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開     会 

 

○村井計画課長 おはようございます。予定の時間より少々早いようですけれども、本日

御出席予定の委員の皆さんがおそろいになりましたので、ただいまから食料・農業・農村

政策審議会食糧部会を開会させていただきたいと思います。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙のところお集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。 

 

委員出席状況報告 

 

○村井計画課長 まず、本日の委員の皆様の出席の状況でございますけれども、深川委員、

藤井委員、米濵委員におかれましては、所用により御欠席との連絡を事前にいただいてお

ります。 

 結果、全体の３分の１以上の委員に御出席をいただいておりますので、食料・農業・農

村政策審議会令第８条の規定により、本部会は成立しております。 

 また本日、農林水産省からは山田農林水産副大臣が出席の予定でございますけども、山

田副大臣におかれましては公務の関係で、少々遅れるということでございます。後ほど参

りますので、到着し次第、副大臣からご挨拶させていただきたいと思います。 

 

配付資料確認 

 

○村井計画課長 議事の前に、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元

の資料を御確認いただきたいと思います。 

 お手元には、食料・農業・農村政策審議会食糧部会資料一覧ということでお配りさせて

いただいておりますけども、そこに記載されておりますように、まず議事次第、委員名簿、

資料１は諮問（写）、資料２は麦の需給に関する見通し（案）、資料３は諮問（写）、資料４

は収入減少影響緩和交付金の算定省令の改正について。 

 その他に、参考資料１として麦の参考統計表、参考資料２として戸別所得補償モデル対

策、参考資料３として昨年 11 月、本部会で御議論、御答申をいただきました米穀の需給及
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び価格の安定に関する基本指針、さらに参考資料４として米をめぐる事情をお配りしてお

ります。 

 またそれとは別に、昨日答申をいただきました、新しい食料・農業・農村基本計画をお

配りしております。御確認をいただければと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、この後の議事進行につきましては、林部会長にお願いをしたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

 

部会長あいさつ 

 

○林部会長 皆様、おはようございます。お忙しい中お集まりいただきまして、ありがと

うございます。 

 本日は、２つの事柄について御審議いただくことになっております。麦の需給に関する

見通しが１番目でありまして、続きまして収入減少影響緩和交付金の算定省令の改正でご

ざいます。 

 なお、本部会につきましては、審議会議事規則第３条第２項の規定により、会議は公開

することになっております。また、本部会における皆様の御意見等につきましては、議事

録として取りまとめた上、公開させていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

 

議事の進め方について 

 

○林部会長 それでは最初に、本日の議事の進め方について確認させていただきたいと思

います。本日は最初に麦の需給に関する見通しにつきまして、事務局から資料の説明をし

ていただき、委員の皆様からの御意見、御質問を頂戴した上で、適当であるかどうかを決

議したいと思います。 

 次に、収入減少影響緩和交付金の算定省令の改正につきましては、事務局から資料の説

明をしていただき、同じく皆様から御意見、御質問を頂戴した上で、適当であるかどうか

を決議したいと思います。 

 その後、議題の「その他」というのがございます。そこでは戸別所得補償モデル対策の
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概要と、米をめぐる事情についての情報提供を、事務局から御説明いただきます。 

 委員の皆様におかれましては、限られた時間内ではございますが効率よく議事を進めら

れるよう、円滑な進行に御協力いただきたくお願い申し上げます。全体としては 12 時をめ

どに終了したいということで考えておりますが、今、私が申し上げたような進め方でよろ

しいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○林部会長 ありがとうございました。 

それでは、そのように進めてまいります。 

 

議     題 

（１）「麦の需給に関する見通し」の策定について 

 

○林部会長 それでは早速ですけれども、農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会

に諮問のありました麦の需給に関する見通しについて、事務局から諮問文書を読み上げて

いただき、引き続き資料の説明をお願いいたします。 

○塩川食糧貿易課長 総合食料局食糧貿易課長の塩川でございます。 

 それではまず、資料１の諮問（写）を読み上げさせていただきます。 

 

２１総食第１１３５号 

平成２２年３月３０日 

食料・農業・農村政策審議会会長 殿 

農林水産大臣       

諮  問 

 平成 22 年度の麦の需給に関する見通しを定めるに当たり、主要食糧の需給及び価格

の安定に関する法律（平成６年法律第 113 号）第 41 条第３項において準用する同法第

４条第４項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 

 続きまして、資料２をお開きいただけますでしょうか。御説明をいたしたいと思います。 

 めくっていただきまして目次の下にございますように、今、諮問文で申し上げましたと

おり、農林水産大臣は毎年３月 31 日までに麦の需要量、生産量、輸入量、在庫量などに関
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する事項を内容とする「麦の需給に関する見通し」を定めることになっており、定めるに

当たりましては、審議会の意見をお聞きすることになっております。 

 ⅰページでございます。麦につきましては、基本的に量的または質的に満たせない需要

分につきまして、国家貿易により外国産麦を計画的に輸入することになっております。 

 近年の総需要量、国内産麦の流通量の実績等を踏まえまして、平成 22 年度の麦の需給に

関する見通しは、これから御説明するとおりにしてはどうかと考えております。 

 まず、食糧用小麦の総需要量でございます。この総需要量というのは注意書きにござい

ますように、国内産の食糧用麦の流通数量と、政府からの外国産の食糧用麦の販売数量の

合計でございます。 

 この算定でございますが、右上の図１に、食糧用小麦の１人当たりの年間消費量の推移

のグラフがございます。食糧用小麦の消費量は、年々減少している米とは違いまして、昭

和 42 年に 31.6kg に達してから、概ね 31～33kg で推移をしているところでございます。 

 このため、平成 22 年度の総需要量につきましては過去５年、直近でいきますと平成 17

年から 21 年の数字がございますが、これを平均いたしまして、569 万ｔと見通してはいか

がかということでございます。 

 ⅱページをお開きいただきましょうか。先ほど申し上げましたとおり、総需要量に対し

まして、まず国内産麦を充てることになります。このため、まず国内産麦の量につきまし

て、次の通り算出してございます。 

 １－２の（１）国内産食糧用小麦の供給量でございます。当年産の小麦のうち、生産者

から実需者に引き渡された数量の計算でございます。平成 22 年産の国内産食糧用小麦の供

給量は、既に 21 年９月に民間流通連絡協議会で作付予定面積が報告されております。これ

に 10ａ当たりの平均収量 412kg を掛け合わせまして、さらに食糧用として供給される割合

98.3％を乗じまして 83 万ｔと見通しております。 

 なお、10ａ当たり平均数量（注１）とありますように、米は平年収量という言葉がござ

いますが、麦では平均収量が平年ベースの収量でございまして、ここにございますように、

過去７カ年の収量のうち最高と最低を除いた、つまり７中５で計算したものを採用してご

ざいます。 

 次に、22 年産の食糧用小麦の供給量から、年度内に流通する数量を求めております。過

去の供給実績から年度内に供給される割合が、右の表に年度内供給比率とございますが、

46.5％流通すると見込まれます。従いまして、先ほどの 22 年産の供給量 83 万ｔに 46.5％
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を乗じますと、22 年産で年度内に出回る数量は 39 万ｔとなります。 

一方、21 年産から繰り越されている数量は、右上の表の 21 年見込みの一番右側にありま

すように 34 万ｔでございます。従いまして、この 34 万ｔと 39 万ｔを足し合わせまして、

73 万ｔと見通したらどうかと思っております。 

なお、今申し上げました、21 年の 34 万ｔという繰越在庫でございますが、後でもう少し

御説明しますが、21 年産の生産量が若干不作でございまして、64 万ｔとなっております。

従いまして、繰り越された在庫も例年に比べて少ない量になっているということでござい

ます。 

次に、ⅲページにまいります。総需要量から国内産麦の量を引いたものが、外国産麦の

需要量になります。569 万ｔから 73 万ｔを引いて 496 万ｔと見通しております。 

外国産麦の食糧用小麦の需要量を輸入をするということで、同数量の 496 万ｔを輸入量

の見通しとしてございます。 

次に１－５で、備蓄目標数量というのがございます。現在、不測の事態に備えまして、

国全体として外国産食糧用小麦の需要量の 2.3 カ月分、内訳は政府が 1.8 カ月分、民間が

0.5 カ月分の備蓄を行っております。平成 22 年度におきましても、この全体の目標数量に

つきましては、引き続き外国産食糧用小麦の需要量 2.3 カ月分の 95 万ｔとしてございます。 

一方、平成 22 年 10 月からは、より効率的に業務を運営するために、外国産麦を輸入し

た後に、即時に実需者、製粉の企業の方に販売する方式を導入する予定でございます。こ

のため、10月からは現在政府が備蓄している1.8カ月分、すなわち74万ｔにつきましては、

民間備蓄に移行することとしております。従いまして、平成 22 年度の政府の期末在庫量は

ゼロとなり、逆に、民間の期末在庫量は 95 万ｔとなっています。表４を御参照いただけれ

ばと思います。 

なお、平成 22 年 10 月以降、民間が 2.3 カ月分を備蓄する場合は、そのうち 1.8 カ月分

につきまして、国が保管料を助成することとしてございます。ここまでが小麦でございま

す。 

次にⅳページの食糧用大麦・はだか麦の見通しでございます。焼酎、みそ、押し麦など

に向けられております食糧用大麦及びはだか麦の１人当たり年間消費量でございますが、

右の図２をご覧いただければと思います。以前は押し麦という形で、かなり消費をされて

おりましたが、現在はほぼ 0.3kg で、横ばいで推移をしているところでございます。 

このため小麦と同じように、過去５年、平成 17 年から 21 年までの平均需要量で計算を
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しまして、38 万ｔと見通してはいかがかと思っているところでございます。 

次に、ⅴページでございます。次に小麦と同じように、国内産麦の供給量の見込みを出

します。22 年産の作付予定面積に 10ａ当たりの平均収量を乗じまして、さらに食糧用供給

割合を乗じますと、22 年産の食糧用大麦とはだか麦の供給が 11 万ｔというふうに計算がで

きます。 

次に、年度内に供給される量を出します。表６の年度内供給比率の 22 年のところに、

43.1％という数値がございます。11 万ｔのうち、22 年度に供給されるのは、43.1％を掛け

まして５万ｔになります。それから、21 年から繰り越されている在庫６万ｔを足しまして、

合計で 11 万ｔが供給されるということで見通しをしてございます。 

ⅵページをお開きいただけますでしょうか。総需要量 38 万ｔから年度内に供給される国

内産食糧用大麦・はだか麦の流通量 11 万ｔを差し引いたものが、外国産食糧用大麦とはだ

か麦の需要量 27 万ｔになりますので、同数量の 27 万ｔを輸入量と見通しているところで

ございます。 

なお、大麦・はだか麦につきましては、主食であるパンや麺の原料に使われる小麦と違

いまして、ビールあるいは焼酎など、主として嗜好品の原料として使われておるというこ

とから鑑みまして、備蓄目標数量は設けてございません。 

以上が、需給見通しの関係でございますが、これからの議論の御参考になるように、参

考資料を簡単に触れて御説明させていただきたいと思います。 

参考資料の１ページは、食生活における麦の位置づけで、麦の主な用途でございますの

で、御参考にしていただければと思います。 

２ページでございます。麦がカロリーベースで見て、どのぐらい食生活に占めているか

ということでございますが、右下のグラフを見ていただけますでしょうか。ちょっと薄く

て見えにくいかもしれませんが、小麦は真ん中辺で 314Kcal となっておりますので、供給

熱量一日当たり１人 2,473Kcal の中で 13％を占めております。さらにそのうち、小麦の自

給率はカロリーベースで 14％となってございます。 

３ページは麦の流通でございますので、御参考にしていただければと思います。 

４ページは、世界の穀物需給でございます。これは少し簡単に触れさせていただきたい

と思います。①にございますように、中長期的な穀物の国際需給につきましては、中国、

インドなどの途上国の経済発展による食料需要の増大、世界的なバイオ燃料の原料として

の穀物の需要増大、それから地球規模の気候変動ということで、中長期的には逼迫してい
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くのではないかと見込まれているところでございます。 

短期的に見ますと、穀物全体でいけば②にございますように、３年連続で生産量が消費

量を上回る見込みとなっておりますので、期末在庫率は 21.6％と、一頃のかなり低い水準

からは回復しているところでございます。 

その中で、小麦、大麦につきましては、２年連続して生産量が消費量を上回るというこ

とで在庫の積み増しが行われていまして、小麦につきましては期末在庫率が 30.4％、大麦

については 21.6％でございます。 

５ページは、穀物の国際価格の動向を示してございます。昨年も御説明をいたしました

が、2006 年秋ごろから高騰を始めまして、2008 年前半がピークになりました。その後、豊

作予想、世界金融危機による商品市場からの投機資金の流出、それから穀物需要の減退と

いうことから、国際価格は大幅に低下しております。現在はそれほど大きな動きはなく、

ほぼ横ばいです。 

ただ、これらの穀物価格は、高騰し始めた時期の水準に比べれば、まだ高い水準という

ところでございます。 

６ページは、外国産食糧用麦の輸入状況でございます。現在、輸入先はアメリカ、カナ

ダ、オーストラリアの３カ国でございまして、小麦は 21 年度は 480 万ｔを輸入してござい

ます。 

７ページの大麦・はだか麦につきましては、21 年度は 25 万ｔの輸入をしてございます。 

８ページは、外国産麦の売渡制度でございます。これも昨年御説明しているので、詳し

くは御説明いたしません。19 年４月から相場連動制ということで、政府の買入価格に一定

のマークアップを乗せた形で、売り渡しをしているということでございます。このマーク

アップ自体は、国内産麦の生産振興費と政府管理経費に充てられているところでございま

す。 

９ページは、昨年も途中経過として御説明した件でございます。輸入麦の政府売渡価格

のルールは、年２回、直近８カ月間の平均買付価格を基準に算定しておりました。 

ただ、これは国際相場の変動の状況がうまく反映できず、特に平成 20 年 10 月に国際相

場が大幅に下落しているにもかかわらず、政府売渡価格は引上げになったということで、

見直しを行うべきではないかという意見が提起されました。一昨年の 11 月 26 日にルール

検討会が発足し、食糧部会長の林先生に座長になっていただいて、計 12 回の検討会を行っ

たわけでございまして、昨年 10 月に報告書が出されております。 
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参考にございますように、直近８カ月の算定期間を直近６カ月に短縮。それから、算定

期間の対象月を、価格改定月の３カ月前から２カ月前までに変更。ＳＢＳ方式については、

基本計画の見直しを踏まえまして、麦産業全体の将来ビジョンを検討し、結論を得られた

後に、３年程度の準備期間を経て実施することが適当。それから、地方農政事務所の廃止

に対応しまして、民間への業務委託の拡充、国と民間の両者による備蓄から民間備蓄への

一本化ということで、御提言いただいたところでございます。 

10 ページには、細かい検討会の報告書が載ってございます。 

11 ページは、その検討会の報告書を踏まえまして、昨年 10 月には政府売渡価格を新しい

ルールに基づきまして改定をいたしまして、５銘柄平均で 23％の引下げ。今年の４月期は、

さらに５％引下げという形で決めさせていただいたところでございます。ちなみに、３期

連続で引下げになるということでございます。 

12 ページは、外国産食糧用麦の販売状況でございます。21 年度の販売量は小麦が 490 万

ｔ、13 ページの大麦・はだか麦は 25 万ｔという状況でございます。 

14 ページでございますが、小麦の備蓄に助成するというお話を先ほどいたしました。14

ページに７食糧麦備蓄対策事業ということで書いてございます。（２）「国は、実需者が 2.3

カ月分の備蓄をした場合に、これまで国が備蓄していた 1.8 カ月分の保管経費を助成する」

ということでございます。何かあった場合には、国は実需者に対して備蓄する小麦の取崩

しなどの指示が行えるようにすることとしております。なお、しっかり保管をしているか

どうかは、右のスキーム図の一番右下にありますように、検量機関ということで、公正・

中立の立場で在庫数量を確認できる者が確認をするということで、しっかりと備蓄が確保

できるようにしたいと思っております。 

15 ページは、小麦粉・麦製品の生産量でございます。細かいので説明は省きますが、小

麦粉自体の生産量はおおむね 460 万ｔで、安定的に推移をしているところでございます。 

16 ページは、その小麦粉、麦製品の価格の動向でございます。右のグラフを見ていただ

きますと、麦の価格高騰だけではなくて、その他いろいろものが上がったことから、小麦

粉・麦製品の価格は上がりましたが、その後下がっております。ただ、値上がり始めたと

きの水準に比べて、依然として高い水準にあることが見てとれるかと思います。 

17 ページは、麦製品の輸入動向でございます。小麦粉調製品、マカロニ・スパゲッティ、

ビスケットの動向が書いてございます。 

18 ページは、麦製品の輸出でございます。御参考にしていただければと思います。 
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19 ページは製粉企業の状況について、最新の情報をまとめてございます。いわゆる大手

４社と言われる会社の生産量が全体の 73％を占めておりまして、さらに年間小麦粉生産量

が３万ｔ以上の企業の生産量を加えた 12 社ベースで 85％でございます。平成 20 年度の製

粉企業は 98 社となってございます。 

その下に、細かく書いてございますが、概括して申し上げますと、規模が大きいほど稼

働率が高く、あるいは１人当たりの生産量も増加傾向にあるということが言えるかと思い

ます。 

20 ページ、21 ページは、製粉企業のコスト削減、あるいは安全・安心の確保に向けた取

組についてまとめてございます。工場集約化、供給能力の強化によるコストダウン、業務

提携、あるいは品質・安全性の向上などに努めているところでございますが、21 ページの

⑤にございますように、最近は地産地消の推進が始まっております。図Ⅱ－２にございま

すように、例えば、北海道であれば小麦の生産から製粉、製麺すべてを市内で完結した「江

別小麦めん」を開発・販売。一番下にございますが、福岡県ラーメン専用小麦普及促進戦

略会議ということで、製粉企業、ラーメン業者を含めた戦略会議をつくって、需要喚起を

してやっていくという体制も始まっているところでございます。 

続きまして 22 ページから、国産麦の状況が書いてございます。21 年の国内産小麦の作付

面積は 20 万８千 ha ということで、民間流通に移行した平成 12 年と比べまして 14％と大幅

に増加している状況でございます。一方、生産量でございますが、先ほど少し触れました

が、21 年産は北海道において、７月に低温、日照不足、長雨ということで、登熟の抑制、

あるいは穂発芽が多発したことなどによりまして、単収が前年産に比べまして 23％減少、

生産量も前年に比べて 23％減少しているところでございます。 

23 ページは大麦・はだか麦でございます。作付面積は回復傾向にありまして、21 年産で

５万８千 ha、生産量は 17 万９千ｔとなってございます。生産量につきましては②の真ん中

にございますように、主に年明け以降の降雨によって湿害が発生したことで単収が減少し

てございます。したがいまして、前年産に比べて 17％生産量が減少してございます。 

24 ページは、品質の状況でございます。今申し上げたように、小麦の収量がよくないこ

とを反映しまして、品質面でも非常によくなかった状況でございます。農産物検査による

１等比率を見ますと、最近５年平均で 78％でございますが、21 年産は 63％と、例年に比べ

まして 15 ポイント低いと言えます。 

品質評価にはＡランク、Ｂランク、Ｃランク、Ｄランクという、たんぱく含有率や灰分
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などの含有率で評価しているものでございますが、３年平均で見ますと 83％がＡランクで

ございますが、21 年産は 66％ということで、例年に比べまして 17％も低い状況になってご

ざいます。 

25 ページは、戸別所得補償モデル対策でございます。これは後ほど担当参事官が参って

御説明申し上げますので、ここでは省略をいたします。 

26 ページは、新品種の開発状況でございます。国内産麦につきましては平成 11 年度から

プロジェクトを発足させて、需要者のニーズを踏まえつつ、耐病性、耐倒伏性に優れた新

品種の開発をしてきているところでございます。今後は（２）にございますように、需要

が高まっているパン、中華めんあるいは大麦・はだか麦の品種など、需要者ニーズに応じ

た品質の開発を一層推進する必要があると考えてございます。 

最近、図Ⅲ-３にございますように、北海道では「きたほなみ」という、「ホクシン」を

越えて「ＡＳＷ」並みの小麦も出きております。また、パン用小麦で「ゆめちから」とい

うものは、単体では非常にたんぱく含有率が高くて逆に使いづらいが、通常のめん用小麦

にまぜるとパン用粉に匹敵するものができるというものも出ております。さらに、パン用

春まき小麦で「春よ恋」のように、非常に高い価格で取引されているものもございます。 

それから、先ほど申し上げたラーメン麦ですが、「ちくしＷ２号」という有望な品種も出

てきております。 

27 ページはその細かい話でございますので、省略をします。 

28 ページは、国内産麦の流通動向でございます。これは去年御説明しましたが、民間流

通で播種前契約に基づいて取引が行われております。播種前に販売予定数量の３割を入札

し、７割が入札の価格を基本に相対取引が行われているところでございます。 

29 ページに、流通の動向がございます。不作を反映しまして、21 年産の流通量は 63 万 9

千ｔとなっています。大麦・はだか麦につきましては 10 万ｔとなってございます。 

その下の播種前契約のときに、生産者側と実需者側がそれぞれ買い受け、供給数量を出

し合うことをしておりますが、生産者側から出されました販売予定数量は、食糧用小麦で

90 万９千ｔ、大麦・はだか麦で 13 万４千ｔ。一方、需要者側から提示された購入希望数量

は、国内産食糧用小麦で 81 万８千ｔ、大麦・はだか麦で 13 万５千ｔということで、若干

ギャップが出ているところでございます。 

30 ページが、播種前契約に際しまして行われた入札の結果でございます。22 年産の国内

産麦入札価格でございますが、外国産食糧用麦の大幅な価格下落を背景に、21 年産に比べ
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まして下落をしてございます。入札に当たりまして、外国産食糧用麦の大幅な価格下落に

対応するために、値幅制限がそれまでは７％だったわけですが、これを 10％まで拡大をし

ました。その結果、はだか麦を除くすべての麦種で落札加重平均価格は、21 年から下落を

しているところでございます。その状況は、右の図Ⅲ－10 に書いてございます。 

31 ページで、銘柄別にどのような価格水準かというのを図Ⅲ－６に記してございます。

なお、第２パラグラフにございますように、輸入麦の政府売渡価格が３期連続で引き下げ

られたことによりまして、多くの産地銘柄で外国産食糧用小麦の価格よりも高くなってし

まいました。一般的に、内麦のほうが品質面で劣っていると言われますので、ある面でい

けば価格の逆転現象と言えるのかと思います。こういう現象は、今後の国内産食糧用小麦

の取引に影響する可能性があり、円滑な流通を確保するための課題となっていると思いま

す。 

最後に、国内産麦を利用した製品の動向ということで、国内産麦を 100％使用した製品の

事例が載ってございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 諮問事項と麦の需給に関する見通しについて御説明いただきました。どこからでも結構

ですので御質問、御意見ございましたら、いかがでしょうか。 

 竹内委員、そして次に冨士委員で。 

○竹内委員 一つだけお伺いしたいんですけども、今年、来年の需給状況は大体分かるか

なと思うんですね。そこで将来、自給率を 50％に引き上げたいというのは、正式な政府・

農水省の決定になっているのかどうか。それをここで勉強しているということなのか、ち

ょっと詳しく知りませんが。 

 基本計画は３月と書いてありますから、これが３月中に決まるということかと思うんで

すけど、そこの自給率の表現で、麦については２カ所ぐらい触れているんですね。「二毛作

により小麦の作付が飛躍的に拡大する」ということと、「現在浸透しているパン食、めん食

について、国産小麦等の利用拡大」と真ん中に書いてありますね。 

 従来は全体で 45％目標ということだったと思うんですけども、これを 50％に上げるとい

うのは、だれが考えても容易なことじゃないわけですよね。それはお配りされた資料の２

ページにある、いつも見る、図の左側の箱が積み重なったカロリーベースの自給率の例の

表がありますね。これは皆さん御承知のように、総需要、それから網かけしてあるところ
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が国内供給。この関係で、カロリーベースで 41％と数字が出てくるわけです。従って、何

年か後にこれを 45 あるいは 50 としようとすると、それぞれの箱について需給上、需要サ

イド、供給サイド、特に需要サイドは政府が見通しを変えたからといって、簡単には変わ

るとは思えないわけです。 

 従って、主として供給サイドがどういう対応ができるかということによって決まると思

うんですよね。そうすると、数字に影響を及ぼすのは大きな箱ですよね。大きな箱、つま

り米、麦、油脂、畜産物が主で、野菜はほとんど影響しないわけですから、右側にあるよ

うに、食生活の大きなウエートを占めている野菜と魚介類というのは、カロリーベースで

はほとんど関係ないんですよ。きわめて小さい影響しかない。 

 従って、左側で議論する限りは、箱の大きいところについて、どういう状態になるかな

というような検証がないと、簡単に 45 とか 50 と言われても、誰しもそうなりゃいいけど

も、なかなかそうならないんじゃないかなと思うわけですよね、現実がそうなわけですか

ら。そういうような各論別の検討、検証はこれからだなということかなと思うんですけど

も、その辺をどういうふうに考えておられるのか。 

例えば、きょうは麦のことですから、平成 20 年ですか、ですから８年後というのはすぐ

来ちゃいますけども、ちょっと間違っていたら教えてほしいんですが、別の表を見ると平

成 20 年に倍増するという前提のようですね。 

 それぞれ大きい箱について、例えば麦が倍増だと。今、麦の需給率が 14％ぐらいまで伸

びてきたのは、ほとんど転作麦なんですよね。したがって、米の需給の変化から、要は転

作が麦のほうにどんどん進んでいくと。麦のほうは転作麦が倍増だという条件がない限り

は、なかなかなりそうもないなという気がするんですけども、この文章では二毛作だと。

二毛作はどういう地域で可能性があるのか、私はその辺余り詳しく現場の状況を知らない

んですけど。 

 細かい点はいいんですが、要は、45％じゃなく 50％だと言うからには、箱の大きな部分

が、将来どういうふうになる可能性があるかという検討は、これからじっくりやっていこ

うということなのかどうか。ほかのところは網羅的で結構ですが、麦について状況を教え

ていただきたいと思います。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 では、お答えいただきます。 

○天羽生産流通振興課長 生産局の生産流通振興課長の天羽と申します。 
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 ただいま竹内委員の御質問にありました麦について申し上げますと、まず、どこで作付

をするのかという点があります。今、麦は約 21 万 ha の作付があるわけですけれども、19

万 ha 作付を増やしていくと。それは二毛作というふうに文章にもありますけれども、水田

の裏作ということで、関東以西の水田のうちの、排水が比較的良好にできるところを中心

に作付の拡大をしていくということでございます。 

 「需要の面とマッチしていないと、作るだけ作っても」というのは全くそのとおりでご

ざいまして、パン、中華めん用途におけます国産麦の比率というのは今、極めて低いわけ

ですけれども、パン、中華めん用の需要をしっかり獲得していかないといけません。その

ために品種改良も行い、品種の転換もしていかないといけないということで、目標といた

しましては平成 32 年に、小麦で言いますと 34％の自給率になるようにということでござい

ます。それは小麦についてでありまして、他の作目も全部合算しての自給率は 50％の目標

と、基本計画の中では位置付けておるということでございます。 

○林部会長 局長から。 

○髙橋総合食料局長 今、課長から麦についての御説明をさせていただきましたけど、今

日お配りした中に資料ナンバーがついてないもので、食料・農業・農村基本計画という冊

子があると思います。 

 これにつきましては実は昨日、この食糧部会も属しております食料・農業・農村政策審

議会の本審議会の場で、部会長が会長でいらっしゃいますが、答申をいただいたものでご

ざいます。今日、まだ閣議が終わってないと思いますけれども、閣議の手続をしている途

中だと思います。閣議の時間を確認しておりませんが。 

 そういった意味で、いわゆる３回目の食料・農業・農村基本法に基づきます基本計画第

３次のものとして、最終の形としてこれが定められたということでございます。 

 その中に、今も御説明をいたしました数字については、最後の 40 ページに、品目別の生

産数量目標という形で、50％の需給率に持っていくために、片一方で総需要量をどうする

か、総摂取カロリーをどうするかという問題があるわけでございますけども、供給ではど

のような形で持っていくのかということについて、米から麦、その他の作物について課題

と同時に、平成 32 年度の目標になるわけでございますが、今から 10 年後の目標という形

で数量と、そのために必要な課題ということで、例えば小麦については今申し上げたよう

な、生産はどこでしていくのか。畑作は限界がかなり来ておりますので、水田作におけま

す過去に行われた二毛作で耕地利用率を高めるという方向で、水田の供給力を上げていこ
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うと。 

 それから品質については当然のことながら、今申し上げましたように、これまで獲得し

ておりませんパン、中華めん用の麦について、品種の改良といったことをきちんと行いつ

つ、目指していこうという形で書かさせていただいております。 

 基本的には、この品目全体をざっと見ていただければ分かると思いますけれども、やは

り全体の 50％に向けては穀物を中心として、飼料も含めてでございますけれども拡大をし

ていく、そういったところが基本的な考え方になっているところでございます。 

○林部会長 ありがとうございました。 

よろしいですか。 

○竹内委員 簡単に言いますけど、２つほどお願いをしておきたいと思います。現実とど

ういう関係があるか、農水省は自分でよく分かっていると思うんですね。従って今お話に

ありましたように、そういう細かい形式論は私はいいんですが、例えば麦についてどうい

う条件があるのか。そう簡単に条件が整うとは、とても私には思えないんですよ。 

 というのは片方で、土地改良関係は半分になっているわけでしょう。そうすると耕地が

整っているところ、条件がそろっているところ。二毛作が整っていて、いろんな担い手の

関係からいっても、倍増するなんていうことが簡単なことであれば、とっくにやっている

んですよね。 

しかし、アイデアを出して新しく前進することは必要なので、長く申し上げませんが、

注文としては、数字にとらわれて無理なことを追求して弊害が出てくるということは、ぜ

ひ気をつけてほしいというのが１番目です。 

 ２番目は、ぜひそういう方向に前進していってもらいたい。これは矛盾してないんです。

そうしないと、余り現実と離れちゃうと現場が混乱する、あるいはとても無理な政策目標

だからやる気が起きないということにもなりかねないので。ここは農政審議会の議論する

場じゃありませんから、そのことだけお願いしたいと思います。 

○林部会長 ありがとうございました。 

引き続き冨士委員、立花委員、そして佐々木委員とお願いします。 

○冨士委員 ２点ありますが、１点目は、資料のⅰページの麦の需給見通しに関する策定

の考え方であります。国内産麦では量的または質的に満たせない需要分について、国家貿

易により外国産麦を計画的に輸入することとしていますという基本的考え方。いわゆる内

麦優先の原則でありますけれど、政権が変わったからといって、内麦優先の原則はいささ
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かも変更がないと思いますが、この辺の表現ぶりが昨年と比べて変わったのか、変わって

ないのか、その辺のことも含めて、基本的な考え方を聞かせていただければというのが第

１点です。 

 ２点目は今、竹内委員からありました、基本計画で小麦の生産目標数量を 10 年後倍増の

180 万ｔに改定すると。非常に意欲的な数値なわけですが、一つは 10 年先の世界の食料需

給って、そういうことも基本計画の前文にありますけれども、限りある農業資源を最大限

活用して、増産をしていくんだと。それが国民に対する供給責任、今後 10 年の世界の穀物

需給の変動を見たときに必要だというところから立脚している。だから穀物の増産という

ことを強く打ち出しているわけで、それはそうだと思うんです。 

 ただ、竹内委員がおっしゃるように、現実のものとしていくためには、さまざまな手を

打つ必要があって、生産段階の生産振興対策はもちろんですけども、流通環境整備といい

ますか、流通段階、需要の問題もあわせて、トータルとして政策支援をやっていただきた

いと思います。 

○塩川食糧貿易課長 今、冨士委員がおっしゃいました、内麦優先の原則についてのⅰペ

ージの最初のところの表現ぶりですが、これは去年と全く変わっておりません。我々は全

く同じ考えで引き続き、やってまいります。 

 次に流通環境という話でございますが、全部御紹介はできないんですが、国内の原料を

使った新商品の開発に対して去年の補正予算、それから 22 年の本予算で 1件当たり 1千万

円、1/2 助成するような予算も設けております。国内産麦をしっかり使って商品開発ができ

るように、後押しをしていきたいと思っております。 

 それからもう一つ、流通環境といえば、先程の説明の最後のところで申し上げた、内外

麦の価格の関係でございます。これにつきましては例年よりも早い段階で、23 年の価格の

あり方について民間ベースで議論が始まっており、我々もオブザーバーという立場ではご

ざいますが、しっかり円滑な議論ができるように、我々としても精いっぱい協力をしてま

いりたいと思っております。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 それでは立花委員、どうぞ。 

○立花委員 私のほうは３点ばかり発言させていただきたいんですが、一つは今、竹内さ

んあるいは冨士さんからも御発言がありましたが、内麦を今の 88 万ｔから 180 万ｔに倍増

すると。非常に意欲的な計画なわけですけども、農水省のほうも、また今の民主党政権も
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考え方が変わってきていると思うんです。つまり、生産者サイドじゃなくて需要者サイド

に立つんだということを、非常に鳩山総理も強調しておられるわけです。 

問題は、特に農業生産の場合には従来から言われていますように、作ったらおしまいじ

ゃなくて、作った後それをどう使っていただくかという発想がないと、なかなか消化でき

ないということが従来からも言われてきているわけで、そういう意味でぜひ、とにもかく

にもメーカーの場合ですと、お客様のニーズにいかに寄り添っていくかということが根本

ですけども、農業生産の場合も、作った麦をまさに使っていただく加工業者、あるいは最

終ユーザーのニーズにどう応えていくかということを、よくよくのみ込んでいかないと、

本当に絵に書いた餅になりかねないということです。 

そういう意味で言うと、さっき課長からも発言がありましたけども、品質の悪い内麦の

ほうが安くて、使い勝手のいい輸入麦が値段が高くなっちゃうという逆転の話がありまし

たが、こういった発想を持ってみても、まだまだ生産者サイドのほうを見て、お客様のほ

うをまだまだ向いてないんじゃないかなと思っています。 

ただ、先ほど課長の御説明の中でも、いろんな新しい品質、あるいは新しい商品の開発

のときにどういう方が参加しているのかを見ると、農協とか生産者組合が参加している。

これは大変結構なことで、つまり自分たちのつくったものがどう使われているのか。まさ

にそれは、どんどんどんどん川下をたどっていかないといけない。作ったらおしまいとい

う商売をやっている人はだれもいないわけで、ぜひぜひ自分の作ったものがどう使われて、

お客さんがどういう不満を持っているのかということをフィードバックしていく。これは

従来から言われていましたことですが、その辺が 88 万ｔから 180 万ｔに拡大する一つのか

ぎかなと。 

もう一つはこれに関連して、先ほど課長の御説明がありましたが、内外麦コストプール

方式で必要な財源を確保してきたということがあるわけですが、輸入麦はどんどん減って

いく。しかも人口減でさらに減っていくと。国産麦は増えていくとなると、生産コストの

高い内麦にげたを履かせて、安く輸入した輸入小麦を割高にするという内外麦コストプー

ル方式による財源確保のやり方が、果たしてこれからも持続可能なのかどうなのかという

点。別にきょう、今すぐというわけではもちろんありませんけど、ぜひ御検討いただきた

いと。 

３つ目が、私は非常に不満なんですけども、麦の備蓄のやり方について、従来の民間備

蓄、ストック在庫、いわゆる商業在庫として 0.5 カ月でしょうか。そのほかに、それ以外
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の在庫として 1.8 カ月持つということですが、農水省の組織改革で、そのあおりを受けた

のかどうかわかりませんが、名称は民間備蓄になっているけども、実態上は国が補てんす

るということなわけです。 

石油なんかのケースを見ても、国家備蓄と民間備蓄がありますけども、国が備蓄するよ

りも民間に備蓄を委託したほうが、コスト的にも非常に安くつくということで、国家備蓄

を民間に委託して、形の上では民間が抱えますが、実態上は国家備蓄を民間に委託すると

いう形をとっているんですね。 

ですから麦の場合についても、民間備蓄ということで名前を変なふうに変えないで、国

家備蓄だと。ただし、コスト削減の見地から、民間に備蓄を委託するという形を本来とる

べきです。民間備蓄だということになりますと、恐らく事業仕分けの関係で、仕分けの対

象になりかねないということを私は心配しますので、まさに国家備蓄はセキュリティーの

観点からなわけですから、それを民間に背負わせるというのはどだい無理な話で。 

ですから、私は民間備蓄としないで国家備蓄として、ただ倉庫を持つとか、あるいはそ

れを維持するとか、それはまさに餅は餅屋で民間企業に委託すると。それで品質を確保す

ると。石油でもそういうやり方をやっていますけども、本来そういうやり方をやるべきじ

ゃないのかなと。名称まで変えちゃうと２～３年もすると、民間備蓄なのに何で国が補て

んするんだということで、仕分けの対象になりかねないということを、私は非常に危惧い

たします。 

以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 

農林水産副大臣あいさつ 

 

○林部会長 論議の途中でございますけれども、山田農林水産副大臣が到着されましたの

で、ここで少し中断してご挨拶をいただきたいと思います。 

○山田農林水産副大臣 今朝ほど閣議と、農林水産委員会も先ほど開かれまして、食料・

農業・農村基本計画について大臣から委員会に所信を述べましたし、基本計画も閣議決定

いたしました。それでちょっと遅れて参りました。 

 今日は本当に御苦労さまでございます。皆様方に大事な食糧について検討していただい

て、これからの米麦についての需給の問題とか、先ほどからお話を少しだけ聞かせていた
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だきましたが、これからどういう方向でやっていったらいいか、いろいろ御議論いただき

たいと思っておりますが、今日は私のほうから、食料・農業・農村基本計画がどういうも

のかということを、ちょっとだけお話しさせていただければと思います。 

 政権が交代いたしました。その中で私どもは今回、10 年後に自給率 50％を目指すという

ことをはっきり打ち出しました。そのために戸別所得補償制度、もう一つは食の安全、い

わゆるトレーサビリティー、原料・原産国の表示等々の３つの柱を基本にして、一つの方

向を出させていただいております。 

 その中で、米麦の内外の差というものは私どももよく承知いたしております。消費者の

理解が得られるかどうかというお話も、我々も民主党時代からよく検討してまいりました。

そんな中で、アメリカの農家も今、米についてもトン当たり 240 ドルで、目標価格を設定

して、市場価格との差額、大きいときには 100 ドルを農家に不足払いしてきた。麦も大豆

もトウモロコシも 22 種類の品目で、アメリカ農家所得の平均 30％は所得補償をしている。 

 ＥＵについては、まさにデカップリング、所得補償。私もＥＵに行って随分調べました

が、ＥＵの農家所得の大体７割は所得補償であります。それを消費者が受け入れている、

消費者が分かっていただいている。言ってみれば１年半前に 17 カ国の食料輸出国が禁輸に

踏み切りました。今、食料価格が少し下がっておりますが、これからどういう形になって

いくか。 

今、約 10 億の世界人口が食料危機にあえいでいると。そういう中で、日本がこれから自

給率 50％を目指すに当たって、麦についても、我々は基本計画において、今年は 74 万ｔと

例年より 10 万ｔ少ない収量でしたが、実際には 10 年後に 180 万ｔという計画を今回立て

ております。 

戸別所得補償は今年は水田でやりましたが、来年は畑でやりたいと思っています。どう

しても麦、大豆は畑作のほうが収量が多い。そういった意味からも、きちんと麦、大豆の、

ただ、品質において先ほどのお話では、国内の麦は劣悪であるというお話があったようで

すが、最近は北海道においても非常にいい品種が出てまいりましたし、福岡においても九

州においても、ラーメン用のいい麦の品種もどんどんできてまいりました。私ども政府側

としてはこれにしっかり取り組んでいって、本当に日本の食料自給率を、きちんとした形

でやらせていただきたいと考えております。 

どうか皆さん方にしっかり御審議いただいて、私ども党の側の主張もしっかりと取り入

れていただきたいと思っております。大変御足労をかけますが、どうかよろしくお願いを
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申し上げます。 

○林部会長 山田副大臣、どうもありがとうございました。 

 

議     題 

（１）「麦の需給に関する見通し」の策定について 

 

○林部会長 それでは、引き続き論議を進めたいと思います。 

 先ほど手を挙げておられた佐々木委員、どうぞ。 

 そして、その次に岩崎委員ですね。 

○佐々木委員 ２点申し上げます。まず１点は、本日の主題であります麦の需要量見通し

ということでございますが、ⅰページの小麦につきましては 569 万ｔという数字がござい

ますが、過去からの数字が出ておりますけれども、価格の上げ下げがここ３年ほどありま

して、そういうことで需要量は年によってちぐはぐ、でこぼこになっているのかなと思い

ます。長期的なトレンドで申しますと、やはり人口減、少子・高齢化によりまして、麦の

需要量は全体として微減の道を歩んでいるというのが実態でございます。 

 平成 16 年を基点にして見ますと、22 年の見通し水準はそれより若干低く見ているという

ことで、市場の実態からして妥当な数字かなと受けとめております。 

 ２点目ですが、ⅲページの、ただいまお話がありました備蓄のことであります。製粉業

界にとりましてはかなり大きな変化でありまして、この 10 月から輸入小麦の備蓄を全量民

間に移管するという変化であります。一番大事なのは、安定供給に支障のないように円滑

に移行していくということでありまして、10 月に向けて今、いろいろと準備をしていると

ころです。 

 ここでお願いしたいのは、ぜひとも円滑な移行ができるように、農水省と関係業界がき

ちんと協議をして、実務的な問題点がいろいろございますので、それを乗り越えていくと

いうことが必要ではなかろうかと思います。ただいま立花委員から御発言がございました

けども、そういうふうなこともぜひ踏まえて、実務の問題に影響がないように勘案してい

ただければと思います。 

 備蓄にはいろいろなやり方があるかと思いますが、立花委員の言ったことも一つの考え

であろうとは思いますが、何せ迫っております。私どもは、農水省は後になってはしごを

外すなんてことは決してないと信じておりますので、よろしくお願いしておきます。 



- 20 - 

 以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 それでは岩崎委員。 

○岩崎委員 私のほうからは、若干資料に関することですけれど質問がございまして、教

えていただきたいと思います。まず１点は、麦の流通年度は麦年度というんですか、日本

の場合は４月から３月とお聞きしましたが、どうして生育の実態に合わせるなりして、６

－５月とされないのかなという疑問がございます。 

 というのは、いろんな表でも前年度からの繰り越しだとか、非常にややっこしい説明を

いろんなところで行われているわけですよね。そういったものを避ける意味でも、流通年

度と生産サイクルが一致するような格好で、手直しされてはどうかなと思います。 

 もう一つは、今、備蓄の話もございましたが、結局、1.8 カ月相当が政府備蓄として食料

の安全保障の観点から必要だとすると、そのためのコストは一体幾らかかるんでしょうか。

70 数万ｔですよね。それを月当たり 500 円ですか、600 円ですか、そういう保管料がかか

るわけですね。それで掛けてやれば年間の答えは出ると思うんですが、そういうコストを

かけてする必要があるのかどうなのか。 

ほかの搾油業界だとか飼料業界、それから糖化業界、いろんな業界が海外から小麦の総

量を上回る穀類を輸入しているのが日本の現状なわけです。そういう方々は、ユーザーさ

んをお守りするためには一定以上の在庫で切り盛りして、いまだかつて原料が切れたとい

う騒ぎは、日本が輸入大国になった 70 年代以降起こってないわけですね。 

ニクソンの大豆エンバーゴ（輸出禁止）を初め、いろんなハプニングがございました。

この２～３年は、またローマクラブの再燃のようにして食糧危機説が叫ばれましたけれど、

日本に供給している国々は、その大部分が日本向けの輸出契約を破棄するようなことはな

かったわけです。 

だからそういう意味で、本当に食料の安全保障のために、こういう形で現物で保管する

必要があるのかどうなのかということは、もっと費用対効果の観点も含めて、実際の数字

でもってどれだけのコストになるのか。それが財政負担として耐えられる、負担できるの

かと。また、それを消費者に転嫁して、消費者の皆さんが納得していただけるのかと。こ

ういう議論をどんどん深めていただけるほうがいいんじゃないかなと思います。 

もう一つの観点は、そういう意味で、こちらのほうで基本計画を策定されているんです

が、平成 32 年のときの日本の人口は何人というふうに想定されているのか、またどういう
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年代別構成ですか。そういった構成、胃袋の大きさというんでしょうか。 

特に今、団塊の世代が１年に 200 万人ぐらいいるんですか。この人たちが 10 年、20 年す

ればどんどん減っていって、今、生まれる赤ちゃんは１年に 100 万人の時代ですから、あ

っという間に年 100 万人単位で胃袋が小さくなると。年寄りになればなるほど、多分胃袋

は小さくなるし、メタボ等々、いろんな問題で胃袋は大きくはならない。ないしは、日本

が必要とする食料総量というものがどうなるのかと。そういったものの記載なしに、生産

目標だけ書かれるというのは非常に違和感がございます。 

それと、日本の製粉工場の立地を見ますと、80％が臨海のハンドリング工場になってい

るコンビナートにあるわけですね。海からのアクセスしかないところに、どんどん日本国

内で小麦を増産されますと、どこからどういう格好で運ぶんだと。そういったものを日本

の農村でどういうふうに保管して、年間供給をどういうふうに切り盛りされるのか。日本

国内で小麦をハンドリングする為のインフラというものをどういうふうに、だれが費用を

払われるのか。こういうビジョンが全然抜けているような気がしてなりません。 

だから、数字のつじつま合わせだけじゃなくて、作ったものをどういうふうに運んで、

ユーザーさんとのところに持っていくのか。また、作ったものがどういうふうに消費者に

評価されるのか。そういう総合的なアプローチでもって、ぜひ個別品目的な計画をつくっ

ていただければいいんじゃないかなと思う次第です。 

以上でございます。 

○林部会長 今、幾つか御質問もいただいていますので、課長からまずお話しいただけま

すか。 

○塩川食糧貿易課長 まず立花委員から、需要者サイドに立った政策運営を行い、作った

らおしまいではないということで、需要者、実需者の意向がちゃんと反映できるような仕

組みを作れというのがございました。平成 12年から始まりました民間流通の仕組み自体は、

まさにそれを反映させるためのものです。播種前契約において生産者側と実需者側が相対

して、それぞれ欲しい数量と出す数量を出し合うということで、数量の面で当然意向が反

映されます。それから入札という形で、品質の悪いものについては価格が下がっていく、

良いものは高くなるということで、仕組みとすればかなり反映できるものになっていると

思います。先ほど御評価いただきましたが、地域の中でそういう仕組みづくりも、今後し

ていく必要があろうかと思っております。 

 それから、２点目の内外麦コストプール方式でございます。実は現在でも、マークアッ
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プで内麦振興費を全部賄っているかというと、実は足りない部分がありまして、一般会計

からもかなり入れていただいているということでございます。おっしゃられますように、

今後、内麦の数量が増えていくということは、まず支出のほうが増えていきます。 

 一方で、国内産麦が増えていく、あるいは米粉が増えていくことにより、マークアップ

を負担する輸入数量が減っていくということで、もしマークアップで賄うとなれば、非常

に高くしなければならないという面があります。一方でマークアップを上げますと原料価

格の高騰につながるわけで、麦製品を作っている企業の国際競争力の低下、消費者の負担

増加という問題があるため、今後、どのように負担をしていくかというのは、しっかり考

えていかなければならないことだと思っております。 

 ３つ目の備蓄の名称の話でございます。我々は国家備蓄と書いてございませんが、今回

2.3 カ月分の備蓄自体は、国として国民に安定供給するための、まさに国家備蓄そのものだ

と思っております。そのうちの 1.8 カ月分については国が助成をし、不測の事態が発生し

たときは、国が指示ができるということで、ある面でいけば立花委員がおっしゃるように、

委託に近い形なのかなと思っておりますが、若干名称のところで民間に投げているような

感じがするという意味では、その辺も含めて国民の方が安心できるような表現の仕方につ

いては、少し検討をさせていただきたいと思います。 

 それから、佐々木委員からの備蓄のことについては、今までも細かい部分についてはい

ろいろ御相談させていただいておりますが、これからも引き続きやらさせていただきたい

と思います。 

 岩崎委員の、まずコストがどのぐらいかかるかということでございます。これは予算要

求ベースでございますが、通年ベースでいけば 50 億円弱ぐらいかかると思っています。た

だ、現在、国が自ら備蓄をしているのに比べれば、先程、立花委員がおっしゃったように、

民間企業にお願いをしている部分で、かなり削減はされると思っております。 

 それから備蓄の必要性でございますが、直近でいけば、平成５年から６年にかけて、1.8

カ月の備蓄を取り崩す必要があったことも事実でございます。麦は米に次ぐ重要な食料で

ございますので、米が国家備蓄をしているのと同じように、やり方は少し変わりますが、

国が責任を持って、備蓄をしていく必要があるだろうと思っております。 

 これにつきましては、大豆、飼料作物、米についても同じように備蓄という形態をとっ

ておりまして、特に大豆、飼料作目については今回の麦と同じように、民間主体で備蓄を

しておりますが、それに対して助成をするというように、まさに同じ仕組みでやっている
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と考えてございます。 

 最後に生産努力目標の部分でございますが、厚生労働省の推計だと思いますが、平成 32

年の人口の１億 2273 万５千人を使って数字をはじいておりますし、品目によってでござい

ますが、例えば高齢化の影響だとかも加味してやっているのだと思っております。 

 以上でございます。 

○髙橋総合食料局長 今の備蓄の関係でございますけれども、岩崎委員の言われるように、

やはり検証は必要だと思っております。ただ、現在の 2.3 カ月の数字につきましては、過

去におけます事態、それから事実上は例えば海上輸送で事故が起きるような、幾つかの事

態を想定した上で、５年前でございますけれども、若干縮小した経緯がございます。 

 ですからいろいろな事態の変化に伴って、それぞれの時期、時期に、コストもそうです

し、また必要な数量は幾らなのかということは、米もそうでございますが、やはり検証は

必要だと思っております。 

 例えば直近でいきますと、実は麦種ごとによってかなりショートをしてしまったという

事態も現実には生じております。プライム・ハードなんかは、たしか相当ショートしてし

まったとかですね。 

ですからある程度備蓄がないと、麦も小麦一本じゃございませんので、さまざまな製品

にさまざまな種類のものが使われておりますから、そういったことも含めて、きちんと検

証もしていきたいと思っております。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 福代委員。 

○福代委員 先ほどからいろいろな意見が出てまいりまして、答弁で幾つか課題もおっし

ゃいました。御意見の中に、ゲタを履かせてまでどうするのかとか、財源はどうするのか、

消費者の負担は今後どうするのか、本当に課題はたくさんあると思います。 

 そういった中で、先ほど副大臣が新たな基本法の御説明で、ＥＵの状況をお話しになり

ました。生産者は麦につきましても二毛作はほとんど浸透し切っているところで、これか

らまた新たな努力をしていかなければなりません。コスト割れではなかなか取り組むこと

もできません。今日の基本計画は、国家戦略と位置づけられております。生産者も消費者

の方も、国民全員の理解が本当に必要と思われます。 

 私が申し上げるまでもなく、御存じかと思いますけれど、例えばスイスの土地資源が似

通ったところでは、農業は生産ばかりではなくて、多面的機能も非常に大きなものを持っ
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ておりますので、それに対しての直接支払いを農業政策の基本として、それで農業経営を

支える。それを国民投票で決定されたために、大変国民の理解が得られているということ

を聞いております。 

 施策をこれから進められていく上で、国民理解ということもあわせながら、ぜひ進めて

いただきたいということを要望いたします。 

 以上です。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 これについては、しっかり受けとめていただくことができると思います。食料・農業・

農村基本計画は、本日閣議決定していただいたものに……。 

 どうぞ。 

○青山委員 需給見通しのことでお聞きしたいんですけども、米粉は全然くくりに入って

いないんですが、米粉は米粉で新しく需要があるので小麦には入れていないのか。ちょっ

と私の記憶が定かでないんですけど、たしか前回、事前説明のときに、小麦の需要の 10％

ぐらいは米粉に置きかえていきたいというお話をいただいたように記憶しているんですが、

それはもうなくなってしまったのか。あるいは米粉は米粉で別の政策があるので、この需

給には全く反映していないのか、お聞きできればと思います。 

○山田農林水産副大臣 先ほどお話がありましたが、きょうの基本計画の中で、一番最初

に閣議決定をした中で、国家戦略として、国の責任として食料の自給率の確保をはっきり

うたわさせていただきました。 

 その中で生産数量、目標も出させていただいておりますが、国産小麦についても 10 年後

には 180 万ｔを達成していきたいというのと、米粉を 50 万ｔという目標を今日、一応閣議

で決定させていただいておりまして、それに向かって私ども、しっかり頑張っていきたい

と思っております。 

○塩川食糧貿易課長 事実関係だけ申し上げます。今、副大臣がおっしゃられたように、

将来はそうなんですが、22 年の目標につきましては、22 年度米粉の数量自体が１万ｔ前後

だと思っております。これがどのぐらい小麦粉と代替しているかというところが、数値と

してつかめないものですから、今回の資料にはしっかりと位置付けておりません。今後米

粉の数量がどんどん増えていって、米粉代替がどのぐらいというのがわかれば、麦の需給

見通しに入れていくという形になろうかと思っています。 

○林部会長 よろしいでしょうか。 
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どうぞ、短くお願いします。 

○岩崎委員 はい。そういう施策そのものは大賛成なんですよね。ただ、そういうことを

やられる場合、それが実現するためにどれぐらいの経費がかかるんだということですね。

コストの大まかなところもあわせて示していただけないと、消費者ないしは納税者はなか

なかうんと言いにくいんじゃないでしょうか。 

○山田農林水産副大臣 私からしゃべっていいのかどうかわかりませんが、一応、１兆円

と。私ども民主党自体のマニフェストでも、そういう方向でさせていただいております。 

 ちなみに、アメリカで農家に対する不足払いで、年によって違いますが２～３兆円ぐら

い、アメリカですらそうして国民の税金から農家に直接支払いしているという事実もあり

ますし、ヨーロッパはもっと大きいんですが。 

 そういう意味で、１兆円についてはこれから私どもがしっかり国民、消費者に理解して

いただけるようやっていきたいと思っているところです。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 今のお答えでよろしいですね。 

 活発な論議をいただきましたが一番最初に戻りまして、農林水産大臣から諮問のござい

ました、３月に策定する麦の需給見通しの内容を本部会として認めてよいかどうか、お伺

いいたします。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○林部会長 ありがとうございました。 

それでは決議いたしました。 

食料・農業・農村政策審議会令第８条第２項の規定により、議事の決定に必要とされて

いる出席委員の過半数を超えてりますので、本件につきましては適当と認める旨、議決い

たします。 

なお、本部会の議決につきましては、食料・農業・農村政策審議会令第６条第６項及び

食料・農業・農村政策審議会における部会の設置について第２条の規定によりまして、部

会の議決が審議会の議決となるということでございますので、後ほど食料・農業・農村政

策審議会長として私のほうから、農林水産大臣に適当と認める旨の答申をいたします。 

それでは、副大臣はこの後また所用がございますので退席されます。 

○山田農林水産副大臣 大変申しわけございません。また１つ、残っておりまして今から

戻らなきゃいけないんですが、本当に御苦労さまでございます。どうか本当によろしくお



- 26 - 

願い申し上げます。 

○林部会長 それでは、答申案を事務局から配付いただきたいと思います。 

 これにつきましては読み上げませんが、お目通しいただいて、これでよろしいでしょう

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○林部会長 それでは、お認めいただいたということにしたいと思います。 

 

 

 

（２）収入減少影響緩和交付金の算定省令の改正について 

 

○林部会長 続きまして、同じく農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に諮問の

ございました、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第４条

第２項の金額の算定に関する省令の一部改正につきまして、事務局から諮問文書を読み上

げていただいた後、先ほどと同じように、資料について説明をお願いいたします。 

 本算定省令の一部改正につきましては、担い手経営安定新法第４条第３項の規定により、

食料・農業・農村政策審議会の意見を聞くことになっておりますので、審議会で別に定め

るまでの間に、食糧部会で審議することになっております。 

 それでは、どうぞよろしくお願いします。 

○平岩経営政策課長 経営政策課長の平岩でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは資料３、諮問の写しでございますけど、読み上げさせていただきたいと思いま

す。 

 

２１経営第６５９３号 

平成２２年３月３０日 

食料・農業・農村政策審議会会長 殿 

農林水産大臣       

諮  問 

 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第４条第２項の

金額の算定に関する省令（平成１８年農林水産省令第７２号）の一号を改正すること
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について、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成

１８年法律第８８号）第４条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 

 以上でございます。 

 続きまして資料４の、省令の一部改正についての資料を一連お配りしております。これ

に基づきまして御説明させていただきます。 

 資料４－１は省令の改正案そのものでございますが、これを見ていただきますと非常に

長く、分かりにくうございますので、考え方を資料４－２で御説明させていただきたいと

思います。 

 １枚おめくりいただきまして、その考え方を整理しております。御承知のとおり、平成

22 年度におきまして戸別所得補償モデル対策が実施されるわけでございますが、その中の

米戸別所得補償モデル事業の交付金と、従来から水田経営所得安定対策として実施をして

いる対策のうちの、収入減少影響緩和対策の交付金との所要の調整を行うための省令の改

正をさせていただきたいということでございます。 

 文章で書いてございまして、12 月に決定をいたしました対策の骨子を抜粋するような形

になってございますけれども、平成 22 年産の米については、米の戸別所得補償モデル事業

と、収入減少影響緩和対策が同時に実施をされるわけでございますが、モデル事業におい

て変動部分の補てんが行われ、また収入減少影響緩和対策でも米について補てんが行われ

る場合には、両制度の補てんの内容が重複しないよう調整をする必要があります。 

要するに、米の価格の下落に対応するという点においては機能が重複する部分がござい

ますので、その調整を行うということでございまして、このため収入減少影響緩和対策に

おける米の補てん額を計算する際に、米戸別所得補償モデル事業における変動部分の交付

金額を控除することとするということでございます。 

それを、２ページで図解をさせていただいております。文章としては同じことが書いて

ございますけれども、式として表しますと、22 年産の米のナラシ対策、収入減少緩和対策

の補てん額につきましては、米の標準的収入額から米の当年産収入額を引いたものに 0.9

を掛けます。これが本来のナラシ対策の補てん金でございますけれども、ここから米のモ

デル交付金額の変動部分が発動されている場合には、この部分を差し引いた額を補てん額

とするということでございます。 

図解をさせていただいておりますけども、ナラシ対策として図の右側でございますが、
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過去の平均的な収入額でございます米の標準的収入額を、水色の棒グラフで示しておりま

す。それと、ピンク色の棒グラフでございますけども、米の当年産の収入額を比べた場合

に、収入が減少している場合に９割補てんするものでございます。 

赤い正方形と青い正方形が積み重っておりますが、これを括弧でくくった部分が収入減

少額の９割ということで、この部分を従来の経営所得安定対策のナラシ対策で補てんをし

ているところでございます。 

これに対して、今回 22 年度において実施されます米のモデル事業につきましては、左側

のグラフにございますように、真ん中の深緑のような色の標準的な販売価格、これは過去

３年でございますけれど、これと当年産の販売価格を比較して価格が下落している場合に、

モデル対策の交付金額の変動部分を交付することになっておるわけでございます。 

この部分につきまして、右の一連の図に戻っていただきますと、赤い四角で書いてござ

いますように変動部分に対応する控除額がございますけど、この部分を差し引いてナラシ

対策の交付金を交付するということを、省令でもって表しているところでございます。 

３ページは、それぞれの対策の交付の手順、時期を書いてございます。下段のほうがモ

デル事業でございまして、変動部分については年度末３月までに交付をされるということ

でございまして、この部分の額を、上の段が収入減少影響緩和対策でございますけども、

５月中旬ないし６月に支払われます補てん額の支払いの際に差し引くということを、省令

で書いております。 

 ４ページは御参考まででございますけど、現行の収入減少影響緩和対策の仕組み全体の

概念図でございます。 

５ページは、モデル事業の仕組みの概念図でございます。 

 ６ページにつきましては、諮問をさせていただく根拠規定を参考に載せさせていただい

ております。 

 資料４－３でございますが、新旧対照表で整理をしております。技術的なことになりま

すけれども、この省令の附則でもって所要の措置をさせていただきまして、22 年産の交付

金に関する算定の特例措置を設けまして、それを本則を読みかえる形で措置をするという

技術的な処理をしております。22 年産に係る特例の措置という形での、省令上の書き表し

ということになっております。 

 御説明は以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございました。 
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 それでは、本件につきましても御意見、御質問ございましたらお受けしたいと思います。 

 岩崎委員、そして冨士委員。 

○岩崎委員 正直なところ、こういうことが必要なのかどうなのかというのはよくわから

ないんですよ。我々は給与も含めてかなりの変動の社会に入っておりまして、そういった

ことが変わるのが嫌な方は、保険を掛けるなり何なりの形で、そういう変動をヘッジする

というんですか、リスクを避けることをおやりになっているのが普通だと思うんですよね。 

 そうしますと、今、御説明があったようなことは、保険的なもので対応できるような領

域のものじゃないかなと思うんですよね。だから、政府の施策というんじゃなくて、作物

保険的なものだとか、所得補償型の保険というものを検討されて、その中で処理されたほ

うが分かりやすいと。政府がいろんなことに細かく、細かく生産者側のほうに入っていか

れるというのは、話がどんどんどんどんおかしくなる原因じゃないかなという気がしてな

りません。 

 だからそういう意味で、保険か何かの発想で、民間に出せるような工夫が検討できる余

地がないのかどうかをお聞きしたいと思います。 

○林部会長 それでは、冨士委員にお話しいただいた後にしましょうか。 

○冨士委員 私は担い手に対するナラシが、戸別所得補償のモデル事業が措置されたとし

ても、これも併設して措置されたということに対しては高く評価しています。それだけ厚

みがあるということで。 

 今、御質問がありましたけど、ナラシは生産者の３分の１拠出でありますので、言って

みれば保険的な経営所得安定対策だと認識しています。 

 意見というか質問も含めてでありますが、算定基礎の標準的な収入額は米価ですけれど、

センターの入札価格を基準にとっていたわけですが、今後相対価格になるという変更は、

言ってみれば標準的な収入の算定基礎の変更なので、この省令改正に直接当たるとは思い

ませんが、食糧部会で議論すべき重要な変更点ではないかと思うので、その辺について入

札価格から相対価格に変えるというのであれば、その辺の議論は食糧部会でも、この場で

議論したほうがいいんじゃないかと思います。 

 その上で、基準価格は５中３をとっているわけですけど、過去５年を見ると相対価格が

すべて客観的なデータがそろっているとは言い切れないので、基準価格の５中３をとる中

で、すべて相対価格でうまくやり切れるのか、もう少しデータの蓄積をしないとできない

のではないかと思うので、その辺はどうかという質問です。 
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○林部会長 それでは経営政策課長、お答えいただけますか。 

○平岩経営政策課長 食料の安定供給を図るという中で、国の果たす役割というものもあ

ろうかと思います。民間の保険制度になじむものかということも検討しなければいけない

ところもあろうかと思います。 

 いずれにしても、そうした保険の仕組みということもございますので、モデル事業を 22

年度に実施をした中で、それを検証し、また先ほど申しました国の役割をどういうふうに

果たすべきかということも踏まえて、本格実施に向けてはきちっとそこら辺を整理してい

くことになろうかと思っております。 

○林部会長 相対のほうは。 

○平岩経営政策課長 ナラシの標準的収入額の算定につきましては、22 年産からはセンタ

ー価格ではなくて相対価格を使うことを考えております。これは全農なりともいろいろと

意見交換をさせていただいている中で検討したのでございますけれども、近年、米のセン

ターの価格が、米の取扱数量が著しく落ち込んでいるということもございまして、指標的

な機能が落ちてきているということもございますので、米のモデル事業でも相対価格を使

うことになるということで、それと平仄をとる形で、来年度から相対価格を使わせていた

だきたいと思っております。 

 標準的収入額もそうでございますし、当年産の収入額も相対価格を使うことにさせてい

ただこうと思っておりますので、そういう意味では並行的に価格が移動しますので、そこ

での実質的な変化はないかと思います。 

 それで、おっしゃるとおり５中３をとっておりまして、22 年産につきましては５中３と

いうことで、21、20、19、18、17 年ということになっておりますけれども、相対の価格は

確かに 18 年までしか政府として把握をしていないところでございます。従いまして、実施

要領でその辺の対応をすることにしておりますが、18 年の相対価格とセンター価格の比、

それから 19 年の相対とセンターの比、20 年の相対とセンターの比を足して、それを３で割

ることによって、平均的な相対価格とセンター価格の相対的な関係を出しまして、17 年産

のセンター価格がございますので、それをこれに掛けることで、17 年産の相対価格に当た

る価格を出しまして、それを５中３の中で用いるという形で対応させていただきたいと思

っております。 

○林部会長 よろしいですか。 

 ほかに御意見はありますでしょうか。 
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 よろしいでしょうか。 

 それでは本件につきましても、委員の皆様の決議をとらせていただきたいと思います。 

 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第４条第２項の金額

の算定に関する省令の一部改正は、このような形でお認めいただいてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○林部会長 ありがとうございました。 

 それでは、食糧部会として適当と認める旨、決議いたします。 

 なお、後ほど食料・農業・農村政策審議会会長として、私のほうから農林水産大臣に答

申をいたします。その答申案をただいまから配付していただきます。これについては後か

らまた戻りますので、用意していただている間に「その他」に移りたいと思います。 

 

（３）そ の 他 

 

○林部会長 前回の食糧部会以降の農政についての説明として、まず戸別所得補償モデル

対策につきまして、山口大臣官房参事官から説明いただきます。 

○山口戸別所得補償制度推進チーム参事官 官房で戸別所得補償の担当をしております山

口でございます。 

 ただいま平岩課長から御説明のありました、ナラシ対策との調整の話のほうが諮問事項

でございまして、そちらの説明が先になったものですから、よく制度の中身をお分かりい

ただかないうちに審議していただいたことになりまして、申しわけなく思っておりますが、

戸別所得補償制度の内容について、私から説明させていただきたいと思います。 

 参考資料２をごらんください。後ろに「戸別所得補償制度モデル対策関係資料集」とい

うことで厚い資料をつけておりますけども、きょうはお時間の関係もございますので、カ

ラーで印刷しております「水田農家の皆さん！」と表題のついているパンフレットで、御

説明させていただきたいと思います。 

 戸別所得補償モデル対策があさって、４月１日からスタートすることにしております。

ねらいは下に書いてございますが、先ほどから御説明がいろいろございますように、自給

率の向上が一つのポイントとなっているわけでございまして、そのためには自給率の現在

低い麦、大豆、また小麦粉代替である米粉用米、そのトウモロコシ等の代替になる飼料用

米といったものについての助成を行っていくと。 
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 今回は、従来の生産調整のための減反助成金がかなり複雑な形になっておりましたので、

これをシンプルでわかりやすい助成体系のもとにつくった、政策拡大を促すための政策が

一つでございます。 

 もう一つは、自給率向上のための麦、大豆等をつくっていく農家の大半は、いわゆる水

田農家でございます。水田ではお米をつくるのが本来いいわけでございますけども、生産

調整が必要なわけでございまして、自給調整をしていくためには、そこで別な作物である

麦、大豆等をつくっていくわけでございますが、その経営の基本になりますのは、米との

組み合わせでございます。 

 実際のところお米に関しては、恒常的に赤字に陥っているという状況でございまして、

このままでは農業の継続がなかなか難しいということでございまして、お米に対しての補

てんする対策をセットで行うものでございます。 

 １ページ開いていただきまして、今、申しました２つの事業が見開きで並んでおります。

左側にございますのが自給率向上事業でございまして、先ほど申しましたように、水田で

麦・大豆・米粉用米・飼料用米などを生産する販売農家・集落営農に対しまして、主食用

米と同等の所得を確保できる水準の支援を行うというものでございます。 

 交付単価のところにございますが、その中で戦略作物を定めております。先ほど副大臣

のご挨拶にもありましたように、国家戦略として自給率を高めていくということでござい

まして、ここに掲げている作物が、その戦略作物でございます。 

 交付単価につきましては、麦、大豆が３万５千円、米粉用・飼料用米・バイオ燃料用米

等が８万円ということで、かなり差があるように見えるわけでございますが、実は麦、大

豆の下に括弧書きがございまして、〔水田経営所得安定対策の単価〕と書いてございます。

自給率向上事業自体は水田での転作作物に対する支援ということでございますが、いわゆ

るげたに価格と生産費との差額の補てんという点では、水田経営所得安定対策が従来対策

として実施されておりまして、22 年度も継続をすることになっております。 

 ですので、小麦４万円、大豆２万７千円という金額と、転作作物の支援とが両方セット

で出るというのが基本になっているところでございます。 

 それと②に小さく書いてございますが、その他作物というのがございます。これは現在

の転作助成金の中では、野菜を作ったり、花を作ったり、果樹に転換する場合にも助成金

が出ている例が多うございます。そういった地域ごとに振興する作物については、都道府

県単位で作物ごとに単価を設定するという形にしております。基本的には 10ａ当たり１万



- 33 - 

円という予算額の範囲で、各都道府県が自由に設定できることにしております。 

 ３番目が、二毛作助成でございます。これも先ほどの麦の諮問の中でお話があったと思

いますけども、二毛作を拡大していかなければいけないということでございまして、その

ために 10ａ当たり１万５千円、表作以外に裏作ということで二毛作目をつくられ場合には、

この支援が出ることにしております。 

 それと激変緩和措置というのがございまして、従来対策ですと先ほども申しましたよう

に野菜や花なども含めて、地域が自由に作物を選択して、単価も各市町村単位で基本的に

は設定をしておったということがございまして、上に書いております単価に比べまして、

高い単価を設定していた地域もございます。 

そういった地域においては、今回の対策に移行しますと単価が減少するということで、

生産の継続が危ぶまれるような場合もあるということでございまして、それを緩和するた

めの措置ということで、単価の調整を行う措置を導入したところでございます。 

次に、右側に移りまして米のモデル事業と名前をつけておりますが、米の戸別所得補償

モデル事業でございます。戸別所得補償の考え方自体は、生産に要する費用と販売価格の

差額が逆転しているものに対して、その分の補てんをしていくことが基本でございます。

お米に関しましては恒常的なコスト割れ状態にあるというものでございまして、その差額

を計算しましたところ１万５千円ということで、これを 10ａ当たり定額として支給をする

ものでございます。 

この事業のほうは、主食用米につきましては需給上まだ過剰な状態でございますので、

米の生産数量目標に従って生産をする販売農家・集落営農に対象を限定させていただくこ

とにしております。いわゆる需給調整、生産調整に協力された農家の方が対象だというこ

とでございます。 

それと、先ほどのナラシのほうの問題でも出ましたように、米の価格が下落した場合に

は、追加の補てんを行うことにしております。その考え方につきましては、緑色の冊子に

移らせていただきまして、５ページをご覧いただきたいと思います。図がございまして、

標準的な生産に要する費用が、過去７年中５年の平均の米の生産費からとった数字でござ

いますが、これに基づいて算定しております。 

それに対して標準的な販売価格というのは、相対価格の過去３年の平均でございますが、

これとの差額を計算しましたところ、下にございますように定額部分が 10ａ当たり１万５

千円としております。 
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そういうことで、１万５千円プラス標準的な販売価格を足したものが、標準的な生産に

要する費用に合致するわけでございますので、これを割り込むようなことが起きた場合は、

標準的な生産に要する費用を賄えないという状況になるわけでございます。それを防止す

るために変動部分を設けております。 

米の需給に関しましては、我々としましては生産数量目標に従った生産をする農家が大

半になってきて、ほとんどの方が参加していただければ、需給上の価格が減少するという

ことは余り想定はしておらないわけでございますが、それ以外の要因によっての価格変動

があるわけでございまして、それに対する備えとしまして、変動部分を設けたものでござ

います。 

戻っていただきまして、そういうことで交付対象者のところは、先ほど申しましたよう

に生産数量目標の範囲内で主食用米の生産を行った販売農家、集落営農ということでござ

いますが、販売農家・集落営農の確認を一々やることになりますと事務的にも大変だとい

うことでございまして、水稲共済、いわゆる農業共済に加入されている方であれば販売農

家とみなすことにしております。いわゆる共済保険で補てんをする意思があるということ

で、それは経済的行為としてお米をつくっておられるとみなしているところでございます。 

それと交付対象面積でございますが、栽培面積すべてではございませんで、お米をつく

っておられる方は大体自分用に自家消費用、または親戚などに配るための縁故米という形

でお米を一部使っておられますので、それを 10ａということで一律に置いておりまして、

それを差し引いた面積の分に対して、交付金を交付するということで考えております。 

次のページからは手続でございますので省略させていただきますが、絵がちょっと出て

おります。加入申請書と作付面積確認依頼書を出していただければ、基本的にはこれに加

入できると考えてございます。 

最後のページにございますけれども、スケジュール的に見ますと加入申請自体は４月１

日から受け付けを開始いたしまして、６月末までとなっております。その後、作付状況等

について夏の間に市町村または水田協議会の御協力を得て、確認をさせていただいて、10

月に国のほうから交付対象面積を各農家に通知をするということでございます。その後、

農家から交付申請を出していただきまして、実際の交付金の支払いは、早いところでは 12

月から行いたいと思っております。 

先ほどございましたお米の変動部分につきましては、１月末までの価格を見てから、変

動部分の発動があるか、ないかを判断することにしておりますので、交付金の交付につい
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ては、その部分については３月ごろになると考えてございます。 

ちょっと駆け足で申しわけございませんが、以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 

○林部会長 それでは議題を戻りまして、先ほどお分けする予定でした答申案を配付いた

だきます。 

 これは先ほどと同じように読み上げませんがお目通しをいただいて、確認いただきたい

と思います。 

 よろいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○林部会長 時間が 12 時に迫っておりますが、次に米をめぐる事情について、村井計画課

長から御説明いただきます。 

○村井計画課長 総合食料局計画課長の村井でございます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 部会長からもお話がありましたが、予定の時間がかなり迫っておりますので、かなり駆

け足での説明になろうかと思います。あらかじめ御了解いただきたいと思います。 

 私のほうから、参考資料４ということでお配りをしております、米をめぐる関係資料に

ついて、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１ページをご覧いただければと思います。昭和 35 年以降の米の全体需給の動向を

示したグラフでございますが、いつもご覧いただいているかと思います。実線が需要量を

示すグラフとなっておりますけども、平成 19 年は対前年で増加に転じたものの、20 年は再

び減少したということで、昨年の食糧部会でお示しをさせていただいた状況でございます

が、このグラフに改めて反映させているところでございます。 

 続きまして２ページに、家計調査のデータを示しております。21 年７月から今年の１月

までのデータが出ておりますけども、トータルで見ても対前年比 3.7％の減少になっている

ということで、最近、米の需要、消費については少し厳しい状況になりつつあるというこ

とが見てとれるのかなと考えております。 

 続きまして、３ページ、４ページでございます。これは全米販で実施をしていただいて

おりますアンケートの関係ですが、前回、資料として御提供いただきました。今回、21 年
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１月から 12 月の販売量について、今年の２月に実施をされたデータの提供をいただきまし

た。 

 この結果を見ても、やはり前年に比べて販売量が減少している。またＤＩ値を見ても、

各業者さんのほうで販売環境の厳しさを感じておられているという状況が、見てとれるか

と考えております。 

 続きまして、５ページ、６ページに移らさせていただきます。平成 21 年産米の相対取引

価格の推移ということで、グラフと表を示しております。ご覧いただいて分かりますよう

に、銘柄によって動きが異なるということでございますけども、主要銘柄につきまして、

価格の低下傾向にある銘柄が多くなっている状況でございます。 

 続きまして７ページ、商業用の米輸出数量等の推移でございます。商業用の米輸出につ

きましては、直近のところを見ていただければと思いますが、2009 年は 1,312ｔというこ

とで、対前年比、若干の増加という状況になっておるところでございます。 

 ８ページは 22 年産米の生産数量目標ということで、昨年 11 月の当部会で御審議いただ

きましたけども、全国では 813 万ｔということでございます。その後、各都道府県に、こ

ういった数字で配分をさせていただいたわけでございます。 

 ９ページは、都道府県から市町村に対する配分の状況でございます。国からの配分を受

けて、東京都だけはまだ対応中という状況になっておりますけども、各都道府県では既に

各市町村に数字を降ろしているという状況になっております。 

 さらに 10 ページは、市町村段階における生産数量目標の配分ルールの検討状況。これが

いわば生産者への配分ルールを決定する状況になりますけれども、ご覧いただいてわかり

ますように、全国で 84.3％ということで、おおむね例年どおりのペースで進んでいるとい

うことでございます。 

 11 ページは、21 年産米の政府買入量につきましては、11 月の部会でもお話をさせていた

だきました。買入方式の見直しを行いましたけども、その見直した後の手法によって入札

を実施し、２月 25 日の第４回までの入札において、予定数量 16 万ｔすべて入札を終わっ

ているという状況でございます。 

 13 ページ、14 ページで、22 年度の農林水産省の組織改革の概要を示しております。特に

ここでは、米麦の売買管理の業務が大幅に見直しになるということで、そういったポイン

トに絞って資料を示しております。10 月以降、地方農政事務所なり地域課がなくなるとい

うことで、再編後の地域センターで米麦の売買管理業務は行わない、包括的な民間委託と
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いう形へ移行するということで、御理解を賜れればと思います。 

 17 ページの輸入麦の売渡方式の関係は、先ほど塩川課長から説明があったとおりでござ

います。 

 19 ページ以降で、最近、国会における備蓄運営に関する議論のポイントということで資

料を示しております。現在、国産米 100 万ｔ程度を適正水準として、回転備蓄方式で運営

するということを基本としております。ただ、原則どおりの備蓄運営がなかなか行えない

といった問題が生じております。赤松農林水産大臣からも、国会における答弁において、

備蓄の見直しについての言及があるという状況になっております。今後、農林水産省内に

おいて、まず具体的な議論を本格化させて、また大臣のほうから審議会、部会の御意見も

拝聴しつつという発言もございますので、そういったことも念頭に置きながら、政府内部

で今後調整を進めていくこととしております。 

少し飛びまして 27 ページ、東アジア緊急備蓄パイロットプロジェクトの資料をつけてお

ります。時間の都合がございますので、詳細の説明は省略をさせていただきます。御参照

いただければと思います。 

29 ページ以降で、ミニマム・アクセス米の状況についてということで資料を添付させて

いただいております。昨年３月の本部会におきまして、ＭＡ米白書という形で資料を提出

させていただきました。体裁が変わっておりますけども、基本的には昨年提出させていた

だいた同資料をベースにいたしまして、昨年の部会でもさまざまな御意見を頂戴いたしま

したので、そういった御意見を参考にしながらデータの更新、あるいは追加といったこと

を行いました。 

時間が押しておりますので、主な変更箇所だけ御紹介をさせていただきます。まず最初

の２枚、29 ページ、30 ページでございますけれども、ここのところでＭＡ米の運用の考え

方について、さらなる御理解を深めていただくということで、その前提になっている米を

めぐる現状ということで資料を追加させていただきました。具体的には、我が国における

米の重要性、あるいは内外価格差といったデータを拡充させていただいております。また

食料自給率についても、生産額ベースのデータを追加させていただくというところで、内

容の充実を図っております。 

最後の２枚の 41 ページ、42 ページで、世界の米需給あるいは主要輸出国の動向に関する

資料を添付させていただいています。今後のワールドワイドな観点で米の需給を考えるに

当たっての参考になればということで、資料をつけさせていただいております。 
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なお恐縮ですが、途中の 37 ページだけ、最後に数字を紹介させていただきたいと思いま

す。ＭＡ米の販売状況ということで、資料をつけさせていただいております。これもいつ

も添付させていただいておりますので、その数字が更新をされたということでございます。 

見ていただいてわかりますように、累計で加工用には 358 万ｔ、さらに飼料用が 164 万

ｔ、援助用に 251 万ｔといった主な用途に仕向けているということで、現時点で把握して

おります 21 年 10 月末の在庫数量は 95 万ｔとなります。 

なお、主食用 103 万ｔという数字が出ておりますけども、それを上回る数量を政府国産

米で援助に活用しているということで、御理解を賜れればと思います。 

大変駆け足の説明で恐縮でしたけども、この資料に関する説明は以上で終わらせていた

だきます。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 木村委員、どうぞ。 

○木村委員 米の需給の価格安定に関する基本指針については、今回のテーマの中には入

っていないのですが、今の販売動向から見ていきますと、今度新しい制度が今年の秋から

導入されるというときに向かって、今、実際に 11 月の指針である 821 万ｔの需要は、本当

にあるのかどうかというのが、実経済の中で見ますと 800 万ｔを切るんじゃないかという

話もあって、ちょっと不安を感じているところがあるんです。 

 仮に昨年のように、当初の需要見込みを 30 万ｔ下回るという事態になると、かなりの大

幅供給過剰になるということで、需給と価格の安定という意味での指針の効果は、非常に

薄れてくるのではないかという懸念をしているということでございます。 

 実態の中で我々卸流通が、生産と消費の間の流通の大宗をまだ担っているわけでござい

ますので、そこら辺から見ると、今後の指針の重要性はかなり大事じゃないかと思ってい

ますので、御意見を述べさせていただきました。 

○村井計画課長 今回の食糧部会での基本指針の扱いということでございます。前回 11 月

に基本指針の変更ということで御審議をいただいたわけですけども、その指針の中におき

ましては、昨年度の輸入小麦の価格引き下げによる米消費の影響、あるいは家計調査での

米の購入数量がどういう数字が出ているのかという状況も踏まえて、需給見通しを作成さ

せていただいたということで我々、考えております。 

 そういったことを前提にいたしますと、現時点で需要見通しの数字そのものの変更が必

要かどうかというところでは、変更が必要との判断に至るまでの大きな状況変化というこ
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とでは、なかなかとらえられないのではないかということから、今回は 11 月指針の変更と

いう判断には至らなかったということで、御理解を賜れればと思います。 

○林部会長 冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 私も議題の「その他」の中で触れるということじゃなくて、食糧法上の基本

指針、米の需給と価格安定に関する基本指針については、７月に定めて 11 月と３月に検証

するということになっているんですね。だから、数字がたとえ変わらなくても、数字が変

わらないようにしろとは言いませんけど、「その他」じゃなくて、諮問・答申を改めて協議

事項として議題に上げて、委員の皆さんのいろんな意見を頂くということが大事だと思う

んです。何か、わざと「その他」で逃げているような感じがするので、そこはなぜ協議事

項に上げなかったかというのは、改めてお聞きしたいと思います。それが１点。 

 その上で、協議事項にすべきだという認識で、私も意見を何点か述べさせていただきま

す。まず、木村委員からもありましたように、20 年産の需要見通しは 831 万ｔというやつ

を、24 万ｔ上方修正して 855 万ｔとしたわけですよ。実際は 824 万ｔで、ずれが約 30 万ｔ

生じたわけですね。そのずれが、まさにそのまま 20 年産の持ち越し在庫 30 万ｔになって

いるわけです。 

 じゃあ、今度 21 年産の需要見通しは 821 万ｔということですけれども、木村委員からあ

りましたように、我々の売っている現場からすると、とてもそのような需要はないんじゃ

ないか、さらに下回るんじゃないかという心配、懸念があります。そうなると今度の出来

秋には、30 万ｔから 40 万ｔの持ち越し在庫が生じるんじゃないかと、大変危惧をしている

わけです。 

 そういう意味で、そういう需要見通しについては、現時点で当局としてどう考えている

のか。それから、米価下落が起きる場合の対応策みたいなのはどう考えているのかとか、

豊作対策は一切手を打たないということですけど、豊作になった場合はどうするのかとか、

政府買入はどうするのかということについての考え方なり状況認識について、改めてお伺

いしたいというのが１点です。 

 ２点目は、先ほど政府備蓄の役割というか、政府米の備蓄運営を回転備蓄から棚上げ備

蓄に変えると。国内産米は 100 万ｔだという、赤松大臣の国会での答弁がありますけど、

実際いつから 100 万ｔ、棚上げ備蓄を実施するのかということと、棚上げの量といいます

か、100 万ｔなんですけど、毎年の入れかえというか、処理していく量はどのぐらいを考え

ているのかとか、その辺のことは今、言えるのか言えないのかを含めてお聞きしたい。 
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 ３点目は、それに伴って飼料用米の話ですけど、国内の畜産農家に供給しているエサ米

はＭＡ米からいっているものと、主食で政府米を買い入れて５年とか長きにわたって棚上

げ備蓄をして、主食から餌に転用するものと、そして今度は最初からエサ米として作るエ

サ米が発生するわけですね。 

ＭＡ米と主食転用の餌米は国が管理になっているわけなので、そういう意味で、新しく

今度出る、最初からエサ米として作るエサ米も、国の管理のもとに安定的に供給していく

というか、そういうことが流通段階を含めて、要するに米は年に１回しかとれなくて、使

う畜産側は毎日、毎週、毎月使うわけで、そういう意味で今度のエサ米についても、政府

の総合的な管理は必要だと思うんですけど、その辺についてどう思うかというのがありま

す。 

最後は、戸別所得補償制度との関連で、食糧法の見直しが必要になってくるかと思いま

すけれど、一方で戸別所得補償制度は先ほど山口参事官からありましたように、生産目標

数量を設定して、それを遵守した方に交付金を交付するということなので、生産目標数量

の設定なり、需給等価格の安定に向けた基本指針は引き続き必要だろうと思っているんで

すが、その辺についてお考えがあればお聞きしたいと思います。 

○林部会長 村井課長。 

○村井計画課長 まず、需要見通しの関係でございますけども、これまで 11 月にこの部会

で御審議をいただいた後、例えば作物統計の生産量だとか、あるいは集荷円滑化対策が発

動された場合にはどのくらい、区分出荷するときにも出てきますので、そういった数量が

確定した場合については、その数値に変動が生じますので、その範囲で見直しを行うとい

うことでやってまいりましたが、それ以外の需要要因については、先ほども御説明させて

いただいたように、３月段階ではなかなか確定したものが出てこないということで、実質

的な見直しは行っていないという形になっております。そういった中で前年秋の数値を、

形式的に諮問をさせていただくというやり方をとってまいりました。そういったことで、

従来の形式的な諮問を行うことについてどう考えるかということで、今回こういった形を

とらせていただいています。 

 ただ、それでもかけるべきだという御意見を頂戴いたしました。今後、また部会の運営

をどうするかということにつきまして、政務三役も含めて、事務局としてそういった御意

見を頂戴したということを踏まえて、検討をしていきたいと考えております。 

 それから、過剰米対策のお話がございましたけども、先ほど山口参事官からも説明があ
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ったように、22 年産については米戸別所得補償モデル対策を実施するということで、その

中で仮に価格が下落をした場合も、その分についてきちんと交付金を支払うという仕組み

をとっておるわけでございます。 

 そういった中で過剰米対策、これはかつてから議論のあるところでございますけども、

過剰米対策をとった場合に、果たしてメリットが誰に及ぶのかというようなところについ

て、今回戸別所得補償モデル対策に加入していただいた農家に及ぶのか、あるいはそれ以

外の方にとってのメリットのほうがより大きくなるのかといった議論は、過剰米対策の話

をこれまでも議論している中で、常につきまとってきた問題が存在すると考えております。 

 今回 22 年について、モデル対策を実施するということで考えているわけでございまして、

そういった観点も含めて、過剰米対策をどうするかについては、慎重な議論が必要である

と認識をしておるところでございます。 

 それから、備蓄の関係について御質問がありました。先ほどの説明の中でも触れさせて

いただきましたけども、まず農林水産省の中で具体的な検討を進めていくという状況でご

ざいます。したがいまして、現時点でなかなか変更時期なり、数量をどうするのかという

ことについて、具体的なことについてはなかなかコメントはできない段階であるというこ

とで、御理解を賜れればと考えております。 

 それから飼料用米の供給等のお話もございましたけども、基本的に飼料用米等につきま

しては、産地と実需が直接結びついていくといった形で新規需要米制度を活用して、供給

をしていくというのが基本だということで、こういった形で振興していくというのが、ま

ず本筋だと考えております。 

 そういった中で政府所有の、例えばＭＡ米の飼料用供給につきましても、基本的には新

規需要米による供給を阻害しないように販売するということが、ポイントになってくるの

かなと考えております。 

いずれにしましても、備蓄についての具体的な検討の中で、今、申しました飼料用米の

今後の振興方向を念頭に置きながら、検討していくということになろうかと思います。 

 それから、食糧法の関係でございます。戸別所得補償の本格実施ということで、今後具

体的に制度面を含めた検討ということになっていくわけでございます。その中で、特に生

産数量目標について、どういった仕組みにするのかという観点から、食糧法についても当

然、全体の中で整合性をとっていかなければいけないということで、この食糧法の改正が

必要か否かということも含めて、検討していかなければいけないと考えております。 
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 その中で、国の役割をどう位置づけるのかというのも、全体の制度設計の中で、どう位

置づけていくかということになりますので、食糧法ももちろんそうなんですけども、食糧

法を含めた全体の政策手段といったものとの整合性に十分留意をしながら、検討を進めて

いきたいと考えております。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 短くお願いいたします。 

○竹内委員 では、短く申し上げます。 

 お米その他、水田農作の課題は需給と構造問題だと思うんですね。私は農水省がずっと

この何十年と進めてきた、需給と構造問題への取り組みの基本的な考え方は、もちろん達

成状況は別ですけど、客観状況から見て大きく間違っていたと思えないんですが、今、農

政を取り巻く幅広い関係者が非常に心配しているのは、農政の取り組もうとしている考え

方が、客観的な農業が置かれている状況から乖離していく方向に向かっているんではない

かと、向いている方向が違うんじゃないかということを心配しているわけですね。 

 ですから、今日も御説明がありましたし、12 月もお伺いしましたが、構造問題について

のコメントは一切なしに言われても、全然理解が及ばない。私は恐らく、これはモデル事

業なので最大の欠陥は、構造問題との関係についての折り合いが議論されていないという

ことだと思うんですね。 

 ですから私のお願いは、今日は時間もありませんし、この場では御答弁をいただきたい

とは思いませんが、モデルをやっていく、その議論をしていく過程で、構造問題との関係

を、よく農政のあり方として議論していただきたい。それをぜひお願いしておきたいと思

うんですね。 

そういうことでないと、これだけのメンバーを集めた会議で、モデル事業の骨格はこう

ですと。従来、構造問題について議論した関係についてはノーコメントということでは、

誠実さでどうかなと。 

ですから今、審議会のあり方というのも関係あるかどうかわかりませんが、大きな課題

というのは、余りしゃべっていると時間があれになりますけども、コスト割れ。コストの

中身を分析しておられると思うんですね。これは企業会計でのコストと全然違う要素が入

っているんです。中身は専門家がよく御存じだと思うんですね。 

このコストの構造でコスト割れといっても、大分意味が違うんですよね。あるいは今日

ありましたように、ヨーロッパもアメリカもドイツもフランスも、農地解放なんかしてな
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いんですよね。ですから規模が全然違う。日本の持っている大きな難しさというのを、全

然持ってないわけですね。 

そういうことは、今日はあまり議論する場じゃないかもしれませんが、繰り返しになり

ますけども、構造問題の関係を、単なる農村が崩壊するという側面だけじゃなくて、農政

の問題としてのモデルですから、検討をところどころできちっと議論していただきたい。

分析するものは分析する、検証するものは検証する、関係者、リーダーとの議論はきちっ

とするというふうにしていただかないと、どうも先に決まっちゃった、あとは数字合わせ

をするとこうだと。自給率はこうですということだけでは難問はなかなか解決しないので、

その点をぜひお願いしたいと思います。 

○林部会長 藤岡委員。 

○藤岡委員 戸別所得補償モデル対策ですが、今年度はモデル対策ということでやると。

どこの資料を見ても、23 年度以降もやるとは一言も書いてないわけですね。したがって現

場にしてみれば、農業というのは単年度で終わるわけじゃなくて、それが毎年毎年続いて

いく。しかも、ある一定の規模になるとそれなりの設備投資をするにしても、やはり前年

度あたりからもそれ相当の準備をしているわけですね。 

 したがって 23 年以降について、ぎりぎりになるまで方向性が出てこないと、現場として

恐らく大変だろうと思います。そういう意味では、23 年度以降どういう形になるのかとい

うのを、早目に示してもらいたいということを要望しておきます。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○山口戸別所得補償制度推進チーム参事官 竹内委員からの御指摘でございますが、構造

問題に関して、戸別所得補償制度が全く議論せずにやっているということではございませ

ん。緑の資料の中の 32 ページですが、財務省から、モデル対策に関して公表された論点が

ございまして、それに対しての当方の考え方を整理したものでございます。 

 論点⑤のところで、「構造改革に資するものとすべき」という御指摘がございました。こ

れについては今回の米のモデル事業については、全国一律の単価にしておりまして、規模

拡大やコスト削減の努力をした農家や、その販売価格を高める努力を行った地域ほど、所

得が増えるという仕組みになっておりまして、そういったやる気のある、意欲のある農家

にとってみれば、より有利な制度になっているということでございます。 

 一方で御承知のとおり、担い手のいない水田集落というのは全国で半分以上あるわけで
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ございまして、そういったところにおいては、まず担い手をつくることから始めなきゃい

けないわけでございますけれども、担い手をつくる今までの手法、特定の担い手を選んで、

その方々に対して支援を集中するということだけでは、なかなか進んでこなかったのも現

実でございます。今、兼業農家の方でも、将来担い手になっていく素地をつくっていく、

土台をつくっていくという点で、この戸別所得補償制度を使っていきたいと思っておりま

す。 

 ２つ目の藤岡委員から御指摘のございました点につきましては、モデル対策でございま

すので、このモデルが実態に合っているということであれば、これを基本に本格制度を構

築していくことは当然だと思っておりますし、改良する点、問題のある点がございました

ら、そこは修正していくということでございます。 

 また対象品目につきましても、22年度はお米でございますが、23年度以降については麦、

大豆等の土地利用型作物を中心に、対象範囲も検討していくことを考えております。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 随分時間がオーバーいたしましたけど、熱心な論議をしていただきましてありがとうご

ざいました。 

 ほかに特に何か。 

 どうぞ。 

 今井委員。 

○今井委員 おしているところ、申しわけありません。 

 今ほどの説明を聞いてちょっとほっとしましたが、副大臣のお話にもありましたが、日

本は今まで食料とか農業を、おざなり的な感じでやってきたと思います。農業で生計を立

てている農業者にとっては、本当に先行きが見えないという不安な中で、ずっとやってき

ました。今回の政権交代でまた農政が転換するということで、本当に現場は今、混乱状態

になっています。政権が交代しなくても、10 年、20 年見通したビジョンというものをちゃ

んと掲げてもらって、それでいてやりがいのある農業政策を打ち出してもらいたいと思い

ます。 

 10 年後には食料自給率を 50％ということで、目標数値は上がっていますけども、今のや

り方では過剰米も増えるでしょうし、米価も下がるでしょうし、米以外のものへのシフト

もなかなか進まないと思います。中途半端に終わってしまうんじゃないかなと、危惧して

います。 
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 戸別所得補償に関しても、今のやり方はばらまき的な感じにしか見えません。補償を受

けられる対象者を、例えば申告する段階で、数量ですとか売り先をちゃんと申告して、や

った人に対して補償するとか、面積ではなくて、そういう取り組みをした人へ補償すると

か、ほかには環境に配慮した取り組み、エコファーマーですとか、いろんな取り組みをや

った人にプラスアルファというふうに、評価が数字で見えるような形にすれば、わかりや

すく、それでいて意欲的な意識の高い農業者が増えてくると思います。 

 皆さんに納得してもらえるような政策をこれから考えていただきたいと思いますし、そ

ういう意欲的な人たちが継続して農業に取り組むには、やっぱり所得補償のような制度を

取り入れていかないと、持続的に農業経営はできないと思いますので、ぜひ、その辺のと

ころも検討していただきたいと思います。 

○林部会長 貴重な御意見、ありがとうございました。この御意見は生かしてまいりたい

と思います。 

また次回論議をいただくことになるかと思いますが、本日の論議はこれをもって終了さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

どうもありがとうございました。 

それでは、事務局にお返しいたします。 

 

閉会あいさつ 

 

○髙橋総合食料局長 本日は本当に御意見いただきまして、ありがとうございました。 

 御承知のとおり、基本計画もきょう閣議決定したわけでございますけれども、水田農業

をめぐる問題につきましては、米にいたしましても麦にいたしましても食糧が一番大きな

課題であるということは、先ほど来皆様方がおっしゃったとおりだと思っております。 

 今後、実は 22 年度に入りまして、私どもの農政を担当する部局、組織のあり方につきま

しても大きく変更する予定になっております。 

 またあわせまして、米あるいは麦に関します輸入の問題、あるいは国内流通の問題等々

についても、具体的な運用についても変えると同時に、先ほど御説明申し上げましたよう

なモデル事業も実施されているわけでございます。 

 これもそこでとどまるわけではございませんで、当然次の本格実施に向けて、どのよう

に検討していくのか。その際には単にこの施策だけではなくて、実際の米とか麦とかの流
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通のオペレーションの方法も備蓄も含めて、大きく変更すると思っているところでござい

ます。 

 したがいまして当然のことながら、その検討の状況に応じまして、またこの部会におけ

ます御議論等も賜りたいと思っておりますので、その節はよろしくお願いを申し上げたい

と思います。きょうは本当にありがとうございました。 

○林部会長 局長、どうもありがとうございました。 

 最後に１点だけ、私から確認させていただきたいんですが、一番最初に申し上げました

ように、本日の議事につきましては議事録として整理し、公開いたします。その整理につ

きましては、私に一任していただけますでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○林部会長 ありがとうございました。 

 それでは終了いたします。 

○村井計画課長 林部会長、どうもありがとうございました。また委員の皆様、大変長い

時間御熱心に御議論いただきまして、誠にありがとうございました。 

 なお、途中資料の配付につきまして、事務局の不手際がありましたことをお詫び申し上

げたいと思います。 

 以上をもちまして、本日の食糧部会を終了いたします。長時間にわたり、どうもありが

とうございました。 

 

閉     会 


