
【全体コメント】 

転換期の水田農業と新たな政策への対応 

吉田 俊幸（ＪＡ‐ＩＴ研究会副代表委員） 

 

 

この 2つの状況を全体

的に見ると、コメの販売

を軸とした産地戦略が

必要であり、コメから

「ごはん」への脱皮が必

要である。 

3 人の報告には、コメントすることはなく、特に

熊谷さんの 後の話は、2 人のコメントと感じた。

それを補充する意味で、レジュメに沿って話をさせ

ていただく。 

 

■コメの産地戦略にはコメからの脱皮が必要 

 基調報告としての全中の話は、具体的な政策への

対応が中心だった。水田農業構造が 2010 年センサ

ス結果で大きく変わっており、コメをめぐる問題も

変わろうとしている。このことを前提に JA-IT 研究

会では、今回の農地中間管理機構や地域農業ビジョ

ンも含めて、もう一度考えていかなければならない。 

■水田フル活用ビジョンは産地交付金の要件 

生産調整の廃止は非常に大きい出来事である。熊

谷さんは“付け替え”と言っている。現実には、民

主党の戸別所得補償政策に代わり、自民党は政権公

約である日本型直接支払を創設、品目横断的経営安

定政策の回帰である。つまり、自民党時代の品目横

断的経営安定政策と水田フル活用政策の回帰であり、

現行の生産調整の見直しも含まれている。自民党は、

戸別所得補償はバラマキだから廃止するべきだと言

っている。現行の生産調整は、コメの直接支払金を

貰うか貰わないかがポイントで、貰う人は個人の数

量配分を守る必要があり、貰いたくない人は自由に

作ってもよい。麦・大豆の交付金は生産調整の遵守

要件ではないので、コメの直接支払いがなくなれば、

コメの数量配分を守る法律的な要件が何もなくなっ

てしまう。5 年後に 7,500 円が廃止になれば、個人

割り当てはなくなる。これを大変な決断と言われて

いるが、別に決断でもない。今回の水田活用の様々

な政策も、生産目標数量が要件ではない。ただし、

農水省のパンフレットをじっくり読むと、26 年度か

らは水田フル活用ビジョンの作成が産地交付金の交

付の要件になると書いてある。そうすると、地域で

水田フル活用ビジョンはつくったが、あまりにも農

水省の地域情報を発したものと違った場合、産地交

付金は出せるのか。今は営農ビジョンをつくる際に

は、コメの直接支払金が数量要件を守らせているが、

販売農家は 5 年間で 3 分の 1 が減った。また、後

継者も4分の1ないし3分の 1が減るのではないか。

熊谷報告のすばらしい活動をしても、10 年後には農

業の担い手が大幅に減ってしまう。これから誰が担

い手としてやっていくかを地域で考える時代が来た。

しかも 2010 年センサスを見ると、10~20ha の層が

農業を辞めるか、あるいは規模を拡大して

50~100ha になる時代が来ている。また、農家所得

が減少しており、地域で農家所得をどう確保するか

という問題がある。これは熊谷報告にエッセンスが

出されている。 

もう一つは、新潟ゆうきの佐藤さんが言っていた

コメ消費量が減少したことで、米価は下がり、コメ

の流通も変わってきている。全農を中心とした農協

共販は、今の流通実態とギャップがある。それにも

関わらず、農協は今までのままのコメの生産・販売

をしていると、ますますコメの消費・流通の変化に

置いていかれる。いずれにしても、コメは過剰であ

り、価格が下落した時にどうやってコメの販売や新

しい地域の農業所得を確保するかが課題になってい

る。 
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それがなくなった時に、自分のところは勝手にコメ

をつくることは、水田フル活用の趣旨に合うかどう

か、産地交付金の要件になるかどうか。この辺は、

実際に 5 年後の推移を見て見直すことになっている。

恐らく、農水省自身も生産調整の個人割り当てする

ことが無理だろうと考えているのではないか。 

 

■規模要件はなくなった 

特に重要なのは、経営所得安定政策の見直しで、

規模要件がなくなったこと。新規参入者にとっては、

規模要件がなくなったので、様々な助成金が貰える。 

 

■バラマキか政策目標の不明確さか 

戸別所得補償制度は、規模の大きな経営には十分

に機能し、構造政策に役立っていた。戸別所得補償

制度がなくなり、規模の大きな農家経営が米価下落

で打撃を受ける可能性があった。今回の戸別所得補

償で一番問題だったのは、コスト割れしているから

補償するだけで、受給者である生産者の義務がない

ことが問題である。制度によって過剰作付けが減少

し、経営や作付けの選択が拡大したメリットがあっ

た。ただし、EU の直接支払は、基本的には農地の

保全や、環境保全、地域の振興などの要件を遵守す

ることが入っているクロス・コンプライアンスであ

る。ところが、今回の戸別所得補償はそれがなかっ

た。税金を出す人からすればバラマキに見える。恐

らく、今後日本の直接支払交付金のように、農家が

国からお金を貰ったら、やはり多面的機能をきちん

と要件にすることを、農家も農協も考えていく時代

である。 

 

■地域全体で総合計画を立てるべき 

今回の新たな農業農村政策では、“地域”が 1 つ

のポイントである。農地中間管理機構は農地政策の

基礎、地域でまとまって機構に農地を貸付け、地域

内で農地利用を再編する。人・農地プランをきちん

と立てることが前提になっている。日本型直接支払

も、協定・計画を前提に共同活動組織や地域協議会

を経由して支払われる。あとは中山間地域の直接支

払や、環境保全型農業直接支援との連携が地域では

必要である。それから水田フル活用はビジョンの作

成が要件である。このように、どの補助金も地域プ

ランを立てることがポイントになっている。農地ご

とのプラン、水田フル活用のプラン、多面的機能の

プラン、これらは別々に作る必要はあるが、むしろ

地域全体で総合した農業農村振興計画を作って、そ

のうちの一つひとつがそれぞれのプランになるとい

い。田切農産や新潟ゆうきもその一つの事例である。 

新潟ゆうきは、佐藤さん個人の経営ではない。彼

個人の経営は大体 40ha。それに自分の集落と隣の集

落を加えると、80~100ha くらいある。それは彼が

説明したように、品目横断経営安定政策の時に地域

の人たちが補助金を貰えるようにしたということで

発足した。しかし、新潟ゆうきでは、肥培設計から

栽培技術全て統一し、作業工程ごとに全部チェック

している。その結果がコメの品質向上につながって

いる。この作業が遅れたからこれだけ品質が落ちた、

この品質なら売り先別ではこのランクである、とい

うところまで販売を基礎においている。さらに 6 次

産業化を新潟ゆうき全体でやっている。その中で、

今度の中間管理機構も位置づけている。 

新潟ゆうきは農地を集約したいと地主と話し合っ

ているが、簡単にはいかない。やはり全体での合意

形成をしなければならない。仮に 3.8 万円を貰うと、

地域全体で 1 億 500 万円～1 億 2000 万円になる。

これをどのように配分し、どのような振興に結びつ

けるかを地域全体で考える。この問題を考えないで

農地集積だけを考えると、今回の中間管理機構の金

は間違いなく地域社会のいがみ合いを起こす要因と

なる。これは同じ問題が JA 越後さんとう管内の旧

JA こしじ（地区）も、賃貸借で 5 割強いっており、

7 割くらいまではいくだろう。だが 8 割までもって

いくには、地域全体で振興計画などをつくらなけれ

ばならない。 

あとは残存小作地をどのように扱うか、そしてブ

ロックローテーションをどうするかという問題にま
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で直面している。旧 JA こしじ（地区）では、集落

は 8 割を超えている。先行させるのもよいが、ブロ

ックローテーションを廃止するのは難しい。それで

はこの地区全体の調和が崩れるという議論にまでな

っている。 

■兼業農家と高齢農家を地域につなぎ止める 

協議会の一本化とワンフロア化について、提言書

を作ったことがあった。例として調べたのは宮城県

加美市である。当時、担い手育成協議会と地域水田

農業推進協議会を統合し、一本化している。また、

宮城県登米市では農村戦略推進会議を作っている。  

多面的機能の問題では、たとえば、富山県の砺波

地区の法人は法面の草刈りや水の管理を地主等に再

委託している。サカタニ農産の奥村一則さんは、20

年前から「兼業農家と高齢者を農業から離してはダ

メだ、農業につなぎ止めておかなくてはならない」

とリンゴを産地化した。こうしたリンゴの収穫作業

や野菜の作業を地主に再委託や雇用することを地域

として行なわないと、サカタニ農産のような 200～

300ha の法人経営は成り立たない。法人の規模を拡

大しても、兼業農家と高齢者を農業から引き離して

はならない。このように、農地･水・環境保全対策で

は、地主や高齢者たちをどのようにして農業の場面、

地域につなぎ止めるかを考えるべき。これは日本型

直接支払の運営にもつながる。 

■地域の組織づくりとワンフロア化 

全中の田村さんは、中間管理機構は農協と市町村

がやると言ったが、はっきり言うと、中間管理機構

だけでなく人・農地プランも町だけではできないし、

農協だけでもできない問題である。これはもう一度、

地域の組織をフル活用するような形での組織づくり

が必要である。 

また、担い手の意見を反映させなくてはとても無

理だ。都南地区もそのようになっている。現実に

20~30ha 以上の層が地域の水田の 3 割を占め、とこ

ろによっては 6 割を超えている。これを無視した運

営などできるはずがない。そうすると、今の再生協

議会をもう少し強化した形で、協議会を中心に考え

ていくのも一つの方向である。役場と農協も、土地

改良区も含めて協力しあってすすめるのと同時に、

地域社会の現状を考えたら、地域の人たちや農家組

合も合わさった形での総合的なプランづくりをし、

推進のための助成金は地域振興に役立てることが必

要である。 

 

■過剰作付とコメ需要減 

今回，直接支払いの単価が 7,500 円になったこと

で、将来的には過剰作付が増えるだろう。特に、平

成 24 年産は人為的にコメの価格がつり上がった。

大手卸の話では、回転寿司はにぎりのコメを 5g 減

らし、弁当は 10%減らした。これで約 30 万トンの

コメ需要が減ったが、未だに戻らずそのままだ。新

潟ではまだ 23 年産が残っている。1 月までは新旧を

混ぜても大丈夫だが、それ以降は 23 年産の名前で

売らないといけない状況にある。 

また、担い手と法人の位置づけは明確にする。そ

の中で地域の単位をどうするか。集落でやるほうが

いいのか、市町村単位なのか、その中間単位なのか、

これは地域の実情に合わせてやっていくしかない。 

もう一つは、ワンフロア化して議論できる仕組み

を作っていくことを考えたほうがよいのではないか。

これから大きな農政改革をするとしたなら、地域の

組織がまとまってやっていくべきである。さらに大

きな助成金を扱うので協議会は法人化したほうがよ

い。そこまで視野に入れて考える。農協が全部囲い

込む時代は終わった。 

 

■おいしいコメばかりが需要ではない 

コメは確実に余っており、その売り先と売り方を

考える時代に来ている。これを考えないで農地の地

域ビジョンはありえない。現状は、インターネット

販売が伸び、生協の売上が落ちている。新しくコメ

の買い付け先が変わりつつある。 
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改めて言うと、コメの販売戦略は、地域農業戦略

とした構造政策を行ない、5 年後を見通した経営体

をきちんと考えることである。また、構造政策で多

様な経営体や地域住民との連携抜きで行なうと、必

ず地域に摩擦が起きる。その上で、地域の所得向上

を考えていく。 

ネット販売の増加で、農協を含めて、個人販売で

もネット販売の価格が 1 つの生産者直売の指標価格

になる。そうすると、自分のコメはこだわっている

から高い、というわけにはいかなくなる。そこで商

社や大手卸は、外食や量販店と提携を強めている。

昨年、神明という大手卸がかっぱ寿司と元気寿司を

合併してオーナーになった。時代が確実に変化して

いる。 

農地中間管理機構について、地区の範囲をどうす

るかという問題がある。助成金の受け皿をどうする

か。協議会では農協がやったり市町村がやったりし

ている。熊谷さんのところは法人で十分だが、佐藤

さんのところは新潟ゆうきではダメで、地域全体で

やらなければならない、これをどのように作るか。

旧 JA こしじ（地区）も昔の水田再生協議会に近い

ものがあるため受け皿になる。 

低価格帯のコメ需要が増えているが、恐らくこの

傾向はもう変わらない。これは産地でのコメづくり

と消費者とのミスマッチが生じている。産地はまだ

良食味で 5ｋｇ当たり 2,000 円以上の高いコメをタ

ーゲットにしている。2,000 円以上のコメというの

は、消費者の全体需要の 5 分の 1 にすぎない。外食、

中食を含めても 4 分の 1 前後の需要に、各産地は良

食味・おいしいコメばかり追いかけている。産地と

消費者の動向とは、完全にミスマッチしているので

ある。北海道のコメが成功したのは吉野家の牛丼等

の外食や中食の需要先を確保した上で新しい食味を

考えた点にある。そうすれば、もっと違うコメの作

り方があるはずだ。 

では、どのようにして地域全体で考えていくか。

水田、再生協議会や担い手、中･長期視点に立つ地域

振興を考えていく。水田フル活用や地域農業振興と

連動した受け皿づくり、使い道をしっかり考えてい

く必要がある。 

 

■政策転換と水田産地戦略（1） 

 後に、もう一度政策転換と水田の産地戦略につ

いて話す。従来型の水田経営やコメ作りから脱皮す

る。コメ過剰傾向はこれからも続くが、その中でど

のようにしてミスマッチをなくすか。今、ミスマッ

チの中でコメの需要があるのは加工用米である。し

かしこれは採算が合わないが、一番実需がある。加

工用米と結びつくと販路開拓につながる。佐藤さん

は加工用米をつくり、亀田製菓に提供している。亀

田製菓はせんべいだけじゃなく、コメの販売ルート

も持っているし、コメの輸出もしている。他にも現

在日本酒が海外でブームになっているが、酒米に主

食用米の販売にもつながる。 

■単協の直売が増えている 

農協以外は生産者の直売だが、現在は生産者の直

売はあまり増えていない。単協の直売が増えている。

単協の直売が増えているということは、農協が集め

たコメについては農協が自分で販売先を考える時代

に入っているということ。なんでも全農に任せる時

代ではなくなりつつあり、全農のみに任せた農協は

生産者の支持を受けないし、消費・流通の変化に対

応できない。農協共販の利用率が低いのは秋田であ

り、農協が集めたコメのうち、秋田は 50％が直売で

ある。新潟も共販率が 78％くらいだが、恐らく今年

から農協の直売が増える。いくつかの農協は、新し

いコメ販売課を作った。なぜかというと、23 年産が

残って、全農共販の価格が低下しているからである。 

また、価格追求型だけではダメで、安定取引や用

途別販路をきちんと確保することが必要だ。そのこ

とを前提に、地域水田ビジョンや、中間管理機構、

水田フル活用を積極的に活用していく。やはり米作

りだけでなく、6 次産業化などでコメの新たな需要

 

■農地中間管理機構を通じた地域農業戦略 
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開拓をしていかなければならない。 

次に、土地改良区を含めた地域資源や水田フル活

用でコメ依存から脱皮（園芸を含む）である。ここ

で重要なのは、農協と大規模農家との新たな連携づ

くりが必要だということである。今までの農協は、

全利用型事業方式だった。これを各事業別の連携方

式に変えていく。大規模の経営が、1 つでも農協を

利用することがまず始まりである。そのうちにいろ

いろと利用されるようになる。例えば、旧 JA こし

じ（地区）はサイロを 2 本借りているので手数料が

入る。また、サイロから出庫するときには、どこに

売ろうとも 1.6 万円分の出荷手数料をもらっている。

肥料・農薬については統一するということで、農協

と担い手が話し合い、農協を通じて肥料・農薬を入

れてもらっている。農協は 23 年産も 24 年産も売り

先に困っている、法人が売り先を一生懸命探してく

れているから、自分のコメをなんとか売ることがで

きる。24 年産は余っていると佐藤さんも言っていた。

彼も先週は 1 週間コメの販売で歩き回っていた。旧

JA こしじ（地区）も法人が一生懸命売ってくれてい

る。そういう時代にきた。 

農協の倉庫やパントリーの補修や建て直しは、農

協単独では無理となっている。法人の経営面積は、

地域全体の 2~3 割、ところによっては 5 割を占めて

いる。法人や大規模経営と農協との共同利用方式を

考えたほうがいい。補助金は農協が貰って、利用は

お互いに考える、そういう時代になった。 

 

■政策転換の水田産地戦略（2） 

基本的には販売を軸にすべきである。売り先が決

まらないのに作っているのはコメだけ。売り先が決

まってからコメづくりをするべき。また、全部コシ

ヒカリを作るのではなく、用途別に需要があるので、

売り先別に品種作付計画をつくるようにするべきだ。

コメが売れなければ園芸も考える、といった生産・

産地戦略も必要だ。富山のサカタニ農産では、地域

経営、所得確保という視点で、コメとともに園芸や

6 次産業化をも行なっている。また、以前の北海道

の農家は、麦・大豆を作ったほうが、所得が良かっ

た。かつて北海道で麦を植えていたというのは、奨

励金を植えていたようなものだったからである。今

は麦やその他作物の収量はとても多く、品質も良く

なった。それができたのは、キャベツ、ハクサイ、

タマネギ、ブロッコリー、アスパラ、こうした野菜

を北海道の水田地帯に入れて、麦とローテーション

できるようになったからである。また、野菜の販路

を確保するために、加工用をやることによっても変

わってきた。 

野菜についてもう一つ例を上げると、私が新潟の

稲作経営者会議の顧問として、「これから米価は 1～

1.2 万円になるのが普通。コメの売り上げが半分以

下に減っているのにしがみついているのはおかしい。

コメは斜陽もいいところだ」と 10 年間、口悪く言

ってきた。そこで新潟ゆうきの佐藤さんもいろいろ

動き出した。稲作経営者会議の会長だった関さんは、

魚沼コシヒカリで 40ha、コメ全体では 100ha あっ

た。魚沼コシヒカリは 2 万数千円から 3 万円で売っ

ていたのに、突如野菜を始めた。野菜がおもしろい

からと言っていた。今は地場の在来品種の野菜づく

りをしている。新規雇用者も入れて、若い人も元気

になった。ただし、契約栽培、加工用と売り先をき

ちんとおさえている。 

需要開拓やコメ新品種について。昔、イタリアの

リゾット米を白米から育苗して開発した日本人がい

た。リゾット米は高く売れる。また、大手卸の神明

は、吉野家の牛丼用のコメを扱っている。このよう

に、いくつか企業が新しい品種を探している。みん

な奨励品種を作っているが、新しいコメの品種の実

験圃場を作る必要がある。その中でこれとこれはい

い、こういう需要がある、と考えて計画するのだ。

熊谷さんの規模なら 10ha くらい、いろんなコメを

作ってみんなで考えることが必要だろう。 

また、教育需要の開拓を考える。農水省の方針は、

学校給食で使う米の 8 割を国産にすること。JA 鶴

岡市は、東京都北区の姉妹都市で、学校給食にコメ

を送り込んでいる。これは産地のチャンス。都市に
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は学校給食の需要があるのだから。 

もう一つは熊谷さんも言っていたが、生産者手取

りを 優先することである。まず売り先が決まると

値段が決まるが、そうしたら今度は、 低限生産者

の所得が上がるように、肥料や農薬や流通経費を含

めた仕組みづくりを農協のコメ事業として考える。

それから平等原則から公平原則への転換である。そ

して品目・販売先に応じた契約取引、共計、市場買

取といった多様な流通、弾力的な価格設定をする。

全農の共販も一つの売り先である。ただし、今は契

約あり、自分で売るもありと、いろいろな取引があ

る。安定取引を考えると、品目と販売先別に契約取

引を考えていく時代に入った。 

後に、多様な担い手と企業、農協、行政との多

面的連携から、水田農業の再編と産地づくりをする

時代に入った。企業をあえて入れたが、となんは製

麺会社、田切農産はお菓子の会社，新潟ゆうきは亀

田製菓や伊勢丹などと連携している。以上で私のコ

メントを終わりにする。 

 

 

司会（松岡）：いずれにしても、全中が方針で示している地域営農ビジョンが重要だ。ビジョンの中にいろいろなプラン

をパッケージとして組み込む。なおかつ、吉田先生が強調されていたように、用途別に考える。用途別だから、作り方も

生産技術も変わる。それをカントリーの 1 号サイロ、2 号サイロというようにまとめれば、トレサビリティができるし、

例えば 250 トンサイロだったら 50 町歩の土地利用のゾーニングを図るとか、そうしたストーリーとしての戦略も目に見

え、理解できる。わかりやすい言葉で説明するといった、理解しやすいビジョンづくりをすることに尽きるのではないか。 


