
食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食糧部会麦政策検討小委員会（議事録） 
平成１６年１０月７日（木）９：３０～１２：３０（郵政公社会議室 G・H） 

 
（高本食糧貿易課長） 
 只今から、麦政策検討小委員会を開会させていただきます。委員の皆様におかれましては、お忙しい

中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、末次委員、田中委員はご都合により

ご欠席でございます。長澤委員はちょっと遅れるようでございますが出席でございます。計１１名のご

出席となっております。なお、村上局長は所用のため、やむを得ず一時席を外しますので、あらかじめ

ご了承願います。それでは、座長、よろしくお願いいたします。 

 
（加倉井座長） 
 おはようございます。お忙しいところ、また、朝早くからお集まりいただきまして、ありがとうござ

います。前回８月１１日に、皆様のご協力をいただきまして、中間論点整理取りまとめを無事させてい

ただきまして、本当にご協力ありがとうございました。今日からその中間論点整理の後、宿題返しその

他をやっていきたいと思います。 
一言だけ私の方から申し上げますけれども、中間論点整理は、内外のその当時の情勢諸条件を考えま

すと、私はほぼ妥当なものになったというふうに思っておりますけれども、今回の麦政策小委員会の検

討の内容につきまして、気の付いた事を２、３、事務局の方へ申し上げましたので、そのことをお話し

ておきます。 
１つは、私の考えでは、麦の制度の議論の中で、政府の果たすべき役割についての議論は、あまり出

なかったのではないかという気がいたしました。日本国民の消費する麦、例えば小麦は、大部分が外国

から政府が輸入して国民に供給しているものであります。それなのに、小委員会の議論はどうしても国

内産麦を中心に行われたように思われます。政府が９割の供給者である麦の需給ということであります

ので、最大のプレーヤーである政府の持つ供給者としての役割について、議論が少なかったというふう

に私は考えております。 
それから、同じようなことですが、麦の国家貿易というようなことについての議論も、自明の理とい

うことでほとんどありませんでした。それから、食糧法に書いてあります輸入麦の売渡しは、随意契約

によって行われるということになっておりますが、この詳細もあまり議論されませんでした。例えば、

なぜ競争入札ではないのか、あるいは中で出てきましたが、なぜ米ではＳＢＳ方式があるのに麦ではＳ

ＢＳ方式がないのかというようなお話も、あまり深くは議論されなかったように思われます。 
それからもう１つは、麦政策の制度運営につきましては、民間流通連絡協議会の役割が非常に大きい

ようにこの前の議論でも察せられるのでありますが、その連絡協議会では、どんな具体的なやり取りが

されているのかということについては、どうも我々は全くわからなかったというようなことがあると思

います。そういうことを含めまして、今回の検討にご配慮いただけないかということを、実は申し上げ

ました。 
今日から新しい議論を始めるわけですが、取り進め方としましては、まずは中間論点整理の中で、事

務局及び関係者において検討すべきとされておりました、見直しの具体的な内容についてご報告いただ

き、その後、各論点について議論を進めさせていただき、最後の取りまとめに集約させたいと思ってお
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ります。 
日程につきましては１０月２６日に第７回、１１月１０日に第８回、１１月２６日に第９回、１２月

６日に第１０回というように今のところは考えておりますので、できるだけ皆様のご協力をお願いした

いと思います。 
本日の議事でありますが、今申し上げました見直しの具体的な内容につきまして、早速事務局と関係

者からご説明をいただき、その後、意見交換をしていただきたいと思います。本日は概ね１２時を目途

に終了したいと思いますので、どうぞご協力の程をよろしくお願い申し上げます。 
それではまず、資料１について、これは食糧部長からご説明をお願いします。 

 
（高橋食糧部長） 
おはようございます。食糧部長でございます。よろしくお願いいたします。 
お手元に横長のカラーの２頁ものの資料、麦制度の概要という形で用意させていただいております。

これにつきましては、これまで、麦政策の各事項、項目につきましてもご議論いただきまして、中間論

点整理でも、それぞれの課題ごとに取りまとめいただいたわけでありますけれども、その過程の中でい

ろいろとご意見がございました。政策の相互性あるいは、課題ごとの関連性、そういったものをきちん

と整理をしてやっていく方が、より体系だった議論ができるのではないかということ。それから座長か

らもお話がございましたけれども、例えば、その中で政府の役割というものがどうであったのかとか。

今、何点かご指摘がございました国家貿易の問題、あるいは民間流通協議会等々の問題、そういったも

のが、どのような体系仕組みの中で位置付けられるのか。そういったことにつきまして一度きちんと整

理をしていく必要があるのではないか。特に、中間論点整理で整理いただきました各項目が、基本的に

は、政策は、全て法律に基づいて、食糧法の各規定に基づいて実施しておりますので、その中でどのよ

うに位置付けられているのかということ、そして、今後の方向はどうあるべきか、その背景となってい

るのはどういうこと事情なのか、ということにつきまして、一度、ご説明をさせていただきたいと思い

ます。基本的にそういう形で、総合性・位置付けなり、各政策間の関連を整理させていただいた上で、

今後の後半戦におけますご議論につきまして、総合性を持ちましたご議論をいただき、またその取りま

とめをいただきたいと思っております。 
それでは中身の方に入らせていただきますが、まず、１枚目の麦制度の概要、ピンク色の方の課題で

ございますが、青色の方と２枚続けて並べて見ていかないとできないような形で作ってございますので、

適宜この２枚を比べていただきたいと思っておりますので、恐縮でございますが、よろしくお願いいた

します。 
まず灰色の欄、左から２つ目の欄が、国内産麦に関します現在の食糧法の規定がどうなっているか。

全ての淵源はここに発しますので、ここで、国内産麦の規定がどうなっているか。２頁の方は同じく同

じ２欄のところは、外国産麦の方の規定がどうなっているのか、ということでございます。 
そして、ちょうど真ん中の黄色いところでございますけれども、このような規定を受けて、実際の制

度の仕組みというのがどうなっているのかというのがちょうど真中でございます。これも１枚目が国内

産麦関係、２枚目が外国産麦関係であります。 
それから一番左側の緑の欄でございますけれども、これは、麦と対比させて、同じ食糧法の中で規定

されております米がどうなっているのか、ということを参考で書かせていただいております。 
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そして、この左から３つの欄の現行制度に対してちょうど右側の紫の欄のところに、現在の様々な国

内政策の見直しというような大きな変化があり、こういう中でこの麦政策をどういうふうに持っていく

のかということで、外部環境の要因を書かせていただいております。 
そして一番右の欄が、中間論点整理の各項目につきまして、現行制度からこういったような事情背景

をもとに、中間取りまとめでも今後の対応方向等に整理をいただいた項目につきまして、一部、後ほど

詳細に申し上げます宿題返し等を含めまして、こういう考え方あるいはこういう論点をご検討いただく

べきではないかということを整理しております。 
また、その際に灰色の線が出ておりますけれども、これは両項目間、関連する項目ということで、こ

ういったときには必ずこちらの方も整理を、１つの項目を整理した場合には必ずこの項目も整理してい

かなければならないということを表しているものでございます。では、中に入らせていただきます。 
最初に１枚目の国内産麦でございますけれども、主要食糧法の第１条そして第２条のところに、麦の

主食としての位置付けということが書かれてあります。主要食糧である米や麦につきまして、その地位

に鑑みまして、政府による買入れ、あるいは輸入、そして売渡し、そういった措置を総合的に講じると

いうのがこの主要食糧としての米なり麦なりの位置付けであり、政府が行うべき役割ということが書か

れているわけであります。 
２条のところ、そこの２つ目のところでございますけれども、講ずる措置として、政府は買入れ、そ

の適切な買入れ、そして輸入及び売渡しをおこなっている。これは再度、１条のところに書いてあるも

のと同じようなことが書かれているわけであります。 
そしてこのような形が、これが総論の部分でありまして、以下、国内産麦の売買の問題が４１条と４

３条のところ、そして２頁目の外国産の麦の売買が４２条と４３条という形になっております。 
まず、国内産麦の売買関係でございますけれども、この灰色の欄の白抜きの上のところでございます

が、４１条の欄、これが無制限買入規定というところでございまして、そこにございますように、政府

は、麦の生産者等から申込に応じて無制限に買入れるということになっているわけでございます。そし

て、この買入れを行う場合に、４１条２項のところで買入れの価格につきましては線が引いてございま

すけれども、「麦の生産費その他の生産条件、麦の需給及び供給の動向並びに物価その他経済事情を参酌

し、麦の再生産を確保とすることを旨として定める」という形で、基本的な考え方が整理をされており

ます。その場合に、政府買入価格という形で政府が買入価格を定める。これが実は５日程前に１７年産

の麦につきまして、この政府買入価格をご決定いただいたわけでございますけれども、そこにございま

すような要素を勘案して定めるということになっております。なお、細かい規定といたしましては、政

令で各麦の種類あるいは銘柄ないし等級に、これを定めるというような形になっております。 
そして、実際にその規定がどのように作用しているということが、真中の欄の上から２つ目の部分、

ちょうど線を引かせていただいてありますけれども、政府無制限買入れという形で、現在、この規定が

あるわけでありますが、ここのところに若干評価等があります。これは市場評価とは関係なく最低価格

を保証するシステムであります。それから、買入れの考え方、今、申し上げましたように、現時点では

主産地方式というような形で、主産地の生産費といったものを勘案して決定しております。ただ、新た

な麦政策大綱におきまして、民間流通へ移行するというまでの経過措置という形で、整理をさせていた

だいております。なお、このような政府無制限買入れは麦独特の今の段階では規定になっておりまして、

米は後で左側のところに書いてございますけれども、基本的には米は備蓄買入れという形で、買入目的
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が限定されているということでございます。このような政府無制限買入れが、実は１２年産から民間流

通に移行しておりまして、その関係で、上の方に政府買入れの代わりに食糧法上の根拠はない、これは

法律事項ではないという意味ではございますけれども、予算措置として、麦作経営安定資金というもの

を生産者に交付することによりまして、スムーズな移行を図って参ったところであります。なお、麦作

経営安定資金につきましては、そこの欄の一番下でございますが、中間論点整理でもご指摘いただきま

したが、１７年産から品質区分への変更ということを行っております。これは、後ほど宿題返しで詳細

をご説明させていただきます。このような形で、無制限買入れに代わる措置として、この麦作経営安定

資金制度が１２年から行われているわけでありますが、それの基本となる部分といたしまして、民間流

通制度というものがあるわけでございます。全量播種前契約は、加工原材料いわゆる消費者が直ちに口

にするものではなくて、一旦加工されるものが多いということから、加工原材料特性という形で、契約

栽培で播種前契約が行われている。これにつきましては、いくつか中間論点でもご指摘があったような

点が指摘されているわけでございます。 
  それから、ちょっと戻っていただきまして、灰色の欄、第４１条の下の政令第１１条のところに、麦

の買入価格については等級ごとに定めるとなっておりまして、この等級ごとに定めるということが、こ

この線が右に出ておりますけれども、農産物検査規格という形で定められております。農産物検査規格、

現行規格は、平成元年に決められたものでありますが、１４年産については、もう既に１等麦が７割と

いうような形になってきているとか、あるいは春まき小麦につきまして、秋まき小麦と同一規格のため

に、１等麦がほぼ皆無というような問題点等が生じているのは、前回お示ししたとおりでございます。 
以上が買入れについてでございまして、次に買った麦をどうするのかというのが、その灰色の下の白

枠のところの第４３条、麦の政府売渡規定でございます。ここでは、政府は買った麦を売り渡すわけで

ございますが、その際の価格につきましては、第２項の規定でございまして、予定価格を定めて売り渡

すわけでございますが、その際には、標準売渡価格を基準にして定めるということになっております。

また、第１項のところで、先程座長からもお話がございましたが、随意契約で国内産麦も売り渡すとな

っております。そして「予定価格は、…標準売渡価格をもって基準として定める」というのが、この標

準売渡価格でございますけれども、毎年１２月に食糧部会でご議論いただいき、ご決定いただくわけで

ございます。これは、外国産麦、国内産麦両方でございますけれども、基本的な考え方は、外国産麦、

国内産麦ともに一緒でございまして、第 3 項の欄で、標準売渡価格につきましては、「家計費及び米価

その他の経済事情を参酌して、消費者の家計を安定させることを旨として定める」ということになって

おります。そしてさらに、政令第１３条のところで、この標準売渡価格については、「家計費に基づき付

録の算式によって算出される」というのがあり、付けてはおりませんので恐縮でございますけれども、

そこで算定される範囲内において定めるという形になっております。いわゆるこれが家計麦価というこ

とで整理されているわけでございます。この家計麦価なり販売方法については、真中の欄に矢印が出て

おりますが、下から２つ目のところに販売方法でございますけれども、標準売渡価格を基礎にいたしま

して、随意契約で製粉企業等に売り渡すという形になります。ただし、民間流通に移行しておりますの

で、国内産麦につきましては、ほとんどこれが実績はないという形になっております。 
標準売渡価格につきまして、実はこの政令の付録の算式の中で、この消費者の価格、家計価格の中で

算定の根拠とされている価格でございますけれども、家計麦価につきましては小麦粉と精麦の消費者価

格これだけを対象としている。要は昔、一般家庭が購入しておりました精麦、これは大麦が中心だと思
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いますが、あるいは、家庭で消費する小麦粉、これの価格を対象としていることで、パンやめんといっ

たいわゆる小麦粉製品の価格は算定対象には入っておりません。そういった形に実は今のところはなっ

てございます。 
そして、このような麦の規定でございますけれども、米と比較するとどうかということで、一番左の

欄を見ていただきたいのですが、国内産の米の売買ということで、米については買入れは政府は備蓄に

限定しております。そして、買入れの価格あるいは売渡しの価格につきましては、従来は麦と同じよう

に政府買入価格あるいは政府売渡価格というものを定めておりましたけれども、この 4 月から食糧法の

改正で、買入価格、標準売渡価格は廃止されまして、基本的には市場から一般競争入札で購入、また売

渡しについても、同じく一般競争入札で売り渡すということになっております。現在の米の買入規定は、

第２９条におきまして、「政府は、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、…国内産米穀の買入れを行い、

…米穀の売渡しを行う」という形で整理されているところでございます。 
以上が、まず、国内産麦でございまして、次に 2 枚目の方の外国産麦の状況につきまして、先に説明

させていただきたいと思います。 
外国産麦につきましては、この灰色の欄、左から２つ目の欄の一番上でございますが、食糧法第４２

条で「麦等の輸入を目的とする買入れ」というとことで、「政府は、…輸入を目的として買入れを行う」

と、輸入買入れを行う形になっております。売渡しについてでございますけれども、その下の欄、「麦の

政府売渡し」という形で、「政府は、その保有する麦を、随意契約により売り渡す」とあり、実はこの第

４３条は、国内産麦の売渡規定と外国産麦の売渡規定、同じ規定を使っております。買入規定の方は、

それぞれの根拠規定は異なっておりますけれども、売渡しにつきましては、同じ第４３条、内外麦とも

にこの規定を使って売渡しを行っております。この場合、この外国産麦が政府が輸入を目的として買入

れを行う、そしてその麦を売り渡すということで、これがいわゆる国家貿易という形で、先程座長より

のお話もございましたけれども、国が現在の需要量のほぼ 9 割に相当します外国産麦のほとんどを、ほ

とんどと言いますのは、一番下のところにも書いてございますように民間輸入が民間流通は微々たるも

のですがございますので、国が需要の圧倒的大部分を、この国家貿易という形で行っているところでご

ざいます。 
そして、この国家貿易につきましては、真ん中の欄を見ていただきたいわけでございますけれども、

国家貿易を行う際には、これは、国際協定等々で高水準の枠外税率、いわゆる二次税率に関しましては、

非常に高い税率を張りまして、その上で、一元的な国家貿易を行うと、民間の自由な麦の輸入というも

のは、この高税率の中では非常に少ないということになるわけでございます。そういった中で、独占的

に国がこの輸入業務を行っているところでございます。この背景というものについてでございますけれ

ども、その 2 点目３点目等にございます。現在、日本の需要に応えられるような多様でかつ安定的な量

を供給できる国というのは、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ほぼこの３か国に限られております

が、この３か国のうち、アメリカは別でございますけれども、カナダとオーストラリアの２国は、実は

輸出国家貿易を行っております。要は麦の輸出については、カナダなりオーストラリアのボードが、独

占的に交渉を行うという形になっておりまして、そういった意味で、価格交渉力との関係で、輸出国貿

と輸入国貿は一定の対比がなされるのではないかというふうに思っております。 
それから、もう１つは実は麦の利用のされ方でありますけれども、基本的に輸入でございますので、

船積みされて、麦はやってくるわけであります。大量のこの麦を効率的に利用者に配分していく、そう
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いう効率的安定的なルートを、どのように確保するのかというのが、非常に大きなコストダウンの観点

からも重要な要素になるわけであります。いわゆる港湾に立地しております大型のサイロに、港湾ごと

に、効率よく配船すると同時に、そこのサイロから製粉企業等に対します配送についても、効率的に行

うというようなことが求められております。既にインフラ自体が、各主要港湾の中で、このような輸入

サイロというものの整備という形でされておりますので、この辺の効率的利用というものが、大きな課

題になっているということも背景にございます。 
原材料でございますので、当然のことながら、持ってきたものをこれから競争にかけて売るというよ

うなことも可能性としては考えられるわけでありますけれども、やはり、効率的な原料調達計画の観点

から言えば、製粉企業の需要に応じた計画的な買付け、またその計画的な買付け自体が、国際競争力を

持つと、価格の調達力を持つというようなこともあるのではないかというふうに思っております。 
以上が、売買操作におけます国の役割としての国家貿易でございますが、その過程におきまして、買

って売る、輸入して売るという過程において、いわゆる備蓄の問題が出てまいります。それが真ん中の

２つでございます。不測の事態に備えた外国産小麦の備蓄ということで、現時点では２．６か月相当分

の備蓄を行っております。ただこの中には、需給操作分も一部入っておりますし、またランニングスト

ックは、当然のことながら民間企業で０．６か月分、別に持っているという状況もございます。 
そしてこのような国家貿易あるいは備蓄に要する管理コストというものについての議論があるわけ

でございます。国が行う業務でありますけれども、効率的に行う、そして、できるだけコストの節約を

行わなければならないということで、例えば、管理コストのかなりの部分を占める保管料経費、そうい

ったものにつきましては、１４年度には５％削減しているというようなこともあります。今後とも、こ

の辺について適切に進めていく必要があります。また、買入コストの中には、船の傭船費というものも

あるわけでございますけれども、こういったものにつきましては、標準船、今、２万トンの船が標準船

でありますけれども、港湾の事情が許す範囲内におきまして、４万トン級の大型船を更に活用していく

ことによるコストダウンというようなことも、必要になってくるのかと思っているところでございます。 
元に戻っていただきまして、以上のような形で政府が輸入を行いまして、製粉企業等に売り渡すわけ

でございますけれども、その売渡しにつきましては、先程の国内産麦と同様に、政府が標準売渡価格を

定めます。その規定は、外国産麦につきましても家計麦価の範囲内において定めるということになって

おります。ただその際に、外国産麦につきまして留意しなければいけないのが、第４３条の一番下のと

ころにございます第８項で、政府がこの外国産麦を売り渡す際に、３行目以降になりますけれども、「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」とございます。この「農林水産大臣が定めて告示する額」が、いわ

ゆるマークアップと言われているものでございまして、この中から国内産麦振興費その他の部分、いわ

ゆるコストプールの財源というものが、こういう部分から調達をされるという形になるわけでございま

す。そして、こういうような売渡しで実際の販売方法は、先程申し上げました国内産麦と同じように基

本的には年間を通じまして固定した価格で、標準売渡価格に基づきまして、製粉企業に売り渡します。

ただ、座長からもございましたけれども、後で申し上げますが、米と違いまして、ＳＢＳ方式、売買同

時入札方式というような形はされておりませんので、通常の輸入の買入れ、売渡しという形で、実需者

と買入れ商社との間で計画的に輸入を行うというようなＳＢＳ方式の仕組みは、現在のところは導入さ

れておりません。 
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標準売渡価格につきましては、国内産麦と同じような問題がございます。家計麦価の算定には、家庭

内が消費する小麦粉と精麦の価格のみで、パン・めん等、そういったものが入っていないということ、

あるいは、既に米ではこのような標準売渡価格というものは廃止されているということがございます。

それから、先程マークアップのところで申し上げましたけれども、コストプール方式というのがいわゆ

る外国産麦の標準売渡価格を、この家計麦価の範囲内で、麦作経営安定資金等管理コストで賄えるマー

クアップを徴収した価格とする方式というのが、基本的なコストプール方式の現時点における定義とい

うことでお考えいただいていいのではないかと思っております。ただ、事実上は現時点ではそういう形

で価格設定というものがされておりませんので、一方では、財政資金をかなり多額のものを投入してい

る、年によって変動いたしますが、そういった額の財政資金を投入している状況にございます。 
それから、マークアップにつきましては、これはウルグアイラウンドで定められました麦に関します

マークアップでございます。当然のことながら、この国際約束の範囲内、既に交渉は終了しております

けれども、この中で行わなければいけませんし、また、現在行われておりますドーハラウンド、この辺

についてはまた見直しの対象になってくるというようなことであろうかと思っております。以上が輸入

麦に関します規定でございますが、ここで米を見ていただきたいわけでございますが、緑の欄のところ

に外国産米の売買がございます。米につきましても、基本的には、この麦の構造と同じ構造で、高水準

の枠外税率いわゆる二次税率を高く張った上で、国が国家貿易のもとで一元的な輸入管理を行っている

ということには変わりません。ただし、販売方法のところで、先程申し上げましたような標準売渡価格

等、そういったものは廃止されております。政府につきましては第３０条の規定でございますけれども、

米穀等の輸入を目的とする買入れを行い、またそれの売渡しを行う。そこで、第３０条の３項のところ

で、麦と同じようにマークアップの規定がやはり入っている。「国際約束に従って農林水産大臣が定めて

告示する額」ということでマークアップ規定がございます。 
２つ目の欄でございますけれども、米につきましては、ＳＢＳ方式が一部導入されているということ

で、第３１条のところに米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡しということで、輸入者と買受者の

連名による買入れ、売渡しを行うことができるという形になっております。これは、ＳＢＳ方式で市場

の動向を的確敏感に反映した貿易操作、売買操作を行うことができるようにということで導入されてい

るものでございます。なお、マークアップの規定は同じように、第３項のところで規定されております。

以上が国貿に関します麦あるいは米の規定でございますが、非常に微量ながら民間輸入制度というもの

がございまして、第４５条でございますけれども、これがいわゆるＵＲ合意による関税化に伴いまして、

民間が高率の二次税率を払えば輸入ができるということで、納付金を払う必要もあるわけでございます

けれども、その規定がございます。ただこれは、事実上、今の段階ではない状況になっております。灰

色の欄、第４５条の規定におきまして、民間輸入、今、申し上げましたように、関税に加えて納付金を

支払えば輸入が可能でございます。ただし、ここの関税の議論につきましても、今後のドーハラウンド

の中で、実際の交渉の中で、また議論されるということだろうと思っております。米につきましても同

様の規定がございます。米はご承知のとおり、ＵＲ合意当初は、関税化の特例措置という形で関税化を

免れるような措置を講じておりましたけれども、１１年から関税化に移行しまして、現在では麦、米と

もにこういうような形での民間輸入が可能になっているわけでございます。 
今、申し上げましたような法制度に基づきまして、現実の制度運営がなされているわけでありますけ

れども、こういうような制度に対しまして、国内の農業改革あるいは国際環境の変化というものがどの
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ように生じてきているのかが、右から２つめの紫の欄でございます。これについては２枚目の一番下が

上の方に順次上がってくる構成になってしまい申しわけございませんが、２枚目の一番下から見ていた

だきたいわけでございますが、平成１６年８月に企画部会におきましても、この農政改革論の、中間論

点整理が行われたわけでありますが、そこで、一番下のところの１つ上の白抜きのところでございます

が、今後の農政改革に当たりましては、「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を図るとともに、国境措置に過度に依存しない政策体形を構築す

る必要」があるだろうと。今後の国内的な農政改革の必要性とともに、構造政策の推進とともに、国境

措置、今のＵＲの措置が現在ドーハラウンドで議論されているわけでありますけれども、こういったこ

とも見つめながら、過度に依存しないような政策転換も図っていく必要があるだろう。そのためにはど

うするかということで、１枚目の次の白抜きの①に移りますけれども、１つには、市場の有する情報伝

達機能、需給、消費あるいは需要の情報伝達機能を阻害しない政策への転換という見地も含めて、国内

的な構造改革の加速化を図る必要があるだろうということ。そして、２頁目の②、経営安定対策を持続

的・安定的に運用していくために、そういった形で経営安定対策を講じていくとしても、これは現行の

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」ということを常に念頭において、

今後の政策転換においては、現在、国際的に議論されております、緑、青、黄色の政策のうち、自由度

の高い緑の政策というものを念頭に置きながらやる必要があるだろうということで検討する必要がある。  
そして、さらにそれを具体的に国内政策としてやっていくためには、１頁の上の一番上の白抜きの欄

でありますけれども、いわゆる品目横断的政策、経営安定対策といたしまして、担い手を明確化しなが

ら、麦、大豆やその他品目のように、品目ごとではない農業経営全体に着目をした施策について検討し

ようと、そして、さらにその際には、どのような考え方にするかということで、具体的な考え方として

は、諸外国との生産条件の格差是正対策として、過去の一定期間の生産実績に応じた、いわゆる直接支

払い、そして、もう１つは、品目ごと、これは日本の事情、欧米とは異なる事情もございますので、品

目ごとの当該年の生産量・品質に応じた支払と組み合わせた、そういったような新たな経営安定対策、

品目横断政策を導入していくべきではないかというような論点がなされたわけでございます。そして、

このような新しい横断的な対策というのは畑作経営であろうが、水田農業経営であろうが、麦ですとか

大豆、あるいは甘味、でんぷんというようなものがトータルに検討対象になります。当然のことながら、

麦の政策もこの政策対象になるわけでございます。そういたしますと、既存の例えば麦作経営安定資金

等の施策との整合性をどう取るべきであるかということについては、１頁の一番上のところで、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

るなど、機能を整備する必要があるだろう。いわゆる新しい制度、経営安定制度、品目横断的な制度の

検討に伴って、既存の今の麦作経営安定資金等も含めました制度の見直しが必要ということが謳われて

いるわけであります。 
そして、このような形で、今後どういうふうに検討するのかということで、一番右側の欄になるわけ

でございますけれども、中間論点整理におきましてもいろいろご議論いただきましたが、今後の検討課

題といたしましては、こういう全体的な見直し方向の中で、麦作経営安定資金あるいはさらにそれ以前

の施策であったわけでございますけれども、政府の無制限買入れというものについて、この新制度の導

入と併せて整理をしていく必要があるだろうということだと思います。麦作経営安定資金、品目横断的

政策との関係についての整理、あるいは政府無制限買入れにつきましては、麦政策大綱におきましても、
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１００％の民間流通移行への経過措置としての役割というのもございましたので、この辺についての役

割は終了しているのではないか。麦作経営安定資金、それからこの無制限買入れも含めて整理をする必

要がありますということが、国内産麦の買入れに係る制度に関しては、当然ここを整理していかなけれ

ばいけないというのが基本的な政策の検討課題の課題になってくるわけであります。そこで、ここの右

の欄から２つほど灰色の線がでておりますが、こういう国内産麦の買入規定を整理するということは、

買った麦をどうしていくのかということで、売渡規定も当然整理していく必要があるだろうと。あるい

は、国内産麦に対しまして、様々な助成措置を講じられているわけでありますけれども、先程、申し上

げましたような、コストプール方式みたいな財源論的な問題についても、その使途等について整理をす

る必要があるだろう。要は仕組み上の整理と、現在のコストプール方式等で行われておりますような政

策の財源的な問題についても、整理をしていく必要があるだろうということで、この灰色の線が関連す

る項目といたしまして、国内産麦の販売方法、下から２つ目のところ、あるいは標準売渡価格の検討で

ございますとか、２頁のコストプール方式あるいはマークアップの議論の対象に結びついていくという

ことでございます。それから、今、言いましたように、麦策経営安定資金あるいは新しい品目横断的政

策の検討に当たる場合には、担い手の明確化の議論、経営安定対策の議論も踏まえて、こういったこと

も当然のことながら検討していく必要がある。民間流通制度そのものにつきましては、これは政府とい

うよりも民間の当事者間での議論になるわけでございますけれども、加工原材料用としての麦の特性を

考えれば、契約生産、播種前契約が基本になるわけであり、これについては、後ほど民間流通連絡協議

会におきまして、民間同士の基本的な枠組みについての検討の結果について、詳細にご説明させていた

だきます。ただ、こういったものについても、今後、全体政策が見直しになるわけでございますので、

実行プログラムを作るとか、検証措置が必要になってくるというふうに思っております。それから、検

査規格の問題につきましては、これは先程の現行制度の概要のところでも幾つか課題を申し上げました

ので、この辺についても見直しをしていく必要があるだろうということでございます。そして売渡しの

方でございますが、国内産麦の買入れということについて見直しになっていくわけでございます。その

場合には、販売方法も含めまして、この売渡しが必要になるわけでございますが、特に、国内産麦に関

しましては、実態的にも政府売渡価格がございませんし、また標準売渡価格は米にも無くなっておりま

す。また、そのものにも内包する問題点もございますので、こういったものの必要性というのも見直し

をしていく必要があるだろうと思っております。なお、これとは別に国内産麦の生産振興の課題という

観点で行けば、これまでも様々にご議論いただいております新品種開発でございますとか、生産対策こ

ういったものの論点というのは、国内産麦の課題として残っていると思っております。 
次に外国産麦の方の議論になるわけでございますけれども、まず国家貿易のあり方であります。国家

貿易につきましては、先程からその現状なり背景をご説明しておりますけれども、少なくとも、外国産

麦をめぐる需給事情につきましては、現時点では、諸外国の制度も含めまして、大きな変化はないので

はないのかと考えております。それからもう１つ、このような大量かつ良品質の麦を効率的に国内に計

画的に配送していくということを考えますと、当然のことながら、現在のインフラ整備の状況、そうい

ったものも港湾なりサイロなり、そういった状況も踏まえて適切に行っていく必要があるだろう。ここ

ら辺が混乱するようなことがありますと、なかなか安定的な原料の調達ということに支障を生じますの

で、この辺はきっちり考える必要があるのではないか。そういうことを踏まえますと、当面は国家貿易

の現状を前提にしたご議論をいただくのがいいのではないかというのが、この辺の考え方でございます。 
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それから、備蓄につきましては、外国産麦の売買はこれも今後とも続くわけでございます。備蓄の必

要性はまた変わらないと思っておりますけれども、最近の供給事情に踏まえました水準なり官民役割分

担、こういったものは見直しが必要であろう。あるいは管理コストの問題、これも今後とも引き続きこ

のコスト削減を努めていく必要があるだろうということでございます。 
それから、売渡しの方でございますけれども、先程申し上げましたように、外国産麦の売渡規定は国

内産麦の売渡規定と同じ規定を使っているわけでございまして、国内産麦の方の売渡規定の見直しは、

この外国産麦の売渡規定の見直しに当然繋がってまいります。そうなりますと、今後の標準売渡価格の

必要性の検討というようなことが出てまいります。ただし、標準売渡価格自体の是非の他に、国内産麦

と違いまして、外国産麦についてはマークアップの問題がございます。したがって、このようなマーク

アップというのをどう考えるのか。標準売渡価格、１年間固定的な売渡価格を廃止すれば、一定期間の

買入価格にマークアップを加えた売渡価格になるわけでありますけれども、こういったものについてど

のように考えるのか。あるいは、米等でＳＢＳ方式が導入されておりますが、市場シグナルを適切に反

映するためのＳＢＳ方式というものについて、どう考えるかというようなことが重要ではないか。そし

て、このような売渡方式の見直しは、コストプールの関係の議論に連動、関連するわけでございます。

その下のコストプール方式、あるいはマークアップの関係についてみれば、こういう制度、国内産麦の

大きな制度見直しの中で、マークアップの使途というものをどのように考えていくのか。あるいは、財

政支出との役割分担をどう考えるのか。経営安定対策導入時に麦作経営安定資金というものが、基本的

に整理されるわけでありますので、そういったような際におけます、このマークアップの使途の考え方、

あるいは水準といったものがご議論の対象になるかと思っております。なお、これら全部を踏まえまし

て、実需者の製粉企業と麦加工産業の今後の改革の方向と、国内産麦、外国産麦含めて大きな制度改革

が行われる中で、製粉企業等の麦加工産業についても、大きな今後の国際規律の強化に踏まえた対応と

いうものが必要であろうと。当然、そういった自主的な取組に対する支援ということも、どのような具

体的な方法を行えるか検討しておきたいと思っております。なお、民間輸入につきまして国家貿易を前

提とすれば、基本的には現行通りというような形で整理をさせていただいております。 
長くなりましたが、以上でございます。 

 
（加倉井座長） 

ありがとうございました。大変わかりやすくまとめていただいたように思います。ご質問があろうか

と思いますが、全部説明を終わってからまとめてご質問をいただきたいと思います。続きまして資料２

について、事務局の担当の方から順次ご説明をお願いしたいと思います。 

 
（高本食糧貿易課長） 

それでは資料２ということでございますので、それをご覧いただきたいと思います。なお、これは８

月に論点整理を取りまとめていただきましたけれども、その際、今後の対応方向に関しまして、麦政策

の見直しの具体的な内容を、関係者を含め、検討するようご指摘をいただいたということでございまし

て、これを受けまして、これまで検討したところでございますので、現段階までの検討結果についてご

報告するということでございます。順次担当課長、それから民間流通につきましては、全中の森沢部長

からご説明するということで進めさせていただきたいと思います。担当の箇所ごとにご説明をさせてい
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ただくので、頁を前後するかもしれませんけれども、ご了承をいただきたいと思います。 
それではこの資料の１頁をご覧いただきたいと思います。中間論点整理におきまして、「麦作経営安

定資金の見直しの具体的な内容」ということでご指摘をいただいております。それで、１７年産におき

ましては、先週、決定をいたしまして、その内容につきまして、別紙１をご覧いただき、ご説明をした

いと思います。中間論点整理の中でも、１７年産につきましては、契約生産奨励金等が１７年産から新

たにランク区分に移行される等から、適切に見直せというご指摘をいただいております。それにつきま

して、１７年産の麦作経営安定資金につきましては良い麦を作ると、そういったものの生産を誘導する

ということから、生産者の良質麦への生産の意欲を増大しまして、努力した生産者が報われるようにと

いうことで、これまでの銘柄区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳという区分がございます。これは出回り量等につきま

して区分してきたわけですが、それから、品質による区分に変更したということでございます。具体的

には、別紙１の下の方の左の下にございます、麦作経営安定資金１７年産１等６０キロ当たりでござい

ますが、Ａランクのものが、Ａランク、Ｂランク、Ｃランク、Ｄランクという形でございまして、すな

わち、どんな麦をどの銘柄の麦を作ろうと、ＡランクのものはＡランクの水準の麦作経営安定資金がも

らえるということでございます。ランク区分にきましては、契約生産奨励金がそういう形で入っており

ますけれども、ランク区分は、右の方の概要にございますように、これまでもご説明してきております

けれども、品質評価の基準値、たんぱく等々の基準値を３つ以上満たせばＡランク等々、そういうラン

ク区分ということで、いわゆる品質に重点を置くということでございます。その右側の下にございます

が、品質相当枠ということで、例えばＣランクが一番下のランクでございますが、ＣとＤが５８円、そ

れからＢとＣは１５０円、ＡとＢが５００円、こういったものがいわゆる品質格差という相当額に当た

るわけでございます。それから、この他に１等・２等の格差を１１６０円と、今まで大体７００円でご

ざいましたけれども、１１６０円に拡大をしております。 
別紙４の次の頁をご覧いただきたいと思いますが、こういった麦作経営安定資金そのものに付随しま

して、関連対策というものを、毎年、対策を講じているということでございます。今年の場合は、左の

説明にございますが、１７年産の関連対策につきまして、従来のいわゆる臨時的にやっておりましたも

のに加えまして、今年は産地改革支援と、いわゆるそこにございます良品質麦生産が可能となるような

産地対策ということを進めていく必要があるであろうということでございまして、そのために、いわゆ

る産地改革計画、３年位の産地改革計画を作っていただくということで、そういった改革を進めていく。

具体的には、計画的な生産を進めるための生産出荷計画を作っていただくということの他に、あるいは

流通消費の観点から、安全安心というもの、あるいは地産地消という観点から、そういう計画を作る、

あるいは担い手づくりの計画を作る、そういったようなこと等を実施するということのために、１７億

円の関連対策を講じるということでございます。それから、これにつきましては、３年程度の計画を作

っていただくわけでございますけれども、その計画期間の分を一括して交付をするということで決定い

たしております。その他、その下にございます品質向上支援対策、これは良い麦を作っていただくその

取組に対して支援をするということで、従来から講じているものでございます。左の方に図がございま

すが、従来から麦作経営安定資金が計算どおり算定ルールがあるわけですけれども、その算定ルールに

基づきまして計算をし、大体毎年下がってきておりますので、下がってきている分につきまして戻して

いるということでございまして、その分が品質向上支援対策ということで講じているわけでございます。

関連措置はそこに書いてございますが、検査を含めていろいろ関連措置をとるべしということで決まっ
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たわけでございます。以上が１７年産の麦作経営安定資金の決定の内容でございます。 
資料２の１頁に戻っていただきまして、そういったことを１７年産で措置をしたわけでございます。

今後でございますけれども、企画部会の中間論点整理の中では、いわゆる経営安定対策・品目横断的政

策を講じることということでは適切であるとされているわけでございますが、その品目横断的政策の考

え方につきまして、その中間論点整理の抜粋をそこに掲げてございます。これは、先程部長がご説明を

した中身そのものでございますので、詳しくはご説明しませんが、そういう形で中間論点整理で整理を

されております。支援の仕組みは２つ。諸外国との生産条件の格差是正対策。それから次の頁にござい

ます、収入所得の変動による影響の緩和対策、それから消費者の期待に応える生産への配慮といったよ

うなことになっております。別紙の２で具体的なイメージ図を書いてございます。これをご覧いただき

ますと、諸外国との生産条件格差是正対策、過去の面積に基づく支払いと生産量品質に基づく支払いと、

その２つの構成と、それに加えて収入、所得変動緩和対策ということで、左側にイメージがございます

けれども、収入あるいは価格、収入・所得の変動に対して基準値に対して支払う、そういったイメージ

になってございます。また元に戻っていただきまして、２頁をごらんいただきたいと思いますが、そう

いった中間論点整理と麦作経営安定資金について、整理を行う必要があるということで、これは１頁の

抜粋のところに書いてございますが、「経営安定対策の導入に当たっては、現行の品目別制度のなかで諸

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

必要がある」と書かれております。そういうことで、麦作経営安定資金についても整理を行う必要があ

るということでございます。なお、ＷＴＯの農業交渉の枠組みが合意されたわけですけれども、これに

適合する形で検討することも必要でございます。別紙３には、そのＷＴＯ農業交渉の経緯等について、

資料をつけてございます。詳しく説明すると時間も掛かりますので、説明を省略させていただきたいと

思います。 
次に、私の担当では７頁でございます。中間論点整理の中で、「経営安定対策への移行時における無

制限買入れの整理」ということでございまして、無制限買入れそのものについて、最初の○は、いわゆ

る経緯を書いてございます。生産者に麦の最低価格を補償するものということでございましたけれども、

市場評価とは無関係に買入価格が定められたということで、大幅なミスマッチが発生していることでご

ざいまして、このため、麦大綱におきましては、国内産麦について政府無制限買入れに代わりまして、

経営安定の措置の代わりとして、麦作経営安定資金が導入されたということでございます。なお、無制

限買入れにつきましては、民間流通が定着化するまでの経過措置ということは、先程ご説明したとおり

でございます。ただ、実質、１７年産では全て民間に移行するということでございまして、政府買入れ

につきましてはゼロになる見込みということでございます。そういう意味で、新たな麦政策大綱におけ

る経過措置という役割は終了したのではないかということでございます。一方、企画部会での議論の中

で、その品目横断的政策が、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

含めて、そういう品目横断的政策に講じるということにされておりますけれども、こういった中で麦作

経営安定資金の整理を行う際には、いわゆる麦作経営安定資金の前身でございました無制限買入れにつ

いても整理の対象であると考えております。そしてまた、無制限買入規定は米を始め他の農産物にはな

い規定であるということでございまして、ご説明したとおりでございますが、政府買入れの見直しに伴

いまして、必然的に政府売渡しについても見直しになるということで、標準売渡価格の必要性について

検討することが必要であるということでございます。最後の○でございますが、政府麦から民間流通へ
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の円滑な移行ということで、流通コスト助成というものがございます。これは、包装代とかあるいは検

査手数料とか保管料、これにつきまして、政府が助成をしているわけでございますが、民間流通へ移行

してから５年経過したということもございまして、かつそれが定着化したということで、その本来のあ

り方あるいは産地の実態を踏まえて適切に見直すことが必要ということでございます。 
次に、１０頁をご覧いただきたいと思います。中間論点整理の中で、「原料調達に係る制度の見直し、

業界での自主的な取組に対する支援の具体的な内容」ということでございますが、中間論点整理の中で、

いわゆる製粉企業の創意工夫が発揮される環境作りということで、製粉コストの削減を進めるべしとい

うこと、それから一方で、その原料調達の面で、いろいろ環境を妨げられているというようなことを、

中間論点整理でも言及してございます。そういったことで、その原料調達に係る制度につきまして、３

番目の○でございますが、以下の観点から見直しが必要ということで、国内産麦につきましては、民間

流通制度を見直すということで、民間流通制度の見直しの中でも、そういう新規参入の問題あるいは地

産地消の拡大が可能となるような仕組みという観点から、後でご説明をいたします。外国産麦につきま

しては、先程もご説明したとおりでございますが、仮に標準売渡価格を廃止する場合には、年間を通じ

て固定した売渡価格とする根拠が喪失しますので、その際にはマークアップについて、直近の一定の期

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すべきということでございます。その

際に、ＳＢＳ方式の導入についても検討するということでございます。 
次の○につきましては、後で流通加工対策室長がご説明いたします。 
次の１１頁でございます。１１頁は「効率的な管理方式の仕組み・売渡価格のあり方の見直しの具体

的な内容」ということでございます。高水準の枠外税率の設定により、一元的な国家貿易の下、需要の

約９割を占める外国産麦を輸入している等々、この国家貿易につきましては、先程部長がご説明したと

おりでございます。港湾の問題、あるいは輸出国等の問題、あるいは製粉企業の計画的な買付けを行っ

ているという状況でございます。外国産麦をめぐるいろいろな状況も変わっていないということで、当

面国貿については、現状を前提とすべきではないかということでございます。 
次の○でございますが、麦についても、先程部長がご説明いたしましたが、標準売渡価格を決定いた

しまして、売渡しているわけでございますが、その家計麦価の論点については小麦粉あるいは精麦の消

費者価格を対象としている等ご説明をしたとおりでございます。こういった中で、標準売渡価格の必要

性、あるいは直近一定期間の価格にマークアップを加えた売渡価格を設定すること検討していく必要が

あるということでございます。 
次の１２頁はコストプール、いわゆる今やっているコストプールの状況で、現状は、先程ご説明した

とおりでございます。なお、麦作経営安定資金については、実需者ニーズに即した良品質麦生産の観点

から見直しを行いました。２番目の○でございますが、そういったマークアップについて、コストプー

ルの議論という場合には、その水準をどうするのかという議論でございますが、その際にマークアップ

の使途あるいは財政支出との役割分担ということについて検討が必要となってくるところでございます。 

 最後の○でございますが、大麦の場合は、本来は買付コスト、買入価格に管理経費を加えた額をふま

えて標準売渡価格を設定するコスト方式というもので、今やってございます。それに、これまでの小麦

の改定率に準拠した標準売渡価格ということでやってきたわけでございますが、買入価格よりも売渡価

格が安い実態にございます。したがいまして、大麦については売買逆ザヤの解消あるいは適切なコスト

負担の観点から売渡価格の検討をする必要があるということでございます。 
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 次の１３頁をお開きいただきたいと思います。１３頁は「備蓄の具体的な水準、官民分担の見直しの

具体的な内容」ということでございます。現在の備蓄水準等につきましては、２．６か月相当でござい

ます。これについては通常の需給操作に必要な在庫の一部を含んでおりますが、この他に民間のランニ

ングストックとして０．６か月分が保有されている状況でございます。ただ、この２．６か月について

は、国が２．３か月分、民間が０．３か月分という形で保有している状況でございますが、通常の需給

操作に必要な在庫について官民分担が不透明な状況にあるということでございます。 

 一方で、外国産麦の供給状況をみますと他の輸出国において、他の輸出国については３か国以外の他

の輸出国ということでございますが、港湾能力の増加あるいは船積能力が向上しているということ、そ

れから実際に入ってきてわが国の港湾収容力の増加あるいは荷役能力が向上しているということから、

輸入した麦が実需者に供給されるまでの時間がトータルで０．３か月の程度短縮が可能な状況にあると

いうことでございます。それから、過去に最大に備蓄を取り崩したというのは、平成５年から６年にか

けてカナダでの船積みが遅延したという状況がございますが、そのときは１．８か月分取り崩しており

ます。そういった状況を踏まえまして現行の水準の見直しが必要だろうと思います。備蓄の本来の機能

というものは民間の在庫だけでは安定供給に支障を来す場合に、国が最後の出し手として放出すること

で安定供給を図るということで、この点を踏まえて官民分担の見直し、明確化が必要であるということ

です。 

 最後の頁でございます。最初の保管料については、後で島田課長の方からご説明いたしますが、私の

方から下の２つの○でございます。これは部長からも言及がございましたけれども、大型船の活用につ

いて、今後、一層の活用を図るということで言及してございます。 

 続きまして島田消費流通課長から説明いたします。 

 

（島田消費流通課長） 

消費流通課長の島田でございます。私の方は検査規格と保管料の問題についてご説明させていただき

ます。資料ナンバー２の６頁をご覧いただければと思います。ここは「検査規格の見直し」について言

及しているところでございます。 

 農産物の検査規格と言いますものは、ご承知のように、農産物取引上での規格という意味と農産物の

品質向上のための指標という２つの意味を持っているわけでございます。その検討結果の欄をご覧いた

だきたいのですが、小麦の格付け状況を見ますと、最近５年間におきましては平均で７割のものが１等

麦という状況となっております。また、その等級格付け時の大きいファクターの１つでございます容積

重、これは今、１等の下限値が７６０g／ℓとなっているわけでございますが、それが最近は多くのもの、

１等麦の８割が８１３g／ℓ以上となっておりまして、１等麦の下限値、７６０g／ℓの意義が問われると

いう状況となっている。また、春まき小麦、これはパン用として期待されているものでございますが、

これにつきましては秋まき小麦と同じ規格が適用されているということから、春まき小麦の特徴、色褪

せや角張った粒の形、こういったことから、平成１５年産までは１等麦がほぼ皆無と、また規格外が全

体の５割という状況となっております。１６年産について９月１５日現在で見ますと、春まき小麦１等

が３割というふうに大幅な改善をしてきておるわけですがまだ、秋まき小麦の方が全体の７割が１等と

いう状況からみると、大きな格差があるということでございます。 

 こういった状況を踏まえまして、良品質麦の生産をより一層振興する観点から、麦の検査規格につい
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て全般的な見直しを行っていく必要があるというふうに思っております。ただ、この場合におきまして

も検査規格につきましては農産物取引上での規格でございますので、生産者及び実需者双方の意見をよ

く聞きながら進めていくことが基本となります。それによりまして、等級比率の是正ですとか、成分と

いう実需者ニーズに対応するような形で持っていきたいと思っております。特に、農産物検査、これは

１等・２等という品位等検査、これは形状ですとか外見に基づくものでございます。この他、成分検査、

たんぱく質やでんぷん粘度という内的、化学的性質といいますか、そういうものがございまして、この

成分検査の利用が進んでいるという状況を踏まえまして、検査規格全般を見直していきたいと考えてお

ります。とりわけ、春まき小麦については１７年産からの適用を念頭に置きまして、春まき小麦独自の

規格を早期に設定していきたいと考えている次第です。 

 最後の頁、１４頁をお開きいただければと存じます。ここは「保管料の削減」でございます。保管料、

特に外国産麦のサイロでの保管料の削減でございます。外国産麦、検討結果の欄でございますが、外国

産麦につきましては、港湾、サイロ、臨海の製粉工場等、外国産麦の輸入に係るインフラの整備の状況

等を勘案した上で、製粉企業の希望するサイロにおいて保管した上で、そのサイロにおいて在姿の形で

売却をする。つまり製粉企業の需要に則して計画的に製粉企業の希望するサイロで麦を売却する。その

上で国が保有する備蓄分ですとか、需給操作の在庫分については国が保管料を支払うという形がとられ

ておりまして、保管料の単価におきまして競争原理が働きにくい構造となっております。 

 これまで、麦の保管料単価につきましては、従来は、運輸省の倉庫保管の基本料金に連動して決めて

きたわけでございます。運輸省の実質的な許認可料金に基づく保管料単価に基づいて決めてきたわけで

ございますが、これが平成７年に廃止をされまして、平成７年以降におきましては、契約当事者間の協

議ということになったわけでございます。それで、平成１４年に単価の引下げに向けて関係者と協議を

行いまして、５％の引下げを行ったところでございます。今後とも管理コストの低減ということになり

ますと、保管料単価とその保管期間、備蓄水準との関係ですが、この２つを考慮する必要があるわけで

ございまして、今後とも配船状況ですとか港湾事情を十分に配慮しつつ、倉庫業を取り巻く市場動向等

を勘案して保管料の単価につきまして、定期的な見直しを実施して行きたいということでございます。 

私からは以上です。 

 

（松尾流通加工対策室長） 

 流通加工対策室長でございます。私からは「業界内の自主的な取組に対する支援の具体的な内容」に

ついてご説明いたします。資料では１０頁でございます。併せまして別紙の１２もご覧いただければと

思います。 

 冒頭、食糧部長からご説明しましたとおり、これから製粉企業の皆様方、他の食品産業等の例にもれ

ず、国際化への対応、国際競争力の強化といったものが重要な課題になっていくと考えております。先

程、食糧貿易課長がご説明いたしましたが、「原料調達に係る制度の見直し」というものもマスト、必須

でございます。こうした状況を受けまして、それでは製粉企業の方にどのようなことをやっていただき

たいか、どのような取組が想定されるのかをまとめたものが別紙の１２の一番左側でございます。これ

は製粉企業だけではないとは思われますが、体質強化をしていく上での方法だと思います。例えば、生

産交流、生産ラインの改良だとか増設を行う。小さな企業が共同生産を行う。特に外国産麦に関係しま

すけれども、物流の共同化で共同サイロを作ってはいかがか。場合によっては合併。それによって生じ
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ます過剰設備の廃棄というのもあると思います。またそれ以外のものとしまして、昨今の消費者の安全

安心に対する関心の高まりに対応した設備投資、具体的には輸送基準をクリアする設備投資だとか、地

産地消の流れに沿った新商品の開発等とかが考えられると思います。これ以外でも、最近色々と話題に

なっております異業種との交流による食品産業クラスターの形成の促進等々のアイデアがあると思いま

す。 

 ご存じのとおり、製粉企業はとても小さな企業から大きな巨大な企業まで約１１０社程度ございます。

これを今後、大きな麦政策の改革の中でどのように当てはめていくかといったことでございまして、こ

れらの取組を様々に採用していただいて、今後とも麦産業の発展に資するということが必要ではなかろ

うかと思います。具体的に、この取組に国がどのような支援ができるかということを右側の方に、支援

に係る法律及び具体的支援措置、ということでまとめさせていただいております。 

法律が３つ列挙されておりますけれども、１つ目は中小企業経営革新支援法でございます。平成１１

年７月に施行されておりまして、経営基盤強化計画というものが１つの柱になっております。現在、役

所の方で製粉企業団体の皆様とご相談しながら、特定業種の指定を受けるべく知恵を出しているところ

でございます。 

具体的な支援措置の内容でございますけれども、まず中小企業経営革新支援法で申し上げますと、例

えば、税制の措置、機械設備等の固定資産について特別償却等でございます。具体的には２７％の割増

償却でございまして、この他、事業所税の非課税なども盛り込まれております。金融措置といたしまし

ては、中小企業公庫からの長期低利融資がございまして、２．７億円までは、例えば０．９％という低

利の資金が融通される。その他、信用保険の特例といたしまして、保険金額の引き上げとか、保険料率

の引き下げといった支援措置が準備されております。 

 この他、産業活力再生特別措置法、これは平成１１年１０月に施行されましたけれども、同年６月の

緊急経済対策及び産業競争力強化対策を受けて制定されたもので、残念ながら今のところ、製粉企業の

ご活用はございません。支援措置が右側に書いてございますが、税制・金融その他の、例えば資金の調

達で債務保証するということも盛り込まれております。 

 最後に、特定農産加工業経営改善臨時措置法という法律がございます。これは先の通常国会で延長さ

れまして、平成２１年６月末まで延長となっております。製粉企業はこの法律上は特定農産加工業者等

というものに位置付けておりまして、経営改善措置に関する計画もしくは事業提携に関する計画を作成

していただいて、都道府県知事の認定を受けることによって税制措置や金融措置を受けられることでご

ざいます。この法律に関しましては毎年活用がございます。１４年度の融資実績でございますが、麦加

工品で２２件ございまして約７８億円、税制の実績では６件ほどの実績がございます。 

以上でございます。 

 

（小栗農産振興課長） 

 生産局農産振興課長の小栗でございます。私からは「担い手のあり方」「生産対策」の２点についてご

説明したいと思います。 

 資料２の３頁に戻っていただきたいと思います。３頁に良品質麦生産への対応方向、担い手のあり方

となっております。企画部会の中間論点整理にございますように、今後の各施策につきましては、対象

を担い手に明確にしぼった上で、施策の集中なり重点化をしていくべきとされたところでございます。 
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 下の四角の中でございますが、特に（２）担い手の明確化ということで○がいくつかございます。２

つ目の○で、担い手といたしまして、第１点には既存の認定農業者制度があるわけでございます。内容

のばらつき等色々問題点もございますが、まずは認定農業者制度というのを考えていく必要があるので

はないかということでございます。下の○でございますが、なお土地利用型農業、特に水田農業につい

てはということで、まずは地域ぐるみで農地や農業用水等の利用調整、そういった機能が必要であると

いうことで、地域の実態を踏まえた施策の工夫がいるということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、①ということで集落営農、一定の取組が行われている集落営農につい

ても担い手として位置付けていくべきべきではないか。あるいは、②のサービス事業体、農作業の事業

委託等を行っておりますサービス事業体についても、機能に応じた施策を講じていく必要があるのでは

ないかというように整理がされてございます。麦生産におきましても、特に経営規模の小さい都府県で

は、集落営農とか、麦作受託組織とか、そういった形で多数の形の担い手が存在するわけでございます。

その辺を別紙４をご覧いただきたいと思います。 

 別紙の４では主産地における麦作の担い手の状況ということで地域別に整理しております。 

 まず右上の北海道、これは特に畑作地帯につきましては、畑作物の輪作でかなり大規模な営農が行わ

れているということで、認定農業者のシェアも非常に高くなっているわけでございますが、その他の都

府県の方が小規模農家が中心の作付けになっております。大きく分けまして、黄色で描いているところ

が水田の裏作、完全に水稲の裏に麦が入るという地域。それから、緑で描いておりますのが、水田転作

地域ということで、水稲の裏までは入らないけれども転作田中心に麦なり大豆が入っていく形になるわ

けでございます。そういった地域ごとによりまして、例えば水田裏作が入ります福岡とか佐賀、群馬な

ど黄色い事例では、稲・麦が共通の機械を使うということで、稲作の小規模農家がそのまま麦もやると

いうことで、小規模農家が中心にそのままの経営ということで、認定農家のシェアでは西日本の方が若

干高くなっておりますが、そういった形です。むしろ、佐賀県などでは一部乾燥調整、乾燥施設、これ

だけは生産の組織化を進めているという形態でございます。一方、水田転作の地域でございますと、転

作田の土地利用といった形で、まず集落の機能といったものが前面に出てくる地域が多くございます。

上にあります、滋賀であるとか富山につきましては、小規模農家が中心でございますが、集落営農とか

麦作集団とかそういった形での取組が多くなっているということで、いずれにいたしましても、麦単独

ではなくて稲・麦あるいは転作の麦・大豆といった他作物と合わせた形で水田営農の担い手ということ

のあり方を考えていく必要があるのではないかと考えております。 

 続きまして生産対策ということで、資料の２の９頁に戻っていただきたいと思います。 

生産対策につきましてはやはり、良品質への誘導ということで課題になっております。右側の検討結

果、上の２つはその要因なり担い手の集約が必要という一般論が書かれておりますが、３点目以降で、

やはり実需者ニーズに応じた良品質生産ということで、特に情報交換なり情報提供といったことで、入

札結果なり実需者の要望評価といったものを現地にしっかり提供していくとともに、生産者団体におか

れましてもあらかじめＪＡないし生産者に対して、麦種品種毎の作付け目標面積の提示といったこと、

現在一部の地域で指標面積といった形で行われているものにつきまして、こういった取組を進めていく

必要があるのではないかということでございます。 

また、麦産地全体の品質向上の安定化を計るため、４つ目の○でございますが、普及センターなりＪ

Ａなりそういった対応で、今まで以上にきめ細かな栽培マニュアルの作成なり、あるいはできた生産物
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を、集落なり生産者ごとに品質分析をし、品質分析の結果を、また次の生産にフィードバックしていく

と。そういった形の品質向上の努力といった取組が必要なのではないかということで、最後、さらにこ

の所でございますが、各産地の協議会を中心となりまして、品種転換あるいは基本技術の励行、あるい

は生産組織化。そういったことをより一層取り組んでいく必要があるのではないかということでござい

ます。これにつきまして、別紙の１０、１１で現状、取組の方向といった形で資料を用意してございま

すので、ご参照していただければと思います。 

私からは簡単でございますが、以上でございます。 

 

（月山地域研究課長） 

続きまして、技術会議事務局地域研究課長の月山でございますが、新品種につきましてご説明させて

いただきます。資料２の８頁でございます。それと別紙の８、９とありますので、別紙の８をご覧にな

っていただきたいと思います。 

１１年以降５年間で２２の新品種の育成をしてきたところでございますが、別紙の８にございますよ

うに、上には１７年度までの達成目標と達成状況、下の表につきましては新品種の項目別のデータがの

っておりますけれども、全体的に申し上げますと、めんの食感・食味につきましてはある程度ＡＳＷに

匹敵するような品種もできてきておりますけれども、色の問題でありますとか製粉性、この辺につきま

しては相当課題が残っているということでございますし、また早生化につきましても、２日から５日程

度標準品種に比べまして早生のものができてきておりますけれども、いずれにいたしましても全ての項

目につきまして優れた品種というものは、まだできていないという状況でございます。 

それでは、資料２の方に戻っていただきまして、今後はどうするのかということでございますけれど

も、特に日本めんにつきましては、実需者との連係を図りまして、新品種になった後の一般圃場で栽培

されている麦の品質評価等にも充実をしながら、技術的には、具体的にはと書いてございますが、特に

一番問題になっております色につきましては、色相低下の要因解明を十分いたしまして、品種の開発を

進めていきたい。また、早生化につきましては、早生でかつ早く蒔いても凍霜害に遭わない、そういう

適性の品種を開発いたしまして早生化をより進めていこうということでございます。 

また３番目といたしまして、これは栽培になりますけれども、どうしてもたんぱくが高くなると色が

悪くなる傾向があるのですけれども、実需者の望むたんぱく質の含有の中で、色の低下を抑えるような

施肥管理の開発をしながらやっていきたいということでございます。 

また、パン・中華めん用につきましては、絶対数量につきましてはそう多くはないということで、日

本めん用と比べますと限定的ではありますけれども、地産地消の動き等もありまして需要も高まってお

りますので、製パン性につきましては、そういった製パン性に優れているというようなマーカーも開発

されてきておりますので、そういった利用をして製パン適性に優れた品種を開発するとか、中華めん用

につきましてもどういう特性が必要だというのを解明しながら進めていきたいということでございます。 

別紙の９を見ていただきたいと思いますが、補足をさせていただきたいと思います。 

別紙９の左の上の方に書いてございますが、まず色相低下の要因でございますが、色相低下の要因とい

たしましては、ふすまがどれくらい混入するか。ポリフェノールの含有量、あるいは鉄の含有量。こう

いったものが色と明確に関連すると分かってきておりますので、そういったことを要因分析しながら、

色のいい品種開発を進めていきたいということでございます。真ん中の上でございますが、これは先程
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申し上げました色を落とさないでたんぱくを上げるということでございますけども、出穂期を過ぎてか

ら施肥をいたしますと、たんぱくは上がるのですが、色の、粉の明度が確実に下がるということで、こ

れでは駄目でございますので、出穂期前１０日、赤く囲ってございますが、ここでありますと、たんぱ

くも実需者のニーズにあったたんぱくのレンジに入っておりますけれども、色もそれ程落ちないという

ことで、この辺が一番適切な施肥のタイミングではないかというのが分かってきておりますので、こう

いった技術も普及していきたいと思っておりますし、下の方にありますのは早蒔き栽培技術でございま

して、これは九州の例でございますが、通常、農林６１号は１１月下旬に蒔きますと収穫が 5 月の下旬

ということで梅雨にあってしまいますが、農林６１号も１１月上旬に蒔きますと理論的には 5 月中旬に

収穫できるのですが、残念ながら、茎立ちが早くて、凍霜害にあってしまうということで、下の早蒔き

適性品種、例えばイワイノダイチでございますと、早蒔きしても茎立ちが遅いものですから、凍霜害に

あわなくて、5 月の中旬には収穫できるということで、今後こういった適性の高い品種も育成しながら、

早生でかつ早蒔き適性もあるという品種の育成を進めていきたいということでございます。 

それと、右の上でございますが、製パン適性ということで、パンに関しましてはグルテニン、いわゆ

るグルテンたんぱく質を構成するたんぱくの一種でございますが、グルテニンに幾つか種類がございま

して、グルテニンサブユニットの５と１０というものがありますと、製パン適性に優れているというの

が分かってございまして、上にありますように、ハルイブキの方はそのグルテニンの５と１０があると

いうことで、そういったものをマーカーにしながら育成をしていけば、効率的に製パン適性の高いもの

ができるということで、今後そういうことで進めていきたいということです。 

以上です。 

 

（高本食糧貿易課長） 

それでは森澤部長よろしくお願いします。 

 

（ＪＡ全中森澤部長） 

それでは、民間流通協議会の座長を担当いたしましたＪＡ全中の森澤です。資料ナンバー別紙５に基

づきまして民間流通協議会での協議結果につきご報告申し上げます。資料ナンバー５を取り出していた

だきたいと思います。 

民間流通協議会の方は生産者団体と実需者団体で構成しておりまして、そこでの協議の結果でござい

ます。見直しの方向につきましては、後ほどの報告と重複しますので省略させていただきます。 

今回、その実施時期でありますけれども、今回は中間論点整理の指摘に基づきまして検討いたしまし

て、民間流通制度の見直しの方向について検討いたしました。そして、取りまとめた結果につきまして、

１８年産以降の仕組みの具体化を検討していくと。その中で、実施可能なものにつきましては、１８年

産から措置していくということで、ただ一方、品目横断の検討状況等もありますので、こちらも踏まえ

ながら、来年４月に開催予定の協議会でその結果につきまして協議をするということでございます。 

２枚目でありますけれど、検討の中身、結果、方向であります。大きく２つでございます。指摘の１

つがこの取引形態、特には種前契約１本の見直し等でございます。このことにつきましては、取引形態、

加工原料として用いられる麦の商品特性、これを踏まえながら需要に応じた安定的な生産、あるいは計

画的な原料調達を継続発展させる観点から、今の播種前契約の改良改善ということで、具体的には複数
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年契約の導入について検討していこうということであります。さらに、現在は播種前１本の取引形態に

なっているわけですけれども、現物取引制度を導入、物ができてからの取引であります、このことにつ

きまして、具体的には当年産の品質において価格を形成することが適当な新品種あるいはミスマッチ麦

でありますけれども、これは対象という方向でさらに検討していくということであります。なお、こう

した取引形態ですけれども、生産・実需合意のもとで選択制でやっていこうということでございます。 

もう１つこの取引形態に関わりまして、アローワンスでありますけれども、この一律的な運用を見直

すということであります。ここは具体的には、作柄と連動するような手法も含めまして、ここも生産・

実需合意の下に設定する方向で検討をしていくということでございます。以上が取引形態ですけれども、

２つ目の指摘事項が、入札制度なり相対取引の見直しであります。このことにつきましては、1 つ目の

○にありますけれど、今、前段で申し上げました取引形態の中で、アローワンスを超えた麦なりあるい

は現物取引による麦の価格形成につきましては、翌年産の麦、播種前契約での翌年産の麦と当年産麦と

いうのが同じ時期に取引されることになるわけでありますので、そうした点に留意しながら入札を含め

まして、手法をさらに検討ということであります。２つ目につきましては、２つ目の○は義務上場なり

あるいは申込限度数量なりの値幅制限こういったことにつきまして、今の仕組みの見直しを図りながら、

将来的には撤廃を含めて検討ということであります。 

最後に、相対の方ですが、現行全量一律的な実績者配分。これにつきまして、実需の新規参入が可能

となるような運用が図られるように見直していこうということでございます。 

以上でございます。 

 

（高本食糧貿易課長） 

以上で事務局からの説明を終わりたいと思います。 

 

（加倉井座長） 

ありがとうございました。非常に大分なものでありまして、もちろん今日だけで議論できるものでは

ないと思いますが。 

それではご質問・ご意見を受けますが、まず中村委員。 

 

（中村委員） 

 ３点ありまして、簡単な方から申し上げますと、１つ目は要望なのですが、今日の資料の中に１７年

産の麦についての関連対策が出されるというふうになっておりまして、産地改革と品質向上ということ

だそうですが、日本農業新聞や米麦日報にも書いておりましたけれども、その字のとおり、ぜひ産地改

革と品質向上、生産性向上にきちんと繋がるものになるように関係者の皆様方にぜひお願いしたいとい

うことが１点目であります。 

２点目は、備蓄といいますか港湾管理といいますか、こういうふうなことは今日はお答えいただかな

くなくていいのですが、検討してもらえないかということは、先に消費流通課長の説明の中に製粉企業

等の要望でサイロに政府が小麦を持ってきて入れているということですが、等という中には製粉企業と

ハンドリングサイロの要望もあるのですね。行政の皆さんご存知ですが、港湾サイロはミルサイロとハ

ンドリングサイロと２種類ありまして、ミルサイロというのは製粉工場とサイロがエレベーターで繋が
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っていて、一番ローコストな取り扱い方法なのです。ハンドリングサイロというのは、全く離れた所に

あるようなもので、そこから小麦を引き取る時はトン当たり 1,500 とか 2,000 円掛かるわけですから、

ぜひ国民経済的な観点からいっても、ミルサイロを優先的に配船する必要があるのだろうと思います。

これは、例えば、横浜だったら横浜という港でミルサイロがいっぱいだからハンドリングに入れるとい

うような、そういう硬直的なことではなくて、横浜のミルサイロはいっぱいだけれども、神戸のミルサ

イロが空いているという時には、神戸の方に配船をし直せばいいのではないか。もう少し配船の柔軟性

を持っていた方がいいのではないかということ。もう１つは、土曜日曜の荷役をやってもらった方が全

体的なコストダウンに繋がるのではないか。これも検証していただければ。いろいろ労働協約の問題等

あるかもしれませんが。 

さて、本題の方ですが、この２枚の紙、麦の制度の概要というところで、私がこの中でお話申し上げ

たいのは収斂すると１点なのですが、この国内政策の見直しと国際環境の変化というところの、グレー

の部分の２枚目の一番下のところです。ここには国際規律強化や中長期的な貿易自由化の流れにも対応

し得る様うんぬんと、国境措置に過度に依存しない政策体型を構築することが必要とあります。全く私

も同感であります。ここまでは考え方が一致していると見ていたのですが、右側の方に移りますと、い

ろいろあるのですが、２枚目の下から３つ目のところにコストプール方式及びマークアップと書いてあ

りまして、その中身はマークアップの使途及び財政支出との役割分担。それから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というふうに書かれてあるのです。それで、元々、

品目横断的な政策に移行していった場合にも、コストプールといった方式は存続し得るのかというのが、

まず１つ分からない。それから、この法律あるいは政令に、国内産麦の買入れに掛かる費用と外国産麦

の買入れに係る費用を参酌すると書いてある。実際にはもう国内産麦の買入れは政府はやってないわけ

ですから、そこに費用が掛りえようはずがない。麦経資金というのは費用ではないのではないかと重要

なことを考えてみたりしまして、挙げ句の果てというのは言葉がおかしいですが、麦の現行制度のとこ

ろの麦経資金のところは、食糧法上の根拠はないがというふうに書いてあって、そうするとそのような

ことを考えると、２頁目の下から３行目のところに、まだコストプール方式及びマークアップというこ

とで、これはまだコストプール方式を続けるという前提で書いてあるのかどうなのか、ちょっと良く分

からない。私ども製粉業界もコストプール方式を止めた後は、ぜひ輸入麦のコストに準拠した方式で売

渡価格を決定して欲しい。輸入麦のコストに準拠して設定して欲しい。準拠してどういうレベルで決め

るかというと、それは製品の国境措置との整合性をきちんと睨みながら決めて欲しいというふうに話を

申し上げているわけなので、結局はこのマークアップの水準がどうなるかという議論に尽きるといえば

尽きるのです。 

ずっと読むと、私が常々主張していることと同じ話なのか、あるいは全然違う話なのか、どういうふ

うに受け止めれば良いのか分からないものですから、この 3 点、１点目は要望で、２点目はできれば検

討していただきたい、３点目は私のそういうふうに感じている感じ方が、正しいのか正しくないのか教

えていただければありがたいと思っております。 

 

（加倉井座長） 

食糧部長、３点目からでよろしいですね。 
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（高橋食糧部長） 

今の中村委員のご指摘の観点なのですけれど、現行のコストプール方式は５０年代から使われている

方式なのですが、今日お出しした資料も、そこら辺もう少しきちんと制度的にコストプール方式とは何

ぞやと、そういうとこからご説明しませんと、今の中村委員ご指摘のような議論等も整理しにくいので

はないかと思ってお出しした面もあります。 

ご承知のように、麦の売買の起点につきましては、基本的には旧食管法の時代から変わっていないわ

けでございまして、麦の買入価格についてどうのようにするのか。そして売渡価格についてどのように

するのかということで決まっていたわけでございます。基本的には国内産麦の振興費自体も食管の特会

上の扱いでは麦の売渡関係の費用の中に入ってまいります。これは、当然のことながら、食管時代から

の引き続き、特別会計の整理の中で国内産麦の振興費についても、費用という形で見ておりまして、当

時はその売買価格差、政府の売買価格差の部分を、逆ざや部分を見ていたわけでございますが、麦作経

営安定資金に代わってからはこの振興費の部分がそういう形で、国内産麦振興費という形で、コストと

いう形で見られていたわけであります。ただ、これは政府の売渡価格をどのように設定するかという時

に、ご議論いただく中で、このコストプール方式ということを定めることになったわけでございますけ

れど、実際上、今の麦の状況については、買入れする際には買入価格に国際協定上のマークアップを乗

せて売渡しをいたします。そこの中がいわゆる売買価格差みたいな形になるわけでございます。その売

買価格差、これは益を出している部分で、最初から申し上げているとおり、この益の部分で国内産麦振

興費を見ていたということだと思います 

食糧法、あるいは食管法の時代からこの麦が主要食糧になっておりまして、国内産麦優先という基本

的考え方の中で、内外麦を両方みていく。麦についても国内産の作物として非常に重要だということで、

この部分と外国産麦についてのバランスの取れた形で、こういうコストプール方式というのを考えてい

たわけでございまして、国内産麦と外国産麦の役割というのは、基本的には今後もこれまでとは変わら

ないだろうと思っています。もちろんそれぞれ問題点、あるいは克服すべき課題というのは、例えば国

内産麦であれば品質向上等の面がございますし、外国産麦については将来的にいかに安定的に調達する

かというようなことがあるわけでございますけれど、国内産麦と外国産麦について今の国内の食糧生産、

食糧供給の中に占める役割自体は基本的には変わらないと。それぞれの量的な重要性、９割の外国産麦

という意味では大きな意味での重要性がございますけれども、国内産麦についても国内生産の非常な重

要な位置を占めるということでの重要性、これは変わらないと思っておりますので、この間の役割分担

というのはたぶん今後も変わらないだろうと思っております。 

さりながら、今回お出ししたのは、食糧法の今回の麦政策の方向性というのは、最初も触れさせてい

ただきましたけれども、政策は法律に権限が求められるわけでございますが、今回の政策、改革のいく

末は、麦について言えば、食糧法改正ということを前面的に視野に入れなければできないだろうという

ことだろうと思います。そういたしますと、その際の食糧法改正時におきまして、この従来コストプー

ル方式と申し上げていたのか、マークアップをどう取るのかということを、言い方は別にしまして、外

国産麦が国内産麦振興費の部分を、一定程度、実需者負担・消費者負担として持つという構造が全面的

に無くなるということではないだろうと。そういうことも考えますと、実際に売渡価格が変化をする時

に、売渡価格が無くなるのか、はたまた別の形になるのかは、これからのご議論かもしれませんけれど

も、そういう中で、端的に言うと今の国際約束の中ではマークアップというものが歴然としてある。こ
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れは水準がこの後どうなるかあるわけですけれども、実際に買付価格というのははっきり分かる価格と

してあるわけです。したがって、買入価格にマークアップを乗せて実需者の方に供給する。そうすると

先程言いましたように、国内産麦の振興費のコストというものはどこの議論になるかといえば、マーク

アップの水準に多分終焉するでしょう。それをコストプール方式と言うのかどうかは別にいたしまして、

そういった形で見た方が議論としては多分分りやすいだろうということで、こういう形で進めさせてい

ただいたわけでございます。 

それから、もう１つ財政も、今、こういう形で麦に対しまして支出をしております。そういった意味

での財政支出の役割分担というのも当然出てきます。また水準論自体は、今度は麦作の振興費の対象と

なります麦作経営安定資金そのものが整理されて、別の形で、品目横断という形となるのか、その他の

部分も含むのか、移行していくわけでございます。そうするとそういうような整理された施策、あるい

は新しい政策に対してどのような形でこのマークアップの使途というものを考えるのかということもご

議論いただく必要があるだろうと。そういう意味合いで書いておりますので、今、委員がおっしゃられ

ました、一定の買入価格の連動した売渡価格ということに対しては当然そうなると思いますけれども、

水準はどうするかということについては、水準自体の問題もあるかもしれませんけれども、まずどうい

うものにこういったものを使っていくのかというところから、基本的な議論をいただく必要があるので

はないかと思っております。 

 

（加倉井座長） 

中村委員の後で大泉委員と立花委員ということにします。 

 

（中村委員） 

今の食糧部長のご説明とやや私と考え方が違うのは、マークアップの水準は、上限が決まっているわ

けですからその範囲内ということですけれども、国内産麦の振興費をそこで賄うレベルというような感

じの話だったように受け止めましたが、そうなると、そういうことだと、我々としては国内産小麦の生

産量はもっと減らして欲しい。あるいは、その麦経資金の単価を減らしてもらわないと、こちらは国際

競争力が、どんどん国内産小麦が増えるに従って、競争力が無くなってしまうというふうなことになる

わけですから、我々も製粉業界全体も、麦政策が変わったら明日から全部一般財源で麦経資金を賄って

欲しいと言っているわけではないのです。もちろん、ある一定部分は国内産麦の振興費に当然使われる

でしょうし、管理経費にも使われるだろうということは承知しておりますけれども、一体いつまでそう

いうような状態で続くのか。例えば、これは工程表ではないですけれども、５年間で１．２倍とか１．

３倍にするのだと、毎年これは国際価格が変動しますからなかなか一概には言えないにしても、そこに

１つの何か目標がないと、これは考え方だけはそうだけれども、５年経っても同じでしたということで

本当にいいのかどうなのか。 

麦政策を、今回、これだけ長い時間かけて検討してきて、内実は麦作振興の費用はマークアップのと

ころで賄いますよと。今のような状態だと、マークアップは絶対減らないのですよね。ましてや麦作振

興に必要な経費ということになると、生産調整で麦作振興しているそのような経費までマークアップで

賄うといった話になったりすることは無いと思いますけれども、論理的にはそういうことだってあり得

るのではないか。それはやっぱりおかしいのではないか。やっぱり工程表なり何なりというものは、こ
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ういうふうにもっていきますというような、別に明日からでなくてもいいのですけれども、そういうこ

とが無いと、どうも何となく国内産小麦は少ない方がいいとかというような話になって、国民的な議論

ではないような感じがするものですから。 

 

（加倉井座長） 

関連だと思いますが、大泉委員。 

 

（大泉委員） 

 ちょっと中村委員と意見が違うのですけど、かといって、食糧部長と同じというわけではないのです

が、今、中村委員がおっしゃったことは、日本の土地利用型農業の根本的な問題がこういう形で１つ出

てきたのだろうと思うのです。それで、実は企画部会でやっている品目横断的対策について私は未だに

理解できないところがあるのですが、麦というのは直接支払いでもって本当に生き残れるのかどうか。

私どもの国民的合意というのは食料自給率を１つ高めるという話ですよね。とすると麦振興という、こ

れは内麦振興ということがどうしても必然的な課題になってくるのだろうと、私自身は思っているので

す。それが、今回の品目横断的対策のようなシステムで果たして本当に生き残れるのかどうかというの

があって、これは翻ってみると、麦は日本で昔から作っていたわけですけれど、それが米偏重という中

で、米価との相対的な価格差の問題がでてきたわけですよね。米価との相対的価格差の中で減少してき

た麦をどのように振興するかという、非常に難しい問題を、今、抱えていて、それが、例えば、コスト

プールを維持しなければいけない。けれども、麦だけで見るとコストプールの矛盾というのはいっぱい

あって、それだけで考えれば、コストプールは無くさなければいけないという話になるだろうと思うの

です。ただ、全体の大きな政策課題からすれば、麦振興しなければいけない。そういう中で、米価が高

いまま、高いままといったらいいのか、ある程度維持されている、そういう中での麦作振興をしなけれ

ばいけない。そうするとマークアップも掛けないといけない。こういう問題が出てきて、根本は米価を

どういうふうに考えるのかということに行き着くのだと思うのです。それは関税との問題、今回のＷＴ

Ｏの交渉の問題とも関連してくるのだろうと思うのです。関税で維持しながら、内麦振興するというの

は、これはかなり無理な話をやっていて、それが高橋部長の答弁に非常に、苦しくはないと思いますが、

それは農水省として当然のことを言っているのだろうと思いますが、出てくるという。これは、私は後

２回位は欠席なので、今日はこの土地利用型農業全体の体系の中で、一体麦というのはどういう位置付

けをされて、麦作振興というのは、果たしてどうなのかということを少し申し上げたいのですが。少し

評論めいた話で申し訳ありませんが、そんな感じがしております。 

 

（加倉井座長） 

 立花委員、その後まとめて事務局のお話をします。立花委員お願いします。 

 

（立花委員） 

 大泉委員とは少し違う意見なのですが、私も中村委員と打ち合わせたわけでも全くないのですが、関

連対策について先程ご説明がありましたけれども、私は結局こういった麦経の改革で、削減されたお金

は麦食管の改革に繋がると見ていたわけですが、今日のご説明で言うと、私も政府の買入価格の議論に
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参加していて、うかつだったのですけれど、結局これは品質の方の改善に、見直しとともに出てきたお

金は結局戻したということになると、我々中学の時に漢文で習った「朝三暮四」と言いましょうか、ま

さにその議論で、名目上は下げたけれども別の所で補填していると。こういうことをやっている限り私

も農政は信用しないし、おそらく国民からも信用されないと。これは政治の方の対応でしょうから、な

んとも致し方ないと言われればそれまでですけれど、私は正直言うと不信感を持った次第でございます。 

 ２つ目が、これは中村委員のご意見、あるいは今の大泉委員のご意見と絡むのですけれど、私も今日

の資料２のご説明、特に資料の１０頁のところ、「原料調達に係る制度の見直し」とか、あるいは「業界

内の自主的な取組に対する支援の具体的な内容」とかですね。その左の①に、「国際競争力の強化等の観

点から」と書いてあるわけで、そこで「製粉企業のコストダウン」ということですが、ちょっとここは

こういう見方もやろうと思えばできないことは無いのですが、問題の基本は、国際的に割高な国産の原

料麦のコスト、これが最大の問題なわけで、そこだけ攻めていたのではまさに国内農業の生産者の方と

製粉企業との間で不幸な対立関係の図式ができてくるわけですから、それは望ましくないわけで、そこ

に政策の出番があるのだと思うのです。つまり、本来的に国内で努力しても穴を埋めきれぬコストはな

んとかして埋めようということで、そこは直接支払いに繋がってくるわけですね。ですからこの議論を

やる時に、製粉会社が「もうちょっと稼働率を高めろ」とか「コストダウンを努力しろ」とか、これは

当然のことなのでこんなことは言うまでもなくて、むしろここでやるべきことは、どうやって農業サイ

ド、山田委員のところが大変頑張っているわけですが、それが短期間で実現しないとすれば、そのコス

ト差をどういうやり方で埋めて、国内の農業生産の方々と、国際競争にさらされている製粉企業とのと

ころを、どうやってバランスさせるかという議論が一番の根本の議論なわけでして、そういう意味から

言えば、まさにこういう議論と直接支払いをどうやってリンクさせていくかという議論が、大泉委員の

議論と絡んでくるわけですが、その議論をやらないと、製粉企業の努力うんぬんというのは、矮小化さ

れた議論ではないかなという感じがしてならないわけでございます。 

 それから３つ目で、私は正直不勉強で、この国家貿易うんぬんのお話は今のＷＴＯの農業交渉との絡

みがあるので、言いにくいのかなと私は自己規制していたわけですが、そこは必ずしもそういうことで

はないということであれば、私は今の改造内閣でも民でできることは民にと終始一貫して取り組まれて

おられるし、むしろ官業はビジネスをやるなと、ビジネスのところからは手を引いた方がいいと。そう

いうことから言えば、まさに国家貿易なり麦の売買なり、輸入なり、そういった点については、基本的

には準備期間が必要だとしても、そういった分野は基本的には民に渡して、官は本来官でしかできない

政策の方の分野に特化していくのが基本的な改革の方向ではあるまいかという感じがいたします。 

 

（加倉井座長） 

 佐藤委員。 

 

（佐藤委員） 

今まで、皆さん同じか似ている論議が出たのですが、やはり、我々生産者からの立場からすると、当

然１つの升のなかでマークアップの財源をこっちの方でやると。そうすると、どの作物も常に行き着く

とこと、財源論みたいなもので、どっちにもコストを下げろと。それは下げてきますよ。そこにインセ

ンティブが働いて努力しないのだったら非常に大きな問題がありますけれど、いろんな日本の農業構造
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だとか、いろんな中である程度スピードと限度、いろんな問題がありますよね。その時に、やはり我々

最近とみに出てくる論議の中で、どうしても財源が不足するのであれば、国民的な合意とかいろんなこ

とがあり、いろんな背景があり、難しいのはわかりますけれども、例えば我々は農業予算の中でこの部

分は我慢するから、こういう部分に対応して欲しいという論議があるわけですよ、現実に。これは当然、

農水省の中の予算の枠組みの大きな課題だと思うのです。 

これは我々が言うべき話ではないかもしれませんが、例えば、箱ものだとかいろんなものも含めて、

もう少し節約したりできないかと。そうして、そういうものにもう少し我々がユーザーの方々との接点

をきちんと整えられるような仕組みの財源を確保できないかということが、根底にあるわけです。そこ

があまり表の論議としてなされないのも非常に残念であるし、それから、今の現行の制度をただ横に倒

して横断的な政策だといろんなことを言っても、所詮限界があるわけです。そこを横に倒してそして、

全体のレベルを下げていくという、お互いに対立構造、そこに政治とか政策がどういうふうに入ってい

くかという論議がなされないと、常にそういう問題があるわけですよ、今の枠組みを。ですから、その

ことをぜひ検討していただきたいし、これは多分我々農業者の中から大きな声として出てくると思うの

です。例えば、３兆円の農業予算をどういうふうに使っていくのかということまで踏み込まないと、我々

はこういうことで、歯がゆい思いの論議をしているわけです。 

今、農林水産省が、どういう思想と連携や方向性を持ってやっていくのかわかりませんが、我々も生

産現場としてかなりきついことを言いますから、揺れ動くというのはわかります。麦政策検討をやって

いる最中に、私自身もついこの前まで畑作対策にどっぷり浸かって参画した１人であります。しかし、

どこかでどういう方向性でいくのかということをきっちりとしないと、ここの論議とこれから決定され

ていく問題点が乖離していくということがある。ですから、例えば、等級間格差の是正などでも、今の

科学的な根拠でやるのであれば、ランク区分でも成分検査をして、合格か不合格かだけでよいのです。

製粉業界の方々がそう言うのであれば、それで良いのです。そういう形で合理化をすべきものなのか、

いろいろなことをもう少し方向性を定めてやらなければ、取り方によっては、私達にとっては何を指し

てやろうとしているのかわからないわけです。 

 
（曽我委員） 
 まず、今回で最初から非常に関心を持っていたことの核心部に入ってきたと思います。特に、マーク

アップの問題。これは今から一番議論を詰める上で、先程、中村委員がおっしゃいましたけれども、ま

さに、ここら辺の整理をしておかなければいけないと思いますし、特に、中小製粉の立場ではそれぞれ

各地に点在しております工場の立場はいろいろありますが、１つ目は国内産麦をきちんと位置付け、経

営の柱にしていきたいという中で、当然、このマークアップがそういう形で使われる部分ということは

理解ができるとは思いますが、とは言いながら、先程から議論にも出ております、国際競争の中で生き

残るという厳しい食品産業の立場もありますので、マークアップについてはこれから詰めていかなけれ

ばいけないと思っております。 
 それから、麦作経営安定資金の３４億円の関連対策についてですが、最終的なところがよく見えてい

ないと思います。個人的な意見でありますが、どうも従来の手法的なところがあって、あまり感心をし

ないというのが率直な意見です。 
 新品種の関係でいろいろとご説明いただきましたけれども、私の場合、群馬でありますが、Ｗ８号と
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いう高たんぱくな新品種を出していただきましたが、先程、ご説明いただきましたようにＤＮＡのグル

テニンのサブユニットが欠けておりまして、それが非常に製パン性に問題がある。新品種が非常に多く

出ているのはありがたいのでありますが、これから生み放しではなく、育てることについて、我々実需

者も含めて、もっときめ細かいシステムと言いますか、それぞれの産地でも協議会もあるでしょうが、

もっと日常的な新品種に関する対応というのを新たに求められるのかなと思っております。今までだと

新品種は出るけれども、試験場での圃場と実際の圃場では段々と変わってきておりますし、２次加工ユ

ーザーの反応も日々一刻変わってきております。そこら辺をどうやってフィードバックしていくかとい

う問題を整理していかなければ、せっかくの新品種が育たないという感じを持っております。 
 以上、３点よろしくお願いいたします。 

 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。それでは、食糧部長から。 

 
（高橋食糧部長） 
 最初に中村委員、次に曽我委員、それから立花委員、大泉委員の関連も含めまして、国内産麦と外国

産麦の関係になるかと思います。２枚紙の１頁の上の方を見ていただきたいのですけれども、国内産麦

の振興方策として現行の麦作経営安定資金があるわけですが、これが右から２つ目の「国内政策の見直

しと国際環境の変化」の中で、麦作経営安定資金は、今、９００億円位ございます。 
ＷＴＯ通報値は平成１６年で７百数十億円あるわけですが、これは全てＡＭＳ通報ということで黄の

施策になっております。黄の施策は今後とも削減対象であり、ＷＴＯの枠組み合意の中でも出ておりま

すが、国際的にはこれは減少していく政策であります。そういうようなことよりも、２頁の一番上の②

のところにも書いてございますが、「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」」の方にしていく必要があるだろうというのが、国際的な観点です。 
 もう１つが、国内の耕土政策を進めている中で、土地利用型作物について、大泉委員からもご意見が

いろいろございましたけれども、現在検討しているのが、新しい品目別の横断的な政策、経営安定制度

であります。そこに書いてございますけれども、新しい措置と機能が重複する現行制度、これは麦作経

営安定資金も含むわけですが、こういったものについては廃止も含めて整理をしていく必要がある。麦

作経営安定資金自体が、近々のうちに、当然この経営安定政策の導入との関係で一定の廃止なり、一定

の整理をしていかなければいけない。そうしますと、麦の無制限買入れから移行しましたこの大宗であ

ります麦作経営安定資金が変わるわけでありますので、それに変わるべき麦に関する振興というのがい

ろいろな仕組み、この品目横断を含めて行われるわけでありますが、新しい仕組みが講じられるわけで

あります。そうしますと当然、その仕組みに対して従来、国内産麦の振興に対して、コストプールとい

う形は、今の段階では、実際上は完全なコストプールになっていないというのは、先程のご意見の通り

でございます。多額の財政資金も入っておりまして、そういうものに対して、どういう形で財源的な手

当をしていくのかということになれば、実需者負担か納税者負担かという基本論になるわけでございま

す。財政との仕分けというのは、実需者負担と納税者負担、消費者負担とのあり方の議論であります。 
また、新しい仕組みの中で使途をどう考えていくのかということで、納税者負担の一番の部分がコス

トプールというよりもマークアップの水準だという方が分かりやすいという意味で、マークアップの水
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準をいかにすべきかというふうに書かせていただいたわけでありまして、中村委員がおっしゃったよう

に、それほど全面的に全部をこの中でみろというつもりもございません。現に、産地づくり交付金は、

これは元々は、麦ではなく米勘定の世界からいっておりましたが、既に、特別会計から一般会計の方へ

移行しております。従来は特別会計で見ていた生産調整の産地づくり交付金、いわゆる生産調整の交付

金でありますが、これを産地づくりにした段階で、特別会計から一般会計に持っていくという形での整

理もしております。助成政策の整理もしているわけでございます。そういった議論を、やはり今回の大

きな政策変更の中でご議論いただければと思っている次第でございます。 
もう１つは、今後の見通しの話として、佐藤委員のお話にもございましたが、今、農政全体が同時並

行的に、全体政策、個別品目の政策それぞれが同時に今検討しているということがございます。したが

いまして、それぞれの間の整合性を取りながら、麦だけではなく、他の畑作品目、あるいはそれ以外の

畜産等を含めて議論が進められておりまして、全体政策を取りまとめる中で、うまく整合性の取った個

別の施策を取っていかなければいけないというふうに思っておりますので、今はそういう意味での検討

中ということで、検討の期間にご猶予をいただきたいと思っております。 
関連対策の件ですが、立花委員から関連対策、今回の１７年産のお話がございましたが、制度の方向

性として、今後の良品質麦の政策に向けた麦作経営安定資金の見直しをさせていただいたわけでござい

ます。産地によってはいろいろな取組があります。きちんとやって来られた産地、我々から見てもなぜ

やらないのかという産地もありますが、やはり良品質麦生産に向けて、新しく、さらに品目横断的対策

なども検討の視野に入っている中では、実需者に喜ばれる生産構造に立ち上げるということも必要かと

思っております。議論の趣旨は十二分に伺っておりますけれども、やはり、政策を講じた意図というの

もご理解いただければと思っております。 
検査の件は、別途、島田課長からご説明いたします。 

 
（島田消費流通課長） 
 検査の関係のご説明をさせていただきます。 
 実需者サイドのニーズということでここを整理しているのですが、国産小麦については、残念ながら

品質問題があり、その中で既に１等が７割を占める状況というのはいかがなものかということでござい

ます。農産物の検査規格と言いますのは、農産物の品質改善・品質向上のための指標という点がござい

ます。そういった面からその見直しを行うべきではないかということでございます。 
 もう１点。佐藤委員からご指摘がありましたように成分重視、また成分検査の利用が進んでいるとい

う状況を踏まえて、１等・２等という品位等検査への反映を含めた検査規格の見直し・検討は、今後と

も進めていくべきことと思っている次第でございます。 

 
（加倉井座長） 
 はい、食糧部長。 

 
（高橋食糧部長） 
 立花委員からお話がございました国家貿易の関係でございます。国家貿易の現時点における検証のよ

うなものを、若干書かせていただいておりますが、これについては、ある意味、国際交渉中なので論議
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を自粛というようなことを言われたのでありますけれども、確かに、ここの部分は米麦ともに大きな国

際交渉における論点になるわけですが、それがあるからというだけで、私どもが国家貿易はノータッチ

です、ご議論いただかなくてよい、ということではございません。今日的な意味合いといたしまして、

そこに書かせていただいたようなこともあるのではないかということでございますから、もちろん、ご

議論をいただくことは私共も歓迎をいたすところでございます。やはり、麦のような国際貿易物資に対

してどういう形で、輸出国との間でも国際競争力をいかに付けながら、いわゆる先程申しました、アメ

リカ・カナダ・オーストラリアの内の２か国が輸出国家貿易という国家が独占的な形、相手方がそうい

う形になっている。そうすると輸入側が本当にバラバラで良いのかという議論もございます。 
 それから輸出国家貿易自体が今回のＷＴＯ交渉の中で大きな議論をされているということもございま

す。輸入国家貿易自体は今回議論されていないわけではありますが、そういったことを念頭に置きます

と、当面は私どもとしては、国家貿易ということはそれなりの役割はきちんと果たしているのではない

かと思います。もちろん、官から民への流れというのは十二分に承知をしておりまして、そういった意

味での効率化というのは考えなければいけないと思っておりますが、現時点では交渉中だから議論をし

ないでいただきたいということではございません。 

 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。はい、地域研究課長どうぞ。 

 
（月山地域研究課長） 
 先程、曽我委員から新品種の開発と普及についてご指摘がございましたが、全くその通りと思ってお

りまして、これまでも新品種の開発に当たりましては実需者の皆様のご協力の下に、製粉性・製めん性

のテスト等をずっとやってきているわけでございますが、やはり円滑な普及のためには、一般圃場で作

ってからの評価をして、その評価を踏まえて、普及に当たっていくというのが必要だと思っております

ので、その辺は連携を密にしてご協力もいただきながらやっていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 
（加倉井座長） 
 残り時間が限られておりますので、本日ご発言のなかった、山田委員、長澤委員、竹内委員、掛札委

員、それから恐縮ですが、最後に大泉委員でお願いいたします。では、山田委員。 

 
（山田委員） 
 まず、最初に当委員会は年末までに後何回か予定されているとお聞きしましたが、当委員会での検討

課題ですが、何をどんなふうに目指しているのかよくわからない。それをはっきりさせてもらいたいと

思っております。かくのごとく店を大変大きく開いた２枚ペーパーでありますから、これをどんなふう

にされようとしているのか、率直に言いまして全くイメージがわかないわけであります。基本的には内

容を詰めていく際にはピン留めする部分が必要になってくるわけでありますが、そのピン留めの内容が、

わずかこれだけの委員のメンバーで議論をしておりましても、それぞれ幅広い議論が出ております。国

家貿易についてどう考えるかや、マークアップも含めましてコストプール方式をどんなふうに考えるか
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という段になりますと、私も言いたいことがいっぱいありますし、幅広く広がっていく、限りなく広が

っていく話になります。そうした議論の仕方は否定はしませんし、必ず必要になると思っておりますか

ら覚悟はしておりますけれども、それにしましてもピン留めは必要なわけです。例えば、この年末まで

に、ＷＴＯのあるなしに関わらずと言いますけれども、その中で麦の扱いがどういう扱いになっていく

のか、関税の引き下げがマークアップのことも含めて、小麦粉調製品の扱いとも関連しまして、どうい

う水準になっていくかということによって、マークアップもコストプール方式の扱いも全く異なってく

ることになります。ましてや、議論になっていないと思いますけれども、カレントアクセスなどは最終

的にはどんな議論になっていくのか、ないしはどこかでカレントアクセスをいじらざるをえないように

我が国もなるのではないか。また、そういうことになった時には、国内産麦の扱いについても大きな影

響が出てくるわけでありまして、政府買入れはやらないという話がニュアンスとして出ているのですが、

国内産麦の扱いについて民間流通だけで本当に維持できるかという話になるのは火を見るより明らかな

わけです。そうすると、国内産麦は作るなというのか、作れないというのか、そうではなくて、こうい

う形での手立てを講じていく、という観点も必要になってくると思っております。そこの辺をどんなふ

うに、見えないことは見えないこととしても、しかし、こことここをピン留めしてみようというふうに

押さえてかからないと大変難しいと思います。 
 ２点目は、ピン留めとも関連して、企画部会の動向を見ながらと書いてある部分もあるわけですが、

品目横断的対策の仕組みについては、先程、大泉委員がおっしゃいましたけれども、米政策改革、土地

利用における、我が国における米の生産の扱いをどんなふうに考えていくかということを押さえてから

やらないと、実は、麦の扱い、言うなれば水田の扱いの対策が不十分なのです。ですからどうしても、

やはり企画部会の品目横断的対策の米の扱いが、今のところ非常に難しいものですから、果たして品目

横断的対策の絵が描けるかどうか。ましてや、その中で麦の絵が描けるかどうか、水田の麦の絵が描け

るかどうか、という重大なことがあるのであろうと思いますので、そういう部分もどことどこをどのよ

うにピン留めするかということが必要になってくると思います。 
 ３点目は、国内産麦の持っている意味です。国内産麦をどんなふうに考えるのか。日本の国の麦はい

らない、田んぼが遊んでいても構わないという話にならないとするならば、一体、どのように考えるの

かという部分があるわけです。一応、ピン留めの要因として、WTO、企画部会、国内産麦、土地利用の

扱い問題、こういう部分について、もっと腹を据えてかかって店を開こうではないかと思うところであ

りますから、先に戻りますけれども、検討課題を示していただきたいと思います。 
 それから、立花委員から今回の麦作経営安定資金の価格決定に際して「朝三暮四」とおっしゃって、

私は意味がよくわからないので後で調べてみますが、これはなんぼなんぼでもそんなふうに言われて、

食糧部長は言いにくいことがありますから、たぶん充分に答えなかったと思いまして、それは答弁とし

ては国会答弁でいいのでしょうが、そこまで言われて、いやいやまあ一生懸命やった話ですが、と言う

だけではダメだと思うのです。間違いなく麦作経営安定資金の制度の見直しを大きくやったわけですか

ら、それによってどうしてもそこからランクが落ちるものが出てくるわけです。そこは改善していく努

力をさせていかなければならないから、わずか１７億円でしたか、対策を講じたわけです。制度として

麦作経営安定資金の仕組みの見直しについては定着化するわけでありますから、全部返したのであろう

というような話ではないのです。かなりの程度、財政的にも改革は進んでいるはずなので、生産者団体

の私からそのようにいうのはものすごく厳しい話のことなのです。ですから、おっしゃるような形で決
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定していない。大事な事は大事な事として判断するという立場で、決定してきているということをわか

ってもらえればありがたいと思います。役所も我々もそんなに変なことをしておりませんので。 

 
（長澤委員） 
 ２点ほどお願い申し上げたいと思っております。１つは国内産大麦の生産に関する問題ですけれども、

今、小粒大麦は北陸４県が主産県になっておりまして、この点で米との関連で即生産が動きやすいのが

現状です。今回の品目横断的対策の中で、これがどういうふうに絡むのかという点で、産地形成が本当

にされてくるのであろうかという点を、前も心配して申し上げたのですが、今回も生産量・品質に基づ

いた支払いということでありまして、この中で品目別な配慮がされるのかなという気がいたします。こ

れは北陸４県でも大麦生産に対しまして、かなり温度差もありますし、その点でこの辺の条件によって

は変わってしまうというケースも私は感じておりまして、品目横断的対策の中での産地形成確保のため

の配慮を、この品質のところでご理解していただければと思っております。 
 もう１点は、九州地区等においては外国麦の大麦の需要があるわけですが、しかし、今回価格的に大

麦もコスト的に見合った形で外国産大麦は売られるということになりますと、国内産大麦の方が状況に

よっては格安になってくる。国内産大麦主体の焼酎用の話になってきますと、この辺の需要増も考えら

れる。そういう点から考えますと、国内産小麦・大麦の需要拡大に対して、腰が入っているのであれば

そういう形でいくのであろうと思います。その点、今の問題と絡みながら自給率向上のために、原料大

麦からも主食の方からも需要が増えていく中で安定確保したいという意味も含めまして、この点につい

てご配慮いただければと思います。 
 もう１点は、中小企業製粉対策の中で、事前にいただきました資料の中でも、製粉企業等の合理化に

向けてコストダウンのインセンティブの発揮と、あくまでも国際競争力強化のためのコストダウンがメ

インになっているのです。それは、前回確認いたしましたが、元気の良い活力のある中小製粉を育成し

ますというお話をいただいておりまして、今回の中でもこの支援策、自主的な取組に対する支援する法

律というのが示されましたけれども、この中で今抱えている各業界の実情から見て、新しく加えても考

えていただけるようなきめ細かいものを盛り込んでいただきたいと思っておりまして、我々、中小企業

にとっては、規模拡大やコスト競争力だけではなくて、いかに存立基盤強化のための、高付加価値化で

あり、個性化であり、企業体質強化のための対策をどう盛り込むのかということがメインだと思うので

す。そういう点で中小企業製粉にとっては今回の議論がどういうふうにいくのかということを、大変注

目しておりますし、これに対する配慮をした支援する法律の概要の中に、これから業界としての生き残

りが関わると思いますので、それを取り上げていただきながら生かしていただきたいと思いました。 

 
（竹内委員） 
 もう時間がありませんので、あまりたくさん話すことは出来ないのですが、私の麦に対するこのとこ

ろの問題意識は何回も申し上げていますように、矛盾が内包していて、この矛盾が拡大していく方向に

あるということ。このままでは、どういう形になるかは別として、分解してしまうというのは変ですが、

論理的な構造が私は一番気になっていたわけです。つまり自給率向上の問題。米の消費が段々と減って

いく稲転作というのは拡大の方向にある。国家交渉関係は段々と弾力化していく。財政は財政で大事で

あり、小さな政府であり、歳出はできるところは削って行きなさいと、これ全部繋げると成り立たない
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わけです。したがって、これが成り立つには論理的な関係がどうなれば、均衡の方向に向かうのかとい

うことを考えてみると、まず商品ですから、やはり市場を通じた最終需要者のニーズが生産に反映され

る。そうすると具体的には生産性の向上、麦については特に品質の向上、この点がキーワードであると

思います。そういう意味では今回の麦作経営安定資金の構造的な改革というのは、論理的には正面から

取り組んだものであって、これからこれをどのように具体化していくのが大事だと思い、非常によく理

解できます。 
 今いったいくつかの論点のどれを大事にするかということを議論すると、いつもこちらが大事、いや

こちらが大事だとなりますが、そういうことだけでは解決しない。あるいはある種のバランスというこ

とになるのかもしれません。もう１つは段取り論としては、この大きな品目横断的対策が議論の最中な

のでこれがどういう形になるのか。それに麦が取り込まれて、稲との関係はどうなるのか。それがどう

いう影響があるのかというのは、この１２月までに全て見通すのは難しい。そういう段取りの中で、こ

の１２月までにどういうふうに整理をしていくのか。大事なことは論理的な関係なり方向性の問題が、

メッセージが出せればいいのではないか。それ以上のものを１２月に出そうとすれば、中村委員がおっ

しゃるのもわかりますが、そうすれば５年後はどうだ、今より政府の売渡価格は上がるのか下がるのか

というようなことがはっきりとできるかということになると、いくつかの今の大きな柱をいろいろな変

化とともに検証しながらでなければ、なかなか難しいのではないか。当面は１２月までにこの委員会で

どういうメッセージが出せるかではないか。おそらくそれで麦の宿題は全部仕上がったということには

とてもならないのではないかという感想を抱きました。 

 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。掛札委員、どうぞ。 

 
（掛札委員） 
 国内産麦は価格的には底上げが必要であるということ、そうでなければ生産というのが非常に難しい

ということは、これまでの論議の中でも出ているところであると思います。ただ一方で、土地利用上、

特に水田等については、非常に重要な作物であるということで、これは中間取りまとめの方向の中でも

そういった整理がなされてきているわけです。そういった中で、今回、今後の方向として品目横断的対

策ということが出ているのですが、これは規模がかなり大きいと思います。特に、私どもの県段階から

みると規模が非常に大きいということも情報として出ているところでありまして、そうなりますと、ど

の程度が、現在の麦作を一生懸命取り組んでいる人達を支えることができるのか。そういったところを

やはりよく見ていかなければ問題ではないかと考えております。そういったことを考えますと、今後、

私どもも検討して、安定した地域農業、特に水田については２年３年後の再度の見直しとしていろいろ

検討されていて、水田農業ビジョンの中でもそういった方向を進めているという中にあって、今後、ど

ういった形で安定的な地域農業を築けるような方向性を打ち出すことになるのか、その辺を今後のこの

議論の中でそういった点を配慮して進めて行っていただければというふうに考えてございます。 

 
（加倉井座長） 
 最後に大泉委員どうぞ。 
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（大泉委員） 
 私が申し上げたかったのは、品目横断的対策、経営安定対策のことです。これはＷＴＯ等との整合性

を持ちながら、どのように土地利用型農業をバックアップするかという重要な問題があるのですが、ど

うも企画部会でご議論されているこのイメージがよく把握できないということがありまして、これを麦

委員会から言うべきかわかりませんが、これに対する疑問が３点程あったのですが、それは省略させて

いただきます。ただこれについては企画部会ではなくて、食糧部会で議論すべき性格のものではないか

と思います。以上です。 

 
（加倉井座長） 
 事務局、特にありますか。はい、村上局長。 

 
（村上局長） 
 今回の麦の検討でございますけれども、竹内委員がおっしゃったように、基本的な考え方として国産

の麦を生産していくに当たって、それが最終需要者にきっちりと消費されていって、しかも国際環境の

中で、国際環境にさらされているユーザーの方の持続が可能になる、そういう意味で生産者とユーザー

がちゃんと共存して、持続していける形のものを作っていかなければいけないということが基本的な考

え方だと思います。そういった意味で消費者ニーズなりユーザーニーズなりに、いかに対応していくよ

うな仕組みにしていくかということでないと、国際環境にもなかなか対応していけないということかと

思います。 
 それから、品目横断的政策なり、全体の政策との関連性、水田農業のあり方の問題、当然、企画部会

の議論、全体の議論に関係してくるわけでございまして、最終的にこの麦小委員会で全てを決めるとい

うことにはならないということは、ある意味で前提状況を置きながら、こういうふうな方向で考えると

いうような整理をせざるを得ない部分も出てこようかと思います。それから、年末に向けまして出来る

だけ、どういう検討課題で、どういう形で持っていくかというものについては、企画部会の検討のスケ

ジュール、進展とも関係しますのでそれも睨みながら、できるだけ前広に検討課題を明確にしてご議論

をしていただくような形にもっていきたいと思っております。 

 
（加倉井座長） 
 よろしいでしょうか。 
 どうも長時間ありがとうございました。本日はこれまでといたしますが、次回は、今、何人かの委員

からのご指摘もございました企画部会のお話も交えて議論をしたいと思います。 


