府の「組み換え・拡充」の方向は、示されなかった。４月－６月に

おいて、新たな政策課題として提起されたのは、農地・中間管理機構の設立だ

けである。

　こうしたなかで、10月中旬、突如、産業競争力会議において、経済界から、「生

産調整の廃止－緩和、コメ所得補償の撤廃－大幅削減、経営安定対策の大規模

層への限定」が提起された。これを受けて、政府・林農相は「生産調整と経営

安定対策の見直しを一体的に進めていく」とした。自民党の農林部会も、その

方向を了承したと伝えられている。こうして、コメ政策の「抜本改定」につな

がる検討が行われようとしている。

　ここでは、この3年間行われてきた民主党政権下の戸別所得補償を中心とす

る農業政策を検証・検討することを主とし、自民党農政については、コメ政策

について提起されている改定方向についての簡単な検討を行うことにとどめる。
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　１　民主党政権下の農業政策

　　Ａ　戸別所得補償

　戸別所得補償（生産費を基準に、販売価格との差を補償する政策）は、2007

年参院選からの民主党の主張であり、2009年総選挙において民主党が圧勝する

要因の一つであった。民主党政権発足（2009年９月）後、農林水産省において、

その政策的具体化がすすめられ、2010年度から実施された。2010年度は、コ

メだけの実施であったためモデル事業とされたが（畑作物は翌2011年度から実

施）、2010年度のコメ所得補償制度はそのまま2011年度、2012年度に引き継が

れ実施された。３年間、同一の制度が実施されたわけである（2013年度を加え

れば、同一制度の実施期間は4年間となる）。

　この政策の検証・検討に入る前に、この政策の背景に当たる2007-09年の米

価と農業所得の状況、2009年時点のコメ生産構造と構造改革状況とを簡潔に見

ておこう。

　１）2002-09年の米価・農業所得状況と農業生産構造

　　(1) 2002－09年の米価・生産費・農業所得の状況

　2007年のコメ生産者販売価格（流通経費等を引いた農家手取りの販売価格）

は60kg１万2,790円、1998年１万7,050円から10年間で25％下落していた（表４）。

さらに、2009年には１万2,010円となり、98年の６割に低下した。生産者が経

営安定対策に入っている場合には、60kg1,000円前後の補填金が入っていたか

ら、2007年の補填金込み価格（生産者最終受取とり価格）は１万4,078円であり、

98年１万7,007円の83％であった。ただし、経営安定対策への参加者は一定規

模以上の生産者に限られていた（08年の面積ベ－スの参加率は28％ (1)）から、

面積ベ－スで7割強の生産者は98年の４分の３の最終受取価格のもとにあった

わけである。

　1998年から2007年への10年間でコメ生産費も18％低下した。その低下は決し

て小さくはない。だが、生産者販売価格の低下（25％）は生産費の低下をはる

かに上回っており、そこに生産量の減少が加わって、コメからの所得を中心と

する農業所得の大幅な減少が発生した。1995年に5兆460億円であった農業純生

産額（農業所得）は、14年後の2009年には２兆9,674億円、95年の６割弱に減
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少していたのである（表５）。

　加えて、農外所得（兼業所得）も激しく減少した。2008年の販売農家の農外

所得186万円は2004年225万円から実に39万円（17％）の減になっていた。農外

雇用機会の縮小が進んだからである。ちなみに、同じ時期の販売農家の農業所

得は126万円から108万円へと16万円（15％）の減少、総所得は508万円から466

万円へと42万円（8.2％）の減少となっている（表６）。こうして、東北を中心

に「農村の疲弊」と言われる事態が進展した。
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　　(2) 2009年時点のコメ生産構造と構造改革の状況

　①　コメ政策大綱(2002)における2010年の構造展望と実施政策

　政府の米政策大綱（2002年12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、そのなかの稲作の構造目標として、他産業並み

の農業所得（600－650万円）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、水田シェア約６割）、うち、都府県６万戸（稲作規模：平均

12ha、水田シェア約６割）、北海道１万戸（稲作規模：平均21ha、水田シェア

９割）とした。それまで数値目標を提起することに慎重であった政府（農林水

産省）にすれば、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

が示されていたと言えよう。また、その背景には、2000年から始まっているＷ

ＴＯ農業交渉の進展があったといえる。

　そのために実施されたのが、支援対象を一定規模（水田経営規模：北海道
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10ha、都府県４ha。集落営農20ha、中山間地域で10ha）以上に絞った「担い手

経営安定対策」(2004－2006年度、(表７)、同じく支援対象を絞った2007年度

からの（品目横断的）経営安定対策(表８)であった。2008年度から後者の対象

には、「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

営農は基準以下の規模であっても、市町村の判断で対象にし得る、とされた。

　②　2010年センサスに示されるコメ大規模（稲作付面積10ha以上）層の姿で

は、2010年のコメ生産構造は、どうなっていたのか。

　2010年センサスによれば、稲作規模（稲作付面積）10ha以上の販売農家は、

全国で8,533、その稲作付面積シェアは10.7％。都府県の場合には、同4,945、
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面積シェア6.9％、北海道1,260、面積シェア22.9％である（表９）。これを、

米政策大綱：2010年の稲作構造目標に照らしてみると、焦点をなす都府県の

10ha以上の農家数4,945は目標６万の10分の一、その面積シェア6.9％は目標

60％の9分の１にとどまる。

　対象を経営体（販売農家＋法人組織。法人組織には、法人化した集落営農

を含む）とした場合には、稲作付規模10ha以上の経営体は、全国で１万3,256、

稲作付面積シェア19.3％、都府県で同9,537、面積シェア16.5％となる（表10）。

　③　2010年構造展望と2010年センサスの示す実態

　米政策大綱(2002)の「2010年における効率的安定的農家の展望」において、

法人組織１万については、数値が示されていない。集落営農組織の平均規模は

10haを超えており、稲作法人組織の規模も大きいから、目標をあげる必要がな

かったのであろう。
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　法人組織を含めた経営体についての目標数値は利用し得ないので、販売農

家についての2010年目標を用いると、稲作付規模10ha以上の経営体は、全国

で１万3,256、目標(販売農家)８万の６分の１、その面積シェア19.3％は目標

60％の３分の１にとどまる。また、都府県の場合には、経営体数9,537、目標

６万の６分の１、面積シェア16.5％は目標60％の約４分の１である。経営体に

は集落営農組織が入るので、その作付シェア16.5％は販売農家6.9％の倍以上

になっている。しかし、経営体をとっても、その2010年の姿は、目標からはる

かに遠かった。これは、2000年代における稲作における規模拡大がゆっくりと

したものであったことを意味するであろう。

　④　2005年から2010年へのコメ大規模農家の増大は緩やか

　そこで、2005年センサスに示されるコメ大規模層：稲作付け面積10ha（北

海道15ha以上）と2010年の場合とを比較すると表11のようになる。焦点を都府

県に絞ると、稲作付10ha以上の販売農家数は2005年3,508、面積シェア4.2％か

ら2010年4,945、同6.9％へと面積シェアで2.7％ポイント（年単純平均0.54％）

の増となっている。その増加率は小さい。他方、経営体の方は、2005年10,761、

面積シェア8.4％から2010年9,537、同16.5％へと面積シェアで8.1％ポイント

（年単純平均で1.62％）の増である。その増加率は、販売農家に比べれば、比

較的に高い。これには、2005－06年度に農林水産省・団体・地域が推進した集

落営農の組織化が大きくかかわっていたとみられる9)。

　問題は、対象を一定規模以上に絞った2004年―2006年度の「担い手経営安

定対策」・2007－09年度の「品目横断型経営安定対策」の実施にもかかわらず、
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農家単位での規模拡大が極めてゆっくりとしていたことである。2010年のコメ

生産構造の姿が目標からはるかに遠かったのは、その結果であった。

　⑤　規模拡大は農業所得の形成→規模拡大投資の結果として起こりうる

　コメ生産の規模拡大（作付規模10ha以上への規模拡大）とは、作付規模５－

10ha（都府県で17万2,000、表12、表13）、同３－５ha（同35万1,000）のなか

の意欲ある生産者が規模拡大を行い、10ha以上へと向上していくことである。

その規模拡大には、規模（経営面積）の拡大に見合った機械や設備、労働力の

拡大や経営担当者の増員等に向けた投資が必要である。規模拡大は規模拡大投

資の結果として起こりうる。だが、農業所得が減少するなかでは、平均的に見

れば、規模拡大－その投資に向ける資金の発生は容易ではない10)。2005年から

2010年へと、規模拡大に向けた政策が実施されたにもかかわらず、販売農家に

おける規模拡大が遅々としていたのは、規模拡大に向けた投資資金が、作付規

模５－10ha層、３－５ha層において形成されなかった、あるいは、借入金によっ

て投資を行った場合、その返済を見込める環境にはなかったことの結果であっ

たといえよう。
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　２）制　度

　まず、前提として2010年度に導入され2013年度まで実施されてきた戸別所得

補償制度の基本内容を確認しておこう。

　①　「標準的な生産費」（2002年産から2008年産の過去７年のうち中庸５年の

「経営費＋家族労働費の８割」）＝60kg１万3,703円を補償の基準とし、全国平

均の販売価格がそれを下回った場合に、その差を補償する（図２）。

　②　この標準的な生産費と「標準的な販売価格」（2006年産から2008年産の

過去３年間の生産者・販売価格の平均）＝１万1,978円との差：60kg1,725円＝

10ア－ル１万5,000円を定額支払いとし、12月までに農家に支払う。

　③　販売価格が標準的な販売価格よりも低下した場合には、その差を変動支

払いとして農家に支払う。

　④　対象は、コメを販売目的で生産する生産者（水稲共済に参加している農

家、法人組織）または集落営農組織。補償を得るには、生産調整に参加する（生

産量を目標数量にとどめる）必要がある。生産調整に参加しなければ、自由に

コメを生産できるが、標準的な生産費を基準とする補償は得られない。

　⑤　これによって、それまでの強制感のある生産調整から自主的な選択制に

移行する。
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　⑥　これまでの産地作り交付金（水田においてコメ以外のものを作付する場

合に支給される交付金：地域ごとに支給総額を固定、交付単価は地域の設定）

に代わり、水田利活用の拡充・食料自給率の向上を目標とする水田利活用自給

力向上事業が設定された。そこにおいて、新規需要米（米粉、飼料用米、ＷＣ

Ｓ用稲など）10ア－ル８万円、麦・大豆3.5万円、加工用米２万円等の全国一

律の助成措置が設定され、それらに主食用米なみの所得を保障する措置が取ら

れた。これへの参加は、生産調整への参加を条件にはしていない。だれでも参

加しうる。

　以上の制度が2010年度以降３年間実施され、今年度（2013）もこの制度の下

で、経営所得安定対策が行われている。

　３）実施プロセスにおけるポイント

　①　2010年度

　2010年産の生産者販売価格（2011年１月までの相対取引価格１万2,723円－

流通経費2,470円）＝１万263円/玄米60kgは、前年（同１万2,010円）よりも1,747
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円下落した。12％の大幅低下である。

　このように価格の低下が進んだのは、①2007年度・2008年度の過剰作付－生

産過剰により2009年６月の在庫が300万トン近くに増大したこと（表14）、②一

人当たりコメ消費量の減少が続いているなかで、消費者の安いコメへの志向が

強まっていたこと、③そのもとで一部出荷団体の販売戦略（安くても売り切る）

が全国に波及したからである。

　その結果、標準的な生産費＝１万3,703円を基準とする補償は、定額支払い

1,725円、変動支払い1,715円、合計3,440円となった（図３）。

　この所得補償により、前年からの販売価格の下落（1,747円）が完全にカバ

－されただけでなく、前年の販売価格を上回る補償額（1,693円）が生産者に

与えられたのである。それは、所得補償の基準が、標準的な生産費（過去７年

中５年の「経営費＋家族労働費の８割」）＝１万3,703円であることによる。

　大幅な価格の下落にもかかわらず、戸別所得補償により、生産者の経営は、

深く支えられたといえる。

　2010年の１経営体当たりの農業所得は122万円で、前（2009）年を17.4％上回っ

た（表15）。前年と比較し、１経営体当たりの農業所得が増大したのは、2003
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年以来７年ぶりであった。特に、水田作の農業所得（１経営体当たり）は47万

5,000円で前年比37.3％増であり、これには、１経営体当たりの交付金27万3,000

円が大きな役割を果たしていたのである。そこに、戸別所得補償の効果＝役割

が示されていたといっていい。

　②　2011年度

　2011年産の生産者販売価格（2012年３月までの相対取引価格１万5,202円－

流通経費2,578円）＝１万2,624円は、2010年産の生産者販売価格１万263円を

2,361円上回った。23％の大幅な上昇である。

　これは、①これまで生産調整に入っていなかった人たちが、2010年産の価格

の下落に直面して戸別所得補償－生産調整に入る意味を実感し、それに加わっ

たことによって、過剰作付面積が激減したこと（2007年７万1,000ha→10年

４万1,000ha：45％減、表16）、震災の発生により、コメの需給が引き締まった

ことの結果であった。

　2011年産の生産者販売価格１万2,624円は、標準的な販売価格１万1,978円

を上回るから、変動支払いは発動されなかった。2011年産については、定額支

払い（10ａ１万5,000円＝60kg1,725円）が支払われ、生産者の最終受け取り

価格（生産者販売価格＋定額支払い額）は１万4,349円となった（図４）。これ
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は、2011年の生産者の最終受け取り価格をさらに4.7％上回るものであった（表

17）。その結果、2011年の水田作・経営体の農業所得51万円は2010年48万円を

さらに３万円（6％ )上回ったのである(前掲表12)。2011年度において所得補

償が導入された畑作の農業所得は、2010年217万円から2011年231万円へと14万

円(7％ )の増となった。

　1990年から2008年へと18年間で農業所得が半減してきた（その中心はコメか

らの所得の減少）なかで、その所得減少傾向が歯止めをかけられ、緩和される

事態がうまれたといっていい。

　③　2012年度

　2012年産の生産者販売価格1万3,919円/60kgは、上昇した2011年産の価格

１万2,624円をさらに1,929円（10％）上回った（前掲表１）。①過剰作付面積

が少ない状態：２万4,000haが引き続いたこと（前掲表13）、②コメ流通業者が

2011震災年の経験から在庫を手厚く保とうとしたこと、③主食用低価格帯米や

加工用米などが品薄になったことから集荷団体が強気の販売価格戦略をとった
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ことなどの結果である。

　この生産者販売価格１万3,919円は、所得補償の基準である「標準的な生産費：

60kg１万3,703円を上回った（図５）。生産者の最終受け取り価格（生産者販売

価格＋定額支払い）１万5,618円は標準的な生産費を14％上回る（表18）とと

もに、2011年の生産者最終受け取り価格をさらに９％上回り、2002年以降の最
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高水準となったのである（前掲表４）。

　2012年の水田作の農業所得は2011年をさらに上回り、経営体の平均農業所得

も同様の姿を示すものと思われる。農業所得の改善状態が2010－12年の3年間

続くことになる。

　４）実　績

　　(1) 参加者

　戸別所得補償の参加者（支払い対象者）は、2010年116.3万件、2011年115万件、

2012年111.8万件で110万台の参加件数となっている（表19）。その内訳を2012

年についてみると、個人110.2万、法人8,300、集落営農7,500であり、2010年

→12年へと法人の参加数が伸びている（表20）。

　集落営農をその構成農家数でおき直すと、参加農家総数は2010年139.4万戸、

2011年138.4万、2012年134.4万となる。130万台の農家が参加しているのである。

　この2010年の参加農家数を同年の水稲共済・加入農家数175.5万戸で除した

値を参加率とすると、それは、79.3％となる。約８割の農家が戸別所得補償に

参加していたわけである。
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　　(2) 参加面積

　戸別所得補償への参加面積は、2010年112.7万ha、2011年112.8万ha、2012年

113.4万ha（表21）。３年間約113万haを続けてきた。水稲共済への加入面積で

除して参加率を出すと、2010年73.9％、2011年79.1％、2012年79.3％となり、

2011年において５％ポイント上昇している。2010年度において価格が下落した

なかで、所得補償制度に入ることの意味が理解されたことが、この参加率の上

昇をもたらしたのである。過剰作付面積が激減したのは、その結果であった。

　なお、2012年度について、規模別の参加率をみると、作付面積0.5ha未満層

は58％、0.5－１ha層は68％で参加率は低い。他方、５ha以上層は96％でほと

んどの生産者が参加している（表22）。経営所得安定制度＝所得補償制度は、
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大規模層にとって不可欠なのである。また、2012年の規模別の支払い額と支払

シェアを見ると（表23）、５ha以上層がコメ所得補償の支払い額の41％、３ha

以上層で過半の51.6％を得ている。他方、0.5ha未満層は8.8％しか得ていない。

実際の支払い額においても５ha以上の大規模層に支払い額が集中し、その経営

を支えているのである。

　　(3) 規模別参加者・参加面積の動向

　１）2010年から2012年：大規模層の一層の参加面積増を示す

　表24は、2010年－12年における戸別所得補償（主食用米）への規模別参加者

の推移、表25は同参加面積の推移を示す。表24によれば、2010→11年に「２－

３ha」、「３―５ha」、「５ha以上」において各0.1万件の増加があったが、2011

→12には「５ha以上」だけが増加（＋0.2万）している。参加面積（表25）では、

2010→11年において全体として0.1万ha増加するなかで、「２－３ha」0.1万ha、

「３―５ha」0.2万ha、「５ha以上」で0.7万ha増加した。2011→12年には全体と

して0.6万ha参加面積が増えるなかで、「２－３ha」、「３―５ha」ともに0.1万

ha増、「５ha以上」が1.5万haの大幅増になっている。１年目から２年目、２年

目から３年目へと大規模層の参加面積がより一層増えて行く傾向を示している

のである。それは規模拡大の進展を示すものでもある。
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　ここにも、戸別所得補償制度が大規模層にとって必要不可欠な制度であるこ

とが示されているといえよう。

　２）2013年度の申請面積も増大を示す

　2013年度のコメ直接支払い交付金（コメ所得補償）の申請件数は96.5万件

で2012年98万件から1.5万件（1.5％）減っているが、そのもとでの作付け計画

面積は2012年113.4万haから114.9万haへと1.5万ha（1.3％）増大している（表

26）。2013年度においても2011→12年度と同様の傾向（大規模層の参加面積の

増大）が進むことを予測させるものである。

　　(4) 水田利活用政策

　①　参加面積

　主食用に用いた以外の水田面積に、主食用米以外の作物の作付を促し、それ

によって食料自給率を向上させていこうとする政策であり、そのために、それ

らの作物に主食米と同じ所得を保障するもの。

　2012年の参加面積は50万9,800ha、対応する2009年の面積37万4,700haより13

万5,100ha、36％増大している（表27）。

　2009年を基準に2012年の各作物の参加面積を見ると、大豆が横ばいである以

外、すべての作物が増大している。制度が始まった2010年を基準にすると、大

豆と加工用米の面積がやや減少しているが、その他は増大している。特に、新

規需要米（飼料用米、米粉用米、ＷＣＳ用稲）の拡大が著しい。

　大豆の面積がやや減少しているのは、2009年まで大豆は麦とともに転作作物

の中心をなしていたが、新規需要米の導入により、新規需要米の作付けに移行

した方がいい所は新規需要米に移行したためである。麦が大豆と同じ条件にあ

りながら、2009年→2010年（－2012年）へと大幅に増大しているのは、二毛作

麦の増加による。麦の二毛作にも助成がついたからである。
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　②　コメ粉用米・飼料用米・加工用米の生産量

　コメ粉用米・飼料用米・加工用米の合計生産量は、2009年17万7,500トンか

ら2012年39万8,800トンへと３年間で22万トン増えている（表28）。飼料用米は

輸入飼料を代替するから、この方向の行く手に自給率上昇の展望を見出し得る。

この実績は、そうした方向に一歩を踏み出したことを示しているといっていい。
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　　(5) 財政支出

　①　2010－2012年度の支払い額

　表29は、この３年間（2010－12年度）の農業者所得補償制度の支払い実績額

＝財政支出額を示している。

 コメ戸別所得補償への2010年度の支払い額は、定額支払い1,529億円、変動支

払い1,539億円、合計3,069億円。2011年度は変動支払いが無いので定額支払い

のみ1,533億円。2012年も定額支払いのみの1,552億円となっている。３年間の

平均は2,051億円である。

　これを水田利活用への支払い額と比べると、変動支払いが発動された2010年

度の場合には、コメ戸別所得補償3,069億円の方が水田利活用1,890億円よりも

多いが、変動支払いが発動されなかった2011－2012年度には、水田利活用の方

が多い。また、畑作物への所得補償もコメ戸別所得補償を上回っている。2011

年度以降は、①水田利活用、②畑作物、③コメ戸別所得補償の順なのである。

　②　固定支払い・変動支払いの区別を設けず、生産費と販売価格の差を補償

するとした場合

　「３）実施プロセスのポイント」において見たように、2011・2012年度に生

産者販売価格が上昇した結果、生産者の最終受け取り価格（生産者販売価格＋

定額支払い：2011年産１万4,349円、12年産１万5,618円）は、補償の基準であ

る標準的な生産費（60kg１万3,703円）を超えることになった。2011年産につ

いては646円（4.7％）、2012年については1,915円（14％）も標準的な生産費を
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上回ったのである（前掲表18）。特に、2012年には、生産者販売価格自体が標

準的な生産費を上回ったもとで、それに定額支払いがつけ加わる形になったわ

けである（前掲図５）。

　これは、出回りから年度末までの平均の生産者販売価格がどのような水準に

なろうと、12月に前もって戸別所得補償参加者に支払った定額支払いはそのま

まとするというこの制度のあり方から発生している。あるいは、「生産費と販

売価格の差をストレ－トに補填する」＝いわば変動支払いのみとする本来の所

得補償の在り方に対し、定額支払いを設定し、定額支払いと変動支払いの二本

立てとしたことから発生したといえる。

　しかし、戸別所得補償は「生産費と販売価格の差を補填する」としている。

すなわち、生産費（標準的な生産費）を補償の基準としているのであって、そ

れを上回る水準を基準として所得補償をすることは制度の本来のあり方に必ず

しも合致するものではない。

　では、“定額支払い・変動支払いの二本立てとせず、生産費と販売価格の差

を補償する”とした場合には、どうなるのか。その場合には、2010－12年の３

年間の支出額は4,025億円、現行制度の実績6,154億円よりも2,129億円（35％）

少なくなる（表30）。

　2011年・2012年において最終的な生産者受け取り価格が補償の基準である標

準的な生産費を上回ったことは、2009年まで続いた農業所得の下落傾向に歯止

めをかけ、緩和－反転させる上で大きな効果をもたらしたと考えられる。しか

し、それは、“生産費（標準的な生産費）を基準とし、販売価格との差を補償する”

という所得補償の本来のあり方と必ずしも合致するものではない－この点が留

意されていい。
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　５）総　括

　以上の検証を踏まえ、民主党政権下の戸別所得補償を総括すれば、以下のよ

うになる。

　　(1) コメ戸別所得補償制度は、2010－12年度の３年間、その制度の内容が

修正されることなく、2010年度に導入された制度のまま、続けられた。2013年

度を加えれば４年間の無修正・継続となる。こうしたことは2000年以降初めて

であり、政策－制度は安定していたのである。

　これは、政策が有効に機能し、経営所得の安定に貢献したからである。多く

の生産者が支持していた。

　　(2) 政策導入の初年（2010）度、米価は大幅に（対前年比12％）下落したが、

標準的な生産費（60kg１万3,703円）を基準に下落した米価との差が補償され

た結果、2010年の水田作と経営体の農業所得は、ともに前年を上回った。農業

経営が深く支えられるとともに、1990年から続いてきた農業所得の減少過程に

歯止めがかけられ、その傾向が緩和・反転したのである。農業所得補償制度は

2010－12年における農業所得の改善の基礎になっている。

　　(3) 戸別所得補償の導入とともに、生産調整は選択制になった。所得補償

を得たい者は生産調整に入り（コメ生産を生産目標数量の範囲にとどめ）、自

由にコメを作りたい者は所得補償を得ることができないとしたのである。これ

によって、2011年に過剰作付面積が激減し、2012年もその状態が続いた。初め

て生産調整が有効に機能したのである。また、選択制生産調整の実施により、“生

産調整にただ乗りする者が少なからず発生し、生産調整参加者が馬鹿を見る”

という不公平な事態は生まれることはなくなった。選択制生産調整も有効に機

能したと言える。

　　(4) コメ戸別所得補償への参加率（79％）、特に、大規模層の参加率（面

積ベ－ス96％）は極めて高い。さらに、2010→12年へと大規模（５ha以上）層

における参加面積は増大を続けている。これは、大規模層にとって所得補償制

度が必要であること、この制度が規模拡大を推し進めていることを示す。

　　(5) 水田に主食用米以外の作物の作付を促す水田利活用政策のもとで、コ

メ粉用米・飼料用米・加工用米の生産量は、2009年18万トンから2012年40万ト

ンへと３年間で22万トン拡大した。コメの一人当たり消費量が減るなかで、水
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田における主食用以外の穀作物の増産を進め、それによって食料自給率の向上

を実現していくという方向が第一歩を踏み出したといえる。

　　(6) この３年間の実施を総括して、修正を考慮する必要があると考えられ

るのは、生産費を基準とした補償を定額支払いと変動支払いに区分したために、

販売価格が生産費を超えて上昇した場合にも、定額支払いを行っている（その

分補償の水準を引きあげている）点である。定額支払いと変動支払いの区分を

なくし、生産費と販売価格の差をストレ－トに保障する形に修正する必要があ

ることが留意されていい。

　　(7) 以上(1)－(5)のように、コメ戸別所得補償制度は、経営所得安定、選

択制生産調整、水田利活用のいずれについても、有効に機能してきた。自民党

政権下の農政においても、このことが十分に認識され、戸別所得補償の根幹（生

産費と販売価格の差の補償、対象を全販売農家とすること）の維持が検討され

ることが強く望まれる。

　　Ｂ　人・農地プラン

　2010年度から「人・農地プラン」の作成が進められている。2013年８月現在、

8,348地域（16,040地域のうち52％）でプランの作成に至っているとされる11)。

　１）制　度

　　(1) 前提：地域（集落）の現状認識

　人・農地プラン作成の前提になっているのが、以下のような「地域（集落）

の現状」についての農林水産省の認識である。

　すなわち、日本全体で、①中核的経営体が存在する地域（集落）は約50％、

②集落営農が存在する地域（集落）が15％、③両方とも存在しない地域（集落）

が35％。この“何も存在していない地域（集落）”が問題であり、そこにおいて、

中核的経営体がうまれるようにしていく（集落営農の組織、新規就農者の招聘、

集落外の経営体への委託など）ことを集落において検討し、地域マスタ－プラ

ン（「人・農地プラン」）を作成していくことを基本にする。

　また、中核的経営体が存在している地域においては、その経営体に連坦する

農地の経営体への集積を推し進める。そのために、地域プランを策定する。こ
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れが、農地集積・新規就農支援の前提になっている地域マスタ－プラン策定に

ついての位置づけである。

　　(2) 農地集積への支援：農地集積協力金（農地の出し手への交付金）　

　2011年度に導入された規模拡大加算は、農地の借り手＝規模を拡大する経営

体への交付金（10ａ：２万円、2012年度・総額100億円）である。これに対し、

農地集積協力金は、農地の出し手への交付金である。農地の出し手に対しても

支援し、規模拡大を行う借り手（中心的な経営体）に対する支援と合わせ、中

心的な経営体への農地の集積をさらに促そうとする政策といえよう。

　農地の出し手に対する支援は、次の二つである。

　①　農地・連坦化への支援

　中心的な経営体に連坦する農地を持つ（あるいは経営する）農家が、その農

地を中心的な経営体に貸し出し、経営体の規模拡大に協力する場合、10ａ5,000

円の支援を受けられる。ただし、連坦する土地を受ける経営体は、中心的な経

営体として地域ヴィジョン（「人・農地プラン」）において位置づけられている

必要がある。

　②　経営転換への支援

　農業者がリタイア－する場合、あるいは土地利用型から他の土地をあまり用

いない作物に転換する場合、その農地を中心的な経営体に貸しだし、中心的経

営体の規模拡大に協力することを支援する。規模拡大を行う経営体への支援＝

規模拡大加算をさらに背後から補充する政策といえる。

　　(3) 新規就農支援

　農業に新規就農を志す（農業研修を受け準備する）人たち、農業を新たに始

める人たち、親元から独立して自分の責任で新たに農業を始める人たちへの支

援（始めてから一定期間は必要な所得が得られない可能性が大きいからその間

の生活を支援する政策）である。待ち望まれていた政策であり、この導入は高

く評価される。

　２）検討点

　　(1) 売買による集積も対象とすべきとする北海道の提案

　北海道は、農地集積協力金について、「売買による集積も対象とするように
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提案」したと報じられた12)。北海道においては、農地価格の低下が著しく、売

買による農地の移動→農地の集積（→規模拡大）が少なくないという実情に基

づく提案であろう。北海道の実情を基礎にすれば、もっともな提案と思われる。

　この政策の目的は、農地の集積（中心的な経営体の規模拡大）である。集積

は、貸借だけでなく、買い入れ（売買）による集積も含む。目標は、集積を進

めることであるから、“売買による集積”を対象にすることは必要なことと考

えられる。

　また、連坦化による集積に限らず、規模拡大加算の場合にも、“売買による

規模拡大”が対象とされていいのではないかと考えられる。

　　(2) すべての規模拡大を対象に

　さらに、北海道の提案を突き詰めていけば、「中心的な経営体に連胆する農地」

だけでなく、規模拡大に結び付く全ての農地を対象とする必要が浮かび上がる。

連胆していない（離れた）農地であっても、専業的経営体の経営に組み込まれ

れば、その農地は生産農地として維持されていくことになるから、そうした流

動化を評価し、（その支援額に差をつけるとしても）支援の対象とすることを

検討する必要があると考えられる。

　2011年度の規模拡大加算（規模を拡大した経営体への交付金：予算100億円、

想定面積５万ha）の実績は、申請件数510件、拡大面積１万6,580ha、申請額

33.2憶円）であった。対象を「連胆化する農地」に限らず、全ての貸し借りす

る農地面積に拡大するための財政条件は存在しているのである。

　　(3) 地域マスタ－プランにおける地域農業者の意向の尊重

　地域マスタ－プランは、特に、地域（集落）において中心的な経営体（ある

いはそれになりそうな経営体）も無ければ集落営農も存在していない集落にお

いて、その農地・農業を維持していくために、担い手の目途を立てることを目

標に策定するものである。

　ところで、当該集落において、ほぼすべての農業者が兼業を営みつつ中－小

規模の稲作を行っている場合に、“将来においても現状のままでいい”（集落営

農もつくらないし、集落外の経営体に作業を委託することも考えない）という

方向を考えることがありうる。

　これも、一つの地域農業のあり方として尊重され、率直に認められる必要が
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ある。中心的な経営体の形成には結びつかないが、しかし、中小規模の兼業農

家全体が、農地・農業（稲作）を維持し、地域社会を維持していくことになる（農

業の多面的な機能は維持される）からである。こうした地域の農業者の意向を

無条件に尊重する姿勢があって初めて、地域における農業マスタ－プランの検

討・作成は、多くの地域住民・農業者の参加を得て進められていくと思われる。

　３　規模拡大の基礎：所得補償の継続

　こうした規模拡大を推し進める政策の基底に（戸別）所得補償が存在する必

要がある。

　規模拡大は実際には規模拡大のため投資の結果生まれるものであるから、規

模拡大を考える者に所得－所得を上回る利益－が生まれていなければ、あるい

は所得－利益が今後生まれるという見通しがなければ、規模拡大は容易に発生

しえない。所得の安定・一定の利益の確保は、規模拡大には不可欠だから、そ

れを保障する所得補償が必要なのである。

２　自民党・安倍政権の農業政策

　　Ａ　農地中間管理機構

　１）契　機

　政府の産業競争力会議において、４月に新浪ロ－ソン社長を中心とする民間

議員が提起した農業の国際競争力強化の提案（土地利用型農業では大規模経営

体への農地集約を加速。現在のコメ生産コスト60kg１万6,000円を10年後に４

割減とする）が契機であったとされる13)。ただし、コメの生産コストが４割減

となるということは、コメ作付平均規模が20ha以上になる＝現在の1.4haの14

倍以上になることで、10年後といえども、全くあり得ない。

　その後、民間議員の発言は控え目になり、農地集積では具体策として「都道

府県が主導する農地の賃貸または売買」の提案となり、結果的に、農水省が4

月23日に提起した農地中間管理機構と足並みをそろえる格好になったと言われ

る14)。
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　２）内　容

　農地中間管理機構は都道府県知事の下に置き、①地域内の分散錯誤した農地

利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合や、耕作放棄地について、

農地中間管理機構が借り受ける。②農地中間管理機構は、必要な場合には、基

盤整備等の条件整備を行い、担い手（法人経営、大規模家族経営、集落営農、企業）

がまとまりのある形で利用できるよう配慮して、借り手に貸し付ける。③農地

中間管理機構は、業務の一部を市町村等に委託し、関係者の総力で農地集積・

耕作放棄地の解消を推進する15)、とされる。

　３）検　討

　耕作放棄地を整備し借りやすいようにする、互いに分散錯誤状態の解消を図

りたいとする場合には農地中間管理機構が仲立ちをする－いずれも必要なこと

である。また、農業経営を行いたいという企業を担い手の一部に位置付けるこ

とも必要であろう。

　だが、家族経営における担い手を「大規模家族経営」として中小家族経営を

排除しているように見られる。

　次にみるように、政府のコメ政策見直し案では、認定農業者を支援の対象と
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するようであるが、稲作単一経営と同準単一複合経営の認定農業者８万3,600

（表31）のうち、半数近い３万8,500はコメ作付規模３―５haの中規模稲作農家

であり、その１割：8,100は同１－３haの中小稲作農家とみられる（表32、表

33、表34）。

　コメ生産の規模拡大－構造改革は、こうした中規模・中小規模の稲作農家が

「５－10ha」層、「10ha以上」層へと数多く向上していくことを通して達成され

る。単に、現在の作付規模10ha以上の大規模層がさらに面積を集積する、そこ

に企業も入るというだけで達成されるものではない。家族経営における担い手

を大規模家族経営に限定することは、日本の稲作において規模拡大・構造改革

を進めて行くことと矛盾する。このことが、十分に踏まえられる必要がある。

　　Ｂ　「コメ政策見直し・中間取りまとめ」

　１）提起への経緯

　2013年10月24日の産業競争力会議において、民間議員・新浪ロ－ソン社長は、

“①生産調整を中期的に廃止。②コメ定額支払いと変動支払いを廃止。③収入
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変動に備える制度が必要な場合には、農家負担を求め、対象を絞るべき”、と

の提案を行った。

　翌25日、林農相は、コメ生産調整について、「コメ経営所得安定対策の見直

しにも関わる。一体で議論していく」として、生産調整の見直しを含め、具体

的な議論に入るとした。

　そして、11月6日農水省は、自民党農林基本政策検討プロジェクトチ－ムな

どの合同会議において、次のような「中間取りまとめ」を提起した(表35)。

　２）「中間とりまとめ」の内容

　　(1) 生産調整

　５年後を目途に需要に見合ったコメ生産（＝生産調整の廃止）が行えるよう

に、水田利活用の充実などを進める。新たな仕組みの定着状況を見て(廃止を)

判断する。

　　(2) コメ所得補償

　①　定額支払いは、2014年から減額し、2018年に撤廃する。

　②　変動支払いは、2014年から廃止する。価格の下落には、収入影響緩和対
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策（ならし：対象は一定規模以上の認定農業者、集落営農。表８）で対応する。

対象に認定就業者を加え、規模要件は課さない。

　③　2014年に限り、ならし非加入者にも一定の補償をする激変緩和措置を設

ける

　　(3) 水田活用

　2014年から飼料用米などに数量払いを導入する。産地交付金の充実などで全

体を拡充する。

　　(4) 畑作物の所得補償

　2014年産は現行のままとする。2015年産から認定農業者・集落営農・認定就

農者を対象。規模要件は設けない。

　　(5) 米価下落への対策

　収入保険に道筋をつける。

　　(6) 日本型直接支払い

　集落等の活動組織が市町村と協定を締結し、それを基礎に支払う。

自民党は、これを了承したと報じられている。

　３）検　討

　　(1) 生産調整廃止の理由が不明確

　「生産調整に限界感がある」ということが漠然と言われているだけである。

生産現場から廃止の声が出ていたのかといえば、全くそうではない16) 。廃止

の出所は、競争力会議の民間議員（大規模経営への農地集積・構造改革のため

に廃止）である。これは、コメ生産の実態を基礎にした議論ではない。

　　(2) 生産調整廃止を課題とすることは問われていない

　コメ－水田生産の実情を基礎にした論拠として言われているのが「水田をフ

ル活用しながら需給バランスを取る制度を強化する。そのために飼料用米を増

やす（小里農水政務官）」17)である。だが、それは、まさに現行制度が行って

いることであり、そこで着実な成果が挙がっている（飼料用米：09年2.3万ト

ン→12年18.3万トン。飼料用・加工用・米粉用米：同18万トン→40万トン）。

　飼料用米について数量払いにすることは望ましい。それは、現行制度の下で

可能である。
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　コメの生産調整を選択制の下で行いつつ、水田にコメ以外の作物の作付を増

やしていく。同時に、飼料用米などの需要構造を作り出していく－これを続け

て行くことこそが問われているのである。生産調整の廃止を課題とすることは

問われていない。

　　(3) 過剰が生じると即価格が下落する：このコメの特性が認識されていない

　日本のコメの需要の価格弾力性は極めて小さい。供給量が需要量を超えると、

その超え方が小さくとも、（価格が下がったから消費が拡大するわけではない

から）価格は大幅に下がる。7万haの過剰作付でも価格が大幅に下がったのは、

そのためである。選択制生産調整と所得補償が必要な理由はそこにある。生産

調整廃止論には、この点が踏まえられていないといわざるをえない。

　　(4) 収入保険は、構造的な米価下落への備えにならない

　生産調整廃止後、米価が下がった場合の備えに、収入保険を設けるという。

だが、収入保険
4 4

は、年内の価格変動に対する備え＝保険であって、価格の構造

的な（数年にわたる）低下への備え（セ－フティネット）にはなりえない。生

産調整の廃止後、価格の下落状態が続いた場合、保険はその下落に対して何の

対処もなし得ないのである。

　　(5) コメ認定農業者だけで稲作の規模拡大・構造改革が可能か

　収入影響緩和対策への参加は、認定農業者・集落営農・就農認定農業者に限

定するという。認定農業者は８万3,600、戸別所得補償への参加集落営農数は

7,500、集落営農の構成農家数で示すと集落営農参加農家数は23万2,900となり、

対象にする農家数は31万6,500となる。

　これに対し、現行制度において、コメ所得補償に参加している農家数は、（同

様に、集落営農の構成農家数をカウントすると）120万600となる。対象者を限

定した場合の農家数31万6,500は、現行制度下の120万600の26％、約４分の１

となる。

　前章（２、Ａ、３）である程度ふれたように、2010年センサスにおけるコメ

作付規模３ha以上層の経営体が、すべて稲作単一（販売金額の８割以上がコメ）

と準単一複合経営（同６―８割がコメ）の認定農業者であるとすると、前掲表

32のような分布になる。「10ha以上」層は１万3,300であるから、稲作単一経営

者２万4,382のうち、１万1,080は作付規模「５－10ha」層となる。
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　他方、作付規模「３―５ha」の中規模層に３万8,500、稲作認定農業者８万

3100の46％、「１－３ha」の中小規模層に8,100（同9.7％）が存在する。「１―

５ha」の中小規模層に稲作認定農業者の過半の56％が位置しているのである。

　準単一複合経営のなかでは、露地野菜１万4,290、施設野菜１万3,570、合計

２万7,860が準単一経営の約半数（47％）を占めている18)。労働力の完全燃焼

と所得の確保に複合経営は欠かせないのである。稲作認定農業者の７割強が準

単一複合経営であるというのも、そこから来る、といえよう。

　こうした稲作認定農業者の現実を踏まえれば、稲作における規模拡大・構

造改革は、中規模・中小規模の稲作農家（家族経営）が「５－10ha」「10ha以

上」へと数多く向上していくことを通して達成されていくと考えられる。単に、

「10ha以上」の大規模層がさらに農地集積をするというだけで達成されるもの

ではないであろう。対象を一部の大規模と考えられる農家・経営体に限定すべ

きではないのである。

　　(6) 現行制度を前提に修正する視点を

　現行制度は、経営安定・生産調整・水田の活用のいずれにおいても、有効に

機能している。それを冷静に認識し、そこに必要な修正（飼料用米などへの数

量払いの導入。所得補償において、定額支払いと変動支払いの区別を除去し、

生産費と販売価格の差をストレ－トに補償し、生産費を上回る補償をなくすこ

と）を加えるという視点を持つことが望まれる。

注

１）党内検討・政府内検討の欠落は2010年６月における消費税の提起についても全く同

じである。2009年９月の総選挙では、当時の鳩山代表が、消費税の引き上げは行わ

ないと約束していたのであるから、党内検討・政府内検討の欠如は、なおいっそう

際立っていた。

２）すべての農産物の関税がゼロになった場合に必要となる直接支払い（所得補償）を

試算すると以下のようになる。コメ。現行の戸別所得補償の保障水準：60kg１万3,700

円＝kg228円と関税がゼロになった場合の国内価格として農林水産省が想定した輸

入中国米の価格kg57円との差kg171円。対象量：「戸別所得補償の対象面積（2010年）

132万ha」×「平均単収5.25トン」＝693万トン。693万トン×17．1万円＝１兆1,850

億円。2010年度の戸別所得補償には3,069億円の支出があったから、純増額は8,781

億円となる。
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　　　コメ以外の農産物：関税をゼロにした場合の必要所得補償額を「生産額」×「生

産所得率」とすれば8,420億円と推定。これらについても、2010年度4,140億円の所

得補償が行われているので、純増額は4,240億円となる。

　　　以上を合計すれば、必要所得補償額２兆400億円、純増額１兆2,860億円。今日の

財政状態の中で、１品目（コメ）に１兆円を超す所得補償を行うことは現実性を欠

いている。また、社会保証関係の支出が毎年１兆円ずつ増大するなかで、１兆2,860

億円の新たな財源は存在し得ないと考えなければならない。服部信司『ＴＰＰ不参加・

戸別所得補償の継続』（農林統計協会、2012年６月）16－18頁。

３）日本経済新聞、2013年３月14日。

４）同上。

５）日本農業新聞、2013年３月16日。

６）朝日新聞、2013年10月14日。

７）日本農業新聞、2013年10月11日。

８）安倍首相「普遍的価値を共有する国々と経済的関係を深めて行くことは、わが国の

安全保障にもアジア太平洋地域の安定にも大きく寄与する」（３月15日、記者会見）。

日本農業新聞、2013年３月16日。

９）集落営農組織は、品目横断型経営安定対策の実施に伴う規模要件（平地20ha、中山

間10ha）を満たすために、助成を受け取る受け皿として組織されたものが少なから

ずある。そのなかには、コメなどの販売だけを集落営農組織として行い、経営は今

まで通り個々の農家が行うという個人農家の集合体の場合（いわゆる枝番組織）が

ある。集落営農組織による規模拡大は、ある程度割り引いて考える必要がある。

10）2006-07年平均の「物財費＋支払地代・利子＋家族労働費」の生産費は１万4,035円

/60kg。生産者が経営安定対策に入っている場合（面積ベ－スで28％）の補填金込の

最終受け取り価格１万4,098円（前掲表１）は家族労動費をカバ－しているだけであ

り、平均的には投資資金の発生余地は少ない。生産者が経営安定対策に入っていな

い場合（面積ベ－スで72％）の最終受け取り価格１万2,960円は、同上生産費の92％

であり、平均的には投資資金が発生する余地はない。服部信司『米政策の転換』（農

林統計協会、2010年）５ページ。

11）農林水産省「人・農地プランの進捗状況（2013年８月末現在）」。

12）日本農業新聞、2012年３月31日。

13）日本農業新聞、2013年５月２日。

14）同上。

15）農林水産省。

16）2012年９月に３日間かけて佐賀の米作地帯の集落営農組織や共乾施設利用組合など

を訪問・調査させてもらった。そこで生産調整の見直しなどの意見は一つも聞かれ

なかった。逆に、大豆が、田の表作として、コメとともに圃場全体に隈なく作られ

ているという充実した水田作の姿があった。コメ・大豆の裏作として麦が作られて

いる。まさに、農業者所得補償制度の下で水田がフル活用されているのである。

　　服部信司「農業者所得補償制度の下、品質向上を軸に、土地利用型農業（コメ、大豆、

麦）を全面的に進める－佐賀市久富西営組合、ＪＡ佐賀嘉瀬地区共乾施設利用組合－」

『農村と都市をむすぶ』No.734,2012,12月。

17）日本農業新聞、2013年11月７日。

18）農林水産省「農業経営改善計画の営農類型別認定状況（平成24年３月末現在）」。

（2013年11月7日）


