
（目的）
第１条 この法律は、主要な食糧である米穀及

び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重
要な農産物としての地位を占めていることに
かんがみ、…政府による主要食糧の買入れ、
輸入及び売渡しの措置を総合的に講ずること
により、主要食糧の需給及び価格の安定を図
り、もって国民生活と国民経済の安定に資す
ることを目的とする。

（基本方針）
第２条
３ 政府は、麦の需給及び価格の安定を図るた

め、その適切な買入れ、輸入及び売渡しを行
うものとする。

国内産麦の規定国内産麦の規定（参考）米の現行制度（参考）米の現行制度

○ 政府買入れは備蓄に限定。
○ 一般競争入札により売買（政府買
入価格と標準売渡価格は廃止）。

（米穀の政府買入れ及び政府売渡
し）
第29条 政府は、米穀の備蓄の円

滑な運営を図るため、農林水産
省令で定める手続に従い、基本
指針に即して、国内産米穀の買
入れを行い、及び第47条第２項
に規定する届出事業者その他農
林水産省令で定める者に対し当
該米穀の売渡しを行うものとす
る。

【農産物検査規格】
・等級間比率の是正、実需者ニーズ（成分
重視等）へ対応するための見直し。

・春まき小麦独自の規格の設定。

【民間流通制度】
・加工原料としての麦の特性を考えると、
今後とも播種前契約を基本とした仕組み
になると考えられる。

・民間流通連絡協議会において、現行の民
間流通制度の見直しを決定。

・今後、見直しの実行プログラムを明確化
するとともに定期的な検証が必要。

国内産米の売買

12年産から民間流通へ移行

12年産からの民間流通への移行に伴い交付
国内産麦の売買

【標準売渡価格】
・家計麦価の範囲内において、買入価格に保管・

売渡しに要する費用を加えた価格、経済事情等
を参酌し、毎年決定。

・家計麦価は小麦粉・精麦の消費者価格のみを対
象としており、パン・めん等の麦製品の価格は
参酌していない。

・米にもない規定。

【販売方法】
・標準売渡価格で製粉企業等に売渡し（現時点

では、民間流通比率はほぼ100％となっている
ため、実績はない）。

12年産から民間流通へ移行

【民間流通制度】
・加工原料としての麦の特性から全量播種前契約

により数量を決定。
・義務上場制・値幅制限・申込限度数量（制限的

な入札制度）。
・実績主義（硬直的な相対取引）。

（麦の政府買入れ）
第41条 政府は、…麦をその生産者又は

その生産者から委託を受けた者の売渡
しの申込みに応じて、無制限に買い入
れなければならない。

２ 前項の規定による政府の買入れの価
格は、政令で定めるところにより、農
林水産大臣が、麦の生産費その他の生
産条件、麦の需要及び供給の動向並び
に物価その他の経済事情を参酌し、麦
の再生産を確保することを旨として定
める。この場合においては、国内にお
ける麦作の生産性の向上及び国内産麦
の品質の改善に資するよう配慮するも
のとする。

政令第11条
２ 法第41条第２項の政府買入価格は、毎
年、各種類、銘柄及び等級の麦ごとに定
める。

【農産物検査規格】
・現行の規格は民間流通移行前の平成元年から適

用。
・14年産の約７割は１等麦。
・春まき小麦については、秋まき小麦と同一の規

格としているため、１等麦がほぼ皆無。

麦麦 のの 制制 度度 のの 概概 要要

国内政策の見直しと国内政策の見直しと
国際環境の変化国際環境の変化

【麦作経営安定資金及び
政府無制限買入れ】

・経営安定対策（品目横断的政策）と麦作
経営安定資金の機能についての整理。

・民間流通が100％定着化した中で、政府無
制限買入れは「新たな麦政策大綱」にお
ける経過措置としての役割は終了。

・経営安定対策の導入に際し、麦作経営安
定資金の機能の整理を行うに当たっては、
当然、麦作経営安定資金の前身である政
府買入れの機能についても整理の対象。

中間論点を踏まえた中間論点を踏まえた
麦制度見直しの今後の検討課題麦制度見直しの今後の検討課題

（麦の政府売渡し）
第43条 政府は、その保有する麦を、随

意契約により売り渡すものとする。
２ 前項の規定により売渡しを行う場合

における予定価格は、政令で定めると
ころにより、標準売渡価格を基準とし
て定める。

３ 前項の標準売渡価格は、政令で定め
るところにより、農林水産大臣が、家
計費及び米価その他の経済事情を参酌
し、消費者の家計を安定させることを
旨として定める。

政令第13条
２ 法第43条第２項の標準売渡価格は、家計
費に基づき付録の算式によって算出される
価格の範囲内において、法第41条第２項の
政府買入価格にその買入れ、保管及び売渡
しに要する費用を加えて得た価格、……精
米の消費者価格その他経済事情を参酌し、
消費者の家計を安定させることを旨として、
毎年、各種類、銘柄及び等級の麦ごとに定
める。

・現行の品目別制度
の中で諸外国との
生産条件格差を是
正する観点から設
けられている措置
については廃止す
る等、機能を整理
する必要

【新品種開発・生産対策】
・実需者のニーズに応じた新品種開発の
推進

・需要に応じた良品質麦の生産のための
各種施策の推進

【政府無制限買入れ】
・無制限買入れは市場の評価とは無関係に生産者

に最低価格を保証。
・政府買入価格は主産地方式（主産地の平均作付

規模以上の農家の生産費を基に算定）により決
定。

・「新たな麦政策大綱」において無制限買入れは
民間流通が定着化するまでの経過措置と整理
（現時点では民間流通比率はほぼ100％達成）。

・米にもない規定。

【麦作経営安定資金】
・食糧法上の根拠はないが、政府管理から民間

流通への移行に際して、民間流通麦の生産者
に対して経営安定のための措置として交付。

・初年度の12年産の交付額は前年産の政府買入
価格と政府売渡価格との差額とし、13年産以
降は、前年産の水準に主産地の生産コスト等
の変動率を乗じて改定。

・16年産までは、銘柄区分に応じた助成体系。

・17年産の麦作経営安定資金については、これ
までの銘柄区分を廃止し、品質による区分に
変更。

【販売方法及び標準売渡価格】
・国内産麦の政府買入れの見直しに伴い、
必然的に政府売渡しも見直し。

・標準売渡価格の必要性を検討。

麦の現行制度麦の現行制度

・担い手を明確化し、
品目別ではなく経営
全体に着目した施策

・諸外国との生産条件
格差是正対策として
①対象経営の過去の
一定期間の生産実
績（対象面積）に
基づき直接支払

に加え、
②品目ごとの当該年

の生産量・品質に
基づく支払

経営安定対策
（品目横断的政策の導入）

１

【担い手の明確化】
・経営安定対策（品目横断的政策）の議論
も踏まえ検討。

① 市場の有するニーズ情
報伝達機能を阻害しない
施策への転換という見地
も含め、構造改革の加速
化を図る
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【民間輸入】
・民間で麦を輸入しようとする者は、関税に加え

て納付金を支払えば輸入可能。

【国家貿易】
① 外国産麦をめぐる需給状況等に大きな
変化はないと考えられること

② 多様かつ良品質な麦を効率的かつ安定
的に供給するためには、現在のインフラ
整備状況に即した配船を行う必要がある
こと。

等を踏まえれば、当面、国家貿易は現状を
前提。

【備蓄】
・最近の外国産麦の供給事情を踏まえた、
具体的な備蓄水準、官民の役割分担の見
直し。

【国家貿易】
・高水準の枠外税率の設定による一元的な国家貿

易の下、需要量の約９割を占める外国産麦を輸
入。

・我が国の需要に応えられる多様かつ良品質な麦
を安定的に輸出できる国は、米・加・豪の３国
（加・豪は輸出国家貿易）。

・外国産麦の輸入に係る港湾、サイロ等インフラ
の整備状況に即した計画的配送により効率的な
物流を達成。

・製粉企業等の需要に即した計画的な買付け。

（麦等の輸入を目的とする買入れ）
第42条 政府は、麦等…の輸入を目的とす

る買入れを行うことができる。

【管理コスト】
・管理コストの削減を図るための保管料単
価の定期的な見直し。

・4万トン級の大型船の更なる活用等。

○ 高水準の枠外税率の設定による
一元的な国家貿易の下、外国産米
を輸入。

随意契約で売渡し（標準売渡価
格は廃止） 。

（米穀等の輸入を目的とする買入
れ及び当該米穀の売渡し）
第30条 政府は、米穀等･･･の輸入
を目的とする買入れを行い、及
び買受資格者に対し当該米穀の
売渡しを行うことができる。

２ 政府は、必要があると認める
場合には、前項の米穀等の買入
れを他に委託することができる。

３ 第１項の輸入を目的とする買
入れに係る米穀を同項の規定に
より売り渡す場合の価格は、国
際約束に従って農林水産大臣が
定めて告示する額を、当該米穀
の買入れの価格に加えて得た額
を超えてはならない。

（輸入に係る米穀等の特別な方式
による買入れ及び売渡し）
第31条 政府は、米穀等の輸入を
行おうとする者及び当該輸入に
係る米穀等の買受けを行おうと
する買受資格者の連名による申
込みに応じて、当該輸入に係る
米穀等を買い入れることができ
る。

２ 政府は、前項の規定により買
い入れた米穀等を同項の申込み
を行った買受資格者に対し、当
該申込みに応じて売り渡すもの
とする。

３ 第１項の規定により買い入れ
た米穀等を前項の規定により売
り渡す場合の価格は、国際約束
に従って農林水産大臣が定めて
告示する額を、当該米穀等の買
入れの価格に加えて得た額を超
えてはならない。

○ 一部ＳＢＳ方式を導入

（麦等の輸入）
第45条 麦等の輸入を行おうとする者は、

国際約束に従って農林水産大臣が定め
て告示する額に、当該輸入に係る麦等
の数量を乗じて得た額を、政府に納付
しなければならない。

外国産麦の民間輸入

（米穀等の輸入）
第34条 米穀等の輸入を行おうと
する者は、国際約束に従って農
林水産大臣が定めて告示する額
に、当該輸入に係る米穀等の数
量を乗じて得た額を、政府に納
付しなければならない。

○ 米の民間輸入

【標準売渡価格】
・家計麦価の範囲内において、買入価格に保管・

売渡しに要する費用を加えた価格、経済事情を
参酌し、毎年決定。

・家計麦価は、小麦粉・精麦価格を対象としてお
り、パン・めん等の麦製品の価格を参酌してい
ない。

・米にもない規定。

【マークアップ(納付金を含む)】
・マークアップについては、ＵＲ農業合意による

国際約束の範囲内で、国が麦の販売を行う場合
に一定額を徴収。

・マークアップは政令第13条第２項のその他経済
事情。

【販売方法】
・標準売渡価格に基づき、年間を通じて固定した

価格で製粉企業等に売渡し。
・米と違って、ＳＢＳ方式は導入されていない。

【コストプール方式】
・外国産麦の標準売渡価格を、家計麦価の範囲内

で、麦作経営安定資金及び管理コストを賄える
マークアップを徴収した価格とする方式。

・ただし、麦作経営安定資金が急増する一方で、
売渡価格を引き上げてこなかったため、多額の
財政資金を投入している状況。

（麦の政府売渡し）
第43条 政府は、その保有する麦を、随

意契約により売り渡すものとする。
２ 前項の規定により売渡しを行う場合

における予定価格は、政令で定めると
ころにより標準売渡価格を基準として
定める。

３ 前項の標準売渡価格は、政令で定め
るところにより、農林水産大臣が、家
計費及び米価その他の経済事情を参酌
し、消費者の家計を安定させることを
旨として定める。

８ 前条第１項の輸入を目的とする買入
れに係る麦を第１項の規定により売り
渡す場合の価格は、国際約束に従って
農林水産大臣が定めて告示する額を、
当該麦の買入れの価格に加えて得た額
を超えてはならない。

政令第13条
２ 法第43条第２項の標準売渡価格は、
家計費に基づき付録の算式によって算
出される価格の範囲内において、･･･法
第42条第１項の規定による麦の買入れ
の価格にその買入れ、保管及び売渡し
に要する費用を加えて得た価格、精米
の消費者価格その他経済事情を参酌し、
消費者の家計を安定させることを旨と
して、毎年、各種類、銘柄及び等級の
麦ごとに定める。

外国産米の売買 外国産麦の売買

【販売方法及び標準売渡価格】
・国内産麦の売渡しの見直しに伴い、必然
的に外国産麦の売渡規定も見直し。

・標準売渡価格の必要性を検討。
・標準売渡価格を廃止する場合には、年間
を通じて固定した価格とする根拠は喪失。

・直近の一定期間の買入価格にマークアッ
プを加えた売渡価格とすることを検討。

・ＳＢＳ方式の導入について検討。

２

【民間輸入】
・国家貿易を前提とすれば、現状どおり。

【備蓄】
・輸出国での不測の事態に備えて、外国産小麦の

需要量の2.6ヶ月相当分を備蓄(通常の需給操作
に必要な在庫の一部を含む) 。この他に民間は
0.6ヶ月分のランニングストックを保有。

【管理コスト】
・管理コストのうち保管料単価については、14年

度に５％削減。
・買入コストの中でも管理的な経費である傭船費

については、標準船（2万トン）を基本としつ
つ、4万トン級の大型船の活用により削減。

【製粉企業等】
・制度見直しを受けた国際競争力強化等の
観点からの製粉企業等のコストダウンな
どの推進

・製粉企業等の自主的な取組に対する支援

【コストプール方式及びマーク
アップ】
・マークアップの使途（経営安定対策の導
入時に、麦作経営安定資金が整理される
場合の使途）及び財政支出との役割分担。

・コストプール方式の議論はマークアップ
の水準をどうするかという議論。

国際規律の強化や中長期
的な貿易自由化の流れにも
対応し得るよう、構造改革
を通じて農業の競争力の強
化を図るとともに、国境措
置に過度に依存しない政策
体系を構築することが必要

② 経営安定対策を持続的
・安定的に運用していく
ためには、現行のＷＴＯ
農業交渉において削減約
束の対象とされていない
「緑の政策」に該当する
よう検討することが適当

平成16年８月の企画部会
における中間論点整理

外国産麦の規定外国産麦の規定 麦の現行制度麦の現行制度
中間論点を踏まえた中間論点を踏まえた

麦制度見直しの今後の検討課題麦制度見直しの今後の検討課題

麦麦 のの 制制 度度 のの 概概 要要

（参考）米の現行制度（参考）米の現行制度 国内政策の見直しと国内政策の見直しと
国際環境の変化国際環境の変化


