
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１１月１０日（水）１０：００～１２：００（郵政公社会議室 G・H） 

 

（高本食糧貿易課長） 
 それでは、定刻となりましたので、ただ今から第８回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、

大泉委員、立花委員はご都合によりご欠席でございます。それから、山田委員は少し遅れてお見えにな

るとのことでございます。そういうことで、１１名のご出席となっております。なお、村上局長は国会

の関係がございまして１１：３０ごろに参るということですので、ご了解いただきたいと思います。そ

れでは、座長、よろしくお願い致します。 
 
（加倉井座長） 
 おはようございます。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。最初に、積み

残しになっております論点について、資料の説明及び意見交換をお願いしたいと思います。それが前半

でして、後半は、私が事務局と相談しまして作成した取りまとめ骨子（案）につきまして、事務局から

説明をいただきましてその後意見交換をしていただきたいと思います。概ね１２時を目途に終了したい

と思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 
 それでは、資料の説明をお願い致しますが、資料１はこの小委員会の第６回・第７回の議論の概要を

まとめてございます。それから、前回中村委員から要求のあった資料も提出されておりますので、それ

ぞれ参考としていただきたいと思います。説明は資料２から、順次事務局にお願いしたいと思います。 
 資料２は食糧貿易課長、よろしくお願いします。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 それでは、資料２をご覧いただきたいと思います。政府の無制限買入れについてでございます。まず

民間流通の定着化と書いておりまして、この表については何回も提出させていただいておりますのでご

存知だと思いますが、１７年産の買入数量はゼロの見込みだということでございます。数量的にはそう

いうことですが、中身の面でも、国内産麦については内麦使用を明示した商品展開がされておりまして、

国内産小麦を１００％使用し、地場で製粉を行っていることをきちんと明示した上で販売するという例

も最近出てきております。それから、地産地消の進展ということで例が書いてございます。農業団体と

食品産業が一体的に取り組んでいる、これはうどんの事例でございますが、そのような動きが最近出て

きております。このように国内産麦についてはいろいろな動きがございます。その動きを加速するとい

うことで、右の方に書いてございますが、１７年産の麦につきましては麦作経営安定資金について品質

による区分に変更したということでございます。あわせて、産地においては１７年産から、産地改革に

取り組むということで、生産出荷体制の確立や品質改善等への取り組みを開始していくということで、

良品質麦生産を加速化しているという状況でございます。そのような形で民間流通が定着した中で、右

下に書いてございますが、「今後、政府に売り渡される麦が万が一あるとすれば、それは市場で評価され

ず実需者に引き取りを拒否される麦であり、そのような麦を政府が買い入れることは困難であるという

状況」でございます。一方で、農政全体の方向が品目横断的政策へ移行するわけでございますが、無制
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限買入れにつきましては、生産者に最低価格を保障しているという点で麦作経営安定資金の前身と言え

るわけですが、整理していく必要があるということでまとめさせていただきました。以上が資料２でご

ざいます。 
 続きまして、資料３でございます。政府の麦の売渡しにつきまして様々なご議論をいただいているわ

けですが、その中でＳＢＳ方式の導入を検討するということでございます。そのＳＢＳ方式がどのよう

なものかにつきまして資料３でご説明しております。ＳＢＳは、英語で言いますと Simultaneous Buy 
and Sell ということで、売買同時契約と呼んでおります。具体的には、左にございますように、売り手

と買い手が一緒に札を入れるというのが特徴でございます。売り手はどれだけの値段で買ってくるか、

買い手はそれを売り手からどれだけの値段で買うかを連名で入札するということでございます。実際に

現在、ＭＡ米につきまして、７７万 t のうち１０万 t をこのＳＢＳで輸入しておりますし、飼料用大麦

につきましては全体で１１５万 t のうち８８万ｔを、飼料用小麦につきましてはその全てをＳＢＳによ

り輸入しております。それと比較をするという意味で麦の現行方式が右側に書いてございます。政府は

輸入商社と買入委託契約を結び、実需者との間では売渡契約を結ぶわけですけれども、これは別々に行

っているということでございます。 
 以上、簡単でございますが資料３の説明でございます。 
 
（松尾流通加工対策室長） 
 流通加工対策室長でございます。麦及びその加工品の国境措置につきまして、資料４に基づいてご説

明申し上げます。大きく分けまして、麦及びその加工品につきましては、国家貿易品目とそれ以外のも

のがございます。２００４年度の関税率でございますけれども、国家貿易品目につきましては、１次税

率と２次税率が設定されております。例えば小麦につきましては、１次税率は無税でございますけれど

も、その下に括弧書きで書いてございますように、マークアップ上限として１kg 当たり４５．２円が設

定されております。これはいわゆる輸入差益でございまして、枠内税率において日本国政府またはその

代行機関が徴収できるものとして国際約束に基づいて設定されているものでございます。２次税率の１

kg あたり５５円につきましては、食糧法第４５条に規定されております納付金の水準ということで、麦

等の輸入を行おうとする者はこの納付金を支払うことによって輸入ができるということでございます。

この５５円の内訳は、先ほどのマークアップの上限プラス関税ということでございます。一番右側でご

ざいますけれども、２００３年の輸入実績を参考までに列記しております。小麦ですと約５２０万 t の
輸入がございます。これ以外の国家貿易品目で主なものは、小麦粉、小麦粉調製品のうち小麦粉の含有

量が８５％超のものがございます。そのほか小麦でん粉、大麦、いり麦が国家貿易品目となっておりま

す。一番右側に※を付しております品目につきましては、注にございますとおり国による輸入はなく民

間による輸入のみで、非常にわずかなものになっているということでございます。大麦はご存知のとお

り国家貿易で輸入しております。 
 国家貿易品目以外のものにつきましては、表の下の段に書いております。数量の多いものでは小麦粉

調製品やスパゲッティ、マカロニ類等がございます。関税率は、枠内と枠外という区別はございません。

数字が何個か書いてありますものは、これは糖の含有量に基づくものでございます。例えば、小麦粉調

製品では、国家貿易品目に該当しないのは小麦粉の含有量が８５％以下のものでございまして、関税率

が１６％と書いてあるのは無糖のもの、２３．８％は加糖のものでしょ糖の含有率が１５％超、２４％
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は加糖のものでしょ糖が１５％以下、そして２８％のものは加糖のものであって砂糖が最大という分け

方になっております。そのほかケーキミックス等がございますけれども、これも大体砂糖の含有量、も

しくは加糖か無糖かで分けてあるということでございます。スパゲッティ、マカロニ類とうどん、そう

めん、そばは従量税で設定しておりますけれども、これを従価税に換算いたしますと、最近の輸入実績

から算定した場合では、スパゲッティ、マカロニ類で約２７％、うどん、そうめん、そばでは約１４％

となります。その他の品目では、即席めん、ビスケット、パン、ピザ類がございますが、輸入は少ない

ということでございます。 
 最後に、我が国の全農産品の関税率の平均を算定したものがございます。１１．７％ということでご

ざいまして、これと比べますと麦の国境措置は概ね高い水準に設定されているのではないかと考えてお

ります。以上でございます。 
 
（島田消費流通課長） 
 消費流通課長の島田でございます。続いて資料５に基づきまして、農産物検査規格の見直しのプロセ

スについてご説明をいたします。農産物検査規格は、農産物の公正かつ円滑な取り引きのための規格と

いう点と、農産物の品質の改善の指標という両面の役割を持っているわけでございます。そのような農

産物検査規格の性格から申しまして、検査規格の見直しに関しましては、関係者の意見・ニーズを把握

していくという作業が一番大きいポイントをなすところでございます。関係者の意見・ニーズを集約い

たしまして、技術的検討加えた上で規格改正原案を作成していきますが、これまでの例を見ております

と、関係者の意見・ニーズの把握から原案の作成まで１～２年程度を要しているということでございま

す。その集約のときに当然行いますのは、右に書いてございますように、検査項目の分布状況等のデー

タ収集、さらには検査項目が品質等に与える影響分析というのが主な作業ということになります。その

上の方に過去の例が書いてございます。昭和５８年３月の麦の規格改正、これは等級区分の簡素化とい

うことで、それまでの１・２・３等というものを１・２等の２区分に改正したわけでございますが、こ

れにつきましては５５年秋頃から関係者の意見・ニーズの集約を開始しておりまして、原案作成まで２

年程度を要しております。また、平成元年４月の麦の規格改正、これは一番最近の改正になるわけです

が、容積重の引上げと整粒比率の引上げを主な内容とするものでございます。これは６３年年初から関

係者の意見の集約を開始しておりまして、原案作成まで１年程度要しているということでございます。

また左側に戻っていただきまして、黄色のところですが、原案作成以降、学識経験者及び関係者から構

成される農産物検査規格検討会の開催というものがございます。これは農産物検査法第１１条に、農産

物検査規格の見直しに関しましてプロセスの規定がございます。「農林水産大臣は、農産物検査規格を設

定し、変更し、又は廃止しようとするときは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者及び関係者の

意見を聴くものとする」という規定がございまして、ここで定められた意見の聴取の場として検討会を

開催するということでございます。過去の例を見ますと、１回だけ開催した例もございますし、３回程

度開催した場合もございます。このプロセスを経まして、農産物規格規程の改正、これは農林水産省の

告示でございますが、その改正を行います。その後最低３０日間の周知期間をおきまして、新しい規格

に基づいた検査の実施ということになるわけでございます。以上が農産物検査規格の改訂のプロセスで

ございます。 
 続きまして資料６の管理コストの削減のうち、保管料に関します点を私からご説明させていただきま
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す。麦の保管料は平成１４年度に５％削減したところでございますが、倉庫業の保管料単価はその後も

全般的に低下傾向で推移しております。これについて、左側の「営業倉庫保管料金（食料品・飲料）動

向指数の推移」というグラフをご覧いただきたいと思います。これは日通総合研究所が実施しておりま

すアンケート調査に基づくものでございまして、少し読みにくくて申し訳ないのですが、注の２に「営

業倉庫保管料金動向指数＝（値上りと回答した事業所割合）－（値下りと回答した事業所割合）」という

式が書いてございます。いわば景気動向を判断するディフュージョン・インデックスと同じような考え

方に基づく調査でございまして、１４年から四半期ごとに調査が行われております。この調査の開始か

らずっと追っているわけですけれども、１４年の第Ⅰ期に調査を開始したときは、値上りと回答した事

業所割合と値下りと回答した事業所割合がイコールで動向指数としてはゼロだったわけですが、それ以

降直近に至までずっとマイナス、つまり値下りと回答した企業の方が多いという状況でございます。こ

うしたことから、倉庫業の保管料の単価については全般的には値下り傾向と言えるのではないかと思い

ます。また、下のグラフは米麦における保管料単価の推移ということで、黒の実線が外麦の保管料、赤

の実線が米の保管料ということでございます。米につきましては、９年度・１０年度・１２年度の一律

引き下げの後、１４年の１０月からは倉庫業者が３種類の保管料単価から選択する選択制を導入してお

りまして、同じ地域であれば安い保管料を提示した倉庫業者の倉庫により多くの米を保管していただく

という、限定的ではありますが市場原理を一部導入したところでございます。そのため、１４年１０月

以降の米の保管料については、市場メカニズムが反映されておりまして、近年は低下傾向が続いており

ます。このような市場メカニズムを導入した米の保管料単価の動向等を参考にしながら、今後とも麦の

保管料単価についても定期的に見直していく必要があるのではないかと考えております。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 続きまして、同じ資料でございますが、傭船費につきましてご説明いたします。現在麦につきまして

は、２万 t 級の船を基本として傭船しているわけでございますが、右側の表にございますように、平成

１３年から４万 t 級の大型船を活用しております。１６年では、１１月積分までの実績ですけれども、

すでに６隻の契約を行っております。ただ４万ｔ級の船を活用するためには、船が入る港の施設面の整

備が必要でございますし、入れてもその港で需要がなければ意味がないということで、施設面と需要面

の両方で条件を満たすことが必要でございます。現在４万ｔ級の船が配船可能な港につきまして右下に

表がございますが、施設面と需要面の両方の条件を満たす港は、千葉、名古屋、神戸、博多の４港でご

ざいます。そのような条件について今後よく検討しながら、さらに４万ｔ級の大型船を活用していきた

いと考えております。以上で資料６の説明を終わらせていただきます。 
 なお、前回中村委員から要求のございました資料につきまして、委員要求資料ということでお手元に

あると思います。前回生産組織の事例につきまして資料をお出ししたわけですけれども、それにつきま

して生産コストがどうなっているのかというご質問でございました。全国と比較してということもおっ

しゃっていましたが、地域によって事情が異なるということもございまして、今回の資料では、例えば

最初の頁をめくっていただきますと下の注にございますように、その都道府県の平均と比較して何パー

セントになるかを書いてございます。ただ参考として、全国の平均につきまして最後の頁に付けさせて

いただいております。以上で説明を終わらせていただきます。 
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（加倉井座長） 
 ありがとうございました。それでは、今までの資料のご説明で何かご意見がありましたらお願いしま

す。 
 はい、中村委員。 
 

（中村委員） 

 資料６の米麦における保管料単価の削減の推移を見ると、米は進んでいるが外国麦は停滞している表

になっておりまして、そのご説明では、米は地域の中で安い保管料の倉庫を採用して市場原理が働いて

いるということでしたが、例えば、ある県で、配合飼料のとうもろこしを入れていたところが、配合飼

料がその地域でダメになったから移転したとなった時、そこのサイロはとうもろこしが駄目になったの

で空き、空いているよりはと安い価格で麦を保管するという話になった場合、それは製粉企業のロケー

ションと関係がないところに保管することになりますから（運送賃をかけて製粉工場まで持って行くこ

とが必要となることを考えると）、単純な政府経費の保管料の単価なり保管経費は下がるかもしれませ

んが、国民経済的な経費をトータルで考えると保管料が安くても、結果的に高くつく場合もある。前回

も申しましたとおり、単純に保管料が安い所というのではなく、やはり、一番国民経済的に安く上がる

サイロを採用する必要があるのではないか。 

 私の要求資料ということになっている「生産組織事例における生産コストの状況」について。Ｅ県の

例では、麦を 91ha 作っているところの、１次生産費が 41,818 円、２次生産費が 55,238 円とあって、（ ）

書きのところが当該県の平均数値ということですが、最後の頁の表にあります都府県の作付５ha 以上の

ところ（１次生産費 6,975 円・２次生産費 9,244 円）と比較しますと、半分以下ということなのだろう

と思います。Ｅ県の１次生産費が７０％、２次生産費が７６％というのは当該県の平均に対してという

ことであって、全国平均に比べると１次も２次も生産費は低いのだろうということと思います。私がな

ぜ、前回、こういうふうなことを要求したのかというと、小麦というのは、やはり大規模集約型・土地

利用型作物で、集約した方がはるかに集約効果が上がるということで、したがって、他の作物について

は知りませんが、麦については担い手に集中的に調整すべきではないかということの裏付けのために、

この資料を要求したわけであります。ですからそういう資料の読み方でよいということですね。 

 

（小栗農産振興課長） 

 事例のＥ県は 10ａ当たりの生産費 41,818 円、55,238 円でありますが、60kg 当たりの水準は 8,224 円、

県平均で７５％ということでございますが、この水準というのは最後の参考資料の９～１４年平均と比

べますと、５ha 以上の 9,244 円に比べると確かに低い水準でございますが、７５％という程ではなくて

若干低い程度になっているわけでございます。9,244 円に比べまして、8,224 円ですので、県平均のデー

タとの比較になりますし、参考資料の方は９～１４年産の平均になりますので、全体の平均の水準との

比較ということもございます。それからＥ県におきましては、これははだか麦の事例でございますので、

必ずしも単純に小麦と比較できるかどうか。そういう意味では難しいところがあろうかと思います。 

これは１つ１つの事例ですので、それですぐにどうこうと言えないわけでありますが、一般論として

は、中村委員のおっしゃるとおり、平均と比べて規模の大きいところはいいわけでありますし、また、

生産組織の事例も規模の大きな所並みの生産コストは実現しているということで、一般的には生産の集
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約化・規模の拡大ということが機械の利用等の効率化等を通じまして、生産コストの引き下げに繋がっ

ているということについては間違いのない方向と考えております。 

 

（加倉井座長） 

 私もよくわかりませんでした。生産事例の最初の方は、麦と書いてあって、これははだか麦とか小

麦とかいろいろあるわけなのですね。それで最後の資料は小麦ということなのですね。私もやっとわ

かりました。 

 

（島田消費流通課長） 

 中村委員からご指摘いただいた保管料についてお答えいたします。 

確かに外国産麦の売渡しを考えますと、地域の需給を考えながら、製粉企業の希望するサイロから売却

することになってございます。そういった場合、保管料の安いサイロに入れた場合、結果的には製粉企

業が希望するサイロへ運ばなければ売却できないということになりまして、最終的には横持ち運送費を

考えると割高になるというのは、ご指摘の通りと思います。それがゆえに、外国産麦のサイロの保管料

につきましては市場メカニズムが働きにくい構造があると思います。そういうことでございますが、倉

庫業を取りまく市場動向ということを、麦の保管料単価にも反映させていくというのが必要ではないか

ということで、ここでは「定期的な見直し」と書いているわけでございます。 

 

（加倉井座長） 

 よろしいでしょうか。それでは佐藤委員、その後、竹内委員。 

 

（佐藤委員） 

 資料２の右下ところであります。「麦作経営安定資金の前身でもあり品目別対策である無制限買入れ

についても、整理の対象」ということであるが、無制限買入れということでいろいろと論議されていま

すが、政府が買入れ自体をなくすということなのか。政府の関与というのは内外価格差というような特

殊事情があり、また国民の食を預かるという意味でも、国の役割は大きいわけですから、その辺の意味

がどういうことを意味しているのか。 

 

（高本食糧貿易課長） 

 資料にも書いてございますが、国内産麦については、民間流通へ移行し、定着しているということで

ございまして、政府無制限買入れが麦作経営安定資金の前身というのは、無制限買入れをやっている時

には、生産者に最低価格保証しているという意味では経営安定の措置ということにもなっていたわけで

ありますから、それが民間流通へ移行する中で、麦作経営安定資金が導入され、それに移行していった

という意味で前身ということでございます。今、佐藤委員からご指摘がありましたように、実際、今は、

無制限買入れについては、今までの議論でもございましたが、役割が終了しており、この点につきまし

ては整理する必要があるのではないかということでございまして、「国の関与」ということにつきまし

ては、国内産麦につきましては民間流通に移行しているという意味では十分でないかという意味でござ

います。 

 6



 

（加倉井座長） 

 よろしいでしょうか。後半でまた出てくるのではないかと思いますが。それでは、竹内委員。 

 

（竹内委員） 

 米と麦との保管料は、この資料をみると、やはり米の方が市場の動向に相対的に迅速に対応した保管

料の動きになっている。麦の方がまだ統制の色合いが残っていると、普通、読んでしまいます。おそら

くそういう要素があるのではないかと思います。民間ビジネスでは、売り手と買い手でどこで引渡しを

するのか、最終需要者までに届く輸送代等をどっちがどう負担するのかは、それぞれ自由契約ですから、

自由競争でやっている。今の話を伺っていると、どうも不合理な要素が入っていると思う。つまりせっ

かく安い倉庫に搬入しても、ユーザーの希望する引渡場所まで、引渡し側が持っていかなければならな

い。全部売り手のコスト負担になっているという結果、そこからまた別のところに持って行くと全体で

はコスト負担になっているというのはそのとおりでしょう。しかし、それは非常に不合理であって、ど

こを引き渡し場所にすればよいのか。全体から見て、また先々の合理化も含めて、より合理的な契約に

なるように検討してはいかがか。 

 コスト比較の、委員要求資料の生産費について、県単位の一般的な耕作の仕方と、集団化した場合の

比較をするとこういう数字ですが、他方、中村さんがおっしゃるように、全国平均なり、都府県平均な

りと比較するとなると、最初の方の狙いはわかるのですが、個々の事情があるのはどんな商品も同じで、

個々の事情を織り込んで競争しているのであるので、数字を出すのならば、両方の数字を出すべきであ

って、一部のみ出すのはいかがなものか。地域単位、県単位で事情は違うのですから、そういうことを

含めて産地間競争になっているわけですから、県単位でみると県平均と比べると集団化した場合はコス

トに差があるという数字、全国平均に比べてどうかという数字を、出しておいてもらう方がよいと思い

ます。 

 

（加倉井座長） 

 県全体ではなく、国全体との比較ということですが、事務局どうですか。 

 

（小栗農産振興課長） 

 実数水準と比べていただくと、全国という形のものと、おおまかな感じがわかるかと思います。先ほ

ど申しましたとおり、最後の頁は９～１４年産ということで、年次が平均ということになってますので、

必ずしも前半の事例と数字を直接比較するのはいかがなものかというのがありますが、例えば、２次生

産費が全国平均で 11,274 円、５ha 以上で 9,244 円ということでございますが、各事例を見ていただき

ますと、8,000 円程度のものから、北海道では 5,000 円台という低い数字もございまして、一方で、Ｇ

県では 13,804 円ということで、平均と比べますと 81％でございますが、全国平均と比べますと、生産

コストが高くなっているものもある。 

 これは、１俵当たりの生産費となりますと、その地域の単収というものが大きく影響されるので、例

えばＧ県で言いますと単収自体が２６２kg ということで、Ｓ県も２８４kg ということで、その前の頁の

Ｇ県では４６４kg やＳ県６２７kg という高い数字となっております。そういうわけで１俵当たりの単収
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差によりましてコストが違ってくるということでございます。 

 

（竹内委員） 

 実態はきちんと表に出してくださいと言っている。事実だから出すべきと言っている。買い手は地域

の踏まえて買うのではない。コスト高の理由を説明して売れるわけではない。コストが高いのであれば、

売れるために更に効率化を行わなければならない。厳しい中で売れるようになるためには、さらに一層

努力しなくてはならない。 

 そのためにも、全国平均との比較といった事実はきちんと書くべきであり、その事実をもとに、産地

はどうしていくのか考えていくことができるのではないか。 

 

（小栗農産振興課長） 

 ご指摘を踏まえて、次回改めまして、数字を入れまして、資料を再提出したいと思います。 

 

（島田消費流通課長） 

 米も麦も、売却場所まで持って行くというのが基本でございます。米の運送は、十トン単位でありま

すが、それに対して米の保管単位は数百トン単位でありまして、保管料を安くした方が運送費がかかっ

ても結果的には安くなるということでございます。それに対して外国産麦は４万とか２万といった単位

で船で運んできまして、まずサイロに保管する。そこを売却場所にした方が一番安い。数千トン、数万

トンという単位の保管につきましては、その後の横持ちも数千トンから数万トンいうことになりますと、

横持ちの経費の方が高くなる。そうなると、保管料より横持ち経費の安い方を選択するということにな

るということでございます。 

 

（曽我委員） 

 資料６で、「より一層４万トンの船を活用」という説明をされましたが、中小製粉については、すぐ

に４ポートに行ける位置ではありませんので、単純に４ポートに入れて、さあ取りに来いと言われても

我々としてはしんどい話です。今後とも、横持ちも含めて、国家貿易である以上、引取りの運賃も含め

て、引渡運賃が高くならないような配船をお願いしたい。 

 

（山田委員） 

 佐藤委員からのお話もあり、説明いただいき、座長からも後ほどの議論になるから後ほどという話が

ありましたが、資料２の下の段、右下４行ですが、それにしても４行の書きぶりが資料として出たとき

には、適切かという意見があるように思います。この「無制限買入れは整理の対象」というが、無制限

買入れの措置は、麦作経営安定資金の前身であり、かつ、品目別対策の根幹である無制限買入れをこん

なふうにして整理の対象として整理していいのかという気がします。無制限買入れを置いた時の論拠は、

外麦をカレントアクセスを含めて、国家貿易で相当輸入する。しかし、国内に麦がある、国内の麦をど

うするんだという議論があって、しかし、海外から入れますとなった。これにはいろんな背景があり、

経済的、政治的背景もあったというふうに思われました。国内の麦をどうするかという話があって、あ

くまで国内麦優先、これはそういう扱いにするという原則みたいなものがあって、その証明として無制
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限買入れという規定は、無制限は国会で押入しれたことばのようですが、経緯があったというふうに思

います。いずれにしても、これはあまり簡単な話ではないと思います。国家貿易の仕組みは後ほど議論

になると思いますが、継続するというのはそれはいいと思うし、政府はその外麦の売渡しの部分は国の

機能としてやるということであるわけです。 

 民間流通が定着しているというのは、多分、振り返ってみると国内麦優先という流れがある中で、無

制限買入れという規定もあって、しかし、民間流通は定着させましょうということで、きていると思う

のです。お互いの努力の中で民間流通を仕上げてきていると思うのです。ですから、これをこんな形で

整理すると、やっぱりダメなのです。後々、民間流通は定着しませんでした、崩れますとなって、しか

し、麦は国家貿易でやっている外麦で十分間に合いますといった時には、内麦はどうなるのか。民間流

通を支える仕組みとか、国内産麦優先の仕組み、優先利用の仕組みというのが、どこかに行ってしまっ

たのが、何かなんとなく引っかかるのです。こういう整理ではないのかもしれない。この整理だけでは

国会は通らないのではないか。国会の論戦に耐えられないのではないかという気がします。だからとい

うことではないのですが、要は、国内産麦優先に扱うという、この精神みたいなものとか、民間流通は

かくのごとく定着させて行くんですよというような、何かそのようなものがないと、簡単にこれはいか

ないと思いますので、もう少しよく検討いただけたらというふうに思います。 

 無制限買入れを取るのはダメなのだと言っているつもりはないです。物事の整理の仕方として、これ

で適切なのかということを気にしていますので、再検討して欲しいと思います。 

  

（高橋食糧部長） 

 資料の２につきまして、無制限買入れについてご説明させていただきましたが、中間論点整理でも若

干触れてあったと思いますが、その際の整理もあり、無制限買入れについては新たな麦政策大綱を立ち

上げた時に、昭和２７年以来のいろいろな形のものを、問題点を解決するために民間流通へ移行し、民

間流通へ移行した結果、無制限買入れそのものはそれまでの経過的措置として整理をするというのが大

綱で決められている。したがって、現状において、１７年産において民間流通に１００％移行すること

が決まっているのでありますので、そういった意味で、大綱の時に整理された役割は終了と整理いたし

ました。 

 次に、今、麦としては畑作目、あるいは水田作の品目横断的措置として、新しい政策を講じていく。

それは無制限買入れが移行した麦作経営安定資金というものを見直しという形でやっていくわけでござ

いますので、政策的なツールといたしましては、無制限買入れから麦作経営安定資金、そして麦作経営

安定資金から新しい経営安定的対策へと移行していく過程の中みると、無制限買入れが経過措置ととも

に、麦作経営安定資金が次の政策体系へ移行するわけですから、今更、昭和２７年に戻るということは

ないのではないかと思います。 

 問題は、内麦優先や内麦の位置付けをどう考えて、今後の内麦問題を対応するのかということと併せ

て、新しい政策体系に移行した際にどういったことが必要なのかを検討するということだろうと思って

おります。 

 ですから無制限買入れについては、中間論点整理においてもご議論いただきましたように、移行時に

整理を図る必要があるというのは、その後に必要な措置も含めて、どう対処していくのかということと

思っております。 
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（竹内委員） 

 中間論点整理の議論でも同じような話がありましたが、生産者の心配事があるというが、何が心配な

のか、明確にしていただきたい。常識的に考えて米と麦がどちらが重要かとなると、米が重要に決まっ

ているが、麦が重要でないとは言っていない。そういうように農政上また実態上の位置付けがある。そ

の中で、かつて米は無制限買入れ、全量買入制度があったが、今はもうない。米はなくなって、麦は無

制限買入れが制度上残っている。これは常識的に考えても、誰が見ても、実態上も、整理の対象になる。

山田委員が言うように、内外価格差がこんなにあって内麦をしっかり作っていて大丈夫か、という心配

がある。そのギリギリのところとして、かつての制度として無制限買入れが存在していた。しかし、こ

れはもう時代に合わない。けれども、内外価格差がある中で、自由化すると、内麦がなくなってしまう

ことは当然。それでこれは大丈夫かと心配になる。ですから、この仕組みを変えてはいくが、基本的に

は内麦は外麦との関係でしっかりと守られていく、基本的なスキームはちゃんとやっていく。方向とし

ては品質・生産性の向上、需要に応じた生産としていかなければ、矛盾が拡大していく。これが大きな

テーマ。一番基礎のところをハッキリさせておかなければ、「生産者は心配がある」と山田委員はおっ

しゃっておられるのではないかと私は受け取りました。そうであれば、その趣旨を総論なり、各論の中

に入れていけば、コンセンサスが得られるのではないか。 

 

（山田委員） 

「民間流通が定着した中で」といっても、民間流通がもちろん関係者の努力で、とりわけ受取側の努

力で、民間流通が定着していると思います。しかし、民間流通を定着させているのは、内麦優先であっ

たり、政府無制限買入れという規定があったり、国家貿易があり政府が売り渡すという管理の仕組みが

あって、民間流通が定着していると思います。もちろん、そうしたといったって、その麦をどう利用す

るかを考えなければならないとすると、もっと品質・需要に応えた生産をやるということと併せて、お

互いに努力しようではないかということ、民間流通を支えていこうという努力と背景があったからだと

思います。 

 そのうち、無制限買入れはやめますよといった時には、麦作経営安定資金が品目横断になるから、代

替できるのだと本当に言えるのか。こんな形でいっていいのかという気がする。竹内委員もおっしゃる

ように外麦から守る仕組みはそれはそれで考えていくのでしょう、食糧部長が言うように全体としての

管理の仕組みはそれはそれで考えて行くのでしょうと言うのであれば、そのことをちゃんとどこかに入

れなければならない。そうであれば、説明がつくと思うのですが。 

 品目横断的政策も担い手にしか出さない、それ以外に麦を作った人はいったいどうすればよいのかと

いう問題が残る。そんな時にどうするのか。品目横断対策は、所詮、予算措置だったり政策措置なのだ

から、それをとってあるから大丈夫と言ってもだんだん圧縮していったりして、そのうち見えなくなっ

ていった時には、一体、誰が内麦を支えるのか。そんな議論が派生すると思うので、もう少し丁寧にし

て欲しいという意味合いです。 

 

（中村委員） 

 中間取りまとめの時にも申し上げたが、無制限買入れを撤廃して一体何が残るのかというのは、まだ
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わからない。売渡希望があったところからは無制限に買いますというのはやめようということだった。

では、一体どんなことになるのか。例えば、今、国内産小麦は、入札で一俵２０００円～２２００円位

ですが、今後、無制限買入れが廃止されたら、国が買わないのなら１俵１００円でも民間が売らないと

いけないという話になるか。無制限買入れをなくした場合でも生産者が「これなら大丈夫じゃないか」

という何かが必要でないか。これは個人的意見で、業界全部がこれでまとまっているわけでないが、「国

内産小麦の入札上限下限は±７％になっているが、それを米と同じようにはずしたらどうか」という意

見も無いわけではないが、そんなことはしない方がいい。ある一定の幅の中で国内産小麦の民間取引が

行われるということがなければ、無制限買入れを廃止し、買い手は民間の製粉会社しかありませんとな

り、そこが札を入れたら６０kg で１００円でした、ということであればダメであろう。逆に言えば、昭

和２７年に制定の無制限買入れというのがあるから、品質が悪くても誰か買ってくれるだろうという発

想になる。不適地であっても作るし、最近ではあまりないだろうが「我々は国に売っているんだから」

「好きで作っているんじゃない」と言う話が出てくる。こういうことだと、お互い無制限買入れを存続

させよう、変えよう、どうしようとしている時に意味のない話になってくる。無制限買入れを無くする

のに「一体なぜ無くするのか」ということを、その後の担保措置を含めてよく議論しなくてはいけない。 

 

（佐藤委員） 

 無制限買入れの問題点はわかるのですが、無制限買入れイコール政府買入れがなくなるのではないか、

同じテーブル、ステージで扱われるのは問題ではないか。これは別問題ではないかということが申し上

げたい。無制限に買う買わないという議論と、政府が麦の政策にどう関わるのかは、別の議論だと申し

上げたい。政府の関与を無くすことを含んでいると取られかねない。資料２の右下の文章は、そういう

考えとイコールに見えるのではないかということで、先ほどの意見を申し上げました。 

 

（高橋食糧部長） 
 今、竹内委員、中村委員、山田委員、それから佐藤委員のご意見があったわけですけれども、基本的

に今の無制限買入れから民間流通への移行の問題点というのは、先ほど中村委員がいろいろおっしゃっ

たような論点がございまして、結局、実需者の需要に応じた麦の生産、品質の向上を促すような麦の生

産ということからいきますと、政府が間に関与しているということ自体、非常にシグナルが伝わりにく

いという実態があります。したがって実需者のニーズに応じた生産に誘導するためにも民間流通に移行

させる必要があるということで現在の姿になっていると考えております。現在の民間流通１００％がで

きた背景といたしまして、山田委員がおっしゃったように、一方で国家貿易があるではないか、あるい

は無制限買入れの存在のものがあるのではないか、というご議論があるわけです。私どもといたしまし

ては、経過措置としての役割は終わったと認識しておりますけれども、様々なご意見があります。した

がって今後とも、内麦がきちんとした形で実需者に評価され、使われるということについて、きちんと

した措置をとるということは必要だと考えております。例えば、佐藤委員がおっしゃったように、国が

無制限買入れというのは整理する必要があるではないかということで、一切内麦に対して手を引くとい

うことであるのかと言われれば、そういうことではありませんと答えることであろうと思っております。

国がそういう必要な実需に応じた生産ができるような場の設定をどうしていくか。民間流通の問題１つ

を取りましても、この場でいろいろご議論いただいて、民間流通連絡協議会でも夏の段階でいろいろな
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検討をしていただいたわけですけれども、私どももその議論には参画しながら場の設定をしていく。あ

るいは外国産麦の売渡しの中にも、一方で国内産麦を念頭に置いて運用しているわけでございます。あ

る意味では需要拡大というようなことにも、国としてやっていく。そういう全体の中で、先ほど山田委

員がおっしゃったように、内麦の位置付けを踏まえた政策遂行に我々も意を尽くさなければならないと

思っております。 
 
（長澤委員） 
 無制限買入条項がはずされた場合にいろいろな心配があるということですけども、私ども大麦の業界

について言いますと、まさに国内産大麦が、しかも六条大麦みたいなものは国内でしかとれない麦です

し、高品質麦そのものを製品として出しておりますので、すべてそのまま、原料の品質がそのまま、製

品の品質を決めますし、歩留まり、需要、採算性まで決めるわけで、この高品質麦に対するニーズとい

うのは非常に大きなものがあります。今の時代の流れからいきますと、まさにもっと大きな需要拡大が

できるというくらいに考えております。そういう意味で大麦についての心配は、むしろこの品目横断的

政策になった時に、産地形成が十分維持できるだろうかと心配しているくらいであります。まさに、高

品質麦に対するニーズは強いものがあるわけです。政府による無制限買入条項があるということは高品

質麦に対する実需者ニーズに合った麦づくりに対しては意欲の阻害要因にもなるわけです。１００％民

間流通がされている実態からしますと、この条項はなくして、それによって新たに姿勢としていい麦を

作りますよということを生産者サイドとしましても意識・意欲を示して欲しいと思っております。決し

て、これがはずれたことによって、この麦に対する生産しても買い手がないということでは全くないと、

あえて申し上げたいと思います。 
 
（曽我委員） 
今、第１回の議事録を見たのですけれども、小委員会がスタートした時にも発言したのですけれども、

平成１０年に新たな麦政策大綱ができて、１２年から民間流通になりました。その時の大綱を作る前に

検討委員会がありまして、中村委員もご一緒だったのですけれども、その際の最大の問題で無制限買入

れが１つ大きなテーマでありました。その時の説明は、「民間流通が定着するまでの経過措置」というこ

とで、私どもは「買入条項ははずすべきだ」というふうに申し上げたわけですけれども、経過措置とい

うことで取り上げてもらえませんでした。「定着をしたらはずしましょう」ということでありまして、私

どもはそういうことで理解をしておりましたが、今、ご説明のあったとおり１７年産が政府買入れがゼ

ロいう実態が裏付けられたわけですので、いろいろあるとは思いますけれども、当初からのいきさつか

らして、「整理」という言葉がいいのかはわかりませんけれども、無制限買入れという必要性はなくなっ

たのではないかと改めて申し上げておきます。 
 
（加倉井座長） 
ありがとうございました。できましたら、時間がありますので、引き取りたいと思います。こういう

ことではいかがでしょう。資料２の黄色の枠の部分ですが、できたらもう一度書き直していただけたら、

そして内容的には無制限買入れについては、最後のところですが、「整理の対象」というといかにも積極

的にこれを無くすみたいに見えますが、そうではなく「役割を終えた」というような趣旨で、資料とし
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てもう一度書き直すということで、山田委員いかがでしょうか。 
－－異議なし－－ 

 では、そのように、事務局お願いします。 

 
（高本食糧貿易課長） 
はい。 
 

（加倉井座長） 
それではそういうことで引き取らせていただきます。 
それでは、取りまとめ骨子（案）について事務局から説明をお願いします。 

 
（高本食糧貿易課長） 
 それでは、取りまとめ骨子（案）をご覧いただきたいと思います。これは冒頭にも加倉井座長からご

説明がありましたけれども、加倉井座長とご相談いたしまして、今後取りまとめられるものに対してど

ういう構成になるのかといったことにつきましてお示ししたわけでございます。構成は第１が基本的な

考え方、第２が国内産麦について、第３が外国産麦について、第４が麦加工産業対策の推進、第５その

他と大きく５つの構成になっております。 
それでは、最初の第１からご覧いただきたいと思います。「新たな麦政策の構築に当たっての基本的

考え方」いうことでございます。これは最初に麦の位置付けにつきまして、食生活上の不可欠なものと

いう消費面、それから生産面での裏作作物・転作作物・輪作作物として重要な作物、ここは今まで、中

間論点整理等々でも記載された麦の位置付けを記載してはどうかということでございます。さりながら、

今平成１０年に新たな麦政策大綱が策定されました以降におけるいろいろな麦政策の問題点、生産面あ

るいは麦加工産業等につきまして、あるいは麦会計そのものの赤字継続の問題点等、その点は触れます。

さらに、新たな農政改革に即した麦政策ということで、品目横断的政策、いわゆる経営安定対策を今議

論しているわけですが、今後導入されるにあたり、麦についても現行の見直しの必要があるということ

を記述します。さらに国際的な環境として、いわゆる市場アクセス、国内支持に係る国際規律の強化に

対応しうる麦政策につきまして、構築していく必要があるとそういう大きな考え方を示し、これを踏ま

えて、新たな麦政策の構築をしていくというのを基本的な考え方として書いたらどうかということであ

ります。 
それから第２の国内産麦対策の見直しでございます。まず１は経営安定対策（品目横断的政策）の導

入と麦作経営安定資金等の廃止という項目でございます。これはいわゆる品目横断的政策につきまして

は、今中間論点整理をしながらさらに議論をしているわけではありますけれども、そういった議論を紹

介しながら麦がどういう関係にあるのかということについてコメントをするという形で、ここを記載し

ております。それがこの生産条件格差是正のための支払と麦の政策課題、あるいは、対象経営と麦の政

策課題、とういうところでございます。今ご議論がありましたけれども、結論として経営安定対策が導

入された際には麦作経営安定資金等を廃止するということで、無制限買入れも廃止ということが妥当で

はないか、というようなことをここで記載してはどうかということでございます。それから２は民間流

通制度の見直しでございます。実需者と生産者が実際に実務的には民間流通連絡協議会で議論していた
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だいているわけでございます。９月にはその方向性が出たわけでございますので、その方向性について

記載すると同時にその実際のこれからどうしていくのかという実行プログラムあるいは定期な検証をす

るということをここでは記載したらどうかたいうことでございます。 
それに加えまして、民間流通特に国内産麦について秋に麦価を決めたときの関連対策でやっていこう

ということになっておりますけれども、いわゆる産地改革をこれからやって生産出荷体制の確立といっ

たことをやっていくとともに、次にありますような、品質を改善していくという観点から、品質評価の

方法・基準の適切な見直しについてもここで記載してはどうでしょうか。３は農産物の検査規格の見直

しでございます。中間論点整理等でも記載されておりましたけれでも、今日の資料にもございますが、

品位等検査及び成分検査の見直し、あるいは春まき小麦独自の規格の設定ということを記載してはどう

かということでございます。４は、新品種開発・生産対策の推進でございます。まず、新品種の開発に

つきましては、実需者のニーズに応じてやっていく必要があるということを記載し、かつ生産対策とし

て、やはり、そういった良品質麦生産の担い手を育成し、新技術の導入・普及をしっかりやっていくと

いうことをここで記載してはどうかということでございます。 
２頁に移っていただきまして、第３は外国産麦の輸入及び売渡しであります。まず１は、国家貿易の

維持ということで、国家貿易の必要性とその維持ということをここで記載してはどうかということであ

ります。２は備蓄制度の見直し。不測の事態に必要な数量の見直し、備蓄に関する考え方の整理という

ことで通常時の需給操作に必要な在庫は民間でもち、それでも不足するものは国の備蓄といった考え方

の整理をここでしてはどうかということでございます。３は外国産麦の売渡しの見直し。最初に今のイ

ンフラ状況に応じて今後とも計画的な買付け、売渡しを継続していくということを記載しておき、実需

者の多様なニーズへのきめ細やかな対応を考えてＳＢＳ方式の導入を記載してはどうか。それから、次

は外国産麦の標準売渡価格の設定の必要性の喪失。これは前回でもご議論いただきましたけれども、国

内産麦の政府買入れ、売渡しの廃止ということ、それから、そもそも、標準売渡価格の算定品目の妥当

性あるいは米が標準売渡価格を廃止しているということ等を踏まえてその必要性の喪失を記載してはど

うかということでございます。標準売渡価格を廃止した後の外国産麦の売渡価格については買入価格に

一定のマークアップを上乗せした価格が原則ではないかということに言及したいということでございま

す。次は大麦の売渡価格につきましては売買逆ざやが今現在存在しておりまして、その解消等につきま

して、記載してはどうかということでございます。それから、マークアップの使途につきましては経営

安定対策の導入されたときの使途がどうなるかということでございます。そういったことで、マークア

ップの使途についてどうするのかというのかをそこで記載してはどうかということでございます。４は

管理コストの削減。これは今日議論されたことを記載します。 
それから第４麦加工産業対策の推進。中小企業経営革新支援法の対象業種への製粉企業の指定等、あ

るいは麦加工産業の自主的な取組への支援ということをはっきりここで書いてはどうかということでご

ざいます。 
第５はその他につきましては、自給率につきまして前回も企画部会での議論をご紹介しましたけれど

も、今の国内産の役割と需給面における現状を踏まえた議論をしていく必要があるということをコメン

トするというようなことを記載してはどうかということでございます。 
以上簡単ではございますが、説明を終わりたいと思います。 
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（加倉井座長） 
 短く整理されていますが、内容は非常に詰め込まれております。ご意見を頂戴したいと思います。そ

れでは、吉水委員、それから佐藤委員。 
 
（吉水委員） 
 「第１ 新たな麦政策の構築に当たっての基本的考え方」という項がありますけれども、ここに、麦

の位置付けの次に、「国の役割」といった項目を入れてはどうかと思いました。内外価格差がある以上、

国家貿易ということがあり、先ほどから無制限買入問題で皆様から盛んにご意見が出ておりますけれど

も、無制限買入れを廃止するからといって国が国内産麦の振興をやめるということではないわけですの

で、国内産麦と外国産麦に対するそれぞれのスタンス、どういうふうな位置付けで考えているのかとい

うことを「第１ 基本的考え方」というところに入れてはどうかというのが意見です。机の上に前回の

議事録がありましたので、自分の言ったことを少し見ていたのですけれども、少し前回舌足らずだった

ところがありましたので、いろいろな消費者ニーズやセグメントがありますので、そこに対して、「多様

な選択肢を提供するのが国の役割」ということを発言していましたのですけれども、これは訂正させて

いただきたいと思います。むしろ、多様な選択肢、多様なニーズというのは市場側にあり、それを支え

ると言いますか、消費者側、生産者側双方にセーフティネットのようなものを提供するのが、国の役割

ではないかというふうに改めて思いました。例えば、消費者側でいいますと、食に関心のない方もいら

っしゃいますので、そういう主体的な選択をしない方でも、安全で高品質のものを食べられる状況とい

うのを保障するのが国の役割ではないかと改めて考えましたので、前回の発言を補足させていただきま

す。 
 
（佐藤委員） 
 大変ありがたいお話で、吉水委員と同じ様なことを言おうかと思っておりましたら、温かいご意見を

いただきました。それで、同じことを繰り返して申し訳ありませんが、２頁に「国内産麦の政府の買入

れ・売渡しの廃止」ということが入っているわけです。そういうことも総合してリンクして考えたわけ

です。そうすると、無制限買入れと政府の関与などいろいろな問題が釈然としない、印象を持ったわけ

です。ですから、先ほどくどいような話をしたわけです。ですから、今、吉水委員のおっしゃったこと

も十分に配慮していただきたい。 
 
（加倉井座長） 
 それでは、ご意見まとめていただいて、後から事務局にまとめて答えてもらいます。それでは末次委

員。 
 
（末次委員） 
 第１回目からと同じことになると思いますが、項目的に、「第１ 基本的考え方」なのか、「第５ そ

の他」の項になるのかわかりませんが、我々の佐賀県としては裏作麦で過去からやってきておりまして、

今後も続けていきたいと思っております。それを、表現上、念を押しておきたいと思って発言します。

我々の裏作麦というのは米の生産、あるいは他の作物の生産と非常に関連性があるということを強調し

 15



たいのです。それは米のコストを下げる、ひいては麦のコストを下げる、他の作物のコストを下げる意

味で水田の効率利用という面で我々は取り組んできたわけです。したがいまして、麦だけのこととして

は切り離せない、当然、他の作物と重要な関連性があるということの生産体系が現実にあるということ

を、表現上、どこかの項目で必ず入れていただきたい。そうしますと、政策でございますので、そうい

うものが、先程来、国内産麦の位置付けがどうなるかということが表現として出てくるのでないでしょ

うか。それをもって我々が努力しないといけないということが出てくると考えておりますので、そうい

うふうな表現をぜひ入れていただきたい。 
 
（田中委員） 
 要望ではないのですけれども、質問なのですが、先ほどから麦作経営安定資金の廃止の話が出ていま

すが、実際にそれで収入を得ている人間としましては、廃止された後が一番心配なわけであります。生

産コストの資料が別紙に出ていましたけれども、現在の優秀な農家でも１０a 当たり４万円のコストが

かかっているわけです。実際の麦そのものは一俵で２千円あまりですから、１万円程度であるわけです。

麦作経営安定資金を廃止するということは、４万円コストがかかって１万円程度の麦を作りなさいとい

うことですよね。確認したいのですけれども。 
 
（高橋食糧部長） 
 基本的にいわゆる農政改革の中でご議論いただいている大きな課題としましては、日本の農業改革を

どうするかという議論があるわけですが、企画部会の方で具体的な政策論といたしましては、これまで

は品目ごとに、麦作経営安定資金ですとか、大豆の交付金ですとか、あるいは畑作物の調整金といたし

ましては砂糖の調整金等といったものがあり、この個別の品目ごとの政策というものから、農家の水田

作であろうが畑作であろうが、経営全体を見通した政策体系を構築していこう、いわゆる、新しい経営

安定対策を講じようということで議論しているわけでございます。当然ながら、その対象といたしてお

りますのは、経営でありますけれども、ただ経営と言いましても、そこの中で様々な作目が作られてい

るわけであります。その中では、当然、麦という作物も経営の中の作目に入っているという前提でこの

政策体系を新しく構築しようということです。ですから、新しい政策を導入するわけですから、当然の

ことですが、従前の政策については新しい政策との中で整理をする必要がある。機能が重複している部

分があれば、古いものは整理され、新しいものになる。ですから、今ある麦作経営安定資金を全部やめ

てしまって、その後、何もしないというわけではなく、その逆で、新しいものを作るために現在あるも

のについてどのような形で整理するかということが考え方の基本であります。 
 
（田中委員） 
 それでは、品目横断的対策の具体的内容がまだはっきりとはわかりませんから、私たちもどう言って

よいのかわからないというのが多分にあるのですが、例えば、考え方の基本を教えていただきたいので

すけれども、１００ha の農地で経営していて、５０ha で米を生産し、５０ha で麦を作りました。麦の

後にも５０ha 大豆を作りました。経営規模は１５０ha くらいになると思います。今、５０ha の麦を作

れば、2,000 万円くらいの収入があると思います。麦作経営安定資金が廃止されれば、500 万円くらい

になります。その 1,500 万円に見合うだけの補填があるのか。あるいは、品目横断的な所得対策の基本
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的な考え方として、とりあえず、面積で囲っているものが多額の所得対策を受けられるのか。また一方

で、530 万円という基準がでていましたけれども、530 万円を超える給料を取っている社員をもつ法人

にはこの対策はしないというのか。そういった基礎の部分を教えていただきたいのですけれども。 
 
（加倉井座長） 
 金額はまだ決まっていないけれども、考え方はでていると思いますが、政策調整室長。 
 
（佐々木政策調整室長） 
 大臣官房企画評価課の政策調整室長でございます。 
１０月にも２度、経営安定対策の骨格なりにつきまして、企画部会におきまして、ご議論いただきま

したけれども、前回その概要をご紹介させていただきましたわけですが、現在のところ考えております

品目横断的政策の骨格といたしましては、過去に作付けていた面積に着目いたしまして、諸外国との乗

り越えがたい生産条件の格差を是正するための支払を横断的に打っていこうということでございます。

具体的に申しますと、現在、麦につきましては麦作経営安定資金が講じられているわけではございます

けれども、これは機能といたしましては、輸入される麦との格差を是正するための機能を現に持ってお

りまして、こういったものを当面は品目別に積み上げる形で、過去に作付けていた面積に着目した支払

に切り替えていく。経営体当たりで見ますと、麦ならば麦、大豆ならば大豆それぞれ過去に作付けされ

ていた面積に応じてお支払いをするといった形を想定しているわけでございます。それにつきまして、

格差のとらえ方であるとかそういった水準をどうするかといった議論は、まだこれからの課題でござい

ますけれども、基本的な考え方はそういうことでございますので、現在講じられております麦作経営安

定資金と重複する部分が当然あるわけでありますので、そういった両者の関係を今後きちんと整理して

いく必要があるということでございます。 
 
（加倉井座長） 
 この「取りまとめ骨子（案）」は私も目を通したつもりだったのですけれども、やや表現が「廃止」と

いうふうにでてきておりまして、違うのだろうと思います。つまり麦作経営安定資金を廃止するために

何かやったのではなくて、経営安定対策を導入するので、前にあった麦作経営安定資金を廃止しよう。

恐らく順序は逆になっていると思うのですが、よく伝わりにくい文章になっております。今のところ骨

子ですから仕方ないのですが、そういうふうになっております。経営安定対策の導入で切ってしまい、

下へ麦作経営安定資金の廃止と入れた方がよろしいかもしれません。 
 それでは、掛札委員。 
 
（掛札委員） 
 今の加倉井座長の言われたことと重複するところがございますが、経営安定対策の導入のベースとな

りますのは、水準が一番問題になると思います。麦作経営安定資金を廃止して、同時並行的に経営安定

対策を導入するようになるわけですので、単に廃止が前面に出てしまわないよう、経営安定対策の中身

が一番基本になりますので、どういう国内麦の生産振興をするといったことも、十分入れて整理をして

いただければと思います。それがないと、はしごをおろされたといった形にもなりかねませんので、意
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欲的に土地利用型農業を経営している農家を、今後とも支えていくというのも必要になってくると思わ

れますので、内容を整理する時に入れていただければと思います。 
 
（加倉井座長） 
 山田委員、続けて中村委員お願いします。 
 
（山田委員） 

 委員要求資料で生産組織事例における生産コストの状況が出ていますが、最初の頁のＴ麦生産組合、

Ｓ営農組合、次の頁のＴ生産組合、Ｓ麦作集団、この４つは経営安定対策の対象になるのかどうか。こ

れは企画部会で議論されている、かつ農水省が提案している認定農家と特定農業団体に該当するのかど

うか。ここに書かれているのは地域の実態を踏まえた麦作の優良取組事例だと思うのですが、これが企

画部会の議論で農水省が提案している対象とならないというようならおかしい。もちろん次の頁にある

農事組合法人、特定農業団体は対象になるのかもしれないですが、ところが先の４つはならないという

話で、企画部会の議論が進んでいるのかもしれない。一体、麦の小委員会はどういう立場で意思反映す

るのか。企画部会で議論されている経営安定対策の導入うんぬんはともかく、ここで対象経営と麦の政

策課題と書いてあるわけです。要は、麦の世界から見ると、こういうものを対象としていかないと日本

の国産の麦は地域で大混乱します、それから土地利用面でも混乱します、必要な需要に見合った生産の

努力に一気に水をぶっかけ、ぶっ壊します、今までの政策努力はみんな水の泡になります、と取りまと

めで書くのであれば私は賛成します。そうではなくて、書くのは企画部会で議論しているような、極端

な担い手の絞り込みだけを整理して書くのなら、私はこの「取りまとめ骨子（案）」の第１の書きぶり

に反対です。これは企画部会の議論で大々的な問題であり、一歩も引けないことです。だから麦の小委

員会でも私は一歩も引きません。ですから、どういう観点でまとめるのか、理念がしっかりしていない

とダメだと思います。 

 

（中村委員） 

 「取りまとめ骨子（案）」は（案）と書いてあるので、あまりガッカリする必要もないのかもしれま

せんが、「骨子（案）」を見て、「麦政策大綱」を作る以前から麦についていろいろと議論してきたの

ですが、６、７年の議論過程も含めて考えると、どうも違うのではないかと思っています。それはただ

１点だけです。「麦政策大綱」を作る時点でもコストプールは破綻した、かつ、「内麦の助成金は外麦

差益でやる」というようなことは一言も書かれていない。「大綱」には財源論は書かれていない。食糧

部会の中でも「麦政策全般について見直をしろ」、また今回の麦政策小委員会でも、多くの方が、製粉

業界だけでなく、学識経験者、生産者の委員の方からも、「外麦差益だけではなく一般財源からも麦の

経営が成り立つ仕組みを作るべき」という幅広い意見があったと認識しています。 

 前々回の資料にあるように、要はマークアップと財政支出との役割の問題である、マークアップのレ

ベルの問題であると書かれてある。そういうことからすると、どうもこれはおかしいなあと思っており

まして、良きに解釈すれば、第１の「麦政策の構築に当たっての基本的考え方」の４つ目に「市場アク

セス・国内支持に係る国際規律の強化に対応しうる麦政策」と書いてある。これが基本的考え方。普通

の文章の構成からすると、基本的考え方があって後段に具体論が出てくるべきと思うのです。そうする
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と第１の所にそう書いてあるのだから、２頁の「外国産麦の売渡し」の見直しのところはどうなってい

るのかと思って見ると、「買入価格に一定のマークアップを上乗せした価格が原則」と、どうにでも取

れる言い方が書かれている。要は今回の麦政策の問題はいろいろあるが、その一番大きな重要なものの

１つにいかに内外価格差を縮小させていくのかが大きなテーマだっただろうと思っております。ですか

ら、売渡麦価の食糧部会の答申の時にいつもなお書きが出ていたのも、そのこともあるのだろう思って

います。何回も言っていますように、これができたら直ぐ国際価格並みの売渡麦価であって欲しいと言

っているつもりは全くありません。ただ、こういう公式の会で書かれたものは、後々、政策を決めるに

当たって、書かれたものが重要事項になると思っておりますので、是非とも取りまとめ段階では「内外

価格差の縮小」というのか、「国際競争力の向上」というのか、どういう表現になるのか分からないが、

きちんと書き込んでいただきたい。 

  第２の１に「経営安定対策」と書かれてありますが、経営安定対策は、元々、生産対策だけではない。

経営安定対策と書いて（ ）として品目横断的政策と書くから生産対策だけになるのであって、品目横

断的政策があって（ ）として経営安定対策と書くべきなのだろうと思います。品目横断的政策とは何

かと言えば、農家への一定の直接支払いと国際規律を含めたいろいろな問題が解決するための新しい政

策なのだろうと思います。前回申し上げたように、ＥＵ・米は直接支払い部分の財政支払いは全部財政

負担でやっているではないか、日本だって、当然、そういう方向を目指すのが当たり前ではないか。そ

れがこの「取りまとめ骨子（案）」を一所懸命読んでもうかがい知れない。そういうことになると大変

心配ですので、最終の取りまとめに当たっては、是非ともその辺の表現も挿入していただくようお願い

いたします。 

 

（加倉井座長） 

 念のために申し上げますけれども、今日の意見交換で皆様のお考えをを全部聞き足すことは無理だ

と考えておりまして、コメントを出していただくということで考えております。今日は「骨子（案）」

ということでご意見をうかがい、事務局でまとめて、コメントがあればしていただきたいと思います。 

 他にございますか。長澤委員。 

 

（長澤委員） 

 全般に、麦というと小麦となっていまして、この資料にありましても、国内産麦対策の見直しは「小

麦について品質・生産性の向上」とありますし、大麦については「大麦の売渡価格の売買逆ざやの存在

とその解消」とはっきり出ている部分については、我々も理解しているわけですが、そういうことだけ

ではなくて、大麦に対する消費拡大という問題について理解していただきたいと思います。前回も日本

型食生活上の大麦の位置付けというお話はしましたが、大麦は決して焼酎用やエサ用だけでなく主食に

おける位置付けもありますし、前回も自給率向上の面でも議論がありました。私も日本版フードガイド

に大麦への考え方を位置付けて欲しいと申し上げました。 

 ＳＢＳ方式の導入については、「実需者の多様なニーズへのきめ細かな対応」とありますが、我々、

中小製粉や精麦業者にとって極めて影響が大きいと思うのですが、導入の本当の意図が「実需者の多様

なニーズへのきめ細かな対応」とありますが、我々自身もメリット・デメリットを考えていく必要があ

ると思っています。 
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（山田委員） 

 第２の３つ目の「経営安定対策（品目横断的政策）の導入と麦作経営安定資金等の廃止」ですが、品

目横断的政策と言われている経営安定対策は「担い手のみ」と言われているわけです。それ以外は何も

ない。民間流通の入札価格である 2,300 円だけですとなります。そうすると、担い手は品目横断的政策

があるから麦作経営安定資金が廃止になってもいいですが、それ以外の生産農家は 2,300 円で勘弁して

くださいという話になると、麦作経営安定資金の廃止という話には毛頭ならないわけです。当然その点

が引っかかってくると、無制限買入れの廃止などという話も議論にならなくなってしまいます。ここの

扱いはよほど注意してやらないと、簡単にまとめたらえらく混乱する気がします。 

 

（竹内委員） 

 私の段取上の見方は、この 12 月に中間取りまとめをしようということです。今のような議論は品目横

断的政策の発想や考え方はおぼろげながら伝わってくる。かなり明確な考え方として伝わってくる。山

田委員のおっしゃるように「この事例はどうなんですか」と言われても、おそらく答えられない。それ

ではイメージが掴めない。確かに生産者に向かって説明する時に、「私はどうなんですか」と聞かれ、

「いや分からないんですよ」と答える、それは困るという話ですね。まあ一理ある。この段階で段取り

上は、企画部会では品目横断的政策の中身は夏までを目標にしてやっているのですか。それはそれとし

て、いずれ議論の中身が詰まってくる。この段階でこの小委員会として何が言えるのか、何を言うべき

なのかが大事になる。そうすると自ずと麦政策の立場からみると、所得政策の立場から見るということ

もありますが、これは小委員会のメインテーマではない。我々としては麦政策のあり方から見ると、大

きなものの中身が詰まっていない、詰まってくる段階で何を言っておく必要があるのかということにな

ってくる。 

同じような点で、中村委員がおっしゃる点もよく分かりますが、どういうことが言えるのか。例えば、

ＥＵではこうだ、考え方として所得対策についてＥＵはこうだから財政負担ですよということが言える

のか言えないのか。そういう議論になると、向こうは過剰生産でちょっと違う。財政をめぐる議論が流

動的な中で、この分だけは諸外国の財政負担を将来増やしていくと言えるのかどうか。現段階でどうい

うメッセージを出せるのか。財政負担に触れるのであれば、どういうメッセージを出せるのか。そうい

うテーマに取りあえず１２月はなるのかと思っています。ただし、これで全部終わりではなく、周りの

状況、特に品目横断的政策が詰まってきた時に、１２月の考え方を言うと思います。具体的にどうしろ

と言えれば結構ですが、そうでなければ、物事の考え方、この考え方に沿ってみると、企画部会の動き

が心配だというのであれば、小委員会として言えばいい。こういう段取りになってくるのではないかと

考えています。 

 

（加倉井座長） 

 段取り論という話では、企画部会の結論が決まらないうちでは我々は動きにくいが、そうはありなが

ら企画部会の議論も進んでいるのでありますから、我々の議論も並行して、麦として何を言うべきかと

いうことを取りまとめるということに、今のところは考えております。 

 事務局から今までのご意見を一括してお答えいただきたいと思います。 
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（高橋食糧部長） 

 骨子をベースに、実際の取りまとめに書き下ろす段階で、意見をどう反映するかを座長と相談してい

きたいと思っております。 

 吉水委員、佐藤委員がおっしゃられました「国の役割」の議論でございます。ここには「国の役割」

と銘打って書いていないですが、「１ 基本的な考え方」の中で「新たな麦政策大綱」以降の問題点と

いうことで書いておりまして、麦については食管法、食糧法を含めて、その時々の課題で政策を打って

きていて、今の政策は、この「麦大綱」でやったものが、現実になっているわけであります。したがっ

て、これをまた変えていく中では国としての基本的な考え方を、当然、示さなければなりませんし、「国

の役割」を書き込んでいく必要があると考えております。 

 末次委員、掛札委員のご指摘の地域の実態については、裏作としての重要性、土地利用型作物として

の重要性については、「麦の位置付け」の最初のところに、いわゆる食糧という面からの重要性、また

生産の面からの重要性ということで言えば、裏作作物ということで掲げておりますし、あるいは水田の

転作の問題、北海道の畑作の輪作問題という形で認識しておりますし、そういった形の中で麦の重要性

を書き込んでいくのではないかと思っております。 

 山田委員のご指摘については、国内産麦については品目横断的政策の関係から企画部会の議論も含め

てどういうふうに考えていくのかということであったと思います。これについては座長の方からもご説

明がありましたけれども、企画部会でも中間論点整理以降いろいろと議論がなされておりまして、全体

像はきちんとしたものが出されているわけではありません。大きな論点があるというのも承知しており

ますが、方向性としては１２月に向けて動いているわけであります。そういった状態につきまして、本

委員会では一方で動きをご紹介しつつ、ただ、それに対して企画部会と同じことはやるというのはおか

しなことであると思っておりますので、座長及び竹内委員もおっしゃられましたが、それに対して、麦

小委員会としてどういうメッセージを出していくのかということを中心に、考えていきたいと思ってお

ります。これは制度の仕組みあるいは対象の問題を含めて、どういうメッセージを出せるかということ

と考えております。 

「国の役割」として、国内産麦について、全体として制度改正する中で、どのように考えていくのか

という位置付けについては、国としてはどう考えるのかということについて、ご相談をしてまいりたい

と思っております。 

 長澤委員の大麦のお話がございました。大麦については「売渡し」のところにしか書いてございませ

んが、例えば、麦の問題点としては、小麦は小麦で問題点がございますが、大麦につきましては生産が

基本計画の自給率目標に達成していないという問題点も認識しているわけでありますので、大麦として

の役割についてどう書くかということについてもご相談したいと思っております。 

 中村委員のご議論については、製粉産業・麦加工産業としてどうしていくのかというご議論をいただ

いているわけでございますが、これにつきましては大きな枠組み、単に外国産麦の売渡しということだ

けではなく、国家貿易全体の議論を含めて、国内産麦との関係の中でどのように書いていくのかという

ことだろうと思っております。ただ、制度改革の中で、外国産麦の扱い方も変えていくことになってし

まうわけでありますので、その行き先につきましては、企画部会での新たな政策の議論を当てはめてい

かなければならず、先ほどありましたとおり、財政の議論等も含めて議論していかなければならないの
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ですが、他方、そのような議論に耐えうるものが１２月の段階で品目横断の形で出るかという問題もご

ざいます。これにつきましては、竹内委員からもお話がございましたけれども、現段階でどういう形で

麦の立場から言っていくのかということが重要なのではないかと思っております。そのメッセージにつ

いては、もちろん、国内産麦というのは第一次生産部門だけではなく、加工部門も含めて体質強化しな

ければいけないということは当然のことと思っておりますけれども、全体としてどういうメッセージが

出せるかということでご相談したいと思っております。 

 

（加倉井座長） 

 時間も予定でありますので、本日はこれで終わらせていただきたいと思いますが、次回は「取りまと

め骨子（案）」の文章になったものをご提示したいと考えておりますが、議論の時間が限られていると

いうことで、申し訳ありませんが、本日までの議論を踏まえた上で、皆様から文書でコメントを頂戴し

たいと思っております。お忙しいところで申し訳ございませんが、次回に間に合うということになりま

すと、１１／１７までに事務局に提出をお願いしたいと思います。きちんとした文章でなく、言い切っ

た形のものでもよろしゅうございますので、コメントを提出していただきたいと思います。コメントは

原則は公開となっておりますが、非公開としたい場合は「非公開」と付記していただきたいと思います。

コメントの提出は郵送、ＦＡＸの他、メールでもＯＫということでありますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、これで閉会とさせていただきます。次回は１１月２６日、よろしくお願いいたします。 


