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解 題

八 木 宏 典

わが国の水田農業はいま大きな転機を迎えている。１つは農業構造面におけ

る転機である。わが国の水田を耕作する経営の数は、2005年の 174万経営から

2015年には 114万経営となり、このわずか 10年間で実に 60万経営が姿を消し

た。こうした激しい動きの背景には、これまで米生産の中心を担ってきた小規

模農家の高齢化が進み、また近年における米価の低落等もあって、農業からリ

タイアする農家が続出していること、また、地域によってはこの間に集落営農

等が数多く設立され、そうした地域集団に組織化される農家が増えていること

がある。

この結果、５ha未満の水田作経営が耕作する水田面積の割合は、2005 年の 7

4％から 2015年には 54％へと 20ポイントも低下した。こうした水田の多くは

10ha以上の規模の大きな経営体（集落営農等を含む）に集積されている。さら

に、小規模農家の高齢化はこれからも続くことが予測され、2025 年までの 10

年間に 50万経営が農業からリタイアするという試算もある。

２つ目は米政策面における転機である。周知のように、水田活用の戦略作物

として飼料用米などの作付けが推進される一方で、平成 30 年からは米の直接

支払い交付金（旧戸別所得補償）が打ち切られるとともに、生産調整の強制割

り当てが廃止される予定になっている。

新食糧法以降、最低を記録した平成 26 年産米価（11,967 円）からはやや回

復したようにも見えるが、平成 30 年産以降の米価はどのように動くのか、米

生産者の不安が高まっている。とくに麦・大豆や野菜などへの転換の難しい東

北、北陸など水稲単作地帯では、主食用米の需要量が毎年８万トンほど減少し

続けている中で、飼料用米などの生産を推進する水田活用の直接支払い交付金

がいつまで減額されずに続くのか、政策の変更はないのか、多くの生産者が不

安を抱えているのが実情である。

新潟ゆうき株式会社は、平成 13 年に集落の仲間 14 人で設立された任意組織

「岩船有機生産者協会」を前身に、平成 19年に株式会社に転換した米の生産、

集荷、販売、資材購入等を事業の中心として取り組む、いわゆる「米専門農協」
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的な特質を有する事業体である。自ら 38haの水田を直営し、施設園芸、土木請

負事業、農産物の加工・販売事業にも取り組んでいるが、主要な事業は統一規

格の米の集荷・販売である。現在、60 戸ほどの農家との契約によって、自社農

場も含めて 300haの面積の米を扱っている。事業推進の基本理念になっている

「いい米を作って、少しでも高く売る」という「販売に重点をおいた経営志向」

は、佐藤正志氏がかつて本田技研という農業外の企業に勤めていた経験が影響

している面もあるのではないかと推察される。

新潟ゆうき（株）の集荷する米は、「岩船産」の「特別栽培米」という地域

限定の良質米であることから、市場での優位性を確立している。とはいえ、米

の集荷・販売事業は、集荷代金の支払いとその販売代金の回収に大きな時間差

があり、この間に相当な運転資金を必要とする。そのため、消費者直売は１割

程度におさえ、９割の米を大型量販店や都内の有名デパートへ出荷・販売して

いる。しかし、こうした契約販売は、出来るだけ有利な価格条件でいかに早期

に販売契約を完了させるかが事業の鍵となる。

近年は米菓会社へ加工用米を出荷し、輸出用米を農機具メーカーへ販売委託

するなど、米の販路をさらに拡大しており、平成 27年産の実績は加工用米 250

トン、輸出用米 100 トンとなっている。両者とも転作にカウントされることか

ら、大豆生産から米に切り替えたものである。主食用米の国内市場が縮小する

中で、加工用米や新規需要米へと幅を広げたものであり、こうした事業の推進

のために、農機具メーカーや米菓会社と組んで、６次産業プロジェクトによる

100haの処理能力を持つライスセンターと低温倉庫を新たに建設している。

今回の講演会では、このような事業を展開する佐藤正志氏をお招きして、最

近の米事情と米政策に関わる様々な問題について、現場の視点をふまえたお話

をいただいた。その論点は、経営安定対策と戸別所得補償の問題、認定農業者

制度の問題、生産数量配分と対象農地のカウントのあり方、「人、農地プラン」

の作成をめぐる問題など、多岐にわたっている。十分な議論ができなかった面

もあるが、これからの米生産と米政策を考える上で、きわめて有益な話題提供

をしていただいた。
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司会（田家） 日本農業研究所は、毎年度、生産者、地域のマネージングで

先導的な役割を果たしている方や農業技術研究関係者の方を招き、講演会を開

催しています。講演内容は、解題をつけて、質疑応答を含めて、当研究所の学

術研究書である「農業研究」の別冊として、全国の研究機関に配付しています。

平成28年度第１回講演会として新潟ゆうき株式会社代表の佐藤正志氏に講演

頂き、また、当研究所研究員の八木先生に解題して頂きます。

１ 新潟ゆうきの概要

佐藤 私の会社のプロセスについては、詳しくは皆さんの手元に配布させて

頂いているレジメ（資料１）を見て頂くことにし、そんなに深くお話しはしま

せん。今日は、私が村上市の現場で抱えている問題をお話し、ぜひ皆さんから

色々な御意見を頂ければ有難いと考えています。

私は、平成19年に品目横断政策という制度が施行される前に、集落の仲間を

集めて、いわゆる任意の組織を作っておりました。ところが、品目横断という

制度が施行されるに当たり、残念ながら、そのメンバーの中で私ともう一人、

２人しか交付金の対象にならなかった。任意の組織でしたが集落で仲間として

やっていたのに、我々２人だけが、言い方は悪いですが、良い思いをし、他の

人が対象にならないのはちょっと問題だな、足並みが崩れるのではないかなと

いう懸念がございまして、品目横断政策が施行される前の年、「みんなで法人

を作りませんか」という問いかけをさせて頂きました。そうしたところ、任意

の組織で動いていたものですから、「おお、良いよ。やろうよ」と。そして、

集落営農ではなくて、有限会社でスタートさせて頂きたいということで、有限

会社新潟ゆうきという名前でスタートさせて頂きました。そして、同年６月に、

法律が改正になっておりましたので、株式会社に移行させて頂いたというのが

実態でございます。

そのときの私どもの会社のルールとしましては、全員が新潟ゆうきに利用権

設定をすることで、品目横断政策に会社として乗れる。もし、それぞれが自分

でまだ作りたいというのであれば、作って良いです、その代わり、事務は会社

でまとめてやりますと。ただ、言葉は簡単なのですが、その事務は非常に煩雑
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で大変でございました。

ちょっと脱線した話を最初からしてしまうのですが、個人経営のときは、個

人としては年間800万円ぐらいの利益をずっと上げていたのです。ところが、

法人化した途端に、会社は250万円ぐらいの赤字だったでしょうか。これは仕

方がないのかなと思って受けとめたのですが、個人のほうは450万円も赤字に

なってしまって、「えっ、おかしいな。こんなはずはないんだけどな」と思っ

たのですが、一応専門の事務の方がいましたので、その方にお願いしてやって

いました。そして、もちろん税理士も入っていたのです。

ところが、村上税務署がすっ飛んできまして、「見せて下さい」と。私的に

は何ら問題ないと思って、「どうぞ」と全部オープンにしました。ところが、

ふたを開けたらとんでもない。最終的には、法人は税理士が入っているから修

正するな、修正は個人でしろということで、1,200万円ほど追徴されたという

実態がございまして、非常につらかった。いや、これは大変だ、税務部分でも

月次決算をしなければ駄目という判断をさせて頂いて、それから今までずっと、

毎月毎月、経理事務所に月次決算をして頂きながら、キャッシュフローも含め

て数字を管理しているというのが今の私どもの実態でございます。ちょっと脱

線してしまいました。

おかげさまで、順調に利用集積が伸びていった。その中で、当然ながら、乾

燥調製も含めた様々な問題点、いわゆる投資の限界が来ていたのですが、そこ

がなかなかうまい具合にいかなかった。それが、おかげさまで、昨年の３月だ

ったでしょうか、ある農機具メーカーと連携して、６次産業のファンドを利用

させて頂きながら、施設を作らせて頂いたということで、今、その施設を中心

として動いているような状況です。

その農機具メーカーは、これも皆さん、既に御存じと思いますが、今、海外

に非常に積極的にお米の輸出をしています。昨年度は、私どもは約150トンの

お米の輸出をさせて頂きました。皆さん、データは既に御存じだと思いますが、

昨年度、新潟県内では、全国でナンバーワンに当たる輸出量を積み上げさせて

頂いた。そのうちの30％ぐらいが、我々のクボタを通じた連携でした。もう少

し積み上がっていくのかもしれません。
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２ 稲作経営に関わる政策課題

本題に入りますが、レジメでは「現場の視点からみた、稲作経営に関わる政

策課題」（６頁）です。レジメでは、

「当社の収益構造は、営業利益段階の赤字を営業外収益でカバーすることで

黒字を確保するものとなっている。営業外収益のほぼ全てが、各種政策措置に

よる農業補助金である。補助金給付によって、稲作経営が成り立っている。こ

れは、日本の稲作経営法人大半に該当する事実である。このため、日本の米生

産の維持には、所得補償政策は不可欠である。しかし、民主党政権時、全ての

農家を一律に扱う戸別所得補償政策には、様々な問題が内在していた。」と述

べています。この当時、私はちょうど全国の稲作の会長をしていた関係があっ

たものですから、実は、前にいらっしゃる天羽さんとか、色々な方々にお話を

させて頂きました。レジメに従って続けます。

「様々な工夫を凝らして規模拡大を遂げてきた法人経営者の視点からすると、

リスクをとる農業経営と片手間に農業に就農する兼業農家（恒常的な農外就業

の）を、一律に扱う政策には、正直なところ、違和感を覚える。例えば、当社

のような稲作経営法人は、従業員の年金関係などの社会保険料支払いの負担を

負っている。これに対し、会社員である兼業農家などは、勤務先での福利厚生

の補償を受けながら農業を兼務する。社会保険料の一つをとっても、その支払

い主体と受給者とに全く同一の所得補償措置を適用することは問題ではなかろ

うか。」このようなことも、当時、農林水産大臣、副大臣に話をさせて頂きま

した。続けます。「これは、経営のモラルハザードの問題でもある。戸別所得

補償政策は、米価変動の下落部分の全てを補填するとしていた。こうした措置

は、稲作経営者の経営意欲を高めることにはつながらない。自民党政権時の経

営安定対策のように、価格下落への補填には、生産者、我々も負担を負い、経

営のリスクの一部を担うことも必要である。」と書いています。このようなこ

とを我々は認識していたつもりでございました。でも、戸別所得補償という制

度が実行され、確かに、10a当たり15,000円というのは非常に効果があったと

私は思います。ただし、残念ながら、その年に米価が下落してしまいました。
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ところが、ちょうど15,000円がその穴埋めになったような関係で、生産現場は

全く問題なく過ごしてしまったのです。下落の補填という形で使われた。交付

されないと経営が成り立たなくなっている。これが当時の実態だったのだろう

と私どもは捉えているところです。続けます。ちょっと飛ばさせて頂いて、７

ページの中段のところですが、「この点で、現在の米政策が現場でいかに受け

とめられているか、その実態を正確に把握する必要性を痛感している。現在の

米に関する政策構想は現場と乖離しがちである。この点について、最後に２例

を指摘しておきたい。一つは、先に問題にした生産調整のあり方にも関係する。

当社のような法人が借地によって規模拡大する際に、借入農地には利用権を設

定するが、その借地の面積に応じて、生産調整の配分枠もついてくる。また、

生産調整としてカウントされる農地の場合、事実上の耕作放棄地も含まれてい

ることが多い。」と書いています。これは、地権者の段階で、既に林地等々、

地目は変わっているのです。ところが、地目上、田であれば、減反政策上は、

それも一応カウントという形をとるものですから、我々耕作者にとって、生産

調整のカウントする材料として、その使えない農地がついてくるということで

ありました。更に、続けます。

「しかし、当社の地域では、地権者との相対契約によらずに農地利用集積円

滑化事業を利用した場合、借受者は、生産調整による収益の減少を勘案しない

水稲生産を基準とした小作料を支払わなければならない。」と書いています。

これはどういうことを言っているのかと言いますと、農協が１回借り受けして、

我々に転貸してくれます。その際に、使えない農地まで、我々に利用権設定を

します。それはそれで、カウントするだけであれば問題ないのですが、実は、

そこには配分が乗っかっているという捉え方で、そこにも我々に対する小作料

の請求が発生してきます。今はなくなったのですが、以前は、そういう実態も

ございました。ここは私も指摘させて頂いたのですが、なかなか是正されなか

ったものですから、農家の方との契約期間10年が過ぎた段階で相対契約に切り

換えさせてもらって、使えない農地については削除させて頂きました。続けま

す。

「配分枠の付く借地の利用形態は、地域の立地などに応じて区々様々である。

このような地域ごとの農地利用の実態に通じないと、米関連施策を一律的に講
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じても、施策の運用は形骸化しかねないのである。

もう一つは、上記とも関係するが、現在、重点施策とされている「人・農地

プラン」についてである。地域での「人・農地プラン」の作成には、多分に机

上の計画の事が多い。何時まで経営を続けるか不明な高齢者が担い手に位置づ

けられ、そこに農地が集積されるプラン作成が日常化している。現場の実態に

基づかないプラン作成は、想定される農地集積者が数年も経ずに経営を続けら

れない事態を発生させる。」これも現実に起こりつつあります。

「そうなると、集積されたはずの農地が多数、借地に出され、引き受け手が

地域に存在しないことになる。現場の実態、地域の実情に十分配慮して、コメ

の関連施策を立案、実施しなければ、日本の稲作経営には展望が拓けないので

ある。2014年には、国よりの数量配分と、経営安定対策の直接支払い7,500円

の廃止が示された。このことによって、生産調整の協力に対する歯止めが利か

なくなる」、この辺は、先般、天羽部長とも意見交換をさせて頂いたところで

ございますが、続けますと、「生産現場でどのような現象が起こるか懸念して

いる所です。民主党政権時代に施行された「戸別所得補償」だが、施行年には、

米価が大きく下落した。幸い、戸別所得補償が穴埋めになり、現場は平穏だっ

たが、見逃してはならないのが、戸別所得補償制度が織り込まれた米価水準に

なった事を強調したい、その後自民党が政権交代をし戸別所得補償はバラまき

であることを指摘し、2014年度、半減し、2018年度廃止することを決定した、

私からしてみると、制度政策を政治の道具として使ってほしくない事を強く言

いたい。」このことは、2013年の自民党の農林部会でも発言させていただきま

した。そして、「私は村上市で、「人・農地プラン検討委員」と「農業再生協

議会」の幹事と言う立場で議論に参加しているので、そこでの課題を報告した

い。」と書いています。先ほどの話とダブる部分もあるのですが、その辺は御

容赦いただければと思います。レジメの「１生産数量に対する課題」です。国

から県はポジ配分です。県から市町村に対してもポジ配分ですが、市町村では、

受けたポジをネガと併用しております。これは村上市だけではなく、ほかの市

町村も多分、このように配分しているのだろうと想像します。そして、基準単

収を併せて配分していることで、耕作台帳上では、既に所有者のときから地目

が田であれば、耕作が行われていない、これは、私からしてみると、使えない
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農地と表現していますが、使えない農地（林地、雑種地、耕作放棄地）が記載

されている。しかし、耕作台帳面積を基本に、生産調整比率（ネガ）を計算し

ていることで、今でも使えない農地が台帳から消えない状況であります。

国、県の指導上、ポジ、ネガの併用は認められていますが、実態とは乖離し

た農地台帳を維持することに大きな疑問を感じています。2013年５月、先ほど

も言いましたが、自民党農林部会で、実態に即した農地台帳の整備の提言をさ

せて頂きました。今後、様々な制度政策を実行する段階で基本となる農地面積

については、私は重要と考えます。市町村行政に大きな負担がかかると思いま

すが、適切な方向を示すことが必要と思われます。

そして、現在のように低米価の状況が続くと、経営安定対策の直接支払い、

7,500円の廃止は、我々新潟のように、土地の借受けの地代が高い地域は非常

に問題を抱えることになるのではないか。今まで、地代、賦課金の支払いに対

して7,500円が有効だったが、廃止となれば、地代、賦課金の引下げを促して

いかないと、経営が成り立たなくなることが懸念されます。

実は、ここに（８頁下から３行目）土地改良区と書いてありますが、昨年の

12月に日本農業法学会でも報告させていただきました。私どもの土地改良区は、

10a当たりの賦課金が約六千数百円、そして、当時の借入する地代が24,000円

だったのです。そうしますと、約３万円の地代が発生してきます。ところが、

標準小作料が廃止された後、ずっと改正されなくて、その地代が高止まりして

いたというのが実態でございました。

そんな中で、我々も、7,500円がなくなることで、経営が継続できなくなる

ことに懸念を抱きまして、地域協議会の中で、何とかしなければいかんという

ことで検討委員会を立ち上げさせて頂き、議論を重ね、27年産にぎりぎりに間

に合ったでしょうか、小作料を24,500円から18,000円まで下げさせて頂きまし

た。滑り込みでセーフだったというのが昨年の実態でした。

皆さんのお手元に、私どもの経営の中身、「平成28年（産）水稲生産実施計

画及び経営安定対策の交付金に係る営農計画書」（資料２）が配られておりま

す。これは私どもの生の数字でございまして、水田経営面積に対して、林地な

ど使えない農地がどれだけあるかというのを見て頂こうと思ってお持ちしまし

た。途中の頁ははしょってありますが、２頁、３頁と見て頂ければ、林地が随
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分出てきます。

そして、最近になって、また一つ問題を抱え始めました。と言いますのは、

私ども、メーンは田んぼなのですが、その他野菜、いちじくとか書いてありま

す。これは、実は畑なのです。台帳上は水田であって、生産調整のカウントを

しているがゆえに、ここに載っかってきて、私どもの転作扱いとしてカウント

しています。

当時、我々と地権者とで利用権設定のお話をするときには、「地権者の方々、

済みません。その畑は面積が小さいものですから、我々はとても耕作できませ

ん。ぜひ皆さんが自から自家野菜を作って下さい」ということの合意の中で、

利用権は我々に設定しているのですが、実際には地権者の方が自家野菜を生産

していた。

ところが、最近、その生産者の方が高齢化してきたら、自家野菜の生産も大

変になってきて、我々に、この小さい面積をバラバラと、「おまえに利用権が

あるのだから、耕作してくれ」と言われてもなかなか難しいのです。そういう

お話をしましたら、「じゃ、だめなのだったら、ほかに貸すよ」ということで、

ここも問題なのですが、利用権は我々に貸し付けて、そして生産調整のカウン

トをしておきながら、現実は第三者が耕作している。こんなことも現場では発

生してきまして、これも問題かなと。

いずれにしましても、現場の方までポジが徹底されて行われれば、こういう

問題も解消されるのですが、ポジ、ネガを併用することで、農地が第三者に転

貸されている。我々自らが転貸するのは、法律上はできないはずです。ところ

が、地権者が相対で進んでしまう。我々も「やめてください」と言うわけには

いかないのです。だから、これも現場の中で起こりつつある困った問題だなと

捉えているところでございます。いずれにしましても、使える農地、使えない

農地の判断をして頂かないと困るという問題を、今、我々は抱え始めていると

ころです。

もう一つの資料（資料３）は、私ども村上市の地域再生協議会の資料で、第

２号議案と書いてありますが、実は私は幹事なものですから、こういう資料を

頂きながら、様々な議論をしています。ここを見て頂くと、ネガ、ポジの村上

市の実態が見えてくると思うのです。需要実績本体＋品質の状況、数量配分率
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の算定ということで、品質の状況については、新潟県は、市町村によって、１

等米比率が高いところには、主食用の配分を優位にするということで制度の仕

組みをしているところでございます。

特に皆さんに見て頂きたいのは、⑭の数量配分率で、これがネガの部分です。

ここで、全体の面積をベースにして計算して、実行しているものですから、ど

うしてもこういう表記にならざるを得ない。私的には、ここをどうやったら改

善できるのか。

実は今年の春、村上市のこの会議の中で、市から私どもにいただいた数量配

分をベースにして、私の経営の中で、この台帳に載っかっていました使えない

農地を外して、使える農地だけで配分してみて、実際にどんな問題が起こるか

やってみたいというお話をさせて頂いて、市も協力してくれるという当時のお

約束だったのですが、途中から、やはり駄目ですということで方向が変わって

しまいました。ただ、いずれにしても、これをずっと続けていくことで、何回

も言いますが、使えない農地、台帳をずっと引きずることの問題は非常に大き

いのではないかと私は思っているのです。

日本の農村は、こういう背景が非常に多いと思うのです。だから、これをい

きなり削除することは大きな問題だと思います。これは、地域の実態に合わせ

て議論を様々重ねながら、方向性を示していく必要があるのではないか。私は

自民党の農林部会でも申し上げたのですが、上から目線で外すことはおやめ頂

きたい、使えない農地でも、様々な災害や鳥獣被害など、色々な問題を抱える

に当たって、必要な農地もあるはずです。そういうところは、地域の実態に合

わせた対応が必要なのではないでしょうか。使えないから、いきなり外すとい

うのは少し問題かもしれないというお話をさせて頂きました。

頁数（資料３）で言えば、２頁、５頁が次に載っていまして、私どもが新潟

ゆうきとしての方針作成という立場で、数量が入っているところに我々の参加

農家がいる。これが我々の現状の状況でございます。

先ほど輸出のお話をしましたが、昨年度、150トンを輸出させて頂きました。

ただ、残念ながら、新潟県内では順調に集まっているのですが、売れ足が余り

芳しくないという話をつかんでおります。それで、我々新潟ゆうきとしては、

昨年、加工用米が約100トン、輸出用米が150トンだったのですが、今年は、加
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工用米の取組みを少し強めさせて頂いて、約250トンぐらいでしょうか。輸出

用米については、約100トンといった取組みを実行させて頂こうという計画を

今進めています。

こんなところが、私から提案できる現場のお話でございます。

実はレジメ（資料１）は、以前、農協でお話をさせて頂いた資料と同じもの

を一部使わせて頂いています。３頁のところを見て頂くと、我々の現行のスタ

ッフの状況でございます。我々新潟は雪国で、一番の課題は、冬期間の社員の

雇用の問題なのです。昨年までは、除雪、高速道路、県道・市道、この３チー

ムで動いておりました。ところが、今年度から、動いて頂いた方に農の雇用と

いう制度を使わせて頂きました。ところが、その制度に乗っかることで、除雪

の仕事には就けなくなってしまいました。農の雇用の中で、これも使いづらい

部分があるので、困ったなと思っています。ただ、できるかどうか、まだ確認

はしていないのですが、除雪の期間だけ、農の雇用の補助金から除外させて貰

うことができるのであれば、むしろその方が有難いかなと考えています。

もう一つ、大きな問題として、規模拡大がどんどん進んでいったときに、先

ほど言いました「人・農地プラン」の中に、70過ぎた方もリストとしては入っ

ています。その方に、担い手、息子さんがいらっしゃって、経営継承ができる

のであれば全く問題ございません。ところが、残念ながら、そうではない方も

リストに載っている実態も多く見受けられます。そういう方々は今後どうする

のか、そこが我々も大きな懸念なのです。農地の規模拡大がどんどん進んでい

って、その方が経営継承できなくなったとき、受け皿として、しっかりとした

法人なり担い手がそこにいれば問題ないのです。いないときに、その農地をど

うするのか。

そして、我々もそうなのですが、今持っている人、機械については、買い足

しや雇用をすれば、ある程度は回避できるかも知れません。ところが、施設に

ついては、やはり規模があります。今、例えば50haという規模があって、60ha

を目指そう、70haを目指そう。70haになった。それぐらいのレベルであれば、

そんなに大きな問題ではないと私は思うのです。ところが、70haの方が倍の14

0haを目指そうとしたときに、翌年、翌々年にその面積がすぐ利用集積できれ

ば、それもそんなに問題ではないと思うのですが、時間がかかった場合、当然
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ながら過剰投資になるわけです。その間の経営は相当厳しいと私は考えている

のです。今の経営環境の中で、そういう思い切ったことのできる経営者はいる

のかなという疑問を私は持っております。現実に、私どもの地域でも、集落の

中に施設があって、汚い、音がうるさい、何とかならないかと言われている法

人もいらっしゃいますが、その方は、出たいのだけれども、なかなか厳しい。

10年、５年というスキームが計算できない、なかなか判断できないということ

で躊躇されております。

いずれにしましても、土地利用型農業、いわゆる稲作農業の場合は、今、経

営が非常に厳しい状況でございます。そんな中で展開していく中で、農地は順

調に集まっていくかもしれません。ただ、その経営によって、できる限界は違

うということを皆さんに御理解いただかなければいけないと思います。

もう一つ、つけ加えて言うならば、新潟みたいな地代が高いところ、米が高

いところは、高くて当たり前という概念を地権者も多く持っているのです。実

は、それも問題なのです。

同じ話を何回もしているので、お聞きになった人もいるかもしれませんが、

私が日本農業法人協会の会長をしているときに、岐阜県のある農業法人のとこ

ろに行きました。400haぐらい経営している方です。「あんたのところ、地代

は幾ら？」「5,000円だよ」。当時、戸別所得補償という制度があって、15,000

円を頂いていた時代です。「俺のところは、15,000円もらえば、地権者に5,00

0円渡せば、１万円は懐に入るよ。農産物の売り上げは丸々だよ」と。我々は

当時、地代と土地改良費を入れると３万円でしたから、15,000円をもらっても、

15,000円を足して払わないといけない。でも、地域の地権者にしてみれば、高

いのだから、それが当たり前。我々は情報を持っていますから、大体状況を知

っているのですが、地権者の方々は他の情報を全く持っていませんから、周り

がそうだったら良いのではないかと。

実は昨年、ちょっとおかしな現象が起きたのですが、私どもの地域でも地代

が上がったのです。「えっ」と驚いて聞いたのですが、兼業農家さんが少しで

も借りたいという意欲を出されて、「うちは少し高く借りるから、貸して下さ

いよ」ということで相対契約に走ってしまいましたら、そこだけ地代が上がっ

てしまったのです。これもどうしようもない話なのですね。
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だから、今、地域では様々な現象が起きているのですが、ただ、一つ言える

ことは、経営環境を見ると、決して良い方向ではない。ましてや、30年に直接

支払いの7,500円がなくなることで、多分、相当大きなショックを受けると思

うのです。皆さん、そのことを想定されているのか。ここが非常に大きな疑問

でございます。

手前味噌な言い方をさせて頂くと、先ほど言いました農機具メーカーさんと

連携して、国のファンドを使わせてもらって、約１億円というファンドを使い

ながら施設を作らせて頂きました。そこは別会社として運営しています。もち

ろん、利用料金は発生しますが、新潟ゆうきとしましては、20万円の出資金で

１億円の施設が使える。これは我々、非常に大きなメリットとして捉えていま

す。別会社を構成しているのは、２法人に４農家で、合わせると120haぐらい

ございます。ですから、それが緩やかにまとまっていければ、また新しい動き

ができるのかなと感じています。

私どもの現況のお話を縷々させて頂きまして、レジメにつきましては、余り

詳しく話をしませんでした。レジメを通して、さまざまな御意見を頂ければと

思いますし、先ほど言いました配分につきましても、何か良い案がありました

ら、ぜひ教えて下さい。私ども、これを持ち帰って、市内の中で提案をしてい

きたいと考えております。

これも手前味噌の話をさせて頂きますと、御存じの人もいらっしゃると思う

のですが、私どもの仲間で、神林カントリー農園という法人がございます。そ

この代表取締役の忠さんという方も仲間なのですが、実は９月１日で副市長に

就任します。農業系から副市長に就任するのは過去にないことなのです。私に

してみると、非常に話しやすい方が副市長になるので、今後、いろいろな議論

の場の期待ができそうだと考えておるところでございます。

ぜひ皆さんにもお力添えを頂きながら、様々な問題を、遅くとも30年までに

は打開したいと考えておるところでございます。簡単ではないことは十分承知

して、こんなお話をしているのですが、ぜひ皆さんに様々な御指導を頂ければ、

今日、ここに来た甲斐があると私は考えております。私のお話は少し早目に終

わってしまいましたが、これで私の話を一応終わらせて頂きます。

司会 質疑に入る前に、ちょっと補足して、お考えを示していただきたい点
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がございます。

行政によって、30年産から生産数量目標の配分を廃止するという方針が決定

されておりまして、同時に、直接支払いの7,500円も廃止することになってお

ります。7,500円の廃止に伴うインパクトというか、お話がございましたが、

行政による目標配分の廃止について、今後、県段階、市町村段階、農家の段階、

いろいろとあろうかと思いますが、数多くの生産者を束ねて、お米の生産・販

売に取り組んでおられる佐藤さんとして、今後、基本的に物事をどのように考

えていかれるのかというのを御示唆頂ければと思います。

佐藤 私どもが重要と考えるのは、やはり契約なのですね。実は今回もそう

なのですが、私は、東京に来ると、必ずお客さんのところに顔を出しながら、

契約を安定させるということに努めております。そして、今日は、皆さんに資

料は届いていないのですが、輸出であれ、加工用であれ、主食であれ、ほとん

ど契約なのです。そして、契約料が積み上がっていくことで、生産現場に打診

しながら、「こういうお話があるのですが、いかがですか」というお話を進め

ながら、囲い込みをしていっているというのが我々の取組みでございます。で

すから、私どもの経営の中では、遅くとも７月末になれば、当年度、28年度に

生産するお米につきましては、ほぼ100％契約がとれるような状況でございま

す。

天羽部長がいる前で申し訳ないのですが、飼料米の部分の補助金が余りにも

手厚過ぎることに対して、非常に怖い思いを持っているのです。と言いますの

は、先ほど言いました戸別所得補償が半減され、30年にはゼロになる。補助金

頼りで物事をしていると、なくなったときが非常に怖いのです。輸出用であれ

ば、補助金はゼロである。輸出用のパイプを今からしっかり作っておくことで、

補助金が減額される心配がないわけです。

ただ、加工用の先々はまだわかりません。加工用もそれなりに補助金は頂い

ているところでございますが、そこがどんな状況になるのかというのは、我々

が読めないところでございます。いずれにしましても、飼料米より補助金が少

ないので、少し安心しているというのが、今の私の本当の胸のうちというので

しょうか。このまま補助金がついて施行されていってくれれば有難いのですが、

なかなかそうはいかないだろうなと懸念しているところです。
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質 疑 応 答

(1) 八木宏典氏の質問

八木 佐藤さんのこれまでの大変先進的な生産・販売の取り組みと、その事

業が今直面している現場における政策的な課題について、いろいろ教えていた

だきまして、大変勉強になりました。ありがとうございました。

私からは、これからの質疑に資することを前提として、資料の内容やただい

まのお話の内容について追加の御説明いただくために、いくつかの点について

質問させていただきます。

１点目は、第２号議案と書いてあります地域再生協議会の資料の２ページの

ところに、方針作成者ということで、最初、農協が載っていますが、５番目か

ら９番目までのところは、株式会社の新潟農商、横山商店、新潟ゆうき、株式

会社壱成、有限会社関東屋とあります。新潟ゆうきさんは、今日、お話しいた

だきましたのでわかりますが、その他の方々はどのような事業形態の方なのか、

追加で御説明いただきたいと思います。

あわせて、佐藤さんのところの新潟ゆうきさんは、第二農協的な役割という

ことが、レジュメの４ページにも書いてございますが、いわゆる農協的な事業

をおやりになっているわけですね。しかし法制度上は、同じ地域の第二農協は

認められていないわけですが、農協みたいな組合形態で事業を進めるのと、株

式会社形態で事業を進めるのと、メリット、デメリットがあると思うのですが、

佐藤さんとしてはどっちがいいのか。ほかの国では、法改正をして、必ずしも

地域１農協ということではないところもあるわけですが、株式会社のような事

業体がいいのか、その辺について、先ほどの協議会の資料とあわせて御説明い

ただきたいというのが１点目です。

２点目は、レジュメでいうと６ページになりますが、加工用米と輸出米で、

特に加工用米については、250万トンというかなり大きな数字に積み上がって

きております。佐藤さんのところはもともと岩船産コシヒカリの特栽米という

ことで、農協の仮渡金よりは高い値段で買い取って販売するという事業形態で
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あったと思うのですが、加工用米や輸出用米に関しては、若干の補助金がある

とはいえ、低価格志向ということになろうかと思うのです。その場合、お米の

コスト問題や規模の問題などがどうしても出てくることになるのではないかと

思います。そのため、産地直売で物すごく有利に売るお米、非常に低価格で売

るお米、そして契約で業務用米として売るお米、いろいろな種類のお米を販売

されていると思うのですが、それの加重平均といいますか、それが佐藤さんの

ところの利益につながっていくわけですね。そういう組み合わせを考えたとき

に、将来、一体どういうお米の組み合わせを考えておられるのか、そのあたり

を教えていただきたいと思います。

とりあえず、この２点をお願いします。

佐藤 まず、１点目の方針作成者の実態はどうかという御質問でございます

が、６番目の横山商店さんは、主食集荷組合参加の業者でございます。５番目

の新潟農商は、実は我々とも連携している農機具メーカーの米集荷会社でござ

います。６番目の横山商店さんは、主食集荷組合のメンバーの中で、昔から地

域でずっと集荷業をやってらっしゃった方でございます。壱成さんなどは、他

の地域、新潟市から岩船産の地域の中に入り込んで集荷をしている。では、こ

の方々は何でそうなのだろうというと、岩船産の中でも、生産調整に協力して

いない者が数名いらっしゃいます。その方を対象としております。そんな関係

があって、面積的にはそんなに多くはないと思います。

これもちょっと脱線した話なのですが、私どもは一昨年までは、両農協の次

に参加農家が多かったのです。ところが、農協さんも生き残りをかけられたの

だろうと思いますが、今、我々の参加農家をどんどん農協に引き込んでいるよ

うな状況です。これは、我々、無理をする必要はありませんので、それで良い

のであれば、そのまま頑張ってもらって構いません。我々は、我々の方向性に

賛同して頂く方さえ残って頂ければ良いと考えています。

このリストには載っていない法人、大規模経営者に、我々にお米を多く出荷

して頂いているというのが実情でございます。それから…

八木 組合と株式会社とどっちがいいのか。第二農協と書いてあるものです

から。

佐藤 そこは過ぎた話で、余りしたくないのですが、最初は集落営農だった
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ものですから、農協を作りたいと手を挙げさせてもらったのです。そしたら県

から止めてくれと。今、合併をどんどん進めている中で、農協はまずいという

ことで、有限会社を選ばせて頂きました。農事組合法人も悪くはなかったので

すが、私は立場上、全国の農事組合法人を多く見させて頂きました。そのとき

に、農事組合法人のメリット・デメリットを私なりに見させて頂いて、やはり

有限会社、株式会社の方が良いと。いわゆる平等の権利を主張されたときに、

会社の方向性を決める相談になるとなかなか難しい。私が責任をとるので、ぜ

ひ有限会社として進ませてほしいということを集落の皆さんにお願いして、有

限会社という形でスタートさせて頂きました。

先ほどの農協の話云々なのですが、これも過ぎた話で、余り表には出したく

ない話なのですが、実は私どもの地域は、農協が非常に大きなカントリーエレ

ベーターを持っているのです。私の旧村、神林村の主食の100％稼働のカント

リーエレベーターなのです。余りにも大き過ぎたために、残念ながら利用率が

低いのです。実は、それが課題で、我々がどんどん規模拡大をしていったとき

に、施設を作りたい、乾燥調製施設の機械を入れたいと。実は、補助金、制度

資金がいまだかつて使えないのです。こういう課題があったのです。ですから、

私はそこにもチャレンジをしたかったのです。そういう意味で、農協という組

織を立ち上げながら、我々の参加の農家のための方向性を示したいということ

を当時考えていたのです。ただ、それは様々な課題があって、無理だというこ

とを知らされましたので諦めました。

それから、加工用米のほうは、もともとライスセンターに起因することなの

ですが、農林水産省のある方と話をしていたときに、「佐藤さん、ライスセン

ターを希望するのであれば、あなたの地域では主食用では無理だから、主食用

以外で考えられませんか」という提案を頂いたのです。そのときに私は、既に

契約先であった一部上場会社の米菓会社と農業法人を作ることを計画しまし

た。これは米菓会社からの意向で、「ぜひ農業法人を作りたいので、一緒に取

り組んでくれませんか」という依頼がありまして、取り組んで、様々な議論を

重ねておりました。我々が議論していることが農機具メーカーに聞こえたらし

くて、仲間に入れてくれということで、農機具メーカーもそこに入って、私ど

もと米菓メーカーと農機具会社で農業法人を作る計画を議論しておりました。
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ところが、米菓会社の我々の窓口になっているところが新規事業部という部署

だったのですが、２年ぐらい議論しても話がなかなか進まないのです。ただ、

社長から呼ばれて、「佐藤さん、あなたにお願いしたことだから、前向きに考

えるから、よろしく頼むね」と言われていましたので、私もそのつもりで動い

ていたのです。ところが、話が進まない。どうしてだろうなと私も疑問に思っ

ていました。

ところが、その新規事業部ではない部署、加工用米の取引窓口の部長が来て、

「佐藤さん、あのお話はどうなっています？」と私に聞いたものですから、「こ

っちが聞きたいですよ。どうなっているんです？ 話が全然進まないんです」

と言ったら、「いや、佐藤さん、あの部署ではちょっと厳しいかもしれんよ」

と。と言いますのは、新しい会社とのＭ＆Ａ、新規事業の開拓、新規商品の開

拓・開発、いろいろなことに取り組んでいるのがその新規事業部なのです。そ

この会社そのものは、経営的には全く問題ないのですが、その部門だけは部門

採算性がよくなかった。そんなことを別の部署の部長から知らされて、「無理

かもよ。多分、役員決裁おりないかもね」と聞かされたときには、「ああ、そ

うなんだ」ということで、その話を農機具メーカーにしたら、農機具メーカー

は輸出がどんどん順調に進んでしまっているわけで、「いや、困るよ。当てに

していたのに困るよ」ということになってしまいまして、私が言い出しっぺな

ので、三者でお話をさせて頂いてて、一回白紙に戻そうという決断をさせて頂

きました。白紙に戻した中で、改めて、農機具メーカーと連携した６次産業の

ファンドという事業展開をさせて頂いたというのが実態でございます。

その米菓メーカーさんは、我々も加工用米で連携しているところでございま

す。ですから、今のライスセンターも、輸出用米、加工用米、２本の柱には変

わりありませんので、その展開については、今までどおり進めていこうという

ことで私ども認識しておりますし、先ほども言いましたように、我々生産現場

では、経営規模がどんどん大きくなっております。そうしますと、コシヒカリ

だけで進もうとすると、施設、機械、人がどうしても偏ってしまうのです。こ

れは必然なのですね。

私どもは、コシヒカリを作付けすると、我々の地域ですと、９月20日前後か

ら稲刈りに入ります。岩船ですから、山形に近い北のほうなのです。ところが、
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米菓メーカーさんの加工用米をやりますと、極早生は、我々のエリアの中では、

８月７、８日ぐらいから稲刈りに入れます。非常にメリットなのです。同じ機

械で、同じ施設で面積をぐんと増やせるのです。

そして、今年は、輸出の関係があって、全国システム化研究会との連携で、

多収穫品種の試験生産に入っています。これはコシヒカリより遅い品種です。

そうしますと、極早生の加工用米、主食のコシヒカリ、その間に、「こしいぶ

き」という、ちょっと安い部分の主食が入ってきます。あと、コシヒカリが終

わった後の多収穫品種で、今年は、「いただき」という品種を試験栽培してお

ります。これは輸出用の試験でございますので、少しでも安くできないかとい

うので、直播という技術。あと、移植したとき、どれだけ収量の差が出るか。

今、現場では、この２つの試験を実施しております。昨日、生育調査を行った

ところでございますが、まあまあ順調に進んでおります。

「いただき」という品種につきましては、１俵８千円位で売りたい。８千円

で採算をとりたいという考えです。今、目標を13俵ぐらいに設定しています。

ただ、初年度なので、無理かなとは思っていますが、色々な方の支援を頂きな

がら、13俵に向かって、今、試験をしておるところでございます。

いずれにしましても、客観的に見れば、高い主食で良いのではないかという

お考えも確かにあるのですが、我々生産現場の実情を見ると、先ほど言いまし

たように、機械や施設、人を考えると、どうしても、さっきの分散を主体に考

えないといけないのです。それを我々の中で実践しているというのが今の我々

の取り組みでございます。

先ほどの極早生は、「ゆきみのり」という品種なのですが、米菓メーカーと

259トンの契約をしているところでございます。これを、私どもだけではなく

て、さまざまな法人を巻き込んで、今、展開しています。

そして、私どもは、米菓メーカーさんと連携して、中央農研さんと許諾契約

をしながら、種もみ生産もやっています。種もみも、その米菓メーカーさんに、

60キロ換算で8,000円でお渡ししています。非常に安いです。それをベースに

して、今度、米菓メーカーさんがつくる農家さんに無償で種もみ配付をするの

です。ですから、生産現場では、そのメリットが重なると、結構主食に近いお

米がとれるのではないか。わずかな金を重ねていくと、そこそこのお金になる
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のです。我々は、そんなことを情報共有させていただきながら、参加農家と一

緒に取り組んでいるのが現状でございます。

八木 それでは、３点目なのですが、資料の７ページになります。今のお話

に関連すると思いますし、田家理事長の質問ともかかわると思うのですが、７

ページの３分の１ぐらいのところに生産調整に関する文章が入っていまして、

「米生産の自由を保障したうえで、流通段階で用途に応じて米の仕切りをする

方策は考えられないだろうか。米の用途が多様化するなかで、弾力的な経営対

応を稲作経営者がしうるように政策を再編する必要がある。」とお書きになっ

ていらっしゃいます。これは多分、30年問題なども絡めていて、先ほどの佐藤

さんの事前契約といいますか、契約の話も関連しているのだろうと思いますが、

ここの文章について、もう少し詳しく佐藤さんが日頃お考えになっていること

について、御説明いただけますでしょうか。

佐藤 今の御質問は、2013年に自民党の農林部会で発言させてもらったこと

にダブるのですが、当時は、加工用米が不足した時代だったのです。ところが、

実は余っている米もありました。そんな中で、主食用以外は仕切りが非常にき

つく入っていて、横流れできないようになっていたのです。問題だなと思って

発言させてもらいましたが、昨年、我々のエリアで、問題がもっと大きくなる

ような状況が発生しました。

と言いますのは、昨年、我々のエリア、新潟県の阿賀野市というところなの

ですが、台風の被害を受けて、規格外のお米しかとれなかった。収量も非常に

減収した。最初から主食用で作った米が規格外。ところが、他の地域に行けば、

飼料米で作っても、選別によっては１等米になれるような地域。私なりには、

これも非常に矛盾を感じているところなのです。この辺は何か工夫できないの

か。もっとざっくばらんな言い方をしますと、市場流通の中に出ていった中で、

このお米は見るからに品質が悪いよ、これは飼料米にしかならんね、これは何

とか選別すれば加工用米ぐらいになれるかなという流通段階での仕切りができ

ないものかなというのが私の素朴な考えなのです。こんな夢みたいなことがで

きれば、流通が非常に良くなるのでないかと思っているところでございます。

八木 ４点目は、資料の８ページにある耕作台帳の話についてです。いただ

いた水稲生産実施計画書の２ページのところの、イチジクは畑だというところ
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や、また、３ページのところの林地について、実際には地代の支払いとかがあ

るのでしょうか。この台帳では転作対応の中に含まれていますが、地権者との

お金のやりとりはどういう形になっているのでしょうか、もう少し具体的にお

話しいただきたいと思います。

佐藤 これも、お話の中で、農用地利用改善団体、農協さんからの転貸につ

いては、配分が付いているという認識があって、少なからず10年は小作料をお

支払いしました。

ただ、今、この台帳に載っている状況の中では、これはカウントだけという

ことでありますので、地代は発生しておりません。

畑地についても、当初、地権者が自家野菜を作ることを前提にしていました

ので、地代は発生しません。

ただし、一部、我々が借り受けて、畑地として利用する場合、10a当たり5,0

00円の単価でお支払いするというところもございます。

(2) 藤野信之氏の質問

藤野 農林中金総研の藤野と申します。現場の大変詳しい、かつ興味深いお

話、有難うございました。

基礎的なことで、少しお話をお伺いできればと思うのですが、まず、生産基

盤技術のところで、圃場は１枚当たり何アールぐらいの大きさであるのか、そ

の基盤整備の状況などです。

販売のところで、レジメに、大手量販店、有名デパートその他書いてあった

のですが、差し支えなければ、それぞれの60kg玄米当たりの販売単価を教えて

頂ければ有難いと思います。

経営効率の面ですが、38haが御自身でやってらっしゃる部分になるかと思う

のですが、10a当たりの収穫までのおおよその労働時間はどのくらいなのかと

いうことです。物財費と支払い地代が賄える経営限界米価と言いますか、御自

身でやっている38haの部分ですが、玄米60kg当たり、どのくらいでいらっしゃ

るのか。

御自身でやってる部分と、もう集落営農ではいらっしゃらないので、事業分

量配当はないのだろうと思うのですが、その辺の仕組みがよくわからなかった
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ものですから、生産者の方とは、７％の手数料だけのつき合いという理解でい

いのか。それから、もし何か事業分量配当みたいなものがあれば、今、それが

幾らで、最低どのくらいのものを目指してらっしゃるか。

御自身でやってらっしゃる38haの部分で、年間最低期待所得は法人全体でお

幾らぐらいか、あるいは従業員１人当たりでお幾らぐらいかということでも結

構なのですが、その点について、可能な範囲で教えて頂ければと思います。

佐藤 大手量販店という話につきましては、残念ながら、我々が直接納品を

しているところはございませんで、ほぼ東京の大手卸さん経由の玄米納入。そ

して、そこでの精米をして納入している部分とか、デパートさんについては、

そこに入っているお米屋さんに棚を管理してもらっている。これはなぜかとい

うと、最初は直接の話もなくはなかったのですが、デパートさんから、精米を

して、２週間したら棚を入れ換えてくれという依頼があったときに、我々、２

週間に１回、東京に来るのは無理だという考えがありまして、これは米屋さん

にお任せした方が良いという判断をさせて頂きました。

参加農家さんについての７％につきましては、我々、お米の流通に関しての

キャッシュフローは非常に重いのです。大きな金が必要になってきます。精米

で年間契約することも確かにありがたくて、良い話なのですが、その分だけ運

転資金が物すごく多く必要になってきます。我々、体力的にとても無理だと思

っていますので、全体の中の９割は玄米流通と考えていただければよろしいと

思います。あとの１割は、年間契約で、産直で販売をさせていただいている。

いろいろな販売業態がございますが、大手デパートさんのカタログ販売も、直

接ではありませんが、何らかの形で、うちのお米も納品させて頂いているとい

うのが今の実情でございます。

ただ、何年か前に、もともとの財源は国だと思うのですが、県の事業で、販

売専門のプロの販売員を雇用することで補助金が頂ける制度があったのです。

たしか年間560万円だと思いました。そういう制度があったときに、おつき合

いをしている米の卸さんに「ＯＢで良いですので、貸して頂けませんか。こん

なことをしたいのです」という依頼を出したのです。そしたら、「いや、ＯＢ

ではなくて、現役をやるよ」ということで、２年間、その事業展開をさせて頂

きました。本来の事業は３年だったのですが、私どもは１年遅れて２年間やら
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せて頂いて、560万円を補助金として頂いて、その方に新潟に来てもらって営

業するのではなくて、東京で営業をしてもらいました。その結果、お陰様で、

今では一番大きいお客さんなのですが、年間約4,000俵の量販店さんにつなげ

て頂いて、今でもそことはおつき合いをしております。

あと、１俵当たりの原価という御質問を頂きましたが、私どもはかなり細か

く原価計算をしていまして、それを携帯にデータとして入れていたと思ってい

たのですが、今見たら、残念ながら、なかったです。私の記憶では、１俵当た

り、たしか11,000円ぐらいだと思います。これは、昨年以前の地代の高いとき

をベースとして計算されていると記憶しています。

原価を知らなければ、本当に我々、月々のキャッシュフローが非常に難儀な

のです。年間計画を全て組んで、月次決算で、キャッシュフローも含めて、比

較しながら進んでいるというのが今の我々の経営なのです。

売上げ的には約２億円ぐらいはあるのですが、残念ながら、昨年につきまし

ては、台風の影響を受けた関係で、56万円ほどの赤字でございました。これが

昨年の我々の実態でございまして、今年度は、それを何とかプラスにしたいと

考えて取り組んでいるところでございます。

圃場の大きさですが、おかげさまで、行政に頑張って頂いた関係がありまし

て、私どもの旧神林村というところは、圃場整備率が九十何％です。50a、60a、

100aという区画がメーンでございます。

ただ、私どものところは比較的山合いのところにある関係で、この台帳に載

っている林地もたくさんありますが、この場所はロケーションが非常に良いも

のですから、全部は作れないにしても、少しは作っています。割烹さんから、

米ではなくて、クワイを作ってくれと頼まれて、クワイの契約栽培をさせて頂

いたり、ハウスでのソラマメやアスパラガスなど、多様な野菜栽培にも取り組

んで挑戦しています。

今、非常におもしろい時代で、今、こんなですよとフェイスブックに載せる

と、割烹屋さんから注文が入るのです。「いつとれるの？ とれたら２キロち

ょうだい」ということで、今、販売の担当者がそういうものを非常にうまいぐ

あいに使って動いております。

労働単価につきましては、私、今日、そういう質問は受けないと思って、資
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料を全く持ってきませんでした。私どもは、ある農機具メーカーと連携してい

るということをお話ししました。それで、ＩＴを使った中での労働管理をして

いるのです。ですから、戻れば、それはすぐに見られるのですが、残念ながら、

今お示しすることはできないということでございます。先ほど、お米の原価の

話をさせてもらいましたが、それは、物財費、労賃も全て含めた中での単価で

ございます。だから、多分、あれが我々の下限だと思います。

藤野 去年、赤字でいらっしゃったのですが、38haの部分での年間最低期待

所得というか、利益といいますか、目標といいますか、補助金込みなり補助金

なしの部分でも結構なのですが。

佐藤 これは本音の話をします。実は営業黒字を考えています。ただ、営業

黒字というのはハードルが非常に高いです。そんな関係があって、目標は目標

なのですが、難しいだろうと思います。実は、今年度、28年度については、最

終的な経営指数については、200万円ぐらいを目標にした黒字経営を考えてい

ます。これは、もちろん、営業外収益（補助金）を含めた考え方です。

(3) 服部信司氏の質問

服部 国際農政研究所の服部と言います。お話に直接は関係しないのですが、

レジメにあることで、１点お尋ねしたい。７頁の下から２つ目のパラグラフで、

「地域での『人・農地プラン』の作成には多分に机上の計画の事が多い。何時

まで経営を続けるか不明な高齢者が担い手に位置づけられ、そこに農地が集積

されるプラン作成が日常化している。」という御指摘があります。私も、中間

管理機構の設定は多分に上から作られたもので、現場の実態なり要求に必ずし

もマッチしない面があるのではないかとは思っていたのですが、ここまでのこ

とが起こっているとは想像もしなかったのです。

それで、なぜ、こういう机上の計画のことが多いということになってしまっ

ているのか、その理由をお聞かせ頂ければ有難いと思います。

佐藤 私は、「人・農地プラン」の検討委員という立場で、市内の中で、「人

・農地プラン」に関わる議論をずっと重ねているのです。その中で、私、一番

最初にお話ししたと思うのですが、担い手リストが作られて上がってきました。

そのときに年齢を見たら、60代であればまだしも、70代の人とか、色々いらっ
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しゃったのです。「大丈夫ですか。この人には、担い手、次の世代がいらっし

ゃるのですか」と聞いたら、行政は「わからない」と答えたのです。その後、

様々な質疑応答する中で切なくなったのだと思うのですが、「我々も、やる気

があって手が挙がった以上、その人に『あなた、駄目です』とは言えないんで

すよ」と行政の方は答えていました。多分、それが実態なのだろうなと。これ

は行政の責任ではなくて、やる気という部分だけを買ったが故に、リストに載

せざるを得なかった。でも、もう一つ裏を返せば、我々のエリアは就業の場が

非常に少ない。要は、農業をやって、兼業として何かしていなければ、なかな

か生計が成り立っていかない。これが根底にある実情だと私は思っているので

す。

ただ、何回も言いますように、怖いのは、実態として、80に近いような人が

７、８haぐらい受けているのです。お元気な人なのです。その人に「いつまで

できるの？ もしできなくなったらどうするの？」というお話を行政でも少し

してくれれば、その方も考えて下さるのだと思うのです。ただ受けて進んでい

るだけでは、そういう部分の懸念があります。それはいわゆる自己責任にして

しまっているのです。これは経営ですから、自己責任はやむを得ないと私は思

います。ただ、その自己責任に対するある程度の懸念のアドバイスをして上げ

ることも必要なのではないかと私は考えて、そのときの議論の中で、もし担い

手がいるのであれば、備考欄で良いですから、付け加えて下さいと。もし、そ

れができないのであれば、俺ができなくなったときにはＡ法人に預けるから、

そういう話し合いをするから良いだろうといった流れで進めば、そんなに問題

は起きないのかなという気がして、そんな発言をさせてもらって、こういう表

記をさせて頂きました。

(4) 藤野信之氏の質問

藤野 農林中金総研の藤野です。特別栽培米の食用米と加工用米と輸出用米、

それぞれの販売単価を教えて頂けると有難いです。それから、輸出用米に関し

ては、卸、あるいは、今回組んでらっしゃるのは農機メーカーですが、品代、

米価のほかに、若干の上乗せをすることがあるのですが、新潟ゆうきさんの場

合は、品代、米価だけで、これからお聞かせいただける販売単価で渡している
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ということでよろしいかどうかです。

佐藤 28年産の価格は、残念ながら、まだ出ておりません。ただ、参考に27

年産の価格のお話をしますと、岩船産コシヒカリとかには関係なく、新潟コシ

ヒカリ一本のくくりで１万2,000円でございました。そして、「こしいぶき」

がたしか１万円だったです。加工用米も必要ですか。

藤野 もし可能であれば。

佐藤 加工用米につきましては、先ほど言いましたように、60キロ換算で8,

000円でございます。これは税別です。

輸出用米は、我々は一応流通業者という扱いを受けていますので、これもこ

こだけにしていただきたいのですが、生産者には税込み１万2,000円、我々に

は税別。消費税が手数料という考え方です。よろしいでしょうか。

司会 質問がないようですので、佐藤さん、この機会に、これはぜひ言って

おきたいとか、何か補足することございますか。

佐藤 先ほど申し上げましたように、国、県はポジ配分、現場ではまだまだ

併用なのです。この辺はどのようにしたらうまいぐあいにいくか、ぜひお知恵

を頂ければ有難いと思っているのです。この中に、私のメールアドレスを知っ

てらっしゃる方が何人もいらっしゃいますので、ぜひ聞いて頂ければ有難いで

すし、私どもの新潟ゆうきを検索してもらえば、ホームページの中にお店のア

ドレスが載っております。ぜひ御意見を頂きたいというのが、今日来た本音の

話なのです。何とかしないといけないと思うのです。ぜひお知恵を頂きたいと

思います。よろしくお願いします。

――了――
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平成28年６月21日開催 第１回 日本農業研究所講演会

新潟ゆうき株式会社の新たな米生産、販売への挑戦

新潟ゆうき株式会社

佐藤 正志

１、新潟ゆうき株式会社の設立と経営概況

（１）新潟ゆうき㈱の設立経緯

新潟ゆうき株式会社を設立し、米生産、販売に参入するようになった経緯を、簡単に説

明したい。私は、農家出身ではあったものの、本田技研に勤めていたこともあり、地域農

業とは無縁の生活を都会で送っていた。

ところが母親が４９歳で亡くなり、長男であるために、故郷の家に戻らねばならなくな

った。このことが農業経営に携わる契機である。

農業参入は昭和５６年のことで、７０ａの所有地で水田経営に着手した。機械投資など

採算性を考えながら徐々に規模拡大を進め、作業受託などにより参入後の数年内の昭和６

０年までに１５ｈａの水田経営を行うにいたった。しかし零細規模での農業参入に対する

地元の反応は冷ややかで、周囲からもほとんど相手にされなかった。

一つの転機になったのは、昭和６１年の農林公庫からの1,200万円の総合資金の借り入れ

による乾燥施設・施設用地の購入であった。

このことが、稲作経営の規模拡大の基盤となった。また、平成３年以降、東京都主催で

開催される「有機農産物フォーラム」に夫婦で恒常的に参加し、消費者との直接的な交流

を図ったことも重要である。米販売に重点を置く、経営志向を培うのに役立ったからであ

る。

消費者との交流を背景に、米の自由販売が可能になる平成１１年までに、農協に依存し

ない米販売に取り組むようになった。この頃までに、水田の借入面積の積み増し、および

作業受託を通して、居住する集落を中心に、地域との協力関係も築かれるようになってい

た。そのなかで販売が順調に推移し生産量が不足し始めた事で「いい米を作って、少しで

も高く売りませんか」の呼びかけをした。これに、何人かの集落の仲間がすぐに応じてく

れた。ところが、こうした動きに、農協は我々に対する検査の窓口を閉めてしまった。こ

のため、食糧事務所に検査場所の指定を依頼し、自らも米の検査員資格を得るきっかけに

なった。

平成１３年に、集落の仲間１４人と任意組織の「岩船有機生産者協会」を設立したのは、

以上のことを背景としている。

「岩船有機生産者協会」には、集落の有力な米生産者の６割が参加した。この組織は、

「資材の統一」、「栽培手法の統一」、「栽培履歴の公開」による「特別栽培米」の生産、販
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売を目的とした。当時神林村も県独自の県認証「特別栽培米」の栽培に対して１０ａ当た

り7,000円の交付金を支給する施策を実施するようになった。「岩船有機生産者協会」によ

る米生産、販売は、これらの県や村の制度を積極的に活用するものであった。また、平成

１４年１２月に発表された「米政策改革大綱」にもとづく生産調整の制度も積極的に活用

している。平成１６年に新潟県は、「品揃え枠」と呼ばれるコシヒカリ以外の品種を生産し

て県内の食品実需と契約した農家に生産調整の配分面積を有利にする施策を講じた。コメ

の消費、とりわけ高価格米の需要が減少し、生産調整の県間配分が厳しさを増すなかで、

米の主産県である新潟県は生産調整の配分を少しでも有利にする、独自の政策対応が求め

られていた。このような県の施策に、「岩船有機生産者協会」は直ちに答えたのである。

それまで、地域では集落ぐるみで（転作組合のもとで）転作用には大豆を生産していた。

しかし、「品揃え枠」措置にともない、「岩船有機生産者協会」は、コメの生産の一部をコ

シヒカリ以外の糯米「わたぼうし」に直ちに切り換えた。この結果、県下の他の地域に比

べて、当該地域は生産調整の配分面積比率を大幅に引き下げることができた。

合わせて、平成１６年から導入された加工用米の地域流通契約制度を活用する事で、大

豆生産の代わりに、全てをコメの作付によって生産調整を達成できるようになった。

そして、平成１９年の「品目横断的経営安定対策（以下、経営安定対策）」の導入が「岩

船有機生産者協会」の再組織化、「新潟ゆうき株式会社」の設立に結びついている。

「経営安定対策」の参加資格要件は、４ha以上の農地を経営する認定農業者である。し

かし、当該集落で、要件を満たす農家は２名と少なかった。そこで、資格要件に充たない

農家の農地については、一度新たに設立する組織に利用権を設定し、継続して営農を希望

する農業者には新たな組織から農業者に経営の一部を再委託することで、規模の小さな農

業者も政策のメリットを享受できる仕組みとしたのである。

この新たな組織として、平成１８年に「生産者協会」を再組織化し、新潟ゆうき株式会

社を設立した。

（２）事業および経営の概況

新潟ゆうき株式会社の経営概況は、表１に示される。代表取締役の佐藤正志を含めた４

人の役員以外に、従業員は男性４人、女性３人の７人で構成される。

事業は、３８haの水田経営以外に、施設園芸、土木、加工、検査部門から構成される。

水田経営と土木部門は３０代の男性従業員４人と役員１人（代表取締役の息子）の５人が、

女性従業員２人は加工部門を、それぞれ担当する。

当社直営の水田経営面積は３８haほどである。これは、集落内の農家との協力関係をベ

ースに、借入地の増大を通して着実に規模拡大を続けてきた所産である。

３８haの水田経営と並んで、作業受託、および堆肥をベースとする圃場の土づくりも、

当社の稲作経営を補完する。堆肥を活用する圃場の土づくりは、後に触れる米の品質管理

を重視する経営方針にもとづくものである。
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表１ 新潟ゆうき株式会社 経営概況（２０１６年２月現在）

設立 平成１８年３月

設立理由

品目横断の制度施行に伴い、集落の品目横断対象者以外をこの制度に乗せるため

「新潟ゆうき株式会社」として法人化した。

構成員 代表取締役 佐藤正志 昭和２６年生まれ

取締役 佐藤清吉 昭和２３年生まれ（非常勤）

取締役 佐藤 忍 昭和４９年生まれ

取締役 竹内義文 昭和２６年生まれ（非常勤）

従業員 男子 ３０代 ２名 （生産現場担当）

３０代 １名 （生産責任者）

４０代 １名 （施設園芸、加工部門）

女子 ５０代 １名 （経理事務）

３０代 １名 （営業企画、加工部門）

６０代 １名 （加工部門責任者）

経営面積 水田 ３８ヘクタール

土木部門 高速道路、県道、市道除雪等

加工部門 農産物加工販売

検査部門 検査員３名で検査業務

冬季の除雪作業とともに、水田の圃場整備後のメンテナンス、および土づくりが土木部

門の主要事業をなしている。それは、「生産の基本は土づくり」をモットーとすることと密

接に関連する。

女性従業員が担当する加工部門は、惣菜、弁当作りとその直売、宅配を中心とする。ま

た、検査部門にも２人と従業員と代表者を配置する。

これは、次にみるように、当社の主要事業が米の集荷、販売であることと関係する。

当社の事業を最も特徴づけるのは、契約農家からの米集荷とその販売である。これは、

当社と契約する近隣農家を対象とする。米の集荷、販売事業は、すでに紹介した「土づく

り」、およびそれにもとづく県認証の「特別栽培米」の生産と一体のものである。このため、

肥料などの各種農業資材も同じものを使用し、統一規格による米生産を農家に義務づけて

いる。統一規格で生産された米を、集荷、販売する仕組みである。統一規格による米生産

が可能なのは、栽培管理、圃場管理、生育調査などをデータとして収集し、それを使用す

ることによる。このデータを根拠に、集荷する「特別栽培米」の品質保証、品質確保に努

めている。
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同一肥料などを使用するために、契約農家への各種農業資材の販売も業務の一部を構成

する。

統一規格にもとづいて「特別栽培米」を生産し、当社に出荷する農家は、現在６０戸ほ

ど数える。参加農家の集荷米に３８haの直営水田の米生産を併せると、集荷、販売する水

田の対象面積は３００ha以上の規模に達する。そして、生産、集荷した米は、農協系統組

織を通さずに、独自に開拓した販売ルートを通して販売する。この点で、農業資材の購買

事業も含めて、当社は、事実上の米専門の「第二農協」的な事業を展開している。このた

め、地元の農協と事業が競合するため、農協による米検査を受けられず、ライスセンター

も利用できない。農協からの融資も拒絶されている。米専門の「第二農協」的な事業を展

開する代価でもあり、設立以降一貫して、農協とは絶えざる軋轢関係にある。

２ 新潟ゆうき株式会社の事業の現状、特徴およびその課題

（１） 当社の米集荷、販売事業の現状とその特徴

事業分野に即すると、すでに紹介したように「米専門農協」的な事業、経営を行ってい

る。事実、当社は「第二農協」の組織化を目標として設立された。しかし、「第二農協」は、

現在の法制度のもとでは認められない。このため、米の集荷・販売を中心事業に位置付け

つつ、多様な事業を展開している。もっとも、「米専門農協」的特質を有するも、契約農家

との関係は、“ゆるやかな”結びつきを特徴とする。

契約農家には、当社への出資などは一切、要求しない。土づくりをベースに、栽培方式

を統一する「特栽米」を義務づけるものの、それ以外は、農家の自由裁量を尊重する。要

するに、出荷農家に対して、統一規格の米の生産、出荷、およびそれに関わる要件以外に

は、特段の規制を求めない。このため、当社に出荷する農家は、生産する米の一部を農協

に出荷するのも、自ら精米して直売するのも自由である。事実、契約農家の多くは、その

様な対応をしている。

このなかで、農協よりも高値で米を集荷する事により、当社への出荷を希望する農家は

増加し続け、米の集荷・販売事業は、比較的順調に拡大してきた。しかし、すぐ後に記す

ように、米販売には様々な工夫、努力が要求され、様々な困難にも直面している。このた

め、現在以上の規模を上回る米集荷量を考えてはいない。

当社は、集荷米を「岩船産コシヒカリ」の「特栽米」として販売し、集荷米の生産履歴

をバイヤーに回覧する。それが、集荷米の品質保証を裏づけるものであり、販路確保の一

要件をなす。卸売業者にすると、全農から「新潟コシヒカリ」を仕入れる際には、「新潟コ

シヒカリ」の産地銘柄であり、産地をさらに特定化した銘柄を入手することは難しい。

当社のような生産法人との卸売り業者のメリットは、「岩船産コシヒカリ」の特定産地の

銘柄米を確保できることにある。「岩船産」、「佐渡産」のような特定産地の有力銘柄米の出

荷量は、数量的に限られるためである。このため、卸売業者との価格交渉は、全農の「相

対価格」を基準に、これに栽培履歴による「特栽米」および「岩船産」の品質、産地メリ
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ットをどれほど上乗せできるかがポイントとなる。卸売業者への販売価格をベースに、農

協の仮渡金よりも１俵（玄米６０ｋｇ）当たり１，６００円前後高い水準で、農家から買

い上げている。

集荷に際しては、検査手数料に加えて、販売代金の７％を流通マージンとして受け取る。

これが、当社の集荷事業の収益源である。流通マージンは、共計部分を含めた農協の流通

マージンとほぼ同等か、それを若干、下回る水準とみられる。なお、新規の契約農家から

の集荷米は、品質（食味などが）が若干、劣ることが多く、その分だけ支払代金を調整し

ている。卸売業者以外にも、様々なルートを通じた販売活動に努めている。特定の大型量

販店向けの契約販売、有名なデパート向け販売、白米での消費者への直接販売、などであ

る。このうち、白米による産地直販は１割ほどにとどまる。収益率では、白米による産地

直販が最も有利である。収益性に着目すると、白米の直販比率の引き上げが望まれる。

しかし、白米の直販は通年販売ゆえに資金繰りの問題が生じる。生産者への集荷代金の

支払いと、販売代金の回収の間には相当の時間差がある。米の集荷・販売事業は相当の運

転資金が必要とする。

円滑な運転資金調達が、事業遂行の重要な条件をなす。この点で、白米による通年の直

販は、資金調達面から難しい。それゆえ、可能なかぎり早期に販売契約を完了することが

要請され、このための営業活動に力を注いでいる。

過去には、一時的に卸売業者の経験者を活用して、独立の販売会社の組織化を試みたこ

ともある。しかし、結局、経費高となり、採算に合わなかった。現在特定の大型量販店と

販売契約を結び、そのことが安定的な販路確保に役立っている。また、有名デパートにも

販売しているが、デパートの売り場に頻繁に顔を出しいている。これも、一種の営業活動

であり、それなりの効果をあげている。

（２）経営上の課題

米集荷事業は、有利な価格条件を保持しつつ、いかに早期に集荷米の販売を完了させる

かが最大の課題となる。集荷量を現在の数量規模以捗上に引き上げないのも、販路確保、

販売拡大が難しいためである。とくに２０１２年までと異なり、２０１３年度の市中在庫

は大幅に増大している。このため当社の集荷米の売れ行きも捗々しくない。厳しい経営環

境と言ってよい。

いずれにせよ、主食用米市場の縮小は不可避である。このなかで、加工用を中心に多用

途の販路の開発が要請される。新潟県には、米菓業者が集中している。これを背景に、県

の「新品揃え」の制度を活用し、当社は加工用米の生産、販売にも努めてきた。早生品種

の、主食、加工のいずれの用途にも適する「こしいぶき」の生産に力を入れるのも、多様

な米市場の開発を目指す一環である。２０１５年度の当社の加工用米生産、集荷販売は、

１４０トンを予定する。

ただし、加工および特定需要向けの市場規模には限界がある。とくに米粉向けは過剰基
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調が強まっている。高額の補助金に支えられて、特定需要米に対する生産者インセンテブ

は強いものの、現在の規模以上の販路拡大は困難な状況にある。当社は以前、新潟製粉と

６３トンの米粉用米の契約をしている。しかし、米粉需要は減少しており、新潟製粉の在

庫保有量かなり多かった事を聞いている。飼料用米にも同様な事情が該当する。飼料用米

の生産拡大を志向したとしても、単価を考慮すると、補助金が維持されないと、それが市

場で消化される見通しはないだろう。

これ以外に、政府の新たな施策も積極的に活用している。その一例は、６次産業プロジ

ェクトへの参加である。すでに、このプロジェクトを活用して、農産物の直売所、加工所

を開設している。もう一つは、構想の段階ではあるものの、農機具メーカーと地元の米菓

会社などと提携した、ライスセンターおよび低温倉庫の建設プロジェクトである。これは、

水田経営規模にして１００ｈａほどの処理能力を有するものであり、加工用および輸出用

の米生産の拡大を目的とする。加工用は米菓会社に出荷し、輸出用米は農機販売会社のコ

メ集荷部門に販売をする。

香港、シンガポール、モンゴルなどに玄米輸出し、農機メーカーが現地精米して販売す

る計画である。このプロジェクトを進めるには、直播などの新たな米栽培方式の導入、お

よび規模拡大のための設備・機械へのさらなる設備投資が要請される。いずれも、米の生

産コストの引き下げを目指すものである。２０１５年度の実績は、生産、集荷を併せて１

５０トンの輸出実績を出す事が出来た。

しかし、大規模な設備投資は、資金調達とともに投資コストの償還を経営課題に押し上

げる。とくに、地域での借地の積み増しを通して、規模拡大を遂げてきた当社のような稲

作経営法人にとって、適宣の設備投資と規模拡大をいかに調整するかは、難しい経営問題

である。一定の規模拡大を目標に機械投資する際に、目標の規模水準に到達するまでが稲

作経営にとって試練の時期に相当する。このような規模拡大への設備投資に内在する問題

と、次に提示する現場からみた農政課題とは密接に関係している。

３ 現場の視点からみた、稲作経営に関わる政策課題

当社の収益構造は、営業利益段階の赤字を営業外収益でカバーすることで黒字を確保す

るものとなっている。営業外収益のほぼ全てが、各種政策措置による農業補助金である。

補助金給付によって、稲作経営が成り立っている。これは、日本の稲作経営法人大半に該

当する事実である。このため、日本の米生産の維持には、所得補償政策は不可欠である。

しかし、民主党政権時、全ての農家を一律に扱う戸別所得補償政策には、様々な問題が内

在していた。様々な工夫を凝らして規模拡大を遂げてきた法人経営者の視点からすると、

リスクをとる農業経営と片手間に農業に就農する兼業農家（恒常的な農外就業の）を、一

律に扱う政策には、正直なところ、違和感を憶える。例えば、当社のような稲作経営法人

は、従業員の年金関係などの社会保険料支払いの負担を負っている。これに対し、会社員

である兼業農家などは勤務先での福利厚生の補償を受けながら農業を兼務する。社会保険
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料の一つをとっても、その支払い主体と受給者とに、全く同一の所得補償措置を適用する

ことは問題ではなかろうか。

これは、経営のモラルハザードの問題でもある。戸別所得補償政策は、米価変動の下落

部分の全てを補てんするとしていた。こうした措置は、稲作経営者の経営意欲を高めるこ

とにはつながらない。自民党政権時の経営安定対策のように、価格下落への補てんには生

産者も負担を負い、経営リスクの一端を担うことも必要である。現在の「認定農業者制

度」にも問題がある。現在は市町村長が認定する制度であるが、市町村の枠を超える経営

体も現出している。そういう状況では、「目標を定めることで努力するインセンテブが働く、

プロの経営者と認める」より一段高い認定制度が求められる。それと連動する、収入保険

的な所得補償措置がより合理性を有している。

また、米の用途が多様化しているもとで、主食用に限定する生産調整は、稲作経営の自

由裁量を奪うことになりがちである。上位下達で現場におろすのではなく、米生産の自由

を保障したうえで、流通段階で用途に応じて米の仕切りをする方策は考えられないだろう

か。米の用途が多様化するなかで、弾力的な経営対応を稲作経営者がしうるように政策を

再編する必要がある。これは、現場の実態に充分に配慮して、コメ施策を立案、運用する

問題にもつながる。

この点で、現在のコメ施策が現場でいかに受け止められているか、その実態を正確に把

握する必要性を痛感している。現在のコメに関する政策構想は現場と乖離しがちである。

この点について、最後に二例を指摘しておきたい。一つは、先に問題にした生産調整のあ

り方にも関係する。当社のような法人が借地によって規模拡大する際に、借入農地には利

用権を設定するが、その借地の面積に応じて生産調整の配分枠もついてくる、また、生産

調整としてカウントされる農地の場合、事実上の耕作放棄地も含まれることが多い。しか

し、当社の地域では、地権者との相対契約によらずに農地利用集積円滑化事業を利用した

場合、借受者は生産調整による収益の現象を勘案しない水稲生産を基準とした小作料を支

払わなければならない。

配分枠の付く借地の利用形態は、地域の立地などに応じて区々様々である。このような

地域ごとの農地利用の実態に通じないと、コメ関連施策を一律的に講じても、施策の運用

は形骸化しかねないのである。

もう一つは、上記とも関係するが、現在、重点施策とされている「人、農地プラン」に

ついてである。地域での「人、農地プラン」の作成には多分に机上の計画の事が多い。何

時まで経営を続けるか不明な高齢者が担い手に位置づけられ、そこに農地が集積されるプ

ラン作成が日常化している。現場の実態にもとづかないプラン作成は、想定される農地集

積者が数年も経ずに経営を続けられない事態を発生させる。

そうなると、集積されたはずの農地が多数、借地に出され、引き受け手が地域に存在し

ないことになる。現場の実態、地域の実情に充分配慮して、コメの関連施策を立案、実施

しなければ、日本の稲作経営には展望が拓けないのである。２０１４年には国よりの数量
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配分と、経営安定対策の直接支払い７千５百円の廃止が示された。このことによって生産

調整の協力に対する歯止めが利かなくなる、生産現場でどの様な現象が起こるか懸念して

いる所です。

民主党政権時代に施行された「戸別所得補償」だが、施行年には米価が大きく下落した、

幸い戸別所得補償が穴埋めになり現場は平穏だったが、見逃してはならないのが戸別所得

補償制度が織り込まれた米価水準になった事を強調したい、その後自民党が政権交代をし

「戸別所得補償」はバラまきである事を指摘し、２０１４年度半減し、２０１８年度廃止

する事を決定した、私からしてみると制度政策を政治の道具として使ってほしくない事を

強く言いたい。

私は村上市で「人・農地プラン検討委員」と「農業再生協議会」の幹事と言う立場で議

論に参加しているので、そこでの課題を報告したい。

１、生産数量に対する課題

国→県→市町村へは生産数量配分（ポジ配分）だが、生産者への配分は耕作面積に対し

て基準単収を載せて配分している事で、耕作台帳上では既に所有者の時から地目が田であ

れば耕作が行われていない、使えない農地（林地、雑種地、耕作放棄地）が記載されてい

る、しかし耕作台帳面積を基本に生産調整比率（ネガ）を計算している事で今でも使えな

い農地が台帳から消えない事を疑問に感じている。

国、県の指導上、ポジ、ネガの併用は認められているが、実態とはかい離した農地台帳

を維持する事に大きな疑問を感じている、２０１３年５月、自民党農林部会で「実態に則

した農地台帳の整備」の提言をさせて頂きました。今後様々な制度政策を実行する段階で

基本となる農地面積については、私は重要と考えます、市町村行政に大きな負担が掛かる

と思いますが、適切な方向を示す事が必要と思われます。

２、現在のように低米価の状況が続くと、経営安定対策の直接支払い、７千５百円の廃止

が、弊社のように地代、土地改良区の賦課金が高い地域は、今まで地代、賦課金の支払い

に対して存在が有効だったが廃止となれば、地代、賦課金が下がることを促し実行して行

かないと経営が成り立たなくなる事が懸念されます。
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