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《論文》

Abstract: 

［農業市場研究第20巻第3号（通巻79号） 2011. 12] 3 

政策推転とその下での米需給・価格および水田農業構造 1)

磯田宏＊

Supply-Demand and Prices of Rice and Paddy Farming Structure 

under Policy Transitions 

ISODA, Hiroshi 

Kyushu University 

The purposes of this study are firstly, to review the Rice Policy Reform (2004 ~ 2009 FY), 
secondly, to characterize the transition form the Rice Policy Reform to the Pilot Program for Direct 

Payment of Income Support, and thirdly, to consider further policy implications based on the 

examination of the results of the latter program. 

The Rice Policy Reform was a policy package to reduce governmental commitments for preventing 

oversupply and relieving the decline of rice prices. However, its income stabilization program for 

selected farmers couldn't compensate them for the decline of rice prices. As a result, the 

strengthening of paddy farming structure, which was one of the most important aims of the Reform, 

couldn't be achieved. The Pilot Program for Direct Payment of Income Support, started in 2010 FY, 

succeeded the previous policies in its aspects of making the rice production control program selective, 

and coped with the decline of rice price exclusively through income stabilization measures. On the 

other hand, the production supports for food rice and other strategic crops on paddy fields were 

coupled with their planted areas and applicable to all farmers. These aspects are discontinuous from 

the previous policies. 

The 2010 rice price was much lower than the previous year, mainly because of oversupply due to 

the selective production controls and weakened consumers purchasing power. The government 

inevitably decided to implement some price support measures, as well as the Program's income 

stabilization payment, which worked as a deficiency payment. As a result, the economic ability of 

larger farms to rent more paddy field seemed improved. These facts imply the necessity for 

rebuilding an effective rice production control system and stable price supports, along with deficiency 

payments for the full-dressed Program for Direct Payment of Income Support. 

〔Keyword到 RicePolicy Reform, Program of Direct Payment of Income Support, Rice Price Policy, 

Paddy Farming, TPP(Trans-Pacific Economic Partnership), Neo-Liberal Structural 

Reform 
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田農業、米価政策、 TPP、新自由主義的構造改革
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I 課題の設定

今世紀に入ってからの米・水田農業政策は、自

公政権下の2004-2009年の米政策改革および第 2

次食料・農業・農村基本計画 (2005年3月）にも

とづいて2007年から導入された品目横断的経営安

定対策（以下、水田経営所得安定対策と呼称）

と、政権交代後＝民主党連立政権下の農業者戸別

所得補償制度の開始が大きな画期をなしている。

2010年度戸別所得補償制度モデル対策が実施さ

れてその結果がある程度公表され、同時に「本格

実施」の制度設計と予算が決定した段階で、本稿

の課題を以下のように設定した。

第一に、米政策改革・水田経営所得安定対策と

は何だったかを明らかにし、批判的に総括するこ

とである。その際の視点は大きく二つあって、一

つめは米の需給・価格安定政策として何を狙い、

どのような効果をもたらしたか。二つめが水田農

業構造の強化に資したのか否かである。

第二に、米政策改革から戸別所得補償モデル対

策への米・水田農業政策の推転における「連続」

と「断絶」を見きわめつつ、それが新自由主義的

構造改革農政の修正なのか、延長・再開なのかを

政策論理に内在しつつ考察する 2)。

そして最後に第三として、戸別所得補償制度が

モデル対策として実施されたことを受けて、差し

当たりそのもとで米の需給と価格、水田土地利

用、水田農業構造に何が起きているか、また起き

る可能性が生まれているかを、本稿執筆時点で分

かる範囲で考察する。そしてそれらをふまえて今

後の政策展開の課題について、多少なりともイン

プリケーションを提起する。

JI 米政策改革の性格と帰結ー米需給と米

価一

1 米政策改革の性格

米政策改革の米需給・米価政策としての性格

を、要約すれば以下のようになる。

第一に、政府米の役割を100万トンの回転備蓄

ヘ純化させること、すなわち過剰吸収・暴落防止

機能を根絶することをあらためて宣言した。

第二に、生産調整のポジ化によって過剰防止・

過剰米処理を生産者個人と産地の「自己責任」に

帰する方式へ転換し、「過剰」米を集荷円滑化対

策による超低価格で処分させ、産地の販売過剰は

翌々年の生産目標数量削減に反映させた。

第三に、国がでなく「農業者・農業団体が主体

的に需給調整を実施」するシステムヘ移行した。

第四に、水田経営所得安定対策が開始されたこ

とにともなって、①担い手経営安定対策が麦や大

豆を含む経営単位の対策（収入減少影響緩和対策）

に統合された、②従前の麦作経営安定資金および

大豆交付金という全販売生産者を対象とした、品

目別で、生産数量に100%カップリングされた価

格補填政策が、特定の要件をみたした生産者だけ

を対象とする、過去生産面積に応じた「緑ゲタ」

＝固定払 (65~70%を占める）と各年生産数量・

品質に応じた「黄ゲタ」＝成績払とからなる経営

単位の補填に再編された（生産条件不利補正交付

金）。

いっぽう米については、国際価格と国内価格と

は遮断されているとして「生産条件不利補正対

策」の対象外とされた。

このような施策体系は、事前の需給調整たる生

産調整を弛緩させ、事後の需給調整についても政

府による過剰米吸収・価格下支え機能の放棄を意

味する。にもかかわらずそれに対する収入補填対

策は非「担い手」については弱められ、「担い手」

についても移動平均型基準収入であり、補填率が

9割にとどまり、 10%の収入下落までしかカバー

できない。市場原理の導入がいっそう強められた

が、セーフティネットは強化されなかったのであ

る。

2 米政策改革の帰結

以上のような米政策改革の帰結を、米需給の点

から見れば表 lのように、改革の第 1段階 (2004

-06年度）、第 2段階 (07-09年度）と進むにし

たがって過剰作付．過剰生産は拡大した。

また米価の動向を確認すると、 2004年産以降の

米政策改革の時期になると、作況が100未満であ

っても米価が下がるようになった。政府＝備蓄米

の過剰吸収機能はほとんど発揮されなくなり、米

価（「生産費調査」全国平均主産物価額）が続落
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（単位：千トン、千ha)

生産目標 実生産趾 目標超過 目標の 実作付 過剰作付 過剰作付 過剰作付 水稲作況
年産 数量 数饉 面積換算 面積 面積 面積率（％） 面積の 指数

① ② ②―① ③ ④ ⑤＝④ー③ ⑤／③ 府県数
2003 8,536.4 7,624.4 -912.0 1,629.1 1.630.5 1.4 0.1 16 90 
2004 8,574.4 8,598.8 24.4 1,633.2 1,658.4 25.2 1.5 21 98 

2005 8,510.4 8,933.3 422.9 1.614.9 1,652.3 37.4 2.3 22 101 

2006 8,331.0 8,397.4 66.4 1,574.9 1,642.9 68.1 4.3 27 96 
2007 8,248.8 8,542.2 257.4 1,566.1 1,636.9 70.7 4.5 31 99 

2008 8,149.7 8,658.0 508.3 1,542.1 1,596.3 54.2 3.5 20 102 

2009 8,150.0 8,311.0 161.0 1,542.8 1,592.0 49.1 3.2 18 98 

2010 8,130.0 8,239.0 109.0 1,538.7 1,580.1 41.4 2.7 19 98 

資料：農水省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(2008年3月26日）、「米の備蓄運営の現状と課題」(2010年
7月、食料・農業・農村政策審議会食糧部会資料）、佐伯尚美『米政策の終焉j(農林統計出版、 2009年） p.33、
農水省「米をめぐる関係資料」(2011年6月30日、食料・農業・農村政策審議会食糧部会資料）。

原注： 1)生産目標数量は、消費純増策の取組数量を含み、加工用米取組数量を含んでいない。
2)実生産量は、統計部公表の水稲収穫量から加工用米取組数量を控除したものである。
3) 目標の面積換算は、生産目標数量を全国の平年反収で除した値である。
4)実作付面積は、統計部公表の水稲作付面積から加工用米取組数量を平年収量により面積換算した値と、配分

基準単収の設定要因による過剰分を控除したものである。

し、米価／生産費比率も低下する（図示略） 3)。す

なわち2004年産作況98・ 米価 l万3,428円・米価／

生産費比率92.9%、同様に05年産101・1万3,047

円 ・92.7%、06年産96・1万2,972円 ・91.4%、07

年産99・1万2,469円 ・89.9%、08年産102・1万

3,312円 ・94.0%、09年産98・1万3,137円 ・91.0%

という具合である。また生産費の方もほとんど低

減しなくなり、 2008年産からは逆に連年上昇して

いる。さらにこの時期は、担い手経営安定対策に

加入している農家の純補填込み受取米価でさえ生

産費を下回るようになった (95%以下へ）こと

も、それまでと異なる。

要するに、供給サイドで実質的な「選択制」状

態が深まって生産調整の弛緩が本格化して、需要

サイドは量的にも購買力的にも（賃金・所得低下

のもとでの低価格志向の強まり）減退するという

形で需要構造が変化している。そうした需給状態

の変化のもとでバイイングパワーを増す川下側

（大型の量販店・外食企業等）と、集荷率が傾向

的に下がり農協共販とそれ以外の流通ルートの間

で販売競争が強まり、また農協共販自体も生産目

標数量確保のために価格を切り下げても販売量確

保に狂奔せざるをえない川上側との力関係は、前

者優位に傾かざるを得ないい。

このように市場原理とそれにもとづく垂直的な

収益配分構造の変化が強まっているのであり、に

もかかわらず収入補填というわずかに残されたセ

ーフティネットは制度的な強化がなされず、結果

的にも効果が薄れたのである。

III 政策推転のもとでの水田・米農業構造の

動向

1 水田作経営収支と構造変動の経済的条件

そのような米価下落の農業経営・農業構造への

影響はどうだったか。稲作経営の多数は稲専作で

はないので、水田作経営（都府県）としての収益

性をみることにする。

その面積当たり農業所得と地代負担力を水田作

作付延べ面積規模別に検討し（図示略） 5)、さら

に経営全体・農家経済の状況をみよう。

検討結果だけを記せば、第一に、すでに米政策

改革第 1段階でも、「効率的かつ安定的な農業経

営」へ農地集積・上向展開すべきものと位置づけ

られる水田作作付延べ面積規模 5~15ha諸階層

は、借り足し型地代（地代負担力A=粗収益ー物

財費一雇用労働費一家族労賃評価一支払利子・自

己資本利子で、家族労賃を「米生産費調査」労賃

で評価したもの）でも農地集積でそのような規模

へ上向するための経済的条件を喪失した。また同

10~15ha階層の農業内的自立（農業可処分所得

による家計費カバー）も不可能となっていた。
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表2 「水田作経営」の規模別収益性（都府県）および奨励補助金等を戸別所得補償モデル対策交付金に代え
た場合の試算値（米価1,934円160kg低下織り込み）

（単位：アール、千円、％）

水田作作付延べ面積規模別 平均
0.5ha 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20ha 
未満 -1.0ha -2.0ha -3.0ha -5.0ha -7.0ha -lOha -15ha -20ha 以上

経営耕地面積 177 73 121 203 305 467 606 878 1,252 1.463 3,071 
水田 154 53 100 183 272 436 575 837 1.217 1,432 2,922 
水稲作付面積 lll 34 71 135 211 327 430 581 899 976 1,722 

農業粗収益 1,922 570 1.127 2.155 3,396 6,296 8,691 12.438 15,909 21,209 39,999 
農業所得 290 -140 -20 368 719 1.830 2,961 4,171 5,327 7,530 12,619 

共済・奨励補助金等純受取 135 14 47 119 157 410 850 1.247 1,884 3,918 9,608 
同上の比率 46.6 32.3 21.8 22.4 28.7 29.9 35.4 52.0 76.1 

t年間自営腹業家族労働時間（時間） 810 476 627 914 1,365 1,833 2,315 2,817 3,437 3,249 4,992 

〇家族労働 1時間当たり農業所得（円） 358 -294 -32 403 527 998 1.279 1.481 1.550 2,318 2,528 

晶農外所得＋年金等 4,081 3,808 4,553 4,685 3,318 2,572 2,612 1,787 2,682 1.232 1.820 
農業経営以外の租税公課諸負担 589 472 684 583 472 617 729 883 1,215 1,361 2,335 
推計家計費 3,893 3,642 3,861 4,259 3,877 4.179 3,866 4,770 4,599 5,911 6,178 

戸別所得補償 農業粗収益 2,004 601 1,165 2,229 3,569 6,488 9,082 13,683 17,035 24,457 45,074 

モデル対策交 農業所得 417 -100 38 492 989 2,191 3,602 5,784 6.965 11,430 18,763 
付金に代えた うち交付金 444 109 219 467 775 1,311 2,202 3,827 5,018 9,441 18,640 
場合の試算（米 同上比率 106.5 572.5 94.9 78.3 59.8 61.1 66.2 72.0 82.6 99.3 
価1,934円低下） 1時間当たり農業所得（円） 515 -210 61 538 725 1.195 1,556 2,053 2,027 3,518 3,759 

資料：農水省「営農類型別統計」、厚労省「毎月勤労統計調査」。
注： 1)「水田作経営」とは、販売農家のうち「稲、麦類、いも類、豆類、工芸農作物のうち、水田で作付けした作

物の販売収入合計が最も多い経営」である。
2)農業粗収益（農業所得）には共済・奨励補助金等（同純受取金）を含んでいる。共済・奨励補助金等受取金

とは、共済受取金、稲作構造改革交付金、品目横断的経営安定対策の生産条件不利補正対策、産地づくり交
付金、 2008年産に係わる収入変動緩和対策等である。

3)比較のために農水省「米生産費調査」都府県平均の家族労働費単価と厚労省「毎月勤労統計」の常用労働者
調査産業計.5人以上全規模（いずれも時間当たり）は、それぞれ2009年で1,389円、 2,183円である。

4)「戸別所得補償モデル対策交付金に代えた場合の試算」に際しては、農業粗収益から共済・奨励補助金等受
取金を、農業所得から同純受取金を差し引き、それらに米のモデル事業定額部分 (1.5万円/lOa)、同変動部
分 (1.51万円）、水田利活用自給力向上事業交付金（麦・大豆とも 3.5万円）と経営所得安定対策• 生産条件
不利補正対策（麦4万円/lOa、大豆2.7万円/lOa…『戸別所得補償モデル対策の概要」 p.15) を、それぞれの
面積に応じて加えた。

5)「米価1,934円低下」とは、 2010年産相対価格（全銘柄平均）の2010年9月-2011年5月の単純平均価格が、
2009年産比1,934円160kg低下したことを織り込むための試算で、その他の数値はそのままに米単価だけを変
更したもの。

第二に、米政策改革第2段階に入ると、事態は

さらに悪化した（表2)。

「効率的かつ安定的な農業経営」予備軍（同 5

~15ha諸階層）は借り足し型地代でも、引き続

きほとんどゼロか実勢地代以下にとどまった。さ

らに同15~20ha階層でも借地経営型地代（地代

負担力B、それは家族労賃を「毎月勤労統計」の

常用労働者・調査産業計・従業員 5人以上全規模

平均賃金で評価したもの）が実勢地代を下回るよ

うになった。そして同20ha以上階層ですら、借

地経営型地代と実勢地代の差が大きく縮まり、借

地型経営としての存続に黄信号が点灯した。

しかも、「補助金」が農業所得の 5~7割以上

を占めるほどの国家による選別的な直接経営支援

によってさえ、そうした状況なのである。これこ

そが、政府による米価維持策（備蓄米売買による

価格下支え）と麦・大豆に対する価格政策（全販

売者対象の価格補填政策）を放棄し、米生産調整

をも「農業者・農業者団体が主体」となるそれへ

の移行（「民営化」）によって弛緩させて、「担い

手」だけへの選別的直接支援を徹底させようとし

た、米政策改革・経営所得安定対策の、水田農業

経済面における帰結だった。

2 水田農業の「構造再編」の到達点

これまでみてきたような米政策改革開始後の米

価下落、水田経営収支悪化という状況下で、現実

の水田農業構造（都府県）はどのように変動した
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表3 農家および農家以外の農業事業体の経営体数と経営耕地面積の推移（都府県）
（単位：千ha、%)

経営体数（千） 経営体数増減率 経営耕地面積増減 経営耕地面積シェア

1995 2000 2005 2010 95-00 00-05 05-10 95-00 00-05 05-10 1995 2000 2005 2010 

事業体＋総農家 3.369 3,058 2,797 2,486 -9.2 -8.5 -lll -193.7 -213.1 -56.6 100.0 100.0 100.0 100.0 

農家以外事業体 (6,399) (7,508) (13,096) (16,674) 17.3 74.4 27.3 16.0 33.3 173.0 2.8 3.5 4.9 11.4 

総農家 3,363 3,050 2,784 2.469 -9.3 -8.7 -11.3 -209.6 -246.4 -229.7 97.2 96.5 95.1 88.6 

自給的農家 785 776 873 882 -11 12.4 I.I -0.6 12.0 0.6 4.7 5.0 5.8 5.9 

販売農家 2.578 2.274 1,911 1.587 -11.8 -16.0 -17.0 -209.0 -258.4 -2302 92.6 91.6 89.3 82.7 

2-3ha 201 182 159 134 -9.8 -12.3 -15.7 -46.1 -53.0 -59.5 15.1 14.5 13.7 11.8 

3-5ha 101 99 94 86 -2.3 -5.3 -8.6 -6.7 -18.2 -27.1 11.7 122 12.5 11.8 

5-lOha (30,317) (35,783) (39,577) (43,259) 18.0 10.6 9.3 39.1 27.4 27.4 6.1 7.8 9.4 10.6 

lOha以J:-. (5,359) (7,655) (10,847) (14.464) 42.8 41.7 33.3 37.0 54.0 64.0 2.5 3.9 62 8.7 

10-20ha (8,985) (11,676) 29.9 36.1 4.2 5.6 

20-30ha (1,306) (1,921) 47.1 14.7 11 1.7 

30-50ha (450) (701) 55.8 9.3 0.6 0.9 

50ha以上 (106) (166) 56.6 4.0 0.3 0.4 

5ha以上計 (35,676) (43,438) (50,424) (57,723) 21.8 16.1 14.5 761 81.3 91.4 8.6 11.7 15.5 19.2 

5ha以上＋事業体 (42,075) (50,946) (63,520) (74,397) 21.1 24.7 17.1 92.1 114.7 264.5 11.4 152 20.5 30.6 

資料：各年農業センサスおよび「2010年世界農林業センサス結果の概要（確定値）」(2011年3月24日公表）。
注： 1)表側の「事業体」「農家以外事業体」とは農家以外の農業事業体を指す。

2) 2010年センサスにおける「組織経営体数」は従前センサスの農家以外の農業事業体および農業サービス事業
体を含む。本表の経営体数は経営耕地のあるものである。

3) ( )内の経営体数の単位は経営体である。
4)空欄は、 2010年センサス結果概要が15haでの規模区分を与えていないので、 2000年までとの連続が得られな

いものである。
5)「経営耕地面積シェア」欄2010年のゴシック数値は、 2005-10年のシェア増減ポイントが2000-05年のそれ

（絶対値）よりも大きい。

のか。まず表3で農業センサスからわかる規模別

販売農家および農家以外の農業事業体の動きをま

とめた。

次に農家以外の農業事業体の水田農業における

位置動向をセンサスで検討すると（表出略）、経

営耕地として水田を有する販売目的の農家以外の

農業事業体 (2010年センサスについては田を有す

る組織経営体）は、その経営体数増加率では2000

-05年 (147%) が最も高かったが、 2005-10年

の増加実数 (6,179)、水田面積増加 (16.3万ha、

218%)、水稲作付面積増加 (11.2万ha、299%)、

水稲以外のみだけを作付けた水田面積増加 (4.8

万ha)が、従前と比べて飛躍的に大きくなった。

その結果、シェア（販売農家と販売目的事業体の

合計に対する比率）についても同期間に大きく高

めており、特に水稲以外のみを作付けた水田面積

シェアの高さ (27%)が相対的に顕著である。こ

の背景としては、 2007年に開始された水田経営所

得安定対策の影響が容易に推察される。そこで同

対策の導入が農業構造に与えた影響をまとめるべ

く、表4を作成した。

また集落営農の経営収支状況を「任意組織の集

落営農・水田作経営」について、水田作作付延べ

面積規模別に確認しようとしたのが表 5である

（原統計で全国値のみが集計されている）。

以上のデータをふまえて、米政策改革が水田農

業構造の動向に与えた変化の検討結果を要約すれ

ば以下のようである。

第一に、上層農家の増加率は時期が進むに従っ

て戸数、経営耕地面積ともに全体として減速して

しまった（表 3で確認できるのはlOha以上合計

だが、おそらく 10~20ha階層も）。 lOha以上農家

は経営耕地面積シェアの上昇速度は若干あげた

が、その予備軍たるべき 5~lOha層がそれに続

かなくなっている 6)。また担い手経営安定対策、

水田経営所得安定対策の導入自体によっては、上

層農家（対策該当認定農業者）への水田と水稲生

産の集積はほとんど進まなかったm。

第二に、水田における麦と大豆については、米

政策改革開始までに水田、水稲と比べれば高い水

準まで集積がなされていた (2005年センサスで4

ha以上農家の作付面積シェアが 4~2割、販売

目的事業体のシェアが2割前後）。水田経営所得

安定対策はそれへの加入なしには基本的に経済的



8
 

表 4 水田経営所得安定対策加入申請経営体 (2010年産、市町村特認適用を除く）の地域別状況

（単位：経営体、％）

申請経営体数 経営面積シェア 作付予定面積の比率

計 認定農 集落営 at・ 認定農 集落営 米（対2010年産） 4麦（対2006年産） 大豆（対2006年産）
業者 農組織 業者 農組織 計 認定 集落営 計 ヨ出刃,,..,!:. 集落営 計 認定 集落営

晨業者 農組織 農業者 農紺織 農業者 農組織

都府県 49,640 44.560 5,080 26.8 18.3 8.5 25.8 18.3 7.5 99.3 55.3 44.0 91.0 53.8 37.2 

東北 19,444 17,844 1.600 36.2 23.3 12.9 36.9 24.3 12.6 104.0 58.2 45.8 99.3 51.6 47.7 

北陸 10,363 9,611 752 40.2 33.6 6.6 41.5 35.6 5.9 134.2 81.8 52.4 95.3 75.2 20.1 
北関東 5,609 5,293 316 25.0 20.5 4.5 19.3 16.6 27 91.0 68.2 22.8 97.2 78.8 18.4 

南関東 697 639 58 7.0 5.3 1.7 3.9 3.7 0.2 98.2 63.2 35.0 61.7 42.7 18.9 

束山 711 631 80 19.5 12.1 7.4 19.9 12.5 7.4 117.8 70.9 46.9 70.7 46.3 24.4 

東海 1.596 1,383 213 23.0 19.3 3.6 17.1 15.0 2.2 102.4 81.7 20.6 109.7 93.0 16.7 

近畿 2,097 1,523 574 15.6 10.9 4.8 14.4 12.0 2.4 103.5 44.5 58.9 78.7 50.5 28.2 

中国 2,018 1,840 178 13.7 11.6 2.1 14.4 12.3 2.2 101.1 85.0 16.1 36.0 27.6 8.5 

四国 766 693 73 10.0 6.0 4.0 10.0 4.9 5.1 93.0 67.3 25.7 52.6 41.9 10.8 

北九州 4,992 3,767 1,225 34.1 12.5 21.6 32.2 11.3 20.9 96.4 34.3 62.0 91.4 26.2 65.3 

南九州 1,330 1,319 11 7.3 7.0 0.3 8.7 8.5 0.3 108.6 108.6 49.6 40.5 9.1 

資料：農水省経営局『平成22年産水田・畑作経営所得安定対策加入申請状況』 (2010年9月27日改訂）、農水省「平成22

年産水陸稲の収穫量」(2010年12月8日）、農水省「平成22年耕地面積 (7月15日現在）」(2010年11月5日）。

注： 1)「市町村特認適用申請経営体」については、認定農業者（個人）と同（法人）、集落営農組織（特定農業団体）

と同（準ずる組織）を区分した集計がないため、本表でもそれらの区分はできない。

2)「経営面積シェア」は申請経営体の「経営面積」のうち「田」と「受託地」の合計の、水田面積（「耕地面積

統計」）に対する比率である。

3)「作付予定面積の比率」のうち、米は2010年産水稲作付面積（子実用、主食用）に、 4麦は2006年産4麦作付

面積（子実用、田）に、大豆は2006年産大豆作付面積（乾燥子実、田）に対する比率である。

表 5 任意組織の集落営農・水田作経営の規模別収益性（全国）

（単位：戸、 a、千円、％、円/lOa、円／時間）

水田作作付延べ面積規模別

平均 lOha未満 10-20 20-30 30-50 50ha以上

構成世帯数 38 30 24 29 40 57 

構成員農業労働時間 5,281 1,451 2,363 3,797 6,049 10.481 

経営耕地面積 3,423 720 1,565 2,380 3,785 7,107 

稲作作付面積 1,550 208 600 1,026 1,667 3,479 

麦類作付面積 1,131 337 283 476 1,455 2,562 

豆類作付面積 987 184 538 909 859 2,036 

農業粗収益 34,951 8,237 16,021 26,488 37,118 71,730 

2 稲作10a当たり粗収益 105,877 103,698 109,757 106,442 108,274 103,921 

゜
農業所得（制度純受取金等除く） -2,838 -3.171 -1會698 -1,127 -5,817 -2.116 

゜， 同・構成員農業労働時間当たり -537 -2,185 -719 -297 -962 -202 

年 制度純受取金等 10.105 3,578 5,528 8,549 10,902 18,283 

農業所得（制度純受取金等含む） 7,267 407 3,830 7,422 5,085 16,167 

制度純受取金等比率 139.1 879.1 144.3 115.2 214.4 113.1 

同・構成員農業労働時間当たり 1.376 280 1,621 1,955 841 1,543 

戸別所得補償モ 農業粗収益 40,124 8.487 16,378 27,883 43,168 86,370 

デル対策交付金 農業所得 13,849 839 4,650 9,576 12,767 34,075 

に代え、米価下 うち交付金 19,139 4,289 7,263 12,290 21,208 41,799 

落込みの試算 同・構成員農業労働時間当たり 2,622 578 1,968 2,522 2,lll 3,251 

資料：農水省「営農類型別経営統計（組織経営編）」。

注： 1)「水田作経営」の定義は表2の注 1) と同じ。

2)稲作10a当たり粗収益の単位は円/lOa、構成員農業労働時間当たり農業所得の単位は円／時間である。

3)戸別所得補償モデル対策交付金に代えた場合の試算については、表2の注4) と同じ。

4)「米価下落込み」とは、 2010年産相対価格（全銘柄平均）の2010年 9月-2011年 5月の単純平均の対2009年

産比下落をあてはめた試算値である。
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な生産を不可能にしたのであるから、当然のこと

ながら対象認定農業者 (5割強）および集落営農

組織 (4割前後）にほとんど全てが集積された（一

部は生産から脱落）。同対策による「追い込み」

効果は明らかにあったわけである。

第三に、農家以外の農業事業体（組織経営

体）、とくに集落営農等（「集落営農組織」）の内

実がきわめて重要な問題となってきた (2010年セ

ンサスで都府県の経営耕地のある組織経営体数

1万6,674、うち田のあるもの 1万2,482に対し、

同年集落営農数 1万3,288)。

というのは、センサスによると2005~10年に販

売農家は農家数、経営耕地面積、水田面積ともに

減少を加速させたが、その耕地減少のかなりの部

分（経営耕地で見れば75%) を吸収したのが組織

経営体であり、その結果経営耕地等の全体として

の減少速度が相当程度緩和されることに結びつい

た。また借入耕地（販売農家＋農家以外の農業事

業体）が2000~05年の18%増に対して2005~10年

には36%増と大幅に借地流動化が加速したのも今

回の特徴であるが、その際も農家以外の農業事業

体の増加寄与率が73%を占めた。

こうした農家以外の農業事業体（組織経営体）

の存在感の大幅な高まりが、多数の集落営農設立

とそれらによる農地集積によることは、現存集落

営農数（都府県計。以下同じ）の51%が2006年以

降の設立であること (1999年以降も含めれば68%)

から明らかである（表出略） 8)。多くの中小規模

農家が既存または新設の集落営農等の農業事業体

に参加し、あるいは農地を貸付．委託したことが

うかがえる。その意味で、米政策改革が選別的

「担い手」政策である担い手経営安定対策・水田

経営所得安定対策の対象の一環に「集落営農組

織」を加えたことは、結果を残している。

そしてそれら集落営農は協業や経理共同化を漸

次高めており、個別農家経営の困難を克服する協

業組織体としての内実をより強めつつある。しか

し他方で、集落営農（都府県）の農地（水田）集

積シェアは依然として19%、「主たる従事者」が

いない集落営農が21%あり（特に個別農家経営の

弱体化が早くから進んだがゆえの「集落営農先進

地」近畿が36%、中国が42%と高い）、その「主

たる従事者」 1人当たりの年間所得（集落営農従

事によるもの）が200万円未満というワーキング

プアなみでしかない集落営農が全国計で82%を占

めているのである。

これらは、「集落営農組織」を、少数の「主た

る従事者」がその業務の大半を担い、そして他産

業なみの年間所得をあげるという「効率的かつ安

定的な農業経営」へのステップとしてしか扱わな

い、ステレオタイプな構造政策的位置づけの無理

を物語っている。

同時に米政策改革の中でそのような「構造政策

的位置づけ」を与えられた集落営農の経営状況

は、ほかならぬ米政策改革の進展にともなう米価

下落を主因として収益性を悪化させた。そして水

田経営所得安定対策の導入によって補助金範疇が

名目的に大きくなったとはいえ、それなしには統

計で見る限りいずれの規模階層の集落営農も農業

所得を獲得できない。さらに単位労働時間当たり

農業所得ではかつては実現していた全産業平均賃

金水準を、経営耕地面積38ha、71haといった規

模の大きい集落営農でも獲得できなくなった。

かくして、米政策改革はその最大目標として掲

げた「米づくりのあるべき姿」のうち、米・水田

農業構造のドラスチックな改革に関しても、同じ

「あるべき姿」に向けてとして「着実」に進めら

れた米価格政策の放棄、生産調整の選択制への段

階的深化がもたらした米価低落が主因となって、

それへの接近を自ら困難におとしいれた。

第四に、水田土地利用（作付面積、全国計）を

みると（表出略）、米政策改革とその深化は、主

食用米にかわって自給率向上を担うべき麦の作付

面積を減少に転じさせ、また大豆についても増加

率を大きく低下させた。そして水田土地利用率の

退行をももたらした9)。

N 戸別所得補償モデル対策の登場と現実

1 戸別所得補償モデル対策の登場

(1) 米戸別所得補償モデル事業

2009年9月16日に民主党連立政権が誕生したの

にともなって、農水省は09年10月に「戸別所得補

償制度に関するモデル対策」として5,618億円の

新概算要求内容を公表し10)、その基本内容を少な

くとも第 2回「戸別所得補償制度推進本部」 (11
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月9日）までは維持していた（以下、これを「09

年10月版」と呼ぶ）。

そこでは第 1に「米戸別所得補償モデル事業」

（予算3,371億円）が置かれて「米の『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」とされ、第2に「水田利活用自給力向上事業」

（予算2.167億円）が置かれて「自給力の向上を図

るため、水田を有効活用して、麦・大豆・米粉用

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確保しうる水準を

直接支払により交付する」、直接支払単価は基本

的に全国統一とする、米の生産調整参加を要件と

しない、この事業の創設に伴い09年度にあった産

地確立交付金、水田等有効活用促進交付金、需要

即応型水田農業確立推進事業は廃止する、とされ

た。

次に2009年12月22日に第4回「推進本部」が開

催されて「戸別所得補償モデル対策」の骨格が固

められ、農水大臣談話とともに発表された（以

下、これを「09年12月版」と呼ぶ）。この「09年

12月版」では第 1に「水田利活用自給力向上事

業」が置かれ、第2に「米戸別所得補償モデル事

業」が置かれた11)。

以上からなる戸別所得補償モデル対策を要約

し、簡潔に検討と性格づけをしたい。

第一に、米戸別所得補償モデル事業が「恒常的

に生産に要する費用が販売価格を上回る米に対し

て、所得補償を直接支払により実施」するとした

ことは、米政策改革下では米価続落が放置され、

担い手経営安定対策等の純受取を含めても生産者

受取米価が生産費を「恒常的に」下回り続けてい

た事態に、一定の改善をもたらしうるものと評価

できる。

しかし第二に、同モデル事業による所得補填

（定額部分と変動部分）こそ生産調整を要件とし

たが、水田利活用自給力向上事業による実質的な

転作助成（非主食用米を含む）は要件をはずした

ことは、このモデル対策における「米の需給調

整」は、「選択制」の生産調整への全面移行であ

ることを宣言している。そしてそれゆえに、これ

まで以上に「米の需給調整を効率的に進」めて

（農水省『戸別所得補償モデル対策の概要』 2010

年10月15日更新、 p.7)、需給が締まって米価が安

定することは、困難な制度設計であるといわざる

を得ない。

第三に、そうした理由で米価が下落した場合の

「変動部分」の性格が、稲作経営安定対策以来の

各種補填と同様に「ナラシ」なのか、それとも不

足払いなのかという問題がある。

結論を述べると変動部分は「09年10月版」では

生産費基準の不足払いだったのに対し、「09年12

月版」以降、「標準的な販売価格（過去 3年の平

均）」に対する補填、すなわち単なる「ナラシ」

に変質させられた12)。ただし2011年度予算案決定

時に再び不足払いへの修正の動きが出たことにつ

いては、後述する。

第四に、補填基準になる「標準的な生産に要す

る費用」は「米の生産費統計（全国平均）におけ

る経営費の全額と家族労働費の 8割の過去 7年

（平成14年産から20年産）中庸 5年の平均」とさ

れており（前掲『戸別所得補償モデル対策の概

要』 p.17)、「経営費」とは「物財費、羅用労働

費、支払地代」である（農水省『戸別所得補償制

度モデル対策に関する事務担当者向け Q&A』

2010年3月3日第 3版、 p.24。以下『Q&A』)。

問題はなぜ「家族労働費の 8割」なのかである

が、結論的にいってそこには理論的一貰性や定見

はなく、あるのは財務省対策、予算規模の抑制で

ある 13)。

第五に、この事業が全ての米販売農業者・集落

営農を対象にすることから、「農業の構造を固定

化するのではないか」という疑問に対して、「全

国一律単価で交付金を交付する」から「コスト削

減など効率的な経営を行えば、その分メリットが

大きくなる」、だから「規模拡大や集落営農など

効率的な経営を行う意欲が高まる」としている

(『Q&A』p.1)。米のモデル事業交付金が農業構

造変化の経済的基礎にどのような影響を与えうる

かは後に検討する。

(2) 水田利活用自給力刷上事業

戸別所得補償モデル対策の基本目的＝自給率向

上達成のための直接手段として第一義的な政策順

位に位置づけられたのが、水田利活用自給力向上

事業だった。それは従前の産地づくり助成に代え
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て、麦・大豆・飼料作物10a当たり 3.5万円、米

粉用・飼料用・バイオ燃料用米およびwcs稲8.0

万円、そば・なたね・加工用米2.0万円の単価を

設定し、それと水田経営所得安定対策の生産条件

不利補正対策を合わせて、主食用米以上の面積当

たり所得が獲得できるという設計であった。ただ

し、産地づくり助成が転作の小麦や大豆に対して

（団地化や利用集積などの要件を付けつつも） 3.5 

万円よりも高く設定されていた地域が少なくない

ため、激変緩和措置が講じられた。

これらを前提に制度設計の性格を検討しよう。

第一に指摘しなければならないのは、従前の助

成が生産調整参加を要件とし、かつ生産調整水田

への転作助成であったのに対し、水田利活用自給

力向上事業は生産調整参加を要件とせず、したが

ってまた転作助成ではなくなったことである。こ

れについての農水省の見解は、一貰して「これま

で需給調整に参加してこなかった農業者が、転作

作物を段階的に拡大していくことも期待されるこ

とから、米の需給の引き締め効果の発揮が期待さ

れる」というものである(『Q&A』p.2)。しか

し、このこと自体が需給引き締め効果を強める方

向に働くと考えるのは難しいだろう。要するに、

繰り返しになるが生産調整の全面的な「選択制」

への移行を意味している点である。

第二に、水田利活用自給力向上事業は生産調整

と切断されたから、名実ともに「生産調整に関す

る直接支払」でもなくなり、また「水田という独

特の多面的機能を持った農地保全のための直接支

払」でもなくなったということ、換言すれば

WTOルールによる「青」政策にも「緑」政策に

も逃げ込めなくなったということである。

以上、前項と本項での考察をふまえて、戸別所

得補償モデル対策の政策・制度設計上の性格を、

米政策改革との関連で要約すれば、以下のように

なろう。

一つは、生産調整を名実ともなう「選択制」に

し、究極的にはそれを廃止するあるいは不要にな

ると位置づける点で、米政策改革と共通、あるい

は連続的である。さらに直接支払の導入と引き替

えに価格支持・維持政策を今度こそ廃棄しようと

している点でも、それらと共通・連続的である。

二つは、米政策改革の矛盾が顕在化し、そのこ

とも一因となって「政治的危機」が生まれる状況

下で、 2008年度に「食料自給率（力）の向上」を

旗印に水田での転作と非主食用米生産を増進しよ

うと開始した「水田フル活用」諸策を、水田利活

用自給力向上事業が引きついでいる（ただし生産

調整とのリンクが断ち切られた点が異なる） JI)。

三つは、少なくとも2010年度のモデル対策段

階、および2011年度予算決定段階では、米戸別所

得補償モデル事業支払（定額部分と変動部分）に

しろ、水田利活用自給力向上事業による助成にし

ろ、全販売農家を対象にしている点（その意味で

非「選別的」であること）では、共通していな

い、断絶的である。さらにそれらによる支払・助

成がいずれも名実ともに「黄」である点も、断絶

的である。

以上のように、戸別所得補償制度モデル対策

は、米政策改革との連続性と断絶性の両面を有す

ることに注意を払っておきたい。換言すれば、そ

れは性格を変えながら新自由主義的構造改革政策

へ回帰していくのか、それとも新たな政策体系に

昇華していくのか、両方の可能性があり、またそ

の帰趨をめぐる「せめぎ合い」が必至だというこ

とである。

2 戸別所得補償モデル対策の現実的検討

(1) 米戸別所得補償モデル事業の現実

戸別所得補償モデル対策は米価下落を誘発し、

下落した場合もそれへの手当を拒絶する設計がな

されている。というのは米戸別所得補償モデル事

業は、①生産数量目標に従う米生産者に「所得補

填（定額部分と変動部分）」はするが価格支持政

策はしない、②従来生産調整とリンクした転作助

成という性格を持ち続けてきた水田他作物への助

成を、生産調整から切り離す、③2009年衆院選時

の「棚上備蓄300万トン（国内産以外を含む）」と

いう公約を破棄して100万トンで十分という方針

を早々に宣言し、④備蓄の具体的運用においても

米価下落回避・下支え機能を完全放棄する、とい

うパッケージであり、生産調整の実効性を強める

ものではないし（入口での米価下落潜在要因）、

それによって過剰が続けば実際に米価を下落させ

る（出口での下落現実化要因）という政策設計だ

からである。
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そうした政策設計上で展開してきている具体的

状況を検討しよう。農水省は戸別所得補償モデル

対策の具体化以来「需給は締まって米価は下がら

ない」、変動部分があって「仮に下がっても補填

するから経営は大丈夫」、 2010年産米の取引が始

まっても「今年十分に補填できる」、さらに変動

部分が「将来は不要になる」とまで言明していた。

そこで第一に、実際の主食用米作付面積の状況

をみると（前掲表 1)、全国計の過剰作付面積4.2

万haは前年産よりわずかに減少したが、依然と

して続いており、米政策改革第 1段階の水準にも

復していない。そして過剰作付府県数は（農水省

が2009年産について過剰作付ではないと認定した

山形、三重、和歌山の 3県を除外しても） 19府県

あって、前年産の18府県よりかえって増えている

のである。

第二に、その結果、米需給と米価はどうなって

いるか。上述の過剰作付とそれによる過剰生産

（主食用米目標813.0万トンに対し823.9万トン）が

確定し、「基本指針」 (2010年11月29日）で再修正

された2010/11年需要見通し811万トンと相まっ

て、同年産過剰が13万トン、 09年産米生産段階持

越在庫30万トンと合わせて約43万トンの供給過剰

が生じた。かかる状況下で、当然ながら同年産米

価は大幅に下がった（表6)。

全銘柄平均価格は9月から11月にかけて続落し

たとともに、各月の前年比でも下落幅を大きくし

ていった。明らかに制度設計上抱えていた問題が

顕在化したが（制度設計の本音が、生産調整の

「選択制」という大義名分のもとでの空洞化→消

滅化、それに伴う米価下落、関税引き下げ・撤廃

準備であるなら、狙い通りだったわけだが）、政

府はあくまで政府米買入（棚上備蓄の前倒し買入）

をつうじた価格下支えを拒否した。

そこでただちに、米所得補償制度モデル事業予

算の変動部分でこの価格下落に対応できるかが問

題となった。農水省「戸別所得補償モデル対策の

加入申請状況（確定値）について」 (2010年10月

28日）段階では、米戸別所得補償モデル事業の支

払対象面積は103.5万haであった。すると予算額

3,371億円のうち定額部分が1,553億円、残りの変

動部分は1,818億円となり、 2010年産全国水稲単

収522kgを前提にすると、米価下落対応可能範囲

は（→ 1万7,565円/lOa→）以出凹160kgという

計算になる（最終的には2,056円） lo)。

表6のように、相対価格は 9月から取引が進む

につれて、 2006~08年産平均価格からの下落幅が

大きくなっていったから、その米価下落に歯止め

をかけることがどうしても必要になったのであ

る。にもかかわらず、過剰米買入・市場隔離によ

る米価支持（下支え）をあくまで拒絶する理由に

妥当性はあっただろうか。

過剰米買入を拒絶する理由の一つが財政負担問

題であり、農水相は仮に棚上備蓄米を40万トン買

い入れると「財政支出額は買入費用と保管費用の

合計1,145億円」とした16)。これに対し、上記の

諸数値を前提にすると、もし2010年産米価が

2,000円下落で終わると変動部分に1,801億円を要

することになるから、政府米買入を行なった方が

財政負担が少なくて済むことを、農水省自身が事

実上認めていたのである。

逆に変動部分を「1,145億円」以下にしようと

表6 2010年産米相対価格の推移（全銘柄平均）
（単位：円160kg)

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 9-5月

単純平均

2010年産 13.D40 12,781 12,630 12,711 12,710 12,687 12,750 12,760 12.807 12,764 

2009年産 15,169 14.988 14,876 14,754 14,684 14,602 14,508 14,383 14,314 14,698 

2009年産比 ""2.129 ▲ 2,207 .A.2,246 .A.2,043 .a.1,974 ... 1,915 .a.1,758 ▲ 1.623 .&1.507 ..a.1,934 

06-08年産平均比 .... 1,795 ... 2,054 .a.2,205 .... 2.124 ▲ 2.125 A.2,148 A.2,085 ..a.2, 町5 •2.028 A2,071 

資料：農水省「米の相対価格」(http://www.maff.go.jp/j/ soushoku/keikaku/ soukatu/ aitaikakaku.html) 
注： 1)価格には、運賃、包装代、消費税相当額が含まれている。

9-1月

農家受取

価格

10,263 
(11,978) 

&1,715 

2)「06~08年産比」欄は、 2010年産各月相対価格の、 2006~08年産全銘柄加重平均14,835円に対する差である。
3)「9~1月農家受取価格」欄は農水省が産出した数値であり、（ ）内は「標準的な販売価格」(2006~08年産）

である。したがって「06~08年産比」欄は、 2010年産米についての変動部分の60kg当たり支払単価である。
4)原注は省略した。
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すれば、同様の前提では米価下落を1.272円以内

に収めなければならない計算となる。つまり政府

が買入を拒否する「理由」である財政負担を、買

入をした場合よりも小さくするためには、「何ら

かの方法をつうじて」（政府による買入・隔離以

外の良い方法があれば是非知りたいが）米価が上

昇しなければならなくなったのである。

もう一つの拒絶理由は「生産調整非参加者がフ

リーライダーとして得するので不公平」論である

が、生産調整非参加者を増やし過剰作付を拡大さ

せたのは、いったい誰のいかなる施策によるもの

か。第一に、既述のように米政策改革こそが生産

調整を事実上選択制に移行させて弛緩させた。し

かも第二に、担い手経営安定対策、水田経営所得

安定対策ともに一定規模以上の経営だけを選別的

に対象としたから、対象外とされた農家こそが実

態としても意向としても、生産調整に否定的にな

らざるを得なくなったのである17)。

このように、実際に米価が続落してこれを放置

すれば変動部分予算額でもまかなえない事態が現

実性を帯びてきた中で、実質的な米価下支え措置

が繰り出されるにいたった。すなわち、①米穀安

定供給確保支援機構が、生産者が積み立てた集荷

円滑化対策過剰米対策基金を使って系統農協が

2010年産米（各経済連・全農県本部の積み上げと

して13万トン、全中の目標としては17万トン）を

買い上げて飼料用に処理する事業の創設を容眩し

たこと 18)、および②農水省が2011年度から開始さ

れる米の棚上げ備蓄方式への「円滑な移行のた

め」と称して2010年産米18万トンを2011年3月ま

でに買い入れるとしたこと19)、がそれである20)。

その結果、農水省によれば2010年産出回りから 3

月の相対価格は 1万2,723円、流通経費等2,460円を

差し引いた農家販売価格は 1万263円、「標準的な

販売価格」 1万1,978円との差額1,715円 (2010年産

平年単収530kgで換算して10a当たり一律 l万

5,100円）が補填されることになった21)。

かくして、米戸別所得補償モデル事業の交付総

額（定額部分1,540億円、変動部分1,550億円、合

計3,090億円）は予算額（定額部分1,980億円、変

動部分1,391億円、合計3,371億円）の範囲内に収

まる見込みとなったわけだが22)、それは加入者・

加入面積が農水省の当初予想より少なかったこ

と、および米価下落に対する実質的な歯止め措置

が講じられたからである。逆に言えば、農水省が

主張してきたように、「需給が締まる」ほどに加

入者・加入面積が増える、あるいは米価下落歯止

め策を本当に全く講じなければ、モデル事業の所

要額は予算を超えて膨らむ可能性を常に持ってい

るということである。

次に、本章 1(1)で指摘したが、変動部分は当初

いったん不足払いとして提起されたものが、まも

なく否定されて「ナラシ」に変質させられた。と

ころが2009年産米価 (9月までの相対全銘柄平均

価格）が前年比621円低い 1万4,525円、さらに

2010年産も上述のように前年同月比2,000円以上

の下げで取引が進むという状況が起きて、「本格

実施」となる2011年産では「米価変動補てん交付

金」（変動部分から名称変更）の基準をそれまでの

想定通り相対価格の2006~10年産の 5年のうち最

高•最低を除いた 3 年平均にした場合、これら米

価下落による補填基準価格の低下が必至となった。

このような事態を受けて、農水省は2011年度予

算案決定時.(12月末）に2011年産の米価変動補て

ん交付金の基準となる「標準的な販売価格」の算

定方法をあらため、 2010年産変動部分の基準価格

と同じく「2006年産から2008年産までの 3年平

均」に固定した23)。この2010年産用「標準的な販

売価格」と「標準的な生産費」 (2002年産から

2008年産のうち中庸 5年平均の経営費＋家族労働

費の 8割）という「標準的な生産に要する費用」

との差額が、「米の所得補償交付金」（定額部分の

名称変更）で埋められるわけだから、米の価格変

動補てん交付金で補償されるのは、移動平均型直

近販売価格ではなく、過去の生産費ベースの基準

価格となったのである。この点について、米価変

動補てん交付金は「米の所得補償交付金と合わせ

て標準的な生産費を補償するもの」（下線は引用者）

と明言されている24)。これらは2011年度米価変動

補てん交付金が不足払いに回帰したことを意味し

ており、その点は本稿の主張にも沿うものである

から評価するとともに、それを継続的な制度化す

る必要性を指摘しておきたい25)。

またこれらの実質的な米価支持政策や不足払い

への回帰の動きも、前節末で述べた「せめぎ合

い」がなお進行中であることを示唆している。
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一 農業所得 ー一▲ー・ 地代負担力A -0—地代負担力B -一 支払小作科 （データラペルなし）

所経 100,000
得営 80,000 

血は 60,000 
代 10 40,000 
負ア 20,000 
担 l o 
カル
，上ヽ, -20,000 
小た -40,000
作り ー60,000!旦 -80,000
円—100,000
~ - 120,000 

詮念惑忍惑惑~... ~... ゃ忍汐
'¥,・ .,. も・ ヘ・ ヽ ヽも ,'¥. ぎ、'fヽ • 墨淡令ノ泰忍...,_<::{令 '\,~~'r

水田作作付延べ面積校階府

図 1 戸別所得補償モデル対策交付金に代えた場合の水田作経営の農業所得と地代負担力 (2009年産ベース、
ただし米価1,934円160kgの低下を織り込み）

資料 ：鹿水省 「営農類型別統計」、厚労省 「毎月勤労統計」。
注： 1)「水田作経営」の定義は表2に同じ。農業所得＝粗収益ー物財費一雇用労働費一支払利子 ・地代。地代負担

カ＝粗収益ー物財野一雇用労f動野一家族労賃評価一支払利子 ・自己資本利子で、そのAは家族労賃を 「米生
産敦調査」労賃で評価したもの、 Bは 「毎月勤労統計」の常用労働者・調査産業計.5人以上全規模平均賃
金で評価したもの。なお0.5ha未満階層の地代負担力Bは一156,722円である。

2) 「戸別所得補償モデル対策交付金に代えた場合の試尊」に際しては、鹿業粗収益から共済・奨励補助金等受
取金を、農業所得から同純受取金を差し引き、それらに米のモデル事業定額部分 (1.5万円/lOa)、同変動部
分 (1.5 1万円）、水田利活用自給力向上事業交付金（麦 ・ 大豆とも 3.5万円）と経営所得安定対策 • 生産条件
不利補正対策（麦4万円/10a、大豆2.7万円/10a…「戸別所得補償モデル対策の概要Jp.15) を、それぞれ
の面積に応じて加えた。

3)「米価1.934円の低下」とは、 2010年産相対価格（全銘柄平均）の2010年9月-2011年5月の単純平均の対
2009年産比下落額である。

ただし、生産費基準の不足払いを制度として定

着させるには、米価下落を促進ないし容認する政

策とのパッケージでは財政負担が底なしに膨張す

る危険が大きい。 したがって、米価支持政策との

パッケージをとって こそ、財政的にも現実的で有

効な政策となりうるのである。

(2) 稲作・水田作経営への影響をめぐって

現実には上述のような展開をたどった米戸別所

得補償モデル事業と水田利活用自給力向上事業

は、水田農業経営収支や同農業構造に対して、ど

のような意味を持ちうるか。

水稲作および水田作経営について、 2009年デー

タを利用して、米価1,934円低下 （前掲表 6、相

対取引 9~5月単純平均）と両交付金の個別農家

への経営的効果を試算した結果を箇条書 き的に列

挙すると、以下のようである。

第一に、まず水稲作のみについて、 2009年産

「米生産費調査」を利用して、米戸別所得補償モ

デル事業交付金の個別農家への経営的効果を試算

すると、都府県規模平均で定額部分＋変動部分込

み受取米価 (1万4,765円＝主産物価額 1万1,265

円＋定額部分60kg換算1,744円＋変動部分同1,756

円）で生産費 (1万4,608円）をかろうじてカバ

ーできる。

第二に、蔑業地域プロック 別にみると、米価だ

けでは北海道 （ほぽ収支均衡）以外は全プロック

が赤字だが、モデル事業交付金によって東北、北

陸、関東・東山が黒字に転じることができる。 し

かし東海以西の赤字は解消されず、と くに中国と

四国の赤字は交付金追加後でも10a当たり 4万

8,166円、 5万3,890円であり、中 山間地域等直接

支払を全額充当したとしても焼け石に水であり、

別途の地域的な手当が必要である。

第四に、水田作経営収支としては、前掲表2の

最下段部分と図 1は、いずれも「水田作経営」（都

府県）の2009年の経営収支について、農業粗収益

から水田経営所得安定対策、稲作構造改革促進交
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付金、産地づくり交付金などを含む「共済・奨励

補助金等受取金」を、また農業所得から「同純受

取金」を差し引き、代わりに戸別所得補償モデル

対策の米戸別所得補償モデル事業交付金、水田利

活用自給力向上交付金、および生産条件不利補正

対策（固定払、成績払）を、それぞれの作付面積

に応じて加えた（これらの合計を「モデル対策交

付金合計」と表記する）試算値である。

表2によると、この試算では「共済・奨励補助

金等受取金」（全階層平均 1経営当たり 18万円）

よりも「モデル対策交付金合計」（同44.4万円）

の方が2.5倍強多くなるため、全般的に収益性は

上がる。農業所得の増加額は 7ha以上から一段

と大きくなり、 7~lOha階層が161万円（絶対額

は578万円へ）、 10~15ha階層が164万円 (697万

円へ）、 15~20ha階層が390万円 (1,143万円へ）、

20ha以上階層が614万円 (1,876万円へ）となる。

階層的にみれば、上層・大規模階層により有利に

作用するという試算結果である。

図 lによると、①15~20haおよび20ha以上階

層で借地経営型地代（地代負担力B)が実勢地代

を大幅に上回るのはもちろんのこと、 2~3ha

階層の農業所得をも上回るようになり、借地型経

営として持続するだけでなくさらに広範囲から農

地集積できる可能的条件が生まれる、②それらへ

の上向が期待される各階層のうち 7~lOha、10

~15haの2階層で借り足し型地代（地代負担力A)

が実勢地代を上回り、また 1~ 2ha階層の農業

所得を上回るようなる、つまり借り足し型によっ

て漸次農地集積を進めて大規模経営に発展する可

能的条件が生まれる。

なお、農業所得の交付金依存率が全般的に、か

つ大規模階層ほど高くなり、水田作作付延べ面積

規模15-20ha階層（平均経営耕地面積15ha) で

83%、同20ha以上階層（同3lha)では99%にも

達すると試算される。先進国穀作（ないし土地利

用型）農業が一般に直接支払等の助成金依存率が

高いので必ずしも異常とは言えない。しかし対前

年比2,000円程度下落した 2010年産米価の下で

は、これだけの「直接支払」をしてようやく大規

模「担い手」経営やその予備軍が支えられるので

あるから、生産調整完全廃止、関税削減・撤廃に

よっていっそうの米価下落状況を創出すれば、そ

してそのもとでも本気で「担い手」を維持・育成

しようとするなら、どれだけの「直接支払」が必

要になるかを暗示している。

第五に、集落営農について、前掲表5の最下段

に示した同様の試算によると、経営耕地面積規模

を55haから7lhaへと 3割拡大した50ha以上階層

以外は、 2004年の農業所得水準に回復することも

できない。ただし20-30ha以上では労働時間当

たり、ほぼ全産業平均賃金以上にはなる。 2010年

センサスは集落営農を中心とする組織経営体が農

地集積主体、受け皿として強く機能する段階に入

ったことを示していたが、それは米政策改革• 水

田経営所得安定対策とその下での米価低落という

環境においては収益的ゆえにというよりは、多分

に危機回避的な意味でそのような役割を果たした

といえよう。それが収益的に安定かつ持続的な農

地集積主体となっていくには、米価の底上げ、あ

るいは戸別所得補償モデル対策レベル以上の支援

が必要なことを示唆している。

表7 水稲および水田麦・大豆の作付面積変化 (2009~2010年産）
（単位： ha) 

2009-10年産の増減
水稲 4麦計 大豆 非主食 麦・大豆 水田戦略 水田作付

総面積 主食用 青刈り用 非主食 （子実用） （乾燥 用水稲 作物計 面積計
用子実 子実用）

A B C D E F G=C+D H=E+F I=G+H J=A+H 

全国計 20,000 -12,000 16,000 16,000 200 -5,800 32,000 -5,600 26,400 14,400 
北海道 600 -100 400 300 200 400 700 600 1,300 1,200 
都府県 19,400 -11,900 15,600 15,700 

゜
-6,200 31,300 -6,200 25.100 13,200 

資料：農水省「平成22年産水稲の作付面積及び9月15日現在における作柄概況」 2010年9月30日公表、「平成22年産水
陸稲の収穫量」 2010年12月8日公表、「平成21年産水稲の作付面積及び9月15日現在における作柄概況」 2009年
10月2日公表、「平成21年産水陸稲の収穫量」 2009年12月8日公表、「平成22年産麦類の作付面積」、「平成22年産
大豆の作付面積」。
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表8 2010年産水田利活用自給力向上事業実績と対前年増減
（単位： ha) 

合!~10『::悶：↑は：靡~,]心~;溢胃悶~Jfl米 1 合計 I米粉用菜゚ i9ら閏芯:↑!cs用稲I加工用米

五：蕊 I:; □ I ::! 翌I:: 日I::::H I :i:~Ii I :::m I ::1i I :::~j I :::~~I :::r四
資料：農水省「戸別所得補償モデル対策の支払実績（速報値）について」 2011年5月13日、「戸別所得補償モデル対策

の加入申請状況（確定値）について」 2010年10月28日。

注：「2009~10年産の増減」は2009年産新規需要米計画書および加工用米計画書の数値との比較である。なお2009年
産に全国で295ha(北海道15ha、新潟280ha)あったバイオ燃料用米は2010年産にはない。

(3) 水田土地利用への影響

水田における麦類および大豆の作付面積が戸別

所得補償モデル対策の導入によっていかに変化し

たかについて、まず作付面積統計による表7を使

って確認しておきたい。

主食用米については全国計で4万2.140haの過剰

作付があったが、実作付面積では 1万2,000ha減

っている (B欄）。これに対し、非主食用水稲 (G

欄）は 3万2,000haと大幅に増え、対照的に大豆

が5,800ha減少している（麦類 =4麦計は全国計

ではほとんど変化なし）。従来でいう転作が、大

豆から非主食用水稲に大きくシフトしたのである。

そこで非主食用水稲の中身を事業対象統計を使

ってみると（表8)、全国計でもっとも増えたの

は加工用米であるが、水田利活用自給力向上事業

で加工用米が増えても、基本的には自給率が上が

るわけではなく、同じパイ（従来型加工需要）を

めぐる旧自主流通米の食い合いになるだけであ

る26)。そうした加工用米へのシフトが、自給率の

向上に資するという意味から政策的に重視され期

待もされた飼料用米、米粉用米を上回ったのであ

る。

以上の水田利活用自給力向上事業の下での水田

土地利用変化の性格は、次のように要約できよう。

第一に、転作作物であった大豆の作付は減少

し、麦類（関東以西平坦部二毛作地帯では裏作も

含まれる）はほとんど増えなかった。第 3次食

料・農業・農村基本計画では、大豆の作付面積

（田畑計）を2008年度15万haから2020年度に30万

haへと倍増、麦類（小麦・大麦．裸麦の合計、田

畑計）についても同様に26.7万haから48.8万haへ

ほぽ倍増する数値目標を設定しているわけでm、

それに沿った方向には始動していない。また麦に

ついては「水田裏作の飛躍的拡大」をうたってい

るにもかかわらず28)、水田二毛作地帯である北関

東、南関東、佐賀で若干ながら逆に減っているの

も問題と言わざるをえない。

第二に、それとは対照的に飼料用米は2009~10

年産で158%増、 WCS用稲が56%増となり、飼料

用水稲作付は大きく増え、一応さい先の良いスタ

ートを切ったといえるだろう。しかし水稲総作付

面積165.7万haに占める比率は飼料用米で0.89%、

wcs用稲で0.96%に過ぎないし、上述基本計画に

おける飼料用米数値目標8.8万haと比べてわずか

な一歩でしかない。米粉用米にいたっては4.9%

しか増えておらず、水稲総作付面積の0.30%、基

本計画数値目標7.7万haの6.4%にとどまる。

こうした対照的な始動は、麦、大豆について

3.5万円/10aという、産地づくり交付金の一般的

水準よりも、またそれ以前の水田農業経営確立対

策と比べれば大幅に低い水準を設定したのに対

し、新規需要米（飼料用米・米粉用米）に8万円

/10 aというはるかに高水準の交付金単価を設定

したこと、および後者の中で米粉用米の販路拡大

の困難がもたらした結果にほかならない。

第三に、以上のデータによって把握できる限り

の水田作付面積（水稲、 4麦、大豆）合計は 1万

4,400ha・0.75%と極めてわずかながら増えている

（表7のJ欄）。その限りでは大豆の減少を非主食

用水稲の増加が相殺したので、「自給率／自給力向

上」とまでは行かないが、一応水田土地利用の量

的後退に歯止めをかけた (2008~2009年産の同数

値はl,300haの減少）。ただしこの点の最終的な評

価は、作付延べ面積統計の公表を待つ必要がある。

第四に、水田土地利用の質的側面ではどうだろ

うか。上述のように主食用米の作付面積は減少し
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たが、麦類はほとんど不変、大豆が大きく減少

し、非主食用水稲の作付が大きく増えた。この結

果、全国計で水田作付面積合計（水稲、 4麦、大

豆）の中で水稲が占める比率は2009年産の84.9%

から2010年産の85.3%に高まった。本来的水田二

毛作地帯も含めてほとんど全国的に水田の水稲単

作化が、加工用米と飼料用米の増加を軸として若

干とはいえ強まったのである。こうした動向とそ

れを後押しする政策の性格づけをめぐって、これ

を歴史的画期とみる議論と、日本型水田農法の基

本課題の観点から批判的にみる議論があるが、本

稿ではこの点の評価は保留したい29)。

v 米・水田農業政策展開の課題をめぐって

一戸別所得補償制度をめぐる基本問題一

冒頭 Iで設定した課題に対する分析結果の要約

は各章節末のまとめに委ね、総括に入りたい。

戸別所得補償制度は 2年目にあたって、水田・

畑作経営所得安定対策の生産条件不利補正対策に

代わる畑作物の所得補償交付金 (2011年度予算額

2,123億円）、水田利活用自給力向上対策の改称で

助成内容・単価は同一の水田活用の所得補償交付

金（同2,284億円、 2010年度当初予算2,167億円）、

米戸別所得補償モデル対策定額部分の改称で単価

は同一の米の所得補償交付金 (1,929億円、 2010

年度1,9801意円）、同変動部分の改称で既述のよう

に基準単価を2010年産と同一に固定して事実上不

足払い化した米価変動補てん交付金 (1,391億円、

2010年度1,391億円）、および加算措置 (150億

円）、推進事業等 (1,156億円）を加えて、総額

8,003億円 (2010年度5,618億円）へと、バージョ

ンアップを図っている。

このような民主党の米・水田農業政策展開とし

ての戸別所得補償制度本格実施にかかわる基本的

問題を指摘し、若干の課題提起を行なう。

第一に、米の需給・価格政策としてみた場合、

生産調整の廃止を視野に入れた選択制の深化（需

給調整における入口措置の緩和・撤廃）、過剰供

給発生時の過剰米処理スキームの不在と価格支持

政策の撤廃（出口措置の不在・撤廃）、したがっ

て市場メカニズムに依存した主食用米価格下落の

誘発・放置とそれをつうじた「需給調整」、それ

に対する補填対策というパッケージが貫かれよう

としている。しかし既にモデル対策の経験でも明

らかなように、生産調整選択制の全面化によって

需給が締まることは困難であり、それを主因とし

て米価のいっそうの下落が発生し、それに対して

過剰供給対策も価格下支え政策も発動しなけれ

ば、価格支持政策の代替策であり「財政負担も小

さい」はずの価格補填対策が財政的にもたない

（だから実質的な過剰処理と政府買入による価格

下支え政策が発動されざるをえなかった）。

したがってこの教訓にもとづいて、①国・行政

がコミットを再強化して、最大限生産目標を達成

する生産調整を実施すること、②その上でなお防

ぎがたい要因によって生じる過剰に対してはその

市場隔離と価格支持政策を用意すること、③ただ

し米価下落の要因として需要構造の変化も大き

く、その改善（根底的には格差と貧困の改善）に

は相当時間を要することから、一定の不足払いを

措置すること（政府自身が米価変動補てん交付金

は「生産費を補填するもの」と表明しているがそ

れを持続的な制度化すること）、が必要である。

第二に、「本格実施」予算案に盛り込まれた上

記各種交付金（合計7,737億円）は、 WTOルール

の下ではいずれも「黄」、すなわち削減対象政策

(AMS) に該当することへの構えである。第 3次

基本計画で、食料自給率を2020年度に50%に引き

上げるという意欲的な目標をかかげ、また戸別所

得補償制度でもその基本目的を食料自給率の引き

上げとしている以上、増産刺激的な政策を取るし

かないことは自明である30)。

WTO現行ルール（ウルグアイラウンド合意）

との関係では、日本のAMS約束3兆9.729億円に

対して既に5,712億円まで削減 (2006年度）とい

う超・超過達成をしているわけだから31)、上記本

格実施予算を全て実施しても何ら問題はない。

しかし現在進行中のドーハ開発アジェンダの農

業交渉議長2008年12月改訂モダリティ案では、日

本は「貿易歪曲的国内支持全体」 (OTDS) を75

％削減すべきとされている。仮にそれを義務づけ

られたとすると、試算によれば2006年度（日本が

WTOに国内支持通報した直近年度）のOTDS実

績との間にある余裕は7,00併意円強となる32)。

その2006年度には産地づくり対策 (1,646億円）
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を「米生産調整にともなって転作ないしその他の

適切な管理によって水田を環境的に良好な状態に

保つための支払」だから「緑」と通報し、さらに

担い手経営安定対策 (701億円）を「米生産調整

の下で基礎生産水準の85%以下に対する支払」だ

から「青」と通報していた。しかし戸別所得補償

制度では、産地づくり対策等に代わる水田活用の

所得補償交付金は生産調整から切り離されるから

「水田を環境的に良好な状態に維持するための環

境支払」と言いつのることはいっそう困難になろ

うし、米の所得補償交付金・米価変動補てん交付

金は主食用米生産面積に（後者は市場価格に

も）、また畑作物の所得補償交付金は生産量に直

接リンクすることで明確な「黄」となる。したが

って仮に上記改訂モダリティ案が合意されること

になれば、戸別所得補償制度体系とは両立できな

くなる危険性がある33)。

となると、この「本格実施」（をつうじた自給

率向上）のためにはWTO交渉で、「多様な農業の

共存」をかかげ、そのために重要品目の高関税等

の国境措置と国内農業支持政策の必要性を訴えて

きた日本提案を貫く覚悟、そのための交渉戦略の

再構築が求められることになるはずである。

第三に、しかるに民主党政権は菅内閣への交代

後、米国の外交・経済戦略および日本財界の成長

戦略におされる形で、経済政策全般の新自由主義

的構造改革路線への回帰傾向を明白にし、その重

大な一環としてTPPへの参加に積極的な姿勢を

あらわにするにいたった34)。第 3次基本計画で

は、結果的に「食料自給率は低迷したまま」とな

った「これまでの農政の反省に立ち」、「国民に対

する国家の最も基本的な責務として」、食料自給

率の50%への引き上げを軸とした「食料の安定供

給を将来にわたって確保」するためであったはず

の戸別所得補償制度を軸とする「農政の大転換」

が（引用は同計画p.1-5)、TPPへの参加を積極

的に検討するための「国内環境整備」の一環に変

質させられようとしているのである。

同時にTPPへの（その協議についてだけでも）

参加を積極的に検討するということは、文字通り

例外なき関税撤廃を受け入れるという意思表示で

あり、それはこれまで日本政府が「WTO農業交

渉日本提案」でうたってきた「多様な農業の共

存」という「基本的哲学」、およびそれを実現す

るための関税や国内農業支持に関する主張を真っ

向から自己否定するものに他ならない。あるい

は、これこそ民主党農政の本来的性格への回帰と

いうこともできよう 35)。

そして同党は過去に生産調整廃止を主唱し、か

つ今改めてそれを明言しているわけだから36)、

「関税撤廃一生産調整廃止ー米価低落一価格支持

廃止一直接支払ないし不足払いとしての戸別所得

補償」という、間違いなく新自由主義的構造改革

型の米・ 水田農業政策パッケージに回帰ないし再

構成されようとしているのである37)。

しかし現実的にも、米、麦などの高関税品目を

関税撤廃すれば、仮に不足払いをしてもまともに

やろうとすれば財政負担額は莫大になるし（現政

権にその意志があるとも考えにくいが）、それで

も国内生産は安価な輸入農産物に市場を侵食され

て縮小せざるをえないだろう。

したがって最後にして最大の課題は、米（をは

じめとする重要品目）の国境措置を最大限堅持す

るのか、削減・撤廃するのかである。後者が選択

されるのであれば、米価政策もその一環としての

生産調整も無駄であり不要ともなる。

しかし筆者は関税の大幅削減や撤廃に向けて米

価を引き下げても（あるいは引き下げれば）、わ

が国稲作が国際競争力を持ちうるという幻想的議

論には与しないので38)、関税・国境措置の堅持が

米・水田農業再構築の大前提と考える。その上で

米価政策が必要であり、それには入口での最大限

参加率を高めた生産調整と出口での米価支持（下

支え）政策が不可欠なのである。そのための最大

の鍵は、政策選択をめぐる「せめぎ合い」でのカ

関係を再編し、新自由主義的構造改革路線の復

活・回帰志向を押し返すことであろう。

注

1)本稿は本学会2011年度大会シンポジウムでの

報告をベースに執筆したものだが、同『大会

報告要旨』に掲載した報告原稿（磯田[5 ]) 

に、当日報告に際して行なった改訂を加えつ

つ、学会誌掲載のために大幅に割愛した。適

宜、 [5]および筆者の別稿 [4] [6] を参

照いただきたい。
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2)本稿での「新自由主義的構造改革」という概

念を簡単に説明しておくと、まず新自由主義

とは、①その本質は「資本蓄積のための条件

を再構築し経済エリートの階級権力を回復す

るための政治的プロジェクト」であるが、②

「強力な私的所有権、自由市場、自由貿易を

特徴とする制度的枠組みの範囲内で個々人の

企業活動の自由とその能力とが無制約に発揮

されることによって人類の冨と福利が最も増

大する、と主張する」新自由主義の原理自体

は、①という「目標を達成するために必要な

あらゆることを正当化し権威づける」「理論

的ユートピアニズム」である。したがって①

が②と衝突する場合には、②という原理は

「放棄されるか、見分けがつかないほどねじ

曲げられ」、国家の介入を否定する「原理」

とは裏腹に「必要とあらば強権を発動する強

力な国家を必要としている」（ハーヴェイ

[ 1 ] p.10、pp.29~34)。そして「構造改革」

とは（少なくとも結果的に）上記の目的を達

成するために、「労働・ 土地・資本といった

生産要素にかかわる規制や制度・慣行などの

『構造』を解体し、市場で流動化させる」政

策である（田代 [24]p.11、松原[9 J p.23)。
3)磯田[5] p.15ないし磯田・品川[4] p.25。

4)小野 [13]および小野 [14]。

5) ここで行なっているような都府県計での規模

別農業所得・地代負担力の比較によって、農

業構造変動の経済的条件を吟味するのが本来

適切でないのは言うまでもない（農地市場は

「都府県レベル」などではないから）。しかし

統計制約上やむを得ないので、この方法を取

った。

6) 2005年までのセンサス分析で、都府県の経営

耕地面積15ha以上階層が順調に増加してい

る地域がある一方で、その予備軍たるべき 5

~lOha、10~15ha階層の増加や規模拡大が

減速していることを指摘した論稿として、中

村 [11]。

7)磯田・ 品川[4 J p.61。
8)農水省「平成22年集落営農実態調査・集落営

農活動実態調査」より。なお2005~10年セン

サスでの動きにおいて、このような組織経営

体、とくにその主体をなす集落営農が農地流

動化の大きな受け皿となったことに注目する

論稿として、内田 [28]。ただし、それが個

別経営体の規模拡大と相まって「農業構造の

変化がより農地の有効利用につながる方向に

進んでいる」（同p.11) と評価できるかどう

かは、なお分析を深める必要があるだろう。

例えば、本稿で後述のように集落営農は、そ

の多くが水田経営所得安定対策のために設立

されたりそれに加入するために、一応「主た

る従事者」を立ててはいてもその年間所得は

極めて低かったり、集落営農そのものの経営

収支が米価下落で大幅に悪化している等の状

況がある。また東山 [3]は、農業者の集落

営農等の協業組織への参加によって農家が減

少するルートを「参加型」として「脱農型」

とは区別した上で、前者の発展を「新たな共

同」としてポジティブに捉える必要性を提起

している。

9)磯田・品川[4] pp.31-37。

10)農水省『戸別所得補償制度に関するモデル対

策』（平成22年度予算要求PR版）、2009年10月。

11)「09年10月版」から「09年12月版」への両事

業の順序入れ替えにあたっては、戸別所得補

償モデル対策の体系的な「論理」が示された

が、それについては磯田・品川[4] p.78を

参照。

12)この変質の詳細については、磯田・品）II [ 4 J 
pp.79-81参照。

13)詳細は、磯田[6 J pp.78-79参照。
14) 2007年参議院選挙での与野党逆転による政治

的危機の開始と国際食料価格暴騰を背景とし

て打ち出された自公政権末期の一連の弥縫策

と「水田フル活用」政策、さらに2009年衆議

院選挙結果を受けた政権交代前日に石破農水

相が公表した『米政策の第2次シミュレーシ

ョン結果と米政策の方向』（いわゆる「石破

提案」）については、磯田・品川[4 J pp.66 
-75を参照。

15)ただし最終的には、米戸別所得補償モデル事

業の支払対象面積が103.5万haではなく

「102.5万haにとどまる見込み」になったため

定額部分の所要額は1,537.5億円となり、変動
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部分に使える残余予算額は1,833.5億円となっ

た。それと水稲実単収522kgを前提にする

と、米価下落対応範囲は2,056円になったこ

とになる。なお、もともと農水省は標準的な

販売価格からの下落は「1,200円程度」と想

定していたとのことであるから、「戸別所得

補償制度によって米の需給はむしろ締まる」

などという言説が（本気であったとすれば）

非現実的であったことがわかる。引用は『日

本農業新聞』 2011年2月23日付。

16) 2010年10月18日参議院決算委員会における農

水相答弁（同委員会議事録より）。

17)磯田・品川[4] p.130参照。

18)最終実績は17.1万トン、買取価格 l万500円

160kg (1等米）。農水省『米をめぐる関係資

料』食料・農業・農村政策審議会食糧部会

2011年7月27日配付資料、 p.22。

19)『日本農業新聞』 2010年12月25日付。ただし

実績は10.1万トン（買入価格は非公表）にと

どまった。前注資料、 p.20。

20)『日本農業新聞』 2010年12月25日付報道によ

れば、米流通業者は①と②の措置で2010年産

米31-35万トンが買上・市場隔離されること

で「これまでの過剰感がなくなり」「米価下

落の要素はなくなった」という見方を示して

いたし、表6のように価格下落に歯止めはか

かった。

21)農水省「変動部分の交付単価の算定方法」

2011年2月22日。なお同省が「標準的な販売

価格」を算定する際に用いた「流通経費等」

（流通経費＋消費税）は2,860円だったのに対

して、変動部分単価算定に際しては「直近の

流通経費等」がそれより少ない2.460円であ

るとして、結果的に同単価を小さくしてい

る。この400円の低下について、米価格低下

による消費税減少が約100円、 JAグループに

よる流通費削減努力が約300円と説明されて

いる（農水省大臣官房担当官より）。仮に

2,860円を使うと変動部分単価は2,115円とな

り、単収530kg、支払対象面積102.5万haなら

必要額1.915億円となって、予算をオーバー

していた。

22)農水省『米をめぐる関係資料』食料・農業・

農村政策審議会食糧部会2011年3月30日配付

資料、 p.39。

23)農水省『農業者戸別所得補償制度の骨子一平

成23年度予算概算決定一』 2010年12月27日、

p.11。

24)前注『骨子』 p.11および農水省『農業者戸別

補償制度概算決定PR版ー農業者戸別所得補

償制度の本格実施一』 2010年12月27日、 p.3。

25)ただし農水省の新方針を報道した『日本農業

新聞』 2010年12月27日付（および同12月18日

付）によると、財務省との予算折衝で「米の

変動補填交付金は11年産は補填割合を10割と

するが、今後の価格動向を見て補填率の引き

下げを検討」するとしているとのことであ

り、基準価格が生産費ベースになっても補填

率が米価状況を見ながら可変的に切り下げら

れるのでは、実質的にはナラシに再び逆戻り

してしまう危険性もはらんでいる。

26)伊藤[7] p.16。

27)『食料・農業・農村基本計画に関連した数値

目標・資料等』食料・農業・農村政策審議会

企画部会第22回 (2010年3月19日）配布資料。

28)農水省『戸別所得補償モデル対策の概要』

(2010年4月28日版） p.7。

29)例えば前者として谷口信和氏は、自公政権末

期に飼料用米生産を積極的に位置づけた水田

フル活用政策の「意義は計り知れなく大き

い」、さらに民主党政権下で飼料米生産をい

っそう強力に支援する水田利活用自給力向上

事業による飼料用米生産の飛躍的増加は「農

法的にみて（中略）文明史的発展の新たな一

歩」と高く評価し、したがって「食用米が恒

常的に生産過剰となっている現局面では何よ

りもまず、飼料用米（もちろん稲wcsも含

めてだが）の広範な普及にこそ取り組むべき

である」としている（引用は谷口 [22]p.96 

およびp.105、谷口 [23]p.16)。

後者として田代洋一氏は、「飼料米、米粉

等の新規需要米重視を農政上の画期としても

ちあげる見解もあるが、土地改良困難な湿田

等に水稲栽培を継続することは是としても、

乾田化した水田に畑作物を栽培し田畑輪換農

法を確立していくことが日本水田農業の農法



政策推転とその下での米需給・価格および水田農業構造 21 

課題だといえる」と述べている（田代 [25]

pp.69~70。田代 [27]pp.31 ~32も参照）。

筆者には現時点でこの問題に関して結論的

な評価を下す準備はないが、考慮すべき論点

については磯田 [5]の注 (27)を参照。

30)ただし、麦、大豆など畑作物の作付け拡大を

含めた水田高度利用のためには、単に各作物

に対して増産刺激的な価格・所得政策を措置

するだけでなく、梅本 [29]pp229~234が

指摘するような地下水位制御能力の高度化を

含めた水田基盤整備等が必要となる。その点

で、民主党政権が戸別所得補償モデル対策の

導入にあたって、農業農村整備予算を対前年

度比63%減の2,129億円にまで削り、それを

2011年度予算案でも踏襲していることは、自

給率向上のための生産力的基礎を無視したも

のと言わざるをえない。

31)農水省大臣官房国際部『WTO農業交渉の現

状』 2010年10月、 p.10。

32)同議長テキスト改訂版によれば、貿易歪曲的

国内支持全体OTDS削減の基礎水準は、①ウ

ルグアイラウンドの総合AMS最終約束水

準、②1995~2000年（基準期間）における農

業総生産額平均の10%、③基準期間における

通報した青の政策と農業総生産額の平均の 5

％のいずれか大きい方、以上①～③の合計と

されており、これを日本の場合75%削減する

というものである。そこでここでは便宜的な

試算として、①は 3兆9,729億円、②は農水

省『食料・農業関連産業の経済計算』による

年度名目値から 1兆430億円、③のうち日本

が「青」政策として通報しているのは稲作経

営安定対策であり基準期間のうち1998~2000

年度だけに該当し 5カ年平均すると393億円

となるのに対し、同期間農業総生産額平均の

5%は5,220億円である。したがってOTDS基

礎水準は 5兆5,379億円となり、これを75%

削減すると 1兆3,845億円になる。 2006年度

WTO国内支持通報 (WTO.GI AGIN/JPN/ 

137. July 1. 2008) によれば日本のAMSは

5,712億円、デミニミスが376億円、「青」（担

い手経営安定対策）が701億円で合計6,789億

且となっているから、これらのデータをもと

にすれば、議長テキスト改訂版どおりの国内

支持削減が求められたとすると、上積み可能

なOTDSは、 7,056億円ということになる。

33)上述のように日本政府は2006年度分までしか

国内支持のWTO通報をしていないため、国

内向けには生産条件不利補正対策 (2009年度

予算1,549億円）の固定払（品目によって65

~70%を占める）を「過去の生産実績にもと

づいた支払だから削減対象外（緑）」と言明

しているが、 WTOの公式の場でどう主張し

ているかは不明である。もしWTOでも「緑」

と主張しているのであれば、「本格実施」に

ともなって日本のOTDSがテキスト改訂版に

抵触する危険性はさらに高まる。

34)菅政権がTPP交渉参加へ前のめりの姿勢を示

すまでの経過については、磯田・品川[4 J 
pp.136~143、磯田[5 J注 (33) を参照。

なおTPPへの批判論はすでに多数公刊され

ているが、ここでは東谷[2 J、ケルシー

[8]、中本ほか [10]、農文協 [12]、鈴木・

木下 [21]、田代 [26]をあげておく。

35) 2009年衆院選民主党マニフェスト（修正前）

は「米国との間で自由貿易協定 (FTA) を

締結」するとしていた。また戸別所得補償制

度という政策理念のオリジネーターである小

沢一郎氏は、関税を撤廃して「農産物の輸入

も自由化すべきだ」、「すべての農産物を自由

化したとしても、きちんとした対策」すなわ

ち「不足払い」をすれば「農家が困ることは

ない」としていた（小沢 [15]pp.34~40)。

36)「農林漁業再生プラン（骨子）」 2004年5月、

「2004年参院選マニフェスト」 2004年6月、

食料の国内生産及び安全性の確保等のための

農政等の改革に関する基本法案」 2006年3月

衆議院提出。また最近でも民主党と農水省は

数年程度での生産調整廃止を検討している

（『朝日新聞』 2011年3月3日付、同 3月4日

筒井信隆農水副大臣記者会見概要）。

37) こうした路線への回帰は、①新自由主義的構

造改革農政の軌道修正を図ろうとした、ある

いはその一環として第3次基本計画の策定に

主導的に関与した研究者の審議会等からの降

板と、逆にかつてそのような農政設計に関与
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したり、いっそう急進的な発言を繰り返して

きた研究者の復帰をもたらしており、②また

自給率の向上をより強く前面に打ち出し、従

前の対象選別型構造政策への批判とそれへの

対案として「戸別所得補償制度の導入や農

業・農村の 6次産業化の推進等を通じて」「大

規模効率化を目指す農業者も」「兼業農家や

小規模経営を含む意欲あるすべての農業者が

将来にわたって農業を継続し、経営発展に取

り組むことができる環境を整備する」ような

政策への転換を進めようとする第 3次基本計

画（引用は同計画pp.1-4)、その具体的柱で

ある戸別所得補償政策への強い反発・批判

を、ともなっている。そうした論者の代表と

して「食と農林漁業の再生実現会議」有識者

委員になった生源寺箕ー氏の論調（生源寺

[16]-[20]) について磯田[5 J注 (37)で

批判的検討を試みた。詳細は略して、結論だ

けを言えば同氏の農政改革論（米・水田農業

政策論を含む）は新自由主義的構造改革論の

ソフトランデイング版ないし一亜種と判断さ

れる。

38)そうした議論への一つの批判として、磯田・

品川[4 ] pp.117 -135。
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