
資料７

野 菜 等 の セ ー フ ガ ー ド を め ぐ る 状 況

１．セーフガード暫定措置の発動

昨春以降、野菜等の輸入急増が大きな問題に発展し、特に、ねぎ、生し

いたけ及び畳表の３品目については、集中豪雨的な輸出攻勢を受け、緊急

の対応なくしては国内の生産体制そのものの崩壊につながりかねない状況

に至ってしまうとの判断から、本年４月23日から200日間(11月８日まで)、

セーフガード暫定措置を発動(別紙１)。

２．ねぎ等３品目に関する構造改革

これらねぎ等３品目は、国際競争力のある産地を育成するため、平成13

年度から低コスト化、高付加価値化等の抜本的な構造改革対策を強力に推

進することとし、国内の構造改革を推進すると共に生産者が安心して営農

へ取組むことができるよう諸般の予算措置を講じる予定（別紙２ 。）

３．中国との協議

３品目の主要な輸出国である中国とは本年２月以降、各種協議を実施し

てきたところであるが、

① 10月21日の小泉総理と江沢民(コウ･タクミン)中国国家主席との会談

(上海ＡＰＥＣ首脳会談)の場において、対話を通じて解決することが

重要との点で意見が一致した(別紙３)。

② 11月12日のＷＴＯ閣僚会議(於：ドーハ)において武部、平沼両大臣

と中国の石(セキ)部長との会談がもたれ、双方が抱える困難な状況を

踏まえつつ、話し合いによる解決に向けて双方が合意した。

③ こうした合意を受けて、12月11日に日中閣僚レベル協議(於：北京)

日本側が行われた。本協議では武部、平沼両大臣と石部長が会談し、

から中国に対して、話し合い解決のため具体的考え方を提示したが、

両国間で合意には至らなかった。

残された時間は少ないことから、確この結果を受け、総理からは、

定措置発動の具体的手続きは進めるざるを得ないが、ギリギリまで話

。合い解決に向けた努力を続けるよう指示が出されたところ



ねぎ等３品目に関するセーフガード暫定措置について

平成13年４月10日

財 務 省

経済産業省

農林水産省

ＷＴＯセーフガード協定等及び関税定率法に基づき、ねぎ、生しいたけ及

び畳表に関するセーフガード暫定措置を下記のとおり発動することとする。

（ ）実施期間は平成１３年４月２３日から２００日 平成１３年１１月８日まで

とする（関係政令の閣議決定は４月１７日を予定している 。）

なお、３品目の主要輸出国である中国とは、今後とも協議を継続していく

とともに、３品目の国内生産については、生産性の向上を図る等国内生産の

体質強化を進めていくこととする。

１．関税割当

以下の関税割当数量については現行の関税率を維持する。

なお割当は、過去３年間の輸入通関実績等を勘案して行う。

(1) ね ぎ： ５，３８３トン [年換算 9,823トン]

(2) 生しいたけ： ８，００３トン [年換算29,684トン]

(3) 畳 表： ７，９４９トン [年換算18,440トン]

２．関税

上記関税割当数量を超える輸入については、品目ごとに、現行関税率に

加え、次の関税率を課す。

(1) ね ぎ： ２２５円/kg(256%相当) [現行関税率3%]

(2) 生しいたけ： ６３５円/kg(266%相当) [現行関税率4.3%]

(3) 畳 表： ３０６円/kg(106%相当) [現行関税率6%]

（注）上記の現行関税率及び追加する関税率は、協定税率適用対象国を原産地とするも

のに適用される。



３品目のセーフガード暫定措置

１．ねぎ

割当数量 ５,３８３トン〔２００日分〕
〔９,８２３トン／年〕
(Ｈ９～11年の平均)

関税額 ２２５円／㎏（２５６％相当）

国産品卸売 ３３７円／㎏（Ｈ８，９，11年の平均）
市場価格

輸入後価格 １１２円／㎏〔通常関税3% ,出荷経費含む〕
（Ｈ13年１～２月の平均）

２．生しいたけ

割当数量 ８,００３トン〔２００日分〕
〔２９,６８４トン／年〕
(Ｈ９～11年の平均)

関税額 ６３５円／㎏（２６６％相当）

国産品卸売 ９２７円／㎏（Ｈ９～11年の平均）
価格

〔 〕輸入後価格 ２９２円／㎏ 通常関税4.3 % ,出荷経費含む
（Ｈ12年の平均）

３．畳表

割当数量 ７，９４９トン〔２００日分〕
( )４，６７６千枚相当

〔１８，４４０トン／年〕
( )１０，８４７千枚／年相当

(Ｈ９～11年の平均)

関税額 ３０６円／㎏（１０６％相当）

国産品産地 ６２９円／㎏（Ｈ９～11年の平均）
市場価格

輸入後価格 ３２３円／㎏〔通常関税6% ,出荷経費含む〕
（Ｈ12年の平均）



フガード関係経緯ねぎ、生 しいたけ及び畳表のセー

12年12月22日 ねぎ、生しいたけ及び畳表（以下「３品
目という ）の政府調査開始。」

13年３月23日 政府による３品目の実態調査の結果公表

13年４月23日 ＷＴＯセーフガード協定に基づく３品目
の暫定措置の発動（２００日間）

13年４月27日 ３品目の政府調査の利害関係者からの意
見表明等の期限

13年５月31日 ３品目の政府調査の利害関係者からの意
見表明等の概要公表及び再意見表明の開始

13年６月22日 中国が日中貿易協定及びＷＴＯ協定に反
して、日本製自動車、携帯・車載電話、エ
アコンの３品目について100％の特別関税

の徴収開始

13年９月４日 ３品目に関するセーフガード調査におい
て表明された意見及び再意見の概要公表

13年10月31日 政府調査における主要指標の概要公表

13年11月８日 ３品目の暫定措置の期限

13年12月21日 ３品目の政府調査の終了期限



野菜の構造改革対策
野菜の輸入急増に対応して、国際競争にも耐えうる体質の強い国内

産地体制を確立するため、従来の野菜関係予算を抜本的に見直し、大
。幅に拡充・強化

２９，９２２（９，０２９）百万円

１ ポイント

現在、農林水産省から示した戦略モデルを参考に、各産地において構造改革の
ための計画を策定中。こうした構造改革に努力する産地に対して施策を集中。
例えば、ねぎの低コストタイプの場合、輸入品の約２倍となっている国産品の

小売価格を３割高程度まで低減することを目標として、生産・流通コストの３割
程度の削減に取り組む。

① 輸入急増農産物対応特別対策（野菜） ８，０００（０）百万円
セーフガード暫定発動品目（ねぎ）及びトマト、ピーマン等の監視品目を

主対象にした、品目特定の特別対策を創設。
、 、産地改革計画を策定し 取り組むべき戦略・目標を明確化した産地に対し

ねぎ調製ロボット、低コスト耐候性ハウス等の革新的生産技術の導入、通い
容器を利用した効率的な流通システムの確立等の取組を集中的かつ計画的に
支援。

また、健康、教育、消費者啓発の観点から官民連携して野菜の消費改善対
策を展開。

② 農業生産総合対策（野菜） ３，７７１（３，１５１）百万円

上の①以外の品目を主な対象に、新たに開発された収穫機（はくさい等）
の導入促進による機械化一貫体系の一層の推進、ＩＴを活用した集出荷貯蔵
施設による高付加価値化の推進、消費地における新たな流通拠点整備による
流通コストの削減等、生産・流通対策を拡充強化。

③ 野菜価格安定対策 １６，５４９（４，８４９）百万円
野菜の生産・出荷等の構造改革を進める観点から、契約取引に係る価格・

収量変動リスク軽減のための事業を創設するとともに、指定消費地域制度の
見直しや、共同出荷組織（農協等）以外の大規模農家・生産組織の価格安定

制度加入を可能とすることにより制度加入率を高める。
④ その他需給情報の把握・提供、需給調整等 ７７３（４５７）百万円

契約取引の推進のため生産者と実需者との仲介を行うコーディネーターバ
ンクの設置、野菜に関する情報の一元化、野菜等の流通段階別の価格やコス
トの実態の把握等。

⑤ 国産野菜の持続的生産技術の開発 ２５０（０）百万円
省力・軽作業化に適した品種や栄養・機能性成分が豊富な個性化野菜等の

育成と栽培技術の開発。

２ 事業実施主体
都道府県、市町村、農業団体、民間団体 等

３ 補助率
１／２、１／３、４／１０、６．５／１０、６／１０、定額



（関連予算 ①、②、⑤）（１）生産対策

ねぎの労働収穫・調製作業の省力 高性能調製機の広範な導入
化が急務( ：３８％) [労働時間48％削減]収穫・調製作業／全労働時間

ハウスの設置コストが高い 低コスト耐候性ハウスの広範な普及
[設置コスト：ガラス温室の１／３]

省力化、高品質化、個性化等に対応
した品種育成や栽培技術の開発等

（関連予算 ①、②、③、④）（２）流通対策

卸売市場を経由する流通:８３％ 直売施設、都市近郊の流通拠点整備
等によりの多元的な流通システムを
支える基盤を整備

業務用需要の割合:５５％ 契約取引を仲介するコーディネータ
・バンクの新設等により定量・定価
・定時・定質の実需者ニーズに応え
る契約取引を拡大

小売価格に占める出荷・流通コス ＥＤＩ等を活用した取引の電子化、
ト:約７割 通いコンテナの利用促進、標準規格

の廃止等によりコスト削減を推進等

（関連予算 ①）（３）消費対策

野菜の一人当たり消費量 ①健康増進、②学童教育の強化、③
:111kg(85年)→102kg(99年) 消費者啓発等の観点から医療・栄養

関係機関等と連携し広範なキャンペ
米国は日本を上回る消費量水準 ーンを実施

（関連予算 ③）（４）野菜価格安定制度

野菜をめぐる情勢の変化に対応し、指定消費地域、市場流通、共同出
荷等の要件の下で対象野菜が限定 カバー率向上（カバー率24％（潜在
:カバー率18％(潜在カバー率27％ カバー率54％ ）や契約取引の拡大） ）

等を図り、野菜の生産・流通の構造
改革を進める観点から、野菜価格安卸売市場を経由しない流通:17％
定制度を見直す

［担当課：生産局野菜課］



しいたけ緊急構造強化対策
生しいたけの輸入の急増に伴う国内価格の低下や生産者の所得の大

等を踏まえ、国産しいたけの国際競争力を高めるため、その幅な低下
生産・流通の構造強化を推進。

１，８２６（７７）百万円

１ ポイント
生しいたけの輸入の急増に伴う国内価格の低下や生産者の所得の大幅な低下等

を踏まえ、高品質・高価格品の生産割合を高め、輸入品との差別化を図るととも
に、生産・流通コストの削減などの具体的な目標を定め、国際競争力を有する産
業構造の確立に向けて、生産から流通にわたる構造改革を強力に推進。

２ 事業内容
しいたけ生産体制整備緊急対策事業（新規） １，７５０（ ０）百万円(1)
しいたけの品質・生産性を向上させる新たな栽培方式の導入に必要な菌床・

ほだ木を供給する培養センター、選別包装の共同化・機械化を進める集出荷セ
ンター、品質管理の向上・生産の安定を図るための予保冷施設・発生舎・空調
栽培施設などの整備を推進

特用林産産地振興推進等事業（拡充） ３３（３４）百万円(2)
新たな栽培方式や高品質種菌の導入、各産地での安定した経営のモデルとな

る経営指標の作成・普及、出荷規格の簡素化や包装の簡略化などの実施

特用林産消費・流通等支援対策事業（拡充） ３３（４２）百万円(3)
① しいたけに対する消費者の理解を深めるための普及啓発
② 耐病性と高品質・高収量性をあわせもつ種菌の開発と栽培技術の確立

(4)きのこ成分分析調査委託事業（新規） １０（ ０）百万円
きのこの品質や安全に対する国民の関心の高まりに対応し、輸入きのこの生

産地域・加工施設の実態調査、生産方法等の違いによる成分分析比較等を実施

(1)､(2)都道府県、市町村、林業者等の組織する団体等３ 事業実施主体
(3)日本特用林産振興会、(4)全国食用きのこ種菌協会

１／２．定額４ 補助率

生しいたけ輸入量の急増
（ ）1999年 2000年 対前年比 ％

輸入量 トン 31,628 42,057 133（ ）
国内生産量 トン 70,511 67,224 95（ ）
総平均価格 円／㎏ 845 739 87（ ）

［ ］担当窓口課：林野庁経営課

生しいたけ産業における構造改革のイメージ

構造改革生しいたけ産業を
取り巻く情勢

国際競争力・輸入の急増による価格の ・革新的な栽培方法導
を備えた国低下、収益性の悪化 入による生産規模の
内体制の確・生産は家族単位で小規模 拡大と品質の向上
立・小規模な流通で安定的な ・出荷規格の簡素化、

供給が困難 包装の簡略化等によ
る流通の合理化 等



いぐさ・畳表の構造改革対策

輸入急増により深刻な影響を受け、セーフガード暫定措置を実施し

ている畳表（いぐさ）について生産・流通・消費面での構造改革を

１，０００（０）百万円実施。

１ ポイント

高品質畳表の生産による輸入品との差別化を基本とし、生産・流通コストの削

減等に努め、輸入品に対抗しうる国内生産体制を確立するため、明確な目標をも

って計画的に生産、流通、消費にわたる構造改革に取り組む産地を対象に施策を

集中して構造改革を実施。

いぐさ・畳表産地強化特別対策事業 １，０００（０）百万円

・優良新品種の早急な普及、栽培・加工技術の向上による高品質化、遊休織機

等の処分・有効利用及び生産者の組織化、作業の共同化による生産性の向上

（生産）

・産地から畳店への直販など流通の多様化等による流通コストの削減、産地市

場の統合等による流通の合理化（流通）

・畳の機能性等の情報の消費者への提供と、置畳など新製品の開発による新た

な需要の拡大（消費）

都道府県、市町村、農業協同組合、民間団体等２ 事業実施主体

１／２、１／３、定額３ 補助率

優良新品種の早急な普及 産地から畳店への直販な 畳のもつ機能性のＰＲ、

栽培・加工技術の向上 ど流通の多様化

生産者の組織化・共同化 産地市場の統合 新たな製品の開発

高品質化と 需要の拡大生産性 流通コストの削減
の向上

構 造 改 革 の 実 現

［ ］担当課：生産局特産振興課



セーフガードに関する日中首脳間等での会談概要

① 小泉総理と朱鎔基総理との会談(10月８日 於:北京)

小泉総理より、セーフガード問題について、日中の経済関係に

は若干の摩擦がある、対話により早期に解決したい旨述べたとこ

ろ、朱鎔基総理より、二国間の貿易に関する一部の問題は、関係

部門の友好的協議により、大局から解決すべきである旨述べた。

② 平沼経済産業大臣と石対外貿易経済合作部長との会談

(10月17日 於：上海APEC)

貿易紛争の発生を回避、又は減少させるため、双方は現在の二

国間経済貿易協議の枠組みを強化・拡充し、定期又は不定期に交

流・交渉を行い、以て問題をタイムリーに話し合いで解決するよ

うにすることで同意した。このため、双方は両国間の農産物セー

フガード問題について、早急に様々な形式の協議を開始すること

を希望する。

③ 小泉総理と江沢民主席との会談(10月21日 於：上海APEC)

セーフガード問題につき、江主席より、４月以降、日本は農産

物３品目に係る暫定措置をとった、中国は一貫して話合いによる

解決が望ましいと言ってきた、先般、平沼経産大臣と石対外貿易

経済合作部部長との会談で率直な意見交換が行われた、両国の関

係部門ができるだけ早く協議により解決することを望む旨述べた

のに対し、小泉総理より、先般、朱総理ともこの問題につき話し

た、是非とも話合いで解決することが望ましく、事務当局が話合

いにより友好的に解決の道筋を見出していくことが重要である旨

述べた。


