
農業政策の政策形成と財政的特質

－農政論としての法律と裁量の視座－

講師 小 嶋 大 造 氏

（京都大学経済研究所准教授）

［平成 29年６月 12日開催］

Ⅰ 講 演

Ⅱ 質疑応答

参考資料



- 1 -

解 題
両 角 和 夫

日本農業研究所の講演会は、農業・農村の動向や調査・研究に関して、関係

者を招き、原則として年4回実施している。平成29年度の第1回講演会は、6月12日

に「農業政策の政策形成と財政的特質－農政論としての法律と裁量の視座－」と

題して、講師を京都大学経済研究所准教授の小嶋大造氏にお願いした。

小嶋氏は、現在、京都大学経済研究所で学術研究に携わっておられるが、もと

もとは財務省の行政官である。1999年に旧大蔵省入省後、2001年から2003年にド

イツ留学、2008年から2012年に在ドイツ大使館勤務の経験を持ち、農業政策の関

係では、2006年から2008年に農林水産大臣官房企画財政課、2014年から2015年に

は内閣官房日本経済再生総合事務局で米生産調整の見直し作業に関わって来られ

た。また、近年では、ドイツでの調査研究の成果等を踏まえて、『現代農政の財政

分析－財政調整からみた日本とドイツ－』（東北大学出版会、2013年）を出版さ

れ、東北大学から博士(農学)を授与されている。

今回報告された研究は、2016年に生源寺眞一教授が日本農業経済学会で行った

会長講演、「政策研究の問題意識」において、「農政では、しばしば予算措置や行

政指導によって重要な施策が決められる。ときには現存する法律を無視して施策

が講じられるケースもある。これを農政のゆるいシステムと呼ぶことができる」

との指摘に触発されて始めた、と述べている。すなわち、この「農政のゆるいシ

ステム」の下で、氏が「安定性を欠いた農業政策に対する危機意識」を抱いたこ

とが、こうした問題に取り組むきっかけである、ことが紹介される。

今回の報告の課題は、「公法学の理論を用いて、法律と裁量を分析視座に、農業

政策に不安定性をもたらす仕組みはどのようなものか、また、それが政策形成に

どのような影響を与えるのか、旧基本法以来の主要施策をトレースしながら、財

政学的な観点から明らかにする」ことにある。かかる観点に立つ研究は、農業財

政学の新たな展望を切り開くものであり、わが国農政が混迷を極めている今日、

そのあり方を見直す上でも、まさに時宜を得た貴重な研究と言ってよい。

報告の構成は、まず、「分析枠組」の設定、次に「農業政策の裁量手段」として

の予算措置と通達、そして「裁量主導による政策形成の影響」として新旧の農業

基本法と裁量をめぐるケーススタディ、農業関係予算の配分バランスを見た上で、
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最後にまとめが行われる。以下、簡単に内容を紹介しておきたい。

「分析枠組」については、政策の妥当性を判断する基準となるのは、「政策の根

拠ないし枠組を与える法との適合性」であるとして、次のように言う。「農業政策

は、基本法を枠組みとしつつ、他方で、行政に幅広い裁量が委ねられています。

このとき、裁量は行政の政策的判断によって行使されますが、その行政行為が基

本法の枠組にとどまるものなのか、それともその枠組からはみ出すものなのか。

要するに、法律と裁量を分析の視座にすえることで、基本法の枠組みから現実の

農政の妥当性をとらえよう、ということです」。このため、「従来の農政論におい

てほとんど意識されてこなかった公法学の見地を取り入れる必要があり」、「それ

によって、基本法から農政の妥当性を理論レベルで評価することが可能となりま

す」。氏の基本視座は、ここに明快に示され、分かり易い。

「農業政策の裁量手段」については、裁量的な補助金が多いことについて問題

を提起する。米生産調整や戸別所得補償といった農政上の重要施策が、法律に根

拠を持たず、毎年度の予算措置で実施され、その一方で、本来は旧基本法の基軸

的政策である構造政策が関係法律の整備がなされないままであったことが、結局

は、米生産調整の拡大の影響を受け、当該政策本来の目的から乖離する結果を招

いたこと、そして、こうしたことが、今日に続く農政の裁量的な政策形成の基本

形となっていることなどを、鋭く指摘する。

「裁量主導による政策形成の影響」については、①基本計画や官邸本部決定の

類が基本法の規定に直接衝突するケースとして、「担い手対策」、次いで、②個別

施策が基本法と逆行するケースとして、「飼料米「農業農村整備事業」を取上げ

る。どのケースもきちんとした統計資料の裏付けを持ち、説得力がある。

「農業関係予算の配分バランス」については、裁量に基づく配分の「政治的バ

ランス」が、基本法が想定するバランスに適っていないことが指摘される。

「EUとドイツの政策形成」については、日本の裁量的な政策形成は、法令によ

って規定されるEUの政策形成と比較することで、その特質が際立つこと、そして

学ぶべき点が多いことが指摘される。

今回の講演会では、農林水産省で、旧基本法下で農業政策の立案等、行政に携

わった方とのじつに興味深い質疑応答があった。紹介は割愛せざるを得ないが、

いずれも講演の内容を深める有意義な内容であり、是非読んで頂きたい。
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は じ め に

司会（田家）29年度日本農業研究所第１回講演会を開催させていただきます。

日本農業研究所では、農業・農村の動向やそれに対する調査・研究に関して、

関係者の方をお招き、おおむね年３回ないし４回、講演会を開催しております。

講演していただいた内容については、当研究所のホームページに掲載するほか、

研究員による解題を付して、私どもの研究雑誌であります『農業研究』の別冊

として、全国の図書館とか研究機関に配布し、情報として広く提供していると

ころでございます。本年度につきましては、４回、計画しています。

本日は、第１回目として、京都大学経済研究所の小嶋先生をお招きし、御講

演をいただきます。先生は、1999年、大蔵省（当時）に入省されまして、大臣

官房政策金融課、在ドイツ大使館、国際局開発政策課等に勤務され、現在、京

都大学に出向されております。また先生は、農林水産省大臣官房企画評価課

（当時）に、現在の政策課でございますが、企画官として出向経験をお持ちで

ございます。この間、東北大学で博士の学位をとられています。

本日は、政策に関する法と裁量の観点から、農業政策の主要な一つでござい

ます予算措置に基づく施策の評価などにつきまして興味深いお話をいただける

のではないかと思います。１時間程度お話しいただきまして、会場の皆さんと

の質疑応答を１時間程度、合わせて２時間程度予定しております。

講演の内容について、『農業研究』の別冊として編集するに当たり、本研究所

の研究員が解題をしております。今回は両角研究員に解題をお願いしており、

慣例によりまして、質疑の冒頭、解題者に口火を切っていただくことを御了解

お願いいたします。

小嶋 ご紹介いただきました小嶋です。よろしくお願いいたします。

お手元に二つの資料を用意しました。プレゼン資料（別添資料）と、そのも

ととなるディスカッション・ペーパー（注：小嶋大造「農業政策の政策形成と

財政的特質－農政論としての法律と裁量の視座－」京都大学経済研究所 Discu

ssion Paper No.1606、2017年2月。京都大学経済研究所のHPから入手可能）（以
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下、DP）です。ここでは、プレゼン資料を用いて説明し、必要に応じてDPで補

足したいと思います。

まず簡単に自己紹介をいたしますと、もともと学生時代は農業経済学を専攻

しており、1999年に当時の大蔵省に入省しました。その後、財務本省の他に、

農業政策の関係では、2006年から2008年に農林水産省の当時の企画評価課で勤

務し、2014年から2015年には内閣官房日本経済再生総合事務局で米生産調整の

見直しに向けた議論などを担当しました。また、2001年から2003年にドイツ留

学、2008年から2012年に在ドイツ大使館で勤務し、それらの経験から、数年前

に日本とドイツの農業財政の比較研究をまとめました。

講演では、「農業政策の政策形成と財政的特質」をテーマにお話をし、時間が

あれば、最後に、DPには載せていませんが、EUやドイツとの比較にも少しふれ

たいと思います。また、今日は、農水省や財務省のOBの方々や、高名な研究者

の方々などを前にして、若輩の身で恐れ多いのですが、講演の後の質疑応答で

は、皆様からのご意見をいただき、私自身も勉強を深めていければ、大変あり

がたいと思っております。

Ⅰ 講 演

（問題設定と構成）※別添資料2～3頁

1992年の日本学士院の報告で、大内力先生は、農業基本法下（1961年～1999

年）の農政はどこに失敗の原因があったのかと問題を提起しました。そして、

基本法農政30年の軌跡を振り返りつつ、破綻したのは基本法農政ではなく、非

基本法農政であり、反基本法農政であったと結論づけました。つまり、現実の

農政が、基本法から外れ、場合によって正反対に進むといったかたちで、基本

法の理念を貫いていくことができなかったところに、破綻の原因があったとい

うことです。そして大内先生は、立法と現実の行政との齟齬という問題の解明

にとって、基本法農政は格好の事例となるとして、この報告を締め括っていま

す。

それからおよそ四半世紀がたった2016年、日本農業経済学会において、会長
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の生源寺眞一先生が「政策研究の問題意識」というタイトルの講演を行いまし

た。すでに農業基本法は廃止され、新しく食料・農業・農村基本法が制定され

てから、15年以上の歳月がたっています。この講演は、経済学の応用としての

政策論や、政策分析の枠組など、農業政策の政策研究それ自体として示唆に富

むものですが、しかし何より看取されるべきことは、政策研究の問題意識の背

景にある危機意識、すなわち安定性を欠いた農政に対する危機意識でしょう

（別添資料２頁）。生源寺先生は別稿で次のように指摘をしています。「農政で

は、しばしば予算措置や行政指導によって重要な施策が決められる。ときには

現存する法律を無視して施策が講じられるケースもある。これを農政のゆるい

システムと呼ぶことができる」。

こうした、基本法と現実の農政との齟齬に対する大内先生の問題意識や、農

政の不安定性に対する生源寺先生の問題意識は、農政の法的妥当性への疑義に

根差すものといってよいのですが、それではなぜ、農政が基本法と齟齬をきた

し、不安定性をもつのか、そうした政策形成を可能とする仕組みとはどのよう

なものなのか、ということが問題となります。

こうした問題意識を受けて、次のように問題設定をします。公法学の理論を

用いて、法律と裁量を分析視座に、農業政策に不安定性をもたらす仕組みとは

どのようなものか、またそれが政策形成にどのような影響を与えるのか、旧基

本法以来の主要施策をトレースしながら明らかにする、ということです。その

際、裁量手段として、政治的な目的が最も強力に働きやすい－したがって基本

法と拮抗関係になりやすい－財政措置に、これとしばしばセットで用いられる

通達とともに着目することとします。

報告の構成（別添資料３頁）としては、まず「分析枠組」を設定します。次

に「農業政策の裁量手段」として予算措置と通達を取り上げます。そして、「裁

量主導による政策形成への影響」として、基本法と裁量をめぐるケーススタデ

ィや、農業関係予算の配分バランスをみます。最後に「まとめ」です。また時

間のある限り、「補論」として、EUやドイツの政策形成をみたいと思います。

（分析枠組）※別添資料4～7頁

農政論には厚い研究蓄積がありますが、政策形成をめぐる既存研究を振り返
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ってみると、その眼目は、基本的に、法律や政策理念との関係ではなく、経済

や政治・行政との関係にすえられてきました（別添資料５頁）。政策を動かす基

本的なファクターを、経済なり政治なり行政なりに求めてきたのです。こうし

た既存研究は、農政の政策論として欠かせない視点を提供するものです。しか

し、農政が、これら経済なり政治なり行政なりによって動かされるとしても、

その動かされた農政は、一体なにをもって妥当性が評価されるのでしょうか。

政策を動かす要因をとらえることと、動かされた政策の妥当性をとらえること

とは、別の問題です。

政策の妥当性を判断する基準となるのは、政策の根拠ないし枠組をあたえる

法との適合性でしょう。農業政策は、基本法を枠組としつつ、他方で、行政に

幅広い裁量が委ねられています。このとき、裁量は行政の政策的判断によって

行使されますが、その行政行為が基本法の枠組にとどまるものなのか、それと

もその枠組からはみ出すものなのか。要するに、法律と裁量を分析の視座にす

えることで、基本法の枠組から現実の農政の妥当性をとらえよう、ということ

です。このためには、従来の農政論においてほとんど意識されてこなかった公

法学の見地を取り入れていく必要があります。それによって、基本法から農政

の妥当性を理論的なレベルで評価することが可能となります。

ここで、法的枠組において政策の妥当性を判断するためには、①法的適合性

を判断基準とする「合法性」と、②目的と手段の整合性を判断基準とする「合

目的性」とを、峻別する必要があります（別添資料６頁）。これらのうち、政策

は、目的の設定や、目的を達成するための手段が決定的に重要となるため、す

ぐれて「合目的性」を指向します。つまり、前者が「法の論理」に依拠するの

に対し、後者は「政治の論理」によって動くといえます。問題は、これら二つ

の異なる論理、すなわち、法の論理＝合法性の基準と、政治の論理＝合目的性

の基準との関係です。

公法学上、行政の恣意を統制する基本原理として「法律による行政の原理」

が支柱をなしてきました。この「法律による行政の原理」の例外が裁量ですが、

裁量には、裁量権の逸脱や濫用を基準に限界ラインが引かれます。裁量権の逸

脱とは、法律が行政の裁量を許す枠を越えて行政が行動することであり、裁量

権の濫用とは、法律が行政に権限を付与する本来の目的とは異なった目的のた
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めに権限が行使されることです。

したがって、行政法理論の基本からいえば、裁量が幅をもって動きつつも、

その領分は法律によって統制される、という関係になります。先ほどの二つの

論理からいえば、法の論理＝合法性の基準が、政治の論理＝合目的性の基準を

コントロールする、ということになります。

それでは、両者の関連を農業政策に援用するさい、農政の裁量は何を上位の

法的規範として統制されるべきでしょうか（別添資料7頁）。それは言うまでも

なく、基本法となります。旧基本法（1961年）であり、新基本法（1999年）で

す。したがって、政策の妥当性をはかる上では、基本法との関係において、基

本計画や個別施策など行政によって行使される裁量が、適合的であるかどうか、

つまり基本法の枠組から裁量権の逸脱・濫用がないかどうかが、判断基準とな

ります。

ちなみに、旧農業基本法は、戦後三番目にできた基本法ですが、政策型の基

本法として、それ以後に制定される多くの基本法がその形式を踏襲する一つの

パターンをもたらしたと言われています。ここで、基本法の一般的な機能を確

認しておきますと、これについて論じた研究（川崎政司）によれば、行政のコ

ントロールの他に、政策の方向づけとその推進、制度・政策の体系化・総合化、

政策の継続性・一貫性の確保が挙げられます。この最後の点に関しては、基本

法は、短期的な視野から形成されがちな現実の政策を、長期的な視野・展望に

立って方向づけることで、国会の構成や内閣が変わっても維持されていく、と

いうことです。基本法のこれらの機能のうち、とりわけ重要なのが、行政のコ

ントロールとされます。参議院物価等対策特別委員会（1968年５月８日）での

宮澤喜一・国務大臣（経済企画庁長官）の答弁は、消費者保護基本法案の質疑

に対するものですが、基本法の性格について、行政のコントロールに言及して

いる点で注目されますので、少々長いですがご紹介します。「基本法の性格を一

般に法律というものが、狭い意味では、権利義務を規定する、そうして中に強

制規定があって、罰則を伴うといったようなのが昔の法律の狭い観念であった

と思いますけれども、このような基本法になりますと、ものの考え方を述べて

いるというのがその趣旨であると思うのであります。ですから、昔の権利義務

の法律の観念でいきますと、これには何も書いてないじゃないかというような
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批評が起こりやすいのでございます。実際はそうではなくて、ものの考え方を

法律で書いていただきますと、それによって行政の姿勢も拘束されますし、そ

れから現存する法律あるいは法令と申しますか、法令がこれによって再検討さ

れなければならない、そういうことになってまいりますので、実は罰則を伴っ

た一つ一つの強制規定を置くよりは、もっと広い範囲で、意識の変化を導き出

す、そうならざるを得ないのでありますし、実際また、行政というものがそう

いうものとして非常に高く評価をいたしますし、おそらく今後具体的な行政の

姿勢の変化、あるいはその基本になる法令の変化になってあらわれてくる、こ

ういう見方をいたしております」。

農政関係の基本法であれば、農政に関する理念や基本方針を示すとともに、

法制上や財政上の措置をはじめとする農政上の諸施策を基本法に適合するよう

な形で方向づける役割、換言すれば、その理念や基本方針に則って行政をコン

トロールする役割をもつといえます。したがって、繰り返しになりますが、農

政の妥当性をはかる上では、基本法との関係において、基本計画や個別施策な

ど行政によって行使される裁量が、適合的であるかどうか、つまり基本法の枠

組から裁量権の逸脱・濫用がないかどうかが、判断基準となるのです。その際、

基本法と現実の農政とが非適合的な場合であっても、その具現の仕方は必ずし

も一様とはいえません。例えば、現実の農政が、基本法の規定と直接的に衝突

する場合もあれば、基本法の想定と逆行する場合もあり、さらに基本法の守備

範囲をこえるような場合もあるでしょう。これについて、具体的なケーススタ

ディをみる前に、次に、農業政策の裁量手段として予算措置と通達についてみ

ることとします。

（農業政策の裁量手段）※別添資料8～16頁

まず予算措置についてです。農業関係予算（別添資料9頁）は、主に価格・所

得関係と農業農村整備によって規定されています。これら二つの動きを概観す

ると、1960年代～1970年代は、食管特会繰入や米生産調整を中心に価格・所得

関係が主要な位置にありました。1980年代以降になると、価格・所得関係が減

少し、他方農業農村整備が、とりわけ1990年代の経済対策とウルグァイ・ラウ

ンド農業合意関連対策（以下、UR関連対策）を契機に大幅に増加します。しか
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し、2000年代になると再び反転して、特に2010年代の戸別所得補償導入以降、

価格・所得関係が激増し、農業農村整備が激減することになります。

ここで農業関係予算には注目すべき特徴があります。それは裁量的な補助金

が多いことです。補助金には、法律上の交付根拠の有無による分類として、法

律にもとづく法律補助と、法律にもとづかない予算補助とがあります。農業関

係補助金のうち予算補助の割合を、一般会計全体の予算補助の割合と比較する

と（別添資料10頁）、前者が後者を大きく上回って推移しています。特に1970年

頃と2010年頃に急激に上昇しています。前者は米生産調整が、後者は戸別所得

補償が開始したことにともない、予算補助が増加したことによります。1965年

度から2016年度までで、新規に予算計上された農業関係補助金の件数は、法律

補助が150件程度（年度平均3件）であるのに対し、予算補助は1,180件程度（年

度平均23件）と圧倒的に多い。例えば、1970年度では米生産調整（810億円）の

他に第2 次農業構造改善事業（93億円）など、2010年度では米戸別所得補償モ

デル事業（3,371億円）の他に中山間地域等直接支払（261億円）など、農政上

の重要事業が予算補助として新規計上されています。

とりわけ、米生産調整対策経費（別添資料11頁）は、戸別所得補償を含めて、

今日に至るまで、継続して予算補助の形で措置されています（表の右二段目）。

その総額は9兆円を超えます。これが農業者に交付されます（表の最右段）。

余談ですが、じつはここに農業関係補助金のいま一つの特徴があります。一

般に補助金は地方公共団体等の機関を対象としますが、米生産調整対策経費等

は個人を対象とします。直近（2016年度）では、個人を直接の対象とする補助

金（一般会計＋特別会計）は、農業関係以外では約600億円であるのに対し、農

業関係では約6,600億円となります。後者の農業関係のうち、生産調整関係（転

作助成）の水田活用直接交付金（対象：販売農家等）がおよそ半分（約3,100億

円）を占めます。これに関連して、ある行政学者（伊藤大一）は、農林官僚制

の作用目標が、農業の社会的役割や機能といったインパーソナルなものでなく、

農家ないし農民といったパーソナルなヒトそのものを対象とするところにある、

と興味深い指摘をしています。

いずれにしても、このように、米生産調整や戸別所得補償といった農政上の

重要施策が、法律に根拠をもたず、毎年度の予算措置で実施されてきたのです。
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法律措置と予算措置を比較すれば（別添資料12頁）、一般的に、政策の安定性、

政策間の整合性、国会審議の深度、政策のトレーサビリティなどに、その違い

があると言われます。

次に通達についてです。行政立法には、その内容の区分から、国民の権利・

義務を変動させるため法律の授権の下でのみ定立される法規命令と、これ以外

の行政規則とがあります。通達は、行政の内部関係を拘束し、行政の外部関係

に直接の影響を及ぼさないとの見地から、後者の行政規則とされます。このた

め、法律の授権を必要としません。

しかしながら、農業政策においては、本来行政内部を拘束する通達が、実質

的に行政外部の生産者等にも影響を与えてきました。とりわけ米生産調整を中

心に通達に法的作用をもたせてきました。

戦後の農政関係重要施策等の根拠（別添資料13頁）をみると、旧基本法制定

の頃までは、戦後農政を形成する重要施策の多くが法律を制定して実施されて

いましたが、その後、米生産調整や農業構造改善事業を中心に、法律を根拠と

せず、主に通達によって実施されてきたことが分かります。

米生産調整の流れをみると、1969年の稲作転換対策（通達）、1970年の総合農

政の推進（閣議了解）を受けた米生産調整対策（通達）の後、1971年度から5年

間にわたる本格的な米生産調整として、稲作転換の推進（閣議了解）を受けた

米生産調整・稲作転換対策（通達）が実施されました。例えば1971年の通達

「米生産調整および稲作転換対策実施要綱」（別添資料14頁）では、各都道府県

知事・各地方農政局長・関係団体を名宛人として、目標数量配分として順次、

都道府県別配分→市町村別配分→農業者別配分を通知すること、農業者は都道

府県・市町村・農林漁業団体等の指導の下に実施計画に従って米生産調整を実

施すること、その農業者に対して米生産調整奨励補助金を交付することなど、

実質的に農業者に宛てた内容を含む詳細が規定されていました。これが、その

後の米生産調整関係通達の原形となるものであり、1976年の通達「水田総合利

用対策実施要綱」、1978年の通達「水田利用再編対策実施要綱」へと続きます。

また、農業構造改善事業については、旧基本法との関係で本来なされるべき

関係法律の 整備がなされないまま、1962年に第1次農業構造改善事業が通達に

よって始まり、いま申し上げた米生産調整の通達が、農業構造改善事業の通達
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に影響を与えることになります。例えば、1971年の通達「第2次農業構造改善事

業促進対策における稲作転換の推進」では、ほ場整備事業における事業地区あ

たり受益面積の下限を引き下げたり、1978年の通達「水田利用再編の促進のた

めの各種事業等の積極的活用」では、転作面積を引き上げたりしました。この

ように、米生産調整の影響を受けて、通達によって、農業構造改善事業の実施

基準等が次々と緩和され、転作面積の拡大が図られたのです。こうして、旧基

本法の基軸的な政策であった構造政策が、旧基本法の想定と乖離していくよう

になるのです。

旧基本法下の政策別予算累計（別添資料15頁）をみますと、旧基本法上の政

策の三つの柱である、生産政策、構造政策、価格政策のうち、基軸的な政策で

あった構造政策の予算が1割にも満たない低水準であったことが分かります。旧

基本法農政は、財政面からも非基本法的であったことが傍証されると言えるの

ではないでしょうか。

以上のように、農業政策の裁量手段として、予算措置と通達をみてきました

が、その特徴をまとめてみます（別添資料16頁）。すでに旧基本法の初期の段階

において、予算措置と通達を裁量手段に、旧基本法と現実の農政とが齟齬をき

たす仕組みが形成されていました。すなわち、旧基本法の基軸的な政策であっ

たはずの構造政策は、関係法律の整備がなされないまま、次々と通達を緩和す

ることでその目的から乖離していきました。また、根拠法をもたない米生産調

整は、通達において生産者等に影響を及ぼす内容を含めてその仔細が規定され、

これを毎年度の多額の予算措置によって実施されていったのです。このように、

農業政策の主要施策は、根拠法のない予算措置と法的作用をもつ通達とが組み

合わされて、実施されてきたのです。ここに、「ゆるいシステム」（生源寺）の

基本形が形作られたといえます。これが、農政の裁量的な政策形成の基本形と

して、今日まで脈々と続いているのです。それでは次に、新基本法以降の農政

について、裁量主導による政策形成への影響を具体的にみることにいたします。

（裁量主導による政策形成への影響）※別添資料17～26頁

（ⅰ）基本法と裁量をめぐるケーススタディ

先ほどの「分析枠組」から導かれた、農政の妥当性をはかる判断基準はこう
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でした（別添資料18頁）。基本法との関係において、基本計画や個別施策など行

政によって行使される裁量が、適合的であるかどうか、つまり基本法の枠組か

ら裁量権の逸脱・濫用がないかどうかです。その際、基本法と現実の農政とが

非適合的な場合であっても、その具現の仕方は、例えば、現実の農政が、基本

法の規定と直接的に衝突する場合もあれば、基本法の想定と逆行する場合もあ

り、さらに基本法の守備範囲をこえるような場合もあるでしょう。これについ

て、新基本法以降の農政を対象に、ケーススタディの形でみることにします。

ただし、新基本法以降の農政といっても施策は広範にわたるため、財政上の

規模の面から対象を絞ることとします。新基本法下の政策別予算（2016年度）

（別添資料19頁）をみますと、食料政策・農業政策・農村政策のうち、農業政

策がほとんどを占め、その内訳は、①担い手育成関係、②生産調整関係、③農

業生産基盤整備関係が主要なものとなります。そこでここでは、これら①～③

に関連する施策をケーススタディの題材として取り上げます。その上で、①～

③を含む農業関係予算の配分バランスについてふれることとします。

［ケーススタディ①：担い手対策］

まず、基本法との関係で、基本計画や官邸本部決定の類が基本法の規定と直

接的に衝突するケースとして、担い手対策を取り上げてみます（別添資料20

頁）。

ここで想起されるのは、民主党政権時代の「トリプルスタンダード」です。

すなわち、基本法（1999年）・基本計画（2010年）・基本方針（2011年、食と農

林漁業の再生推進本部決定）という三者の間において、施策対象の担い手の内

容が非整合的でした。基本法第21条では、主たる従事者の年間労働時間と生涯

所得の両面で他産業従事者並みの水準を念頭に置いた「効率的かつ安定的な農

業経営」を育成することが目指されています。基本計画（2005年）では、これ

と整合的に、「対象となる担い手は、（中略）将来効率的かつ安定的な農業経営

に発展すると見込まれるものを基本」とされていました。その後に法制化され

た担い手経営安定政策（2007年度～）でも、これに沿って、対象は認定農業者

等とされました。しかし、基本計画（2010年）では、対象は「兼業農家や小規

模経営を含む」販売農家等に転換されました。2011年度に、この販売農家等を
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対象に、農業者戸別所得補償制度が実施されました。前述の経営安定政策では、

交付対象を認定農業者等と法定しているにもかかわらず、経営安定政策のうち

畑作物を対象とする生産条件不利補正交付金（ゲタ対策）を、畑作物の所得補

償交付金に組み換え、米の所得補償交付金などとともに、予算措置と通達によ

って、販売農家等を交付対象としていったのです。ところが、すぐ後の基本方

針（2011年）では、「兼業農家や小規模経営を含む」が削除され、「平地で20～

30ha、中山間地域で10～20haの規模の経営体が大宗を占める構造を目指す」と

再転換されました。しかし、予算措置の対象は引き続き販売農家等のままでし

た。このように、基本計画等において、担い手の内容が、基本法との適合性を

欠きながら、大きく振幅しつつ、しかし、これを予算措置と通達によって実施

していったのです。

続く政権交代後の自民党政権下では、2013年に、戸別所得補償に代わる所得

関連の政治的スローガンとして、農業・農村所得倍増目標が掲げられ、これが

「農林水産業・地域の活力創造プラン」（農林水産業・地域の活力創造本部決

定）に明記されました。所得倍増目標は、基本法の想定から演繹されるもので

はなく、このため、担い手（第21条）との関係を含めて整理が必要とされます

が、これについてはDPをご参照いただければと思います。

いずれにしましても、ここでのケースは、基本法との関係で、基本計画や官

邸本部決定の類が基本法の規定と直接的に衝突する代表例です。基本法によっ

て基本計画が厳格にチェックされる必要があることは言うまでもありませんが、

基本計画以外の閣議決定や官邸本部決定など政策文書についても、基本法との

関係や、農政全体の中での位置づけが、一覧的に整理される必要があろうと思

います。

［ケーススタディ②：米生産調整関係（飼料用米拡大）］

続いて、基本法との関係で、個別施策が基本法の想定と逆行するケースとし

て、米生産調整関係、とりわけ飼料用米の生産拡大を取り上げてみます（別添

資料21頁）。

飼料用米の生産拡大については、基本法第30条との関係が問われます。同条

第1項「消費者の需要に即した農業生産」という規定は、旧基本法下の価格政策
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において、農業所得の確保を強く配慮した結果、消費者の需要が農業者に適確

に伝わらず、需給のミスマッチを招いたという反省から、新基本法において、

価格政策の見直しを行い、もって需要に即した農産物の供給を図るという基本

方向を明らかにしたものです。さらに、同条第2項では、価格政策の見直しに伴

う価格の著しい変動が、「育成すべき農業経営」に与える負の影響を緩和すべく、

農業者の所得確保に配慮をしています。

ここで重要なことは、第１項と第２項をセットで読むことです。第1項では、

価格政策のもつ人為的な需給調整機能を低減させつつ、第２項において、これ

による生産者への負の影響を、所得確保対策をもって緩和する、という構図に

なっています。米であれば、米価操作を通じた人為的な需給調整を改め、米価

を市場価格に接近させつつ、これによる、稲作を主要な所得源とする生産者へ

の負の影響を緩和するため、所得確保の支援を厚くする、ということです。す

なわち、財政措置の方向としては、価格支持から経営安定の拡充ということに

なります。

この観点からみれば、財政措置による高水準の助成をもって、主食用米から

飼料用米に転作を誘導することによって、米の需給調整を実施することは、基

本法が想定する基本方向と逆行することになります。基本計画（2015年）では、

「米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の生産拡大」という項目に

おいて、前者の「米政策改革の着実な推進」では「需要に応じた生産を推進」

について言及しながら、後者の「飼料用米の生産拡大」では、消費サイドへの

言及はなく、もっぱら生産サイドの取組だけが言及されています。主食用米の

需要減少を、高水準の助成によって飼料用米への転換＝生産拡大を図るという

ことは、旧基本法が反省した人為的な需給調整と同様の役割を飼料用米におわ

せることになります。

これを負担の帰属からみると、本来、価格支持から経営安定の拡充という流

れは、消費者負担から納税者（財政）負担への転換という面をもちます。確か

に、農政全体の方向としては、EUと同様、消費者負担から納税者負担への流れ

をたどっています（別添資料22頁）。しかし、米については、これと逆方向の施

策が実施されています。価格政策から直接支払に転換を遂げたEUと比較して、

いまだ消費者負担と納税者負担の構成においてEUとは比重が反対となっていま
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す。経済学的には、負担構成が変化すれば、それは実質的な所得再分配の効果

をもちます。消費者負担から財政負担への転換は、低所得層への負担軽減など、

すぐれて今日的な所得再分配の意味をもちうるはずのものなのです。この点、

米については、需要減少の傾向をたどっているなか、ここ２年間において、飼

料用米への補助金誘導を梃子に、相対価格が2,000円/60kg以上上昇しています。

低価格米は傾向的にさらに上昇しています。財務総合政策研究所の研究員との

共同研究によれば（注：明村聖加・小嶋大造「家計の食料品消費に対する軽減

税率の効果と限界－マイクロデータにもとづくエビデンスベースの議論に向け

て－」京都大学経済研究所 Discussion Paper No.1701、2017年４月）、仮に食

料品に対する消費税の軽減税率が導入されても、低所得層にとって、その効果

は、ここ2年間の米価上昇分だけで、ほぼ半減することになります。したがって、

低所得層の負担軽減の観点からも、食料政策のあり方が問われているといって

よいのです。

こうした人為的な需給調整を通じた米価つり上げは、過去にも繰り返されて

きました。その最近の最たる例が、2007年の「米緊急対策」です。米の消費量

が年々減少する中で、2007年産米価が大幅に下落したのに対して、政府は、米

緊急対策として、34万トンを買い入れ、備蓄水準を積み増すこととしました。

本来、食糧法上、備蓄とは、生産量の減少により供給が不足する事態に備える

ためのものです。しかし、米緊急対策では、供給不足ではなく、むしろ需要不

足にも関わらず、食糧法の規定と衝突しつつ政府買入が実施されました。さら

に、生産調整の実効性の確保として、ペナルティ措置など行政関与の強化とと

もに、補正による多額の予算措置（地域水田農業活性化緊急対策等）が通達と

セットでなされました。こうした基本法の方向と逆行する人為的な需給調整が、

緊急の名の下に、不透明な政策形成のなかで決定されていったのです。

以上のように、ここでのケースは、基本法との関係で、個別施策が基本法の

想定と逆行する代表例です。多額の予算措置による需給調整を通じた米価対策

は、所得確保の手段として、これまでも繰り返されてきているように、裁量に

よりいつでも起こり得るものであるということが認識される必要があろうと思

います。

－ 15 －
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［ケーススタディ③：農業農村整備事業］

最後に、基本法との関係で、農業政策が基本法の守備範囲をこえるケースと

して、農業農村整備事業を取り上げてみます。

農業農村整備事業については、土地改良事業のように法的根拠をもって予算

措置されてきたものもあれば、農業集落排水事業のように法的根拠をもたずに

予算措置されてきたものもあります。しかし、農業農村整備事業は、法的根拠

の有無にかかわらず、自民党政権下の旧基本法時代では、農業関係予算の項目

のうち最大の累積額を確保し（別添資料15頁参照）、他方民主党政権下では大幅

に削減されました。予算額の振幅幅が極めて大きいといえます。それでは、農

業農村整備事業の予算は、いかなる基準で配分されてきたのでしょうか。農業

農村整備事業費の対公共事業費（別添資料23頁）をみると、自民党政権下では、

UR関連対策の期間を含めて、当初・補正後を問わず、一貫して１割程度で推移

していました。農業関係予算の構成比（別添資料９頁参照）では、こうした一

定の傾向はみられません。つまり、農業農村整備事業費は、農業政策との関連

というよりも、公共事業全体の関連で、予算枠がはめられていたのです。この

１割水準は、いわば、公共事業の中での農業農村整備事業の枠をめぐる、利害

調整のコスト最小化と利益誘導の最大化の政治的均衡点であったいえます。民

主党政権になると１割水準は崩れ、数％へと縮小します。１割から数％水準へ

の縮小が、前政権の政策を否定する意味での、新たな政治的均衡点といえます。

そして、 再び自民党政権になると、これが反転し、民主党政権前の予算額が政

治的均衡点として目指されることになります。

さらに、農業農村整備事業が、農業政策との関連以上に、公共事業全体との

関連で規定されてきたことの傍証として、事業構成の変化がみられます（別添

資料24頁）。農業農村整備事業費の構成を、農村整備、農地等保全管理、農業生

産基盤整備に分けてみると、農村整備の割合は、1980年代はほぼ２割水準で推

移していましたが、バブル崩壊後の経済対策とともに増加し、UR関連対策期に

は最大で４割水準にまで膨れ上がりました。とりわけ農業集落排水事業に通達

とセットで多額の予算措置がなされました。しかし、2000年代になると、農村

整備は反転縮小し、UR関連対策への批判もあって、２割水準を大幅に割り込む

こととなりました。
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ここで見逃してはならないのが、農業政策に、本来の範疇を超えて景気調整

の役割を担わせたことです。例えばUR関連対策では、農業構造改善事業として

都市農村交流施設－うち三分の一が温泉施設－が整備され、雇用人数が目標と

されました。ここでは、構造政策的な供給サイドから、雇用創出的な需要サイ

ドに、財政の重点が移行していたのです。バブル崩壊後の農村経済の低迷に対

して、スペンディング・ポリシーによって農外雇用を誘発させようとしたので

すが、これは農業政策が景気対策ないし雇用政策の範疇に踏み込むことを意味

します。基本法の守備範囲を大きくこえるものです。

以上のように、ここでのケースは、農業農村整備事業が、農業政策の関連と

いうよりも、公共事業全体との関連で、その予算の水準が裁量的に確定され、

とりわけUR関連対策期には基本法の守備範囲をこえて景気対策に巻き込まれて

いったことを示すものといえます。

言い換えれば、農業農村整備事業の予算は、基本法の体系から「政策的なバ

ランス」をとって措置されたものではなく、いわば「政治的なバランス」にお

いて措置されたものといえます。しかし、これは、ひとえに農業農村整備事業

だけの問題ではありません。農業関係予算の全体においても妥当する問題です。

最後に、「政治的なバランス」が集約的に表現される政権交代前後の時期を中心

に、農業関係予算の配分バランスをみることとします。

（ⅱ）農業関係予算の配分バランス

二度にわたる政権交代前後の農業関係予算の配分をみてみます（別添資料25

頁）。農業関係予算は、①転作助成、②戸別所得補償、③農業農村整備等（＝公

共事業関係）の三つで、全体の約4割を占めます。自民党から民主党への政権交

代期（2009年度→2010年度）では、自民党の票田である土地改良を中心に農業

農村整備等（③）を減額し、これを財源として、戸別所得補償（②）に充当さ

れました。他方、民主党から自民党への政権交代期（2012年度→2014年度）に

は、戸別所得補償（②）を引き継ぐ米の直接支払交付金－2017年産までの時限

－の単価を半減し、これを財源として、転作助成（①）と農業農村整備等

（③）に充当されました。2016年度には、飼料用米増産と土地改良拡大が政治

的にさらに要請され、転作助成（①）と農業農村整備等（③）の増額路線は強
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められました。

二度の政権交代をはさみながら、以上の三つの予算割合は、ほぼ一定の割合、

つまり4割程度で推移していました。この割合が、枠の基準となり、その枠の中

で、文字どおり切って張るという作業を通じて、前政権の農政を否定する演出

がなされたのです。法制度として予算が安定的に推移する経営安定政策（同表

の最下欄）とは対照的です。

問題は、このような裁量に基づく配分の「政治的なバランス」が、基本法が

想定する配分バランスに適っているかどうかです。これについては、既にケー

ススタディでみてきたとおり、疑義があると言わざるを得ません。この意味で

は、低位のレベルの配分バランスといえます。それでは、基本法の体系と整合

する「政策的なバランス」のとれた予算配分とはどのようなものでしょうか。

これを土地改良事業と経営安定政策との関連でみたいと思います（別添資料

26頁）。土地改良事業は、多額の財政投入という公的性格と、それによる農家へ

の利益という私的性格といった、一見、対立関係を内在する性格をもつかのよ

うにみえます。これは、土地改良事業をめぐる効果の帰属先と、その費用負担

につながる問題です。この問題を構造政策型の経営安定政策と関連させて、全

体の構造を提示したのが、生源寺先生の議論です。すなわち、(1)財政負担によ

る土地改良投資は、生産性の向上を通じて供給曲線を右方にシフトさせ、(2)こ

れが農産物価格の低下という形で、土地改良の効果を消費者に移転し、(3)この

利益の一部をもって、農業所得に負の影響がもたらされる担い手に対して、納

税者（財政）負担による所得確保支援をする、つまり農業に還元する、という

構図です。

この構図は、政策的にすぐれて高位なバランスをもつものといえます。ケー

ススタディでみた、基本法の第21条と第30条とを矛盾なく整合させているから

です。すなわち、効率的かつ安定的な農業経営の育成を目指して財政投入され

た土地改良（第21条）は、たんに生産者だけに利益が帰着するのではなく、需

給バランスを反映した価格形成（第30条第1項）を通じて消費者にも利益を移転

し、そして、この利益の一部をもって、価格低下による育成すべき農業経営へ

の負の影響を緩和する経営安定政策（第30条第2項）とする、というものです。

このように、基本法に基づく予算配分は、あくまで基本法に基づく政策が予
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- 17 -

算を要請する結果であり、予算が政策の先決事項となるのではありません。政

策から予算へと裁量が偏重するとき、予算配分は政治的バランスへと下降しま

す。しかし、裁量も、予算から政策へ重点を移行するとき、高位のバランスを

回復することになるでしょう。

（まとめ）※別添資料27～28頁

冒頭で、次のように問題設定をしました。公法学の理論を用いて、法律と裁

量を分析視座に、農業政策に不安定性をもたらす仕組みとはどのようなものか、

またそれが政策形成にどのような影響を与えるのか、旧基本法以来の主要施策

を財政措置を中心にトレースしながら明らかにする、ということです。

基本法の枠組から現実の農政を捉え直すと、法的枠組から逸脱する裁量の姿

が現出しました。旧基本法下の農業政策では、米生産調整や農業構造改善事業

を中心に、根拠法をもたない予算措置と、法的作用をもつ通達とが組み合わさ

れる形で、基本法の枠組を逸脱した行政裁量を可能とする仕組みが形成されて

きました。これが、今日まで、所得対策を中心に、農業政策の裁量的な政策形

成の基本形として続いてきたのです。新基本法以降では、例えば、①担い手対

策において基本法の規定と直接的に衝突するケース、②米生産調整（飼料用米

拡大）において基本法の想定と逆行するケース、③農業農村整備事業において

基本法の守備範囲をこえるケースがみられました。

このように、農政には、基本法の枠組を逸脱した行政裁量を可能とする仕組

みが内在しています。とりわけ、緊急対策などすぐれて政治的な動機を背景に

行政裁量が行使されるときには、基本法が破られることがあります。まず何よ

り、農政がこのような特質をもつことが認識されるべきでしょう。しかし、そ

れ以上に認識されるべきことは、基本法の基本理念や各種施策の名宛人は、行

政はもとより政治も含めた「国」であり、その実現に向けた取組が行政や政治

には託され、義務づけられている、ということです。したがって、行政裁量に

対する統制のあり方－例えば「基本法による行政統制」－が問われて然るべき

なのです。

（補論：EU・ドイツの政策形成）※別添資料29～34頁

－ 19 －



- 18 -

最後に、補論ということで、EUやドイツの政策形成について少しご紹介した

いと思います。

EUの共通農業政策（以下、CAP）ですが、これは膨大な法令の堆積からできて

おります（別添資料30頁）。

特徴の一つは、法令の出自が明示されていることです。ある法令が出された

として、そこには、根拠となる法令や経緯が、法令本文の前段で説明されてい

ます。したがって、法令の出自を遡っていくことができるので、この法令がど

のような流れの中でできたのものなのか、その流れの中で何を目指していこう

とするものなのかが分かるわけです。日本の法令や閣議決定にはそのようなこ

とは書かれていません。つまり、法令や閣議決定の出自が分からないことが

多々あるということです。

特徴の二つ目は、財政を含む中期計画を策定していることです。この中期計

画は、かなり時間をかけて議論されます。中期計画があると、将来的な予算の

見通しがつきます。日本の場合は単年度主義ですから、毎年度、予算折衝で膨

大な調整コストをかけて予算が編成されます。これに対してEUの場合は、その

ような調整コストをかけずにすむ、その分を政策的な議論に振り向けることが

できるわけです。

CAPは、「第１の柱」＝直接支払と、「第２の柱」＝農村振興政策とに分かれて

います。「第１の柱」＝直接支払は、所得補償であり、「第２の柱」＝農村振興

政策は、農業環境政策や条件不利地域対策などであって、公共事業を主とする

ものではありません。

まず「第１の柱」＝直接支払については、EUレベルで、裁量の余地が排除さ

れる形で、制度として客観的な基準で算定される仕組みが構築されています。

直接支払は、農業経営の所得に直接に影響を及ぼしますから、とてもセンシテ

ィブなのですが、もし直接支払の仕組みに裁量の余地があれば、加盟国の間、

あるいは加盟国の内でも、揉めることになります。しかし、そうならないよう

に、誰が読んでも一義的に解釈されるような客観的な算定基準を制度として仕

組むことによって、受給額が決定されます。いわば、裁量の余地を排除して、

制度がオートマチックに展開していくわけです。

次に「第２の柱」＝農村振興政策については、「第１の柱」＝直接支払とは異
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なり、EUが中期的な戦略を設定し、その方向性のなかで、補完性原則のもと、

各州が政策内容、例えば重点分野や具体的施策を決定していくことになります。

この「第２の柱」＝農村振興政策を少し具体的にみていきます。

EU－連邦－州の関係（別添資料31）ですが、まずEUレベルで一本の戦略が策

定され、それを踏まえ、ドイツでは国家レベルで一本の戦略が策定されます。

これを受けて、各州レベルで具体的なプログラムが策定されます。したがって、

大きな方向性を示すのがEU、具体的な政策を決定するのは州となります。こう

して二分化していくわけです。つまり、戦略については、国家レベルを超えた

EU全体として、国家からEUへシフトしていきます。他方、政策決定については、

補完性原則にもとづき地方に政策決定権を帰属させることで、国家から地方へ

権限がシフトしていくのです。

前回の中期期間（2007年～2013年）の例ですが、EU農村振興政策（別添資料

32頁）は、大きく三つの目的として、①農林業の競争力向上、②環境とカント

リーサイドの改善、③農村生活の質の向上と経済活動の多様化の促進を掲げて

います。これらの目的に対応して、三つの「軸」が設定され、具体的な政策手

段がリストアップされます。そして、各軸のEU負担割合や、軸間の資金配分割

合の下限が定められます。例えば、「第2の軸」である農業環境政策などには、

EU負担割合が55％、軸間資金配分割合は25％以上と、他の軸よりも手厚くなっ

ています。

この方向性の中で、各軸に資金をどう配分するか、あるいは各軸の中でどの

政策手段を選択するかなど、具体的なプログラムの設計は各州が決定します。

ドイツ各州の農村振興プログラム（別添資料33頁）をみると、例えば北部州で

は「第１の軸」に、南部州では「第２の軸」に、東部州では「第３の軸」に、

重点が置かれています。このように、ドイツでは、農村振興政策を各州に裁量

をもたせて推進しているのです。もちろん、裁量といっても、制度的な裏づけ

なしに恣意的な判断で措置されるというものではなく、EUの制度的な枠組の中

で、具体的なプログラムを設計し、決定する権限が各州にあるということです。

最後に、EUやドイツから学ぶべき教訓（別添資料34頁）について、個別論で

はなく、原則論について挙げるとすれば、政策理念の確立や、目的と手段の整

合性、さらに国と地方の関係－EUの場合は補完性原則ですが－といった政策の
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大きな枠組について、議論を重ねてきているということです。ドイツ連邦食

料・農業・消費者保護省学術審議会が、あらゆる個別議論に先駆け、まず「目

的と手段の適切な設定」と「各政府レベルの政策領域の確定」が問われるべき

と提言したことがありますが、日本の農業政策の議論にとっても決して無縁で

はないと思います。

また、欧州委員会では、公的支出の前提条件として、次のような指摘をして

おり、これも日本の農業政策の議論に示唆するものがあると思います。「農業政

策への支出は、農業者や農村がもたらす生産物や用役が社会の期待に沿う場合

にのみ、正当化される。……公的支出には、何らかの反対給付（Gegenleistun

g）が対置していなければならない－食品の質であれ、環境保全であれ、動物保

護推進であれ、農業や文化遺産の保護であれ、社会の均衡や平等の推進であれ、

いずれに関しても」。

以上が、簡単ですが、EUないしドイツの政策形成のご紹介です。日本の裁量

的な政策形成は、法令によって規定されるEUの政策形成と比較することで、そ

の特質がいっそう浮き彫りになると思いますし、また学ぶべきことも多くある

と思います。これは、今後の農業政策の政策研究にとって、重要な課題ではな

いだろうか考えております。

ご清聴をありがとうございました。

Ⅱ 質 疑 応 答

(1) 両角和夫氏（解題者）の質問

両角 ここの客員研究員の両角です。今お話を伺っていて、大変おもしろい視

点で、私も財政学に興味があって、大学で講義なんかでもしていたのですけれ

ども、こういう予算とか裁量、法と裁量との関係について切り込んだ研究とい

うのはほとんどなかったのではないかと、小嶋さんもおっしゃっていたように、

そう思います。私としては大変興味を覚えました。

それから、内容的にはほとんど同感というのはちょっと大ざっぱ過ぎますけ

れども、そう思いますので、私が解題を書くのに必要な、少し概念的な整理と
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いいますか、確認をさせていただきたいと思います。３つほどあります。

１つは、最初に分析枠組を御説明のときに、これは６枚目だと思いますけれ

ども、２つの論理を峻別するのだということで、最初の①の法の論理というの

はよくわかるのですね。基本法の考え方に即して法律をつくっていくというこ

とだと思うのですけれども、２番目の政治の論理というのがいまいち言葉がピ

ンと来ないところ、私がよく理解してないせいかもしれませんけれども、政治

論理というところがよくわからなくて、私は、政治の論理というよりはむしろ

行政の論理みたいな意味かなあと思って最初考えていたのですが、ちょっと小

嶋さんにそこを御説明いただければと。

それから、後に政策整合性とか、あと政治の整合性、そういう言葉が出てき

ます。その言葉とこれの関係というのは、言葉の使い方で政治論理という言葉

と政治的な整合性みたいな話と、これの重なりぐあいを１つお伺いできれば。

二つは、要するに通達と予算の関係なのですけれども、12頁（別添資料）にこ

の関係がありますけれども、この表の御説明についてもちょっと私として確認

したいことがありますが、予算というのは基本的には国会の承認を得て決める

ものですね。そういう意味では、法律に準じるというか、同じような権限を持

っているわけだと思いますけれども、本来、予算、国会の審議がきちんと非常

に多方面にわたり、整合性を持ってといいますか、多方面との関係性をきちん

と整理しながら議論されるのであれば政策の安定性とか整合性なんかは担保さ

れると思いますし、それから、この３番目に「深度」と書いていますけれども、

これも本当にきちんとやれば深度が深まって、そういう意味では法律的なもの

になってくると思うのですけれども、こういうものと、それから通達の持って

いる意味というのは、確かに実質法律的な意味もありますけれども、基本的に

は相当性格が違うわけですよね。

ですから、裁量の手段として予算措置と通達を持ってきているということの、

２つ一緒に持ってきているのですけれども、現実的にはよくわかりますけれど

も、理念的には少し違いがあるような気がして。これはちょっと私の余計なま

さぐりというか、かもしれません。

３つは、裁量という言葉に政治裁量とか行政裁量とか、裁量に形容詞がつき

ますが、この形容詞、行政裁量とか政治裁量、実際の農政の裁量とか、そうい
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う言葉が出てきますけれども、裁量という言葉の意味を伺いたいと思います。

今いろいろ挙げた裁量と言う言葉は皆共通するような意味で使っていいのかど

うか、大変細かい点にわたりましたけれども、教えていただければありがたい

と思います。

小嶋 コメントをいただき、ありがとうございます。

まず、一点目と三点目のご質問をまとめてお答えします。「裁量」という用語

ですが、これは、公法学上、法律が行政機関に対して広汎な授権を行っている

場合、法律は行政機関に裁量権を与えているといい、こうした裁量権に基づい

て行政機関の政策的な判断によって行使された行為を裁量行為と言います。し

たがって、裁量行為とは行政行為のこととなります。ただし、行政裁量は、現

実には、大なり小なり政治の影響を受けて動かされる面があり、とりわけ農

業・農村が政治マターとなり、特定の政治目的の追及が前面にでるときには、

行政裁量もこれに強度の影響を受けることになります。ご質問の「政治の論

理」という用語は、こうしたニュアンスをもたせた造語です。「政治的なバラン

ス」の政治も同様です。政策は、目的の設定や、目的を達成のための手段が決

定的に重要となるため、とりわけ政治マターとなる場合には、法の論理＝合法

性の基準ではなく、政治の論理＝合目的性の基準によってもっぱら動かされる

ことになります。このとき、基本法と裁量の拮抗関係が、つまり法の論理と政

治の論理の拮抗関係が顕著となりやすくなります。しかしながら、行政法理論

の基本からいえば、たとえ行政裁量が政治的な影響を受けて動かされるとして

も、その領分は法律によって統制される、という関係になります。つまり、法

の論理＝合法性の基準が、政治の論理＝合目的性の基準をコントロールする、

ということになります。ある憲法学者（大石眞）は、これを－「法」の論理と

「政治」の論理という用語ではなく－「法治性」の原理と「国家性」の要求と

とらえ、両者はしばしば拮抗関係になるが、それは、前者が準則としての実質

を失わない限り、必然的に後者を拘束・制約するためであると指摘しています

が、これも同様の趣旨と理解することができると思います。

二点目のご質問ですが、両角先生の仰る趣旨は、私もよく理解できます。仮

に、予算措置が、講演の最後にご紹介したEU共通農業政策（CAP）の「第１の

柱」のように、法令にもとづく算定基準によってオートマチックに決定される
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のであれば、誰の目にも明らかなのですが、日本の農業政策の場合はそうでは

なく、多くの重要施策が、根拠法のない予算措置によって、裁量的に決定され

ます。別添資料25頁をみていただくと、最下欄の「経営安定政策」は、法律に

もとづく予算措置、つまり法律補助で、法律に算定基準が示されていますので、

裁量は排除されるわけで、ほぼ一定の予算額で推移しています。他方、法律に

もとづかない予算措置、つまり予算補助の場合、裁量ですから、毎年度の予算

折衝で金額が変わり得る、とりわけ政治マターとなれば、激減したり激増した

りと大きく振れることもあるのです。同表の「戸別所得補償」や「農業農村整

備等」はこの例です。また、生産調整についても、毎年度の予算編成過程で予

算額や単価が決められるのですが、予算額は毎年度変動していますし（別添資

料11頁）、単価もよく変わります。そうした単価を含む詳細が通達で規定されま

す。しかし、何でこの予算額なのか、何で単価を変えるのか、ということがみ

えないのです。直近の例でいえば、飼料用米の単価は、「農林水産業・地域の活

力創造プラン」（2013年12月）によって、単収に応じて傾斜をかけ、標準単収で

８万円/10a、上限10.5万円/10a、下限5.5万円/10aとされましたが、なぜこうし

た傾斜をかけたかというと、このプランでは米の直接支払交付金（1.5万円）－

民主党時代の米の所得補償交付金を引き継ぐものですが－の半減（2014年産

米）・廃止（2018年産米）も決定されましたが、その減収分は、飼料用米の単収

が増えればカバーされるように、ということで設定されたと言われています。

この結果、財務省の試算では、飼料用米の作付では、標準単収の場合でも、収

入のうち補助金（水田活用の直接支払交付金）が約９割を占め、標準単収をこ

える場合には９割超となります。これでは補助金の単価が作付する作物の選択

に大きな影響を与えることになります。また、飼料用米の生産に係る財政負担

は、2016年度で676億円、2025年度には、基本計画の生産努力目標ベースで1,1

60億円程度～1,660億円程度に膨らむと試算されています。しかし、そうした政

策の決定過程は表に出てこない。決定された結果だけが、予算措置や通達の形

で示されるのです。いささか強調した面はありますが、法律補助と予算補助に

はそうした違いがあることを説明しようとしたわけであります。もちろん両角

先生の仰るとおり、国会などで審議が尽くされれば、法律措置と予算措置の違

いも相対的には小さくなると思います。
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以上がご質問への回答ですが、三点目のご質問に関連して、政治と行政の関

係について、講演ではふれておりませんが、少し意見を申し上げたいと思いま

す。それは、政治と行政のボーダーラインが曖昧だということです。端的に言

えば、農政では、政治が、本来行政の領域のはずなのに、そのボーダーライン

をこえて介入し過ぎる、ということです。基本法をみますと、これを明確に区

分しています。それは主語をみると分かります。例えば、主語が「国」である

第7条第1項では、「国は、第二条から第五条までに定める食料、農業及び農村に

関する施策についての基本理念にのっとり、食料、農業及び農村に関する施策

を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」とされています。ここでいう

「国」は、立法府、行政府、司法府を含めた国を表現するものです。いわば、

基本理念に則って政策を実施していくということは、行政はもとより政治にも

義務づけているということです。これに対して、基本計画を規定した第15条を

みると、主語は「政府」、つまり行政府となっています。ここでは、基本計画は

政府が策定し、行政としてその実施に責任をもつことを表現しています。基本

計画は、基本法に沿って策定されるものですので、基本法を反映するものであ

り、個別の政治的利益を反映するものではない、仮に個別の政治的利益が反映

されることになれば、基本法の方向性から外れた政治的な偏向につながりうる

ので、この意味で政治的な中立性が求められるのです。しかし、実際の策定過

程においては、農林部会などを通じて政治が介入します。これは基本計画だけ

でなく、年次報告（第14条）も、基本法上、主語は「政府」ですが、やはり同

様に政治が介入する。基本法では、主語を明示的に書き分けて、政治と行政の

ボーダーラインが引かれているのですが、立法府に属する政治のサイドが、法

律で規定するこのボーダーラインを易々とこえて、行政に介入してくる。じつ

は、こうした政策形成は、振り返ればすでに米価決定のときから続く慣習とな

っているのです。しかし、ここに政策形成における問題の所在があるのではな

いかと思うわけです。こうした政策決定のあり方は、農政論としても、今後の

重要な研究課題だと考えています。

(2) 古橋源六郎氏の質問

古橋 今日は、農業政策の形成と財政との関係という大局的見地から有益なお
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話をしていただき大変感謝いたします。

私は、44年度予算から土地改良、その後引続き一般農政の主査として計４年

間、更に52年度予算から２年間、主計官として、農業政策の策定に関係いたし

ました。私は、主査になる直前経済企画庁物価政策課にいたこともあって、農

業政策については短期的な視点に響される価格支持政策から長期的視点に立つ

構造政策へ重点を転換するべきだとずうっと主張してまいりました。しかし、

それには、農業協同組合とか政治家がら一体となった反対がありました。土地

改良担当の主査となって構造政策への転換という見地から公共事業も推進して

きたのですけれども、その後構造政策がひとり歩きしてしまって、不適切な農

道空港までつくってしまうと、世間から批判を受けました。どうしてそういう

ことになるのかというと、それに対する批判勢力というものが農業の場合には

強くないのではないか。農民のほとんど全部が一体となって、土地改良、価格

政策についても全てが同質的なものの中にいて考える。その中で大規模農業、

あるいは農業法人の中できちっとやっていくという勢力が足りない。最近、大

分農業法人の割合は増えてまいりましたけれども、そこいらの基本的なことを

考えなければいけないと思っておりますのが第１点であります。

それから、基本法についてお話がありましたので、これについて申し上げま

す。基本法の考え方というのは、政策内容についての枠づけ機能、理念を創る

こと。第２番目にはその理念を実現するための手段としての枠組機能です。そ

の手段としての枠組としては、基本計画、それから地域の計画、そしてそれを

実施するための有識者を含めた審議会の設置というようなことです。その基本

計画策定の段階で政治家が入り過ぎるということについては、基本計画を作る

ときにもっと一般公開して国民の意見を広く聞くという形でやらなければいけ

ません。しかし、そのときに、農業問題については第１次的に利益を受ける者

がほとんど同じなものですから、消費者の意見がそこに反映されにくい。新し

い基本法では、消費者の意見が随分反映されるように、建前上はなっておりま

すけれども、実際の運用として消費者の意見が反映されないということが大き

な問題ではないかと思っております。それが私の考え方であります。

それからもう一つ今まで問題になっているのは、日本の場合は農地に対する

利用計画に関する規制というものがヨーロッパ先進国に比べ非常に弱いことで
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す。一回農地であると決めたならば、よほどの経済情勢の変革がない限りそれ

は最後まで守る。転用も許さない。離農して行った人から必ず他の農民が農地

を受けるという厳しい規制というものをやらないとおかしいと思います。そし

て、そういうことはなぜ起きるかというと、法律を守るということよりも、そ

の基本にある経済政策、経済原理の重要性を官僚や国民が本当に理解してない

のではないかとさえ感じます。

確かに農業政策は経済原理だけでは解決できない部分があります。気候変動

に影響されますし、食糧自給率が低いという問題も日本の場合にはあります。

しかし、そういういろんな制約、経済政策が入る限界はあるかもしれませんけ

れども、できる限り、需要供給であるとか経済的合理性を政策の中に反映して

いくということが私は必要だと今でもずうっと考えております。今日お話を伺

っていて、少しずつ学会の先生方の間でもそういう議論が強くなってきたし、

農業法人も随分力が強くなったと思っております。それが私の意見でございま

すので、何かコメントがあればいただければと思います。

小嶋 コメントをいただき、ありがとうございます。

まず一点目の構造政策について、主査や主計官などのご経験からのコメント

は、勉強になります。これは旧基本法策定の事務責任を担った小倉武一さんの

述懐ですが、基本法施行（1961年６月12日）の直後（同年７月18日）に就いた

河野農相が基本法農政に消極的であり、構造改善事業が、河野農相の唱えた新

しい村づくり事業として取り上げられ、このため土地改良などに重点が置かれ、

自立経営や協同組織の形成には必ずしも重点が置かれなくなった、ということ

を回顧しています。構造政策が旧基本法の想定と乖離していくのは、当初から

こうした政治的な背景があったのかもしれませんが、基本法との関係でいえば、

本来旧基本法の制定に際し、既存の関係法律を基本法と調和するよう改廃し、

基本法に後続する実施法も基本法の目的や趣旨に沿うことが要請されるわけで

すが、そうならなかったところに問題があろうかと思います。例えば旧基本法

第18条（農地についての権利の設定又は移転の円滑化）との関係では、①旧基

本法では農業者みずからが農地を所有するか、他人の所有する農地を借り受け

るか、そのいずれをより適切とするかについて一切規定していないにもかかわ

らず、自作農主義をとる既存の農地法を旧基本法に調和するように修正しなか
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ったこと、②旧基本法に後続するはずの実施法であった「農地管理事業団法

案」が二度にわたり国会で審議未了となったことなど、関係法律の整備がなさ

れませんでした。旧基本法上の基軸的な政策であった構造政策が、関係法律の

整備がなされないまま、1962年に第1次農業構造改善事業が通達によって始まり、

その後も毎年度の予算措置によって実施されてきたのです。

この点は、新基本法と土地改良法の関係についても言えます。生源寺先生が

指摘しているのですが、現行土地改良法は、目的（第１条第１項）において、

いまだ旧基本法の政策理念を残しており、また費用負担（第36条）においても、

事業による利益が組合員に帰着するという、旧基本法下の価格政策の時代の想

定から抜けきれておらず、事業の効果が広く国民に行きわたる関係を明示する

ためにも、新基本法の政策理念（食料の安定供給の確保）を同法で謳うべきで

はないか、という指摘です。既存の関係法律が、いまだ新基本法と調和するよ

う改正されていないケースといえます。

二点目の関連で、先ほどの両角先生のご質問への回答の最後で取り上げた政

治と行政の関係について少し補足しますと、政治が、法律で規定されたボーダ

ーラインをこえるという問題を申し上げましたが、それと表裏の関係ですが、

権限と責任の乖離の問題もあろうかと思います。農業政策の多くは、形式的に

は、行政府、とりわけ農政当局である農林水産省に権限と責任があるのですが、

実質的な権限は農林部会にあり、しかし対国会への説明責任は農林水産省にあ

る、というように、実質的な権限と責任とが乖離しているということです。こ

こに問題があると思います。権限をもつものが責任をおわない仕組みです。政

策が非公式な場で決定され、オープンな形で議論がされません。オープンで健

全な議論であれば、問題があれば、それが争点化されますが、それを争点化し

ない、あるいは争点化させないことが起こりうる、そして決定された結果だけ

が、その根拠や見通しなどの説明もなく、示されることがあるのです。政策決

定のあり方、具体的には政策決定の場をどう仕組むのかということは、国会と

の関係を含めて、重要な問題だと思います。最近ですと、農林部会だけでなく、

官邸をどう位置づけるのか、ということにもなるかと思います。先ほど政策決

定のあり方は農政論としても今後の重要な研究課題と申し上げた所以です。

三点目ですが、これはあまりコメントができる知見がありませんので、一言
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だけ申し上げます。講演の冒頭でご紹介した大内力先生の学士院報告では、基

本法を無力化した有力な原因は農地政策にあるとして、もし基本法に忠実であ

るなら、二つの方向性、つまり、農地の転用規制の強化と、借地による規模拡

大の促進を図るべきだったのに、それと反対のこと、あるいは軌道修正しても

小出しであったと指摘されています。新基本法においても、－食料・農業・農

村基本問題調査会答申（1998年）が明示するように－そのバックボーンにある

「計画なければ開発なし」 という理念に沿った計画的な土地利用は、農村政策

の重要な課題です。農業生産基盤整備では土地改良法を中心とする体系的な制

度がありますが、農村整備では体系的な制度が存在しません。こうした議論は

必要ではないかと思います。

(3) 吉國 隆氏の質問

吉國 農政の歴史について、大変斬新な目で分析をしてこられたことに敬意

を表したいと思います。農水省は、私も企画室に籍を置いたことがございます

けれども、いつも財務省から優秀な方に来ていただいて、いろんな貢献をして

いただいたと記憶いたしております。

今日お話のあった中で法律と行政との関係についてですが、私ども、どっぷ

り農政の中につかっていた人種としては、日本の農政を動かしていく、農村を

動かしていくという上で非常に大事なファクターとして、共同体の論理という

ものを逸脱しては何事もできないという意識が非常に強くあったように思いま

す。

ちょうど水田利用再編対策のころ、田家理事長なんかと一緒に私も担当して

おりましたけれども、当時、生産調整を法律で決めたらどうだというような議

論もありましたけれども、法律で権利・義務としてぴちっと決めればうまくい

くかというと、なかなかへそ曲がりもいますし、権利・義務の世界で処理して

いくというには余りに難しい。実際はやはり共同体の論理で、みんなの共同作

業として進めてもらう。地域行政と農業団体、それから農家のいろんなグルー

プ、そういうものの力を結集して、地域の課題として取り組んでもらう。その

中から願わくば構造政策の方向にも沿った進め方をしてもらいたいということ

でいろんな誘導策を試みたということであります。そういった共同体の論理に
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訴え、これに支えられなければ、現実には、土地改良にしても何にしても、前

に進まないという認識が強かったので、言ってみれば政策原理といいますか、

我々の思考の過程ではそういう組み立てを重視していたということではないか

と思います。

構造政策にしましても、初めから少数の者を選別して、こういう経営を育て

ていくのだと、一集落に１戸あれば足りるというようなピクチャーを描いて、

みんながついてきてくれるかと、選別主義と言われるだけで、なかなかうまく

いかない。

時間をかけてそういうところにたどり着くという頭をみんな持ちつつ、共同

の力に訴えて一歩ずつ前進していく。これが、法律でない行政手法に拠りつつ、

地域と共同しながら物事を一歩ずつ進めていくという政策原理になったのでは

ないかなと思っております。

それから、そういうことを言いつつも、基本法の目指す方向というのは誰し

も頭の中にありますし、そういう方向から反しない、そういう方向に向かって

少しでも接近するという頭はどんな行政分野の担当者でも頭に持ちつつ組み立

てをしていったということが言えるのではないかなと思っております。

是非先生にも、そういった共同社会の論理というものをもう一つ軸として加

えて、今後の分析を進めていただければありがたいと思っております。

小嶋 ご指摘をいただき、ありがとうございます。

なぜ生産調整が法律措置とされなかったのかですが、当時の農林省の解説書

では「いろいろ考えたあげく」と解説になっていない説明がされています。解

説しづらいセンシティブな問題があるのかなと穿った見方もできなくもないの

ですが、自民党政調（農林担当）元職員の吉田修さんは、「コメの生産調整を法

律で強制することには「私有財産権」の侵害にあたり、憲法違反のおそれもあ

ることから、生産者みずからが国に協力するという手法で推進を図った」と言

及しています。あるいは、施策当初の閣議了解文書をみると、「農業構造改善事

業促進対策について」（1962年６月８日）では「農業基本法に基づき」と明記さ

れていたのに対し、「稲作転換の推進について」（1971年２月５日）では農業基

本法の文言が明記されていませんが、これは後者の生産調整が、旧基本法の要

請というよりも政策的要請によってスタートしたことを裏書きしていると言え
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なくもありません。ようやく、米生産調整が実施されて四半世紀後の食糧法

（1995年）において、「生産調整」の文言が明記されるようになりますが、これ

は、国全体の需給調整の手段として位置づけているにすぎず、生産調整は、依

然として、法律による権利と義務の明瞭な定義を欠いている意味において、制

度として不完全なままと言えます。このため、生産調整は、地域社会の慣習的

なルールに依存することになり、これが地域社会の合意形成に多大な負担（見

えないコスト）をかけることになります。ご指摘のとおり、共同体の論理に、

政策を進めていく上で、役割をおってもらったという面があるということは、

その反面、当然ながら共同体に大きなプレッシャーがかかるわけです。実際に

生産調整をめぐって訴訟がなされています。しかも、そうした生産調整が、政

治の意向で仕組みが変更する。例えば、農業者・農業者団体が主体的に需給調

整するとしていたものが、2007年に米価下落によってペナルティ措置など行政

関与が強化されたのは、周知のとおりです。

こうした説明抜きの政策の転換は、政策の根幹のところでも起こるのです。

脱線しますが、例えば、旧基本法上の構造政策で育成の対象とされていた「自

立経営」（第15条）に代わって、現実の農政では「中核農家」が育成の対象とし

て掲げられていくようになります。「自立経営」とは、農業従事者が他産業従事

者と均衡する生活を営むことができるような 所得を確保することが可能なもの

とされるのに対して、「中核農家」とは、基幹男子農業専従者（60歳未満の男子

で農業に150日以上働いている者）のいる農家とされます。この中核農家は、古

くは1970年の「総合農政の推進について」（閣議了解）の中ででてきますが、こ

のときは自立経営とほぼ同義で用いられていました。しかし、その後、年次報

告（白書）において、構造政策の育成対象として、いま申し上げた定義のよう

に自立経営より広義のものとして中核的担い手が取り上げられることになりま

す。1973年度版「第1部農業の動向」では、自立経営と中核的担い手が比較され

る形で、自立経営農家の割合が7％に対し、基幹男子農業専従者のいる農家（中

核農家）の割合は3割超とアピールされます。1975年度版「第2部農業に関して

講じた施策」では、「Ⅱ農業構造の改善」のサブタイトルで「農業生産の中核的

担い手の育成」が掲げられます。そして、よく知られているように、1980年の

農政審議会答申「80 年代の農政の基本方向」において、これが鮮明化するので
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す。詳細は省略しますが、じつは、この過程で、すでに通達レベルにおいて、

生産調整に影響を受ける形で、中核農家が位置づけられます。これに関連する

地域農業生産総合振興対策に当初500億円が予算補助で計上されるのです。ここ

でも予算措置と通達がセットになって対策が実施されるのです。この段階にな

って、旧基本法上の「自立経営」の育成に代わって、政策レベルにおいて、通

達と予算措置を用いて「中核農家」の育成が図られることになります。「自立経

営」が所得を基準とする概念であるのに対し、「中核農家」は所得とは無関係の

概念です。したがって、前者は、旧基本法の政策目標と直結した関係にありま

すが、後者では旧基本法との関係が断ち切れることになります。ここにおいて、

旧基本法と現実の農政とが適合しなくなるのです。農業政策の目指す方向を変

えるのであれば、そのための議論を重ねて、制度として整備するべきであるの

に、それをしれっと、農業白書で書いたり、通達などでやったりする。これは、

基本法を瓦解するものと、小倉武一さんなんかは強く批判しています。このよ

うに、異なる概念が作り出され、政策・制度の不整合や混乱をうむケースは、

新基本法時代でもあります。「認定農業者」制度と並行して、人・農地プランに

おいて「中心となる経営体」が用いられたのは、この例ではないでしょうか。

(4) 武本俊彦氏の質問

武本 理事長の御指名でございますので、一番若くはないと思いますけれど

も、武本と申します。自己紹介いたしますと、私は初代の企画評価課長をやっ

たのですが、いろいろお話を承って、勉強になりました。

若干補足的なといいましょうか、枠組のところで私なりの考えを言わせてい

ただきますと、16ページ（別添資料）のところに「農業政策の主要施策は、根

拠法のない予算措置と法的作用をもつ通達とが組み合わされて実施」と書かれ

ているのですけれども、確かに法的作用を持つ通達ということはそのとおりな

のですが、こういうものが形づくられてきた幾つかの要因があったのではない

かなあと私自身は思っております。

１つは、さっきの生産調整にもかかわるのですけれども、食管法という法律

は普通の法律とは、御案内だと思いますが、違いますので、特に旧憲法下でつ

くった片仮名の法律ですので、そこで行政庁の出す命令は、今でいう政省令、
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通達のレベルをはるかに超えた、実体的、要するに勅令に近いような中身を出

すことが可能であった世界ですので、私の認識では、生産調整をなぜ法律でや

らなかったかというのは幾つか理由はあるのですけれども、最大の要因は、食

管法に基づく通達は、要するに法的な拘束力を持つような通達が出せるという

前提で多くの人々は動いていたのではないのかなというのが１点です。もう一

つは、まじめにその食管法を改正してまで生産調整を法律に位置づけると、最

大の困った点は、食管法３条の生産者の政府に売渡義務を解除しなければなら

なくなってくるのではないかということで、これを解除するということになっ

た途端に、集荷業者から卸小売の許可制が全部ひっくり返るという形で、食糧

庁が組織的にもたないという世界を覚悟できるかどうかという話があったので

はないのかなあと私は思っています。

ですから、ぎりぎりのところで、自主流通米のところについての政令改正を

するとか、そういうところでとにかくやったのですが、法律論というか、法的

規範の世界とすれば、食管法という法律の体系の中では別にやれない話ではな

かったというのが、ある意味、農林省にとっての不幸だったのかなという感じ

が１つします。

それからあともう一つは、機関委任事務というのがずうっと、これは別に農

林に限りませんけれども、1999年まで存続していたわけですから、この機関委

任事務の名前のもとに、法律をいじらずに、事務次官依命通達にかなり法律的

な規範を書き込んでいくというやり方を特に農政はやってきたというのがあり

ます。これがかなりの部分、本当なら、ほかの省庁だと、法律改正をしなけれ

ばいけないのではないかという動機づけになるのが全て通達改正でこなすこと

ができたのではないかと。

先ほど先生がおっしゃった担い手のところの自立経営農家から、すぐにわけ

のわからない中核農家だとかに切りかわっていくわけですが、あの部分につい

て、多くの農林省の職員は違和感がなかったと思うのですよ。つまり、基本法

を改正しなくていいのかという議論は余りしたように私は記憶にないのですが、

それは何でそうなのかなあと思ったときに、冒頭おっしゃった法律というのは

権利・義務の関係を規定する。これは国民に対して政府が決めるときにはそれ

を考えなければいけないのだけれども、いわば政府の政策の方向づけを示して
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いる法律には権利とか義務という関係ではないのですね。それが基本法なので

す。

そこで、基本法という法律がそういう理念的な法律なので、つまり、その法

律どおりでやらなくてもいいのではないかと思っている節がどうもあったので

はないかと。だけど、この点は、実は、ちょっと条文忘れたのですが、憲法で

いうところの行政府のところだと思いますが、誠実に法律を執行するという条

項がありますけれども、その誠実という意味は何だというと、一般的なテキス

トのコンメンタールなんかは、それは一見明白に違憲の法律を除けば、立法府

が行政府に指示した内容については履行しなければいけないのだという条文だ

と解さなければいけないというのですよね。

そうすると、農業基本法みたいな法律は、国民にとってみれば権利・義務を

規定する法律ではないのだけれども、政府に対しては、つまり行政府に対して

は農業政策の基本的枠組はこういう方向にしなければいけないとか、自立経営

農家をいっぱい増やすのだということを書いた以上は、それ以外の農家を担い

手に位置づけるなんていうことはあってはいけないというのが多分、普通の考

え方、あるいは解釈ではなかったかなあと思うのですが、残念ながら、そうい

う規範意識と言ったら怒られてしまうのですが、そういうものはかなり弱かっ

たのかなあと。それを生源寺さんは「ゆるい」という表現になっていると思う

のですが、その「ゆるい」部分は実は、民主党政権と自民党の政権交代のとき

に急に出た話ではなくて、本来的には50年ぐらい前からもしかしたらそういう

ことで営々と積み重ねられてきたのではないのかなあと考えられます。という

のが、ちょっと感想を込めて、どうかなあということで御意見申し上げます。

以上です。

小嶋 大変勉強になりました。ありがとうございます。

初めの旧食管法と生産調整について、両者がどういう関係かということは、

私にとってまだ十分に整理されていなかったのですが、ご指摘から示唆をいた

だいたように思います。米が不足していた食管法制定当初は、事実上無制限買

入れが行われており、当然ですが生産調整が念頭にあったわけでなく、その後、

米が過剰となり、本格的な米生産調整対策のとき（1971年）に、必要数量をこ

えた政府買入れは行わないように、生産者別に事前売渡申込みの限度数量を設
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けるなどといった措置が政令改正によってなされたと理解しています。とはい

え、生産調整の根拠法が食管法かというと、その後の食管法改正の解説書をみ

ても書かれていません。後に米生産調整をめぐって訴訟がなされた、東京高裁

判決（2002年３月20日）をみると、米生産調整の根拠法についてふれず「食管

法その他の関係法令に違反して実施された事実はなく」という表現にとどめて

います。これはかなり微妙な表現で、武本先生が仰るように、食管法の体系の

中でやれなくもないという意識が当時の農政当局にあったというご指摘は、生

産調整との関係を整理する上で参考になりました。

なお、これに関連して、農林省元事務次官へのインタビュー記事（1994年10

月19日・同年月28日毎日新聞）をご紹介しますと、1969年の米生産調整（稲作

転換対策）開始や自主流通米制度創設のときに食糧庁長官で、その後に事務次

官を務めた檜垣徳太郎さんは、当時を振り返って、「農林省の幹部は当時から

（食管法）改正を考えていた。「全量買い上げ」の原則を崩すのだから、本来な

ら法改正だが、与野党はもちろん、食糧庁内部にも猛反発があった。政省令で

やることには内閣法制局からも疑問の声があったが、当時の状況で法改正は無

理だった」、また米生産調整について「減反を強制割り当てにしたのは緊急避難。

歴史的な悪政だという自覚があったが、過剰米が発生しており、仕方がなかっ

た」と述懐しています。また、小倉武一さんは、食管制度が本来の機能を果た

しえていたのはいつごろまでかという記者の質問に対して、「食管は「不足」を

前提にした制度。過剰が発生し、減反を始めたときに思い切って見直すべきだ

った」と答えています。とても興味深い発言ですが、これは食管法と生産調整

の関係にとどまらず、法律と裁量をめぐる政策形成の実態についても含意があ

るのではないかと思います。

後段でご指摘された、行政府に法律の誠実な執行が求められていることや、

「ゆるいシステム」が政権交代時だけでなく旧基本法時代から長年重ねられて

きたものであることについては、まったく同意見でございます。

(5) 大賀圭治氏の質問

大賀 印象記みたいな感想を述べさせていただきます。

１つは、生産調整、法律に基づかないというのは、私も下っ端の役人として

－ 36 －
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官房企画室にいたものですから、いつもそういうことを思っていたら、たしか

梶井先生が本で、日本の生産調整って大変重大な政策を法律に基づかないでや

っていると。若手の下っ端として物すごく同感するところがあって、なぜこん

なことやっているのだろうと。今日のお示しいただいたデータを見ていても、

生産調整というこの裁量的な要素のかなり強いものがいわばほかの部分を圧迫

して、あるいはほかの部分、土地改良なり構造政策だとかそういうところに物

すごく影響して、差し引きは同じであっても、日本の政策をある意味で安定性

を歪めてきたのかなあという印象があったので、梶井先生に教わったことの一

つとして、梶井先生いらっしゃるのに梶井先生発言しないので、その話を１つ

思い出しました。要するに、生産調整というのは物すごい影響を及ぼしてきた

のだということがよくわかりました。

それともう一点は、これも官房企画室にいる時代に、小倉先生が税制調査会

の会長をやっている最中かな、三木内閣の時代に、農業基本法を改めるべきだ

ということをかなり強く言い出したときがあって、そのときには、私、官房企

画室で下っ端で、見ていて感じたのですけれども、事務次官以下、農林水産省

大騒ぎになって、それに反論して、できないということを、その各資料づくり

にこき使われたということが記憶にあります。農業基本法を作った中心になっ

た人は、しかも、当時、税制調査会の会長かなんかやって、大変重要な立場に

いる方がその問題をやって、三木武夫総理大臣がそれに同調したということに

なって、何でああいうことが起こるのだろうということは、今から考えてもあ

れですけれども、役所の側がやっても通りっこないし、ただ、おもちゃ箱ひっ

くり返すだけで、あとの収拾がつかなくなるということをみんな言っていたの

を思い出しました。

いずれにしても、今日のお話から感じたのは、EUなりアメリカなりの、やは

り法律に基づいて、きちっとした法律体系に基づいて行政をやるという体質で

ない体質が日本にあって、これは恐らく農業政策だけでない、明治天皇制国家

の役人なり、それを引き継いだような我が国の政策形成のあり方というのです

か、いらっしゃった財務省で言えば、財務省が頂点になって官僚機構が基本的

に日本の政治を動かしているのだという、良い意味でのエリート意識があるよ

うな社会だとこういうことが起こるのかなあと。こちらのお話の中にもありま
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したけれども、日本の共同体とか農村の慣例だとかいう側面と日本社会の特質

とも結びついて、それを国民的にも容認しているような体質があるので、やは

り国全体の体質も影響しているのかなあという印象を持ちました。以上、感想

めいた話で申しわけありませんけれども、もしもコメントがありましたらよろ

しくお願いいたします。

小嶋 ありがとうございます。基本法に対する私の意見を補足させていただき

ますと、私は、基本法を万能と思っているわけではなくて、むしろ、基本法と

いうのは、政策の理念や方向性を示すものであって、具体的な施策の内容まで

規定しているわけではなく、仮に基本法の後に基本法と相反するような法律が

出てきたとしても、いわゆる後法優先の一般原則が否認されるものではなく、

基本法は破られてしまうわけで、この意味では、基本法は脆い面があるといえ

ます。ここに関係法律に対する基本法の限界があります。それゆえにこそ、基

本法の目的を達成するために制定される実施法は、閣議決定や通達等もまた同

様に、基本法の趣旨・内容に反してはならない、ということが求められるので

す。新しい施策を出すのであれば、その出所は何か、つまり基本法や関係法律

のどこに基づいているのか、基本法体系とどう整合するのか、ということが、

きちんとチェックされ、見える形で示される、そうした議論をする場－もちろ

ん議事録の残るオープンな議論の場のことですが－が重要ではないかと思いま

す。それが国会なのか、他の外部機関なのか、審議会なのかは別として、いず

れにしましても、基本法の基本理念や各種施策の名宛人は「国」、つまり行政は

もとより政治も含めてですが、それが認識されるべきことではないかと思いま

す。

──了──

－ 38 －



農業政策の政策形成と財政的特質

－農政論としての法律と裁量の視座－

京都大学経済研究所
准教授 小嶋大造

2017年6月12日
於日本農業研究所

問題設定

問題意識

安定性を欠いた農業政策に対する危機意識

e.g.「農政では，法律を無視して施策が講じられるケースも
ある．これを農政のゆるいシステムと呼ぶ．」（生源寺）

問題設定

農業政策に不安定性をもたらす仕組みや，それが
政策形成に与える影響について，旧基本法以来の
主要施策をトレースしながら，財政学的な観点から
明らかにする． 2

本報告の構成

・問題設定

・分析枠組 －農政論の視座－

・農業政策の裁量手段：予算措置と通達

・裁量主導による政策形成への影響

・基本法と裁量をめぐるケーススタディ

・農業関係予算の配分バランス

・まとめ

【補論】ＥＵ・ドイツの政策形成
3

本報告の構成

・問題設定

・分析枠組 －農政論の視座－

・農業政策の裁量手段：予算措置と通達

・裁量主導による政策形成への影響

・基本法と裁量をめぐるケーススタディ

・農業関係予算の配分バランス

・まとめ

【補論】ＥＵ・ドイツの政策形成
4

分析枠組

従来の分析枠組

政策形成の基本的なファクターを，経済・政治・行
政に求める．（今村，逸見，佐竹etc）
↓
しかし，これら経済・政治・行政が要請する政策は，
一体なにをもって妥当性が判断されるのか．

↓
本報告の視点

法律と裁量を分析の視座にすえることで，基本法
の枠組から現実の農政の妥当性をとらえる．

※農政論としての法律と裁量の視座
5

分析枠組

分析枠組

二つの異なる基準ないし論理を峻別．

①法的適合性を判断基準とする「合法性」

＝「法の論理」

②目的と手段の整合性を判断基準とする「合目的性」

＝「政治の論理」

↓
①「法の論理」によって，②「政治の論理」がコント

ロールされているか．（「法律による行政の論理」） 6

参考資料
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分析枠組

農業政策への援用

基準となる法＝基本法

（旧基本法（1961年），新基本法（1999年））

政策の妥当性をはかる判断基準

基本法との関係で，基本計画や個別の閣議決定
の類が適合的であり，基本法の枠組から行政裁量
の逸脱や濫用がないかどうかを問うこと．

7

本報告の構成

・問題設定

・分析枠組 －農政論の視座－

・農業政策の裁量手段：予算措置と通達

・裁量主導による政策形成への影響

・基本法と裁量をめぐるケーススタディ

・農業関係予算の配分バランス

・まとめ

【補論】ＥＵ・ドイツの政策形成
8

農業関係予算の推移

9

裁量手段①：予算措置

農業政策の予算措置は，法律にもとづかない「予
算補助」の割合が大きいところに特徴．

10

裁量手段①：予算措置

例）米生産調整対策経費

～～～～

11

補助区分

法律／予算

1969 稲作転換対策 10 稲作転換奨励金 予算
 都道府県／

農業者

1970 米生産調整対策 1,124 予算 農業者

1971 1,711 予算 農業者

1975 928 予算 農業者

1976 759 予算 農業者

1977 925 予算 農業者

1978 2,600 予算 農業者

1986 2,322 予算 農業者

1987 1,946 予算 農業者

1992 1,374 予算 農業者

1993 975 予算 農業者

1995 840 予算 農業者

2004 1,443 予算

2008 1,475 予算

2009 2,236 水田農業構造改革対策交付金 予算

米戸別所得補償モデル事業交付金 予算

水田利活用自給力向上事業交付金 予算

米の所得補償交付金 予算

水田活用の所得補償交付金 予算

米の所得補償交付金 予算

水田活用の所得補償交付金 予算

米の直接支払交付金 予算

水田活用の直接支払交付金 予算

米の直接支払交付金 予算

水田活用の直接支払交付金 予算

15対策 9,0576

水田利用再編奨励補助金

 都道府県
水田農業

推進協議会

販売農家等

販売農家等

販売農家等

水田営農活性化助成補助金

水田農業構造改革対策

2010

3,751

交付対象
生産調整対策名

交付額
（億円）

主な交付金等の名称年度等

食
管
法
施
行
期

米生産調整及び稲作転換対策

水田総合利用対策

水田利用再編対策

水田農業確立対策

水田営農活性化対策

水田農業確立助成補助金

水田総合利用奨励補助金

米生産調整奨励補助金／
稲作転換奨励補助金

3,775

戸別所得補償モデル対策

水田農業構造改革交付金

4,958

計

改
正
食
糧
法
施
行
期 2013 経営所得安定対策

2011
農業者戸別所得補償制度

2012

販売農家等

販売農家等2014 経営所得安定対策等 3,245

3,720

～～

～～

～～

～～

～～

裁量手段①：予算措置

法律措置と予算措置の比較

①政策の安定性

②政策間の整合性

③国会審議の深度

④政策のトレーサビリティ

12
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裁量手段②：通達

農業政策では，米生産調整を中心に，本来行政内
部を拘束する通達が，実質的に行政外部の生産者
等にも影響を与える，法的作用をもつところに特徴．

13

農政関係重要施策等 根拠 農政関係重要施策等 根拠

1949年 農林省設置法 法律 1961年 農業協同組合合併助成法 法律

土地改良法 法律 農業基本法 法律

1950年 植物防疫法 法律 農業近代化資金助成法 法律

1951年 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法 法律 1962年 第1次農業構造改善事業・パイロット地区農業構造改善事業 通達

農業委員会法 法律 第1次農業構造改善事業 閣議

農林漁業資金融通法 法律 1965年 乳価不足払い制度 法律

農漁業協同組合再建整備法 法律 1967年 構造政策の基本方針 省議

1952年 農地法 法律 1969年 稲作転換対策 通達

1953年 農産物価格安定法 法律 自主流通米制度 閣議

農業機械化促進法 法律 農村振興地域整備法 法律

冷害地帯緊急農村対策 閣議 第2次農業構造改善事業 通達

1954年 酪農振興法 法律 1970年 総合農政の推進 閣議

農業委員会法改正 法律 米生産調整対策 通達

農業協同組合法改正 法律 過剰米処理延払い輸出 法律

1955年 米予約買付制 閣議 1971年 稲作転換の推進 閣議

天災融資法 法律 米生産調整・稲作転換対策 通達

1956年 新農山漁村建設総合対策 閣議 1975年 農用地利用増進事業 法律

農業改良資金助成法 法律 1976年 水田総合利用対策 通達

1959年 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 法律 1977年 地域農政特別対策事業 通達

1978年 水田利用再編の推進 閣議

水田利用再編対策 通達

新農業構造改善事業 通達

1980年 農地関係三法 法律

裁量手段②：通達

例）通達：米生産調整・稲作転換対策（1971年）

名宛人：各知事・各地方農政局長・関係団体

・目標数量配分として順次，都道府県別配分→市町村
別配分→農業者別配分を通知．
・農業者は都道府県・市町村・農林漁業団体等の指導
の下に実施計画に従って米生産調整を実施．

・その農業者に対して米生産調整奨励補助金を交付．

→米生産調整が，農業構造改善事業の通達に影響．14

旧基本法下の政策別予算累計

15

金額（兆円） 割合（％）

生産政策 46.9 58.0
生産調整等 6.1 7.6
農業農村整備 27.9 34.5

構造政策 6.9 8.6
価格・所得政策 19.6 24.2

食管特会繰入等 14.6 18.1

合計 80.8 100.0

裁量手段の特徴

・旧基本法の初期の段階において，基本法と現実
の農政とが齟齬をきたす仕組みが形成．

・農業政策の主要施策は，根拠法のない予算措置
と法的作用をもつ通達とが組み合わされて実施．

・こうした「ゆるいシステム」（生源寺）が，農業政策
の基本形として，今日まで脈々と継続．

16

本報告の構成

・問題設定

・分析枠組 －農政論の視座－

・農業政策の裁量手段：予算措置と通達

・裁量主導による政策形成への影響

・基本法と裁量をめぐるケーススタディ

・農業関係予算の配分バランス

・まとめ

【補論】ＥＵ・ドイツの政策形成
17

政策形成への影響

検討の視点

基本法との関係で，

・基本計画や個別の閣議決定の類が適合的である
かどうか，

・基本法の枠組から行政裁量の逸脱や濫用がない
かどうか．

↓
これらについて，ケーススタディの形で検討．

18
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新基本法下の政策別予算（2016年度）

19

金額（億円） 割合（％）

食料政策 1,324 9.4
特会繰入 956 6.8

農業政策 11,971 85.2
担い手育成等 2,702 19.2
生産調整等 3,564 25.4
農業生産基盤整備 1,898 13.5

農村政策 750 5.3

合計 14,045 100.0

ケーススタディ①：担い手

基本法（1999年）・基本計画（2010年）・基本方針
（2011年）の「トリプルスタンダード」
・基本法：効率的かつ安定的な農業経営（第21条）

・基本計画：兼業農家等を含む販売農家等

→予算措置と通達によって交付対象に

・基本方針：平地で20-30haの規模の経営体
→しかし，予算措置の対象は販売農家等のまま

⇒基本法との関係で，基本計画等が法的適合性を
欠く代表例

20

ケーススタディ②：米生産調整（飼料用米）

・基本法：消費者の需要に即した農業生産
※基本法では，価格政策のもつ人為的な需給調整機を

低減させつつ（第30条第1項），これによる生産者への

負の影響を，所得確保対策をもって緩和（第30条第2項）．

・閣議決定文書：生産拡大

※食用米の需要減少を，高水準の助成によって飼料用米

へ転換．繰り返される人為的な需給調整を通じた米価

下支え（2007年「米緊急対策」）．

⇒本来の目的と異なる目的が紛れ込んだ施策が

実施された代表例 21

ケーススタディ②：米生産調整（飼料用米）

消費者負担から納税者（財政）負担へ転換？

（本来，低所得者層への負担軽減など，所得再分配の効果）

日本 ＥＵ

2222

ケーススタディ③：農業農村整備事業

政権交代による大きな振幅

・自民党：１割水準，民主党：数％へ縮小

⇒公共事業の中での配分の枠により決定

23

ケーススタディ③：農業農村整備事業

農業農村整備事業の内訳

⇒農業政策の関連よりも，公共事業全体や経済

対策との関連で裁量的に確定→「政治的バランス」

24
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政権交代前後の農業関係予算配分

25

（億円）

自民党 民主党 自民党

2009 2010 2014 2016

①転作助成 1,811 2,152 2,770 3,078
②戸別所得補償 － 3,371 1,172 723
③農業農村整備等 5,936 2,250 2,804 3,077
④合計（①＋②＋③） 7,747 7,773 6,746 6,878
⑤農業関係予算 19,410 18,324 17,396 17,308

⑥割合（④／⑤） 40% 42% 39% 40%

［参考］経営安定政策 2,307 2,313 2,686 2,700

裁量に基づく「政治的バランス」

農業関係予算の配分バランス

裁量に基づく「政治的バランス」から

基本法に基づく「政策的バランス」へ

・効率的かつ安定的な農業経営の育成を目指して土地改良に

財政投入（第21条）．

・需給バランスを反映した価格形成（第30条第1項）を通じて，

消費者にも利益を移転．

・この利益の一部をもって，価格低下による育成すべき農業経営

への負の影響を緩和する経営安定政策（第30条第2項）．

政策から予算へと裁量が偏重→政治的バランス

予算から政策へ重点を移行 →政策的バランス
26

本報告の構成

・問題設定

・分析枠組 －農政論の視座－

・農業政策の裁量手段：予算措置と通達

・裁量主導による政策形成への影響

・基本法と裁量をめぐるケーススタディ

・農業関係予算の配分バランス

・まとめ

【補論】ＥＵ・ドイツの政策形成
27

まとめ

・基本法の枠組から現実の農政を捉え直すと，法的
枠組から逸脱する裁量の姿が現出．

・1970年代前後の米生産調整を中心に，根拠法をも
たない予算措置と，法的作用をもつ通達とが組み合
わされる形で，行政裁量が作動する仕組みが形成．
この裁量の仕組みが，今日まで所得対策を中心に，
農政の基本形として継続．

・行政裁量に対する統制のあり方－例えば「基本法
による行政統制」－が問われて然るべき． 28

本報告の構成

・問題設定

・分析枠組 －農政論の視座－

・農業政策の裁量手段：予算措置と通達

・裁量主導による政策形成への影響

・基本法と裁量をめぐるケーススタディ

・農業関係予算の配分バランス

・まとめ

【補論】ＥＵ・ドイツの政策形成
29

ＥＵ・ドイツの政策形成

ＥＵ共通農業政策（ＣＡＰ）：膨大な法令の堆積

法令の出自を明示，中期計画を策定

〇第１の柱＝直接支払（所得補償）

→ＥＵレベルで制度がオートマティックに（裁量を
排除して）展開．

〇第２の柱＝農村振興政策

→補完性原則のもと，ＥＵや連邦が中期的な戦略
を設定し，その方向性のなかで，各州が政策

内容（重点分野や具体的施策）を決定．
30
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農村振興政策のＥＵ-連邦-州の関係

ＥＵレベルの戦略（1本）
→国家レベルの戦略（1本）
→州レベルのプログラム（14本）

〇国家レベルを超えたＥＵ全体としての戦略

→国家からＥＵへの「戦略」のシフト

〇補完性原則にもとづく地方への政策決定権の帰属

→国家から地方への「政策決定」のシフト
31

ＥＵ農村振興政策（2007年～2013年）

32

（出典）小嶋大造『現代農政の財政分析』（東北大学出版会，2013年）

ドイツ各州の農村振興プログラム（2007年～2013年）

33

（出典）小嶋大造『現代農政の財政分析』（東北大学出版会，2013年）

教訓

〇政策理念，目的と手段の整合性

〇補完性原則（国と地方の関係）
cf）ドイツ連邦食料・農業・消費者保護省学術審議会の提言（2010年）

あらゆる個別議論に先駆け，まず「目的と手段の適切な設定」と

「各政府レベルの政策領域の確定」が問われるべき．

〇公的支出の前提条件：Leistungenに対するGegenleistungen
cf）欧州委員会の指摘（2002年）

「農業政策への支出は，農業者や農村がもたらす生産物や用役が

社会の期待に沿う場合にのみ，正当化される．･･･公的支出には，

何らかの反対給付（Gegenleistung）が対置していなければならない

－食品の質であれ，環境保全であれ，･･･いずれに関しても．」
34
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