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開 会

○石原食糧庁長官 委員の皆様方には御多用中のところお集まりいただきましてありがと

うございます。本日、まだ加倉井委員が御出席ではございませんが、分科会を開催させて

いただきたいと思います。

前回の３月の分科会では、米麦をめぐる状況につきましては、食糧庁の方から御説明さ

せていただきまして、皆様方から御意見をちょうだいしたところでございますが、本日の

この分科会におきましては、その後の米麦をめぐる状況につきまして御説明させていただ

きまして、皆様方から御意見をちょうだいいたしたいと考えております。

そしてまた、特に米につきましてはこのところの天候で米の生育が非常に良好だという

ことで、いわゆる需給調整水田の発動をするかどうかという問題が出ております。この問

題につきましては、来週月曜日に作柄部会を開催いたしまして、その場で検討が行われる

、 、予定になっておりますが その辺もあわせて食糧庁の方から御説明させていただきまして

委員の皆様方から忌憚のない御意見をちょうだいいたしたいと考えている次第でございま

す。

本日はよろしくお願いいたします。

それでは、会長、よろしくお願いいたします。

分科会長あいさつ

○八木分科会長 本日は、お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。

ただいま長官からお話がありましたように、本日は米麦をめぐる状況について説明をい

ただき、その後皆様方から御意見をいただきたいと思います。

、 、本分科会につきましては 本年の３月に開催されましたときにも御説明いたしましたが

審議会議事規則第３条第２項の規定により、会議は公開するということとして、本日は傍

聴者の方々にもお越しいただいております。

傍聴者の方々にはあらかじめ書面にてお知らせしております留意事項を遵守していただ
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き、円滑に本分科会が進行できますよう、御協力をお願いいたします。

なお、本分科会において皆様からいただいた御意見等につきましては、議事録として取

りまとめの上、公開をする予定でございます。よろしくお願いいたします。

資料の説明

（１）米をめぐる諸情勢について

○八木分科会長 それでは、お手元に配付してございます資料について事務局より説明を

お願いいたします。

なお、本日はおおむね４時ぐらいを目途に審議を終了する予定でおりますので、よろし

くお願いいたします。

それでは、まず米をめぐる諸情勢について、食糧庁の計画課長からお願いいたします。

。 「 」○針原計画課長 計画課長の針原でございます 資料№１の 米をめぐる諸情勢について

に基づいて御説明させていただきます。

１枚めくっていただきますと目次がございますが、需給、価格、販売環境、経営安定対

策、生産調整、備蓄、政府米の価格、銘柄区分、特別会計の状況、このような点につきま

して順次御説明させていただきたいと思います。

１ページをごらんいただきますと、全体需給についてまとめてございます。平成５年産

以降について特に書いてございますが、平成５年産が未曾有の不作で、輸入を行わざるを

得なかったわけですが、６年産から一転いたしまして豊作傾向が続いております。６年産

米が記録的な豊作。その後、３年連続で豊作が続いております。

そのようなこともございまして、平成９年11月に生産調整対策、稲作経営安定対策の創

設、計画流通制度の運用改善の３本柱によります「新たな米政策大綱」が策定されており

ます。

その後、依然として国産米在庫は適正水準を上回るといった状況にございます。そうい

うこともございまして、平成11年10月には「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策

大綱」ということで対策を講じているわけでございます。

２ページ目をごらんいただきますと、12米穀年度のことが書いてございますが、12米穀

年度おきましては、景気低迷による先安感の中で、流通在庫が減少した等々の理由がござ

いまして、在庫が計画を60万トン程度上回ったということもございました。さらに、12年
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産の豊作ということもございまして、昨年の９月に「平成12年緊急総合米対策」というも

のを決定しているわけでございます。その対策の効果もございまして、昨年の12月以降、

７回連続して米の入札価格が前回の価格を上回り始めております。今年の６月にはさらに

「適正流通確保のための緊急対策 、いわゆる端境期におきます新米や古米、それから需給」

の安定等々といった流通の秩序を維持するための端境期対策を策定したところでございま

す。

、 、このように 需給安定のために各般の対策を講じているところではございますけれども

⑥にございますように、構造改革が遅れております米について、これらの累次の対策の効

、 、 、果を検証しながら 需要の動向に即した生産の展開 意欲と能力のある経営体の確立等々

水田農業の構造改革の観点から施策の再検討が必要な状況ではないかと考えている次第で

ございます。

３ページにまいりまして、米の消費の動向でございます。１人当たりの消費量を見ます

と、昭和37年に118キロ、これが最大でございまして、それ以降減少が始まりました。平成

11年には65.1キロということでございます。12年度おきましては、食糧庁の調査でござい

ますが、消費動向に変化の兆しがあらわれまして、12年度は、対前年度0.1％の増加という

、 。 、 、 、ことで 増加という現象が見えたわけでございます ただ 13年４月 ５月になりまして

1.9％、1.6％、それぞれ減少しております。今後の動向を見守っていく必要があると考え

ている次第でございます。

４ページでございます。自主流通米価格の動向でございますが、右上のグラフにござい

ますように、６年産の２万1367円から12年産は１万6084円、でこぼこはございますが、低

下しているわけでございます。

もう少し細かく文章で書いてございますが、11年産米につきましては、出来秋におきま

して買い手が持越在庫の消化を優先したということ、その背景には景気低迷ということが

ございますが、出来秋において価格が低下、その後は低水準ながら横ばいで推移している

という状況でございました。

12年産米につきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、緊急総合米対策等による

市場隔離の効果もございまして、12月以降上昇に転じました。６月には初めて11年産を上

回る価格が実現したわけでございます。

それから、13年産米、新しい米が出回り始めておりますが、７月24日、31日、それぞれ

超早場米の入札を行っております。概して言いますと、１銘柄を除きまして、前年同時期
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の価格を上回る価格で落札されております。今までの傾向が継続しているというようなこ

とではないかと思っております。

５ページ、６ページ、自主流通米の販売面につきまして、販売環境の整備ということで

まとめてあるわけでございます。この問題につきましては、販売環境を透明化して、わか

りやすい流通を実現しなければいけないということで、まず第１点はリベート販売の監視

強化に取り組んでおります。この問題、ＪＡグループ自らも廃止等明らかにしてございま

すが、さらに政府としても監視を強化しております。特に本年になりまして、官房の協同

組合検査部の職員を食糧庁に併任しまして、農協検査のノウハウを生かした追加的な監査

も実施しております。

その結果、大口割引等々の名前で各種の販売対策費が支出されておりますけれども、実

質リベート販売的なものが見受けられるということでございます。したがいまして、販売

対策費の実施基準を定めて指導を徹底しているということでございます。

、 、 。 、５ページ 右側をごらんいただきますと 実施基準の概略を書いてございます １つは

事前に実施要領を定めて、生産者又はその代表者による総会の承諾を得る。事前に承諾を

得ておくということ。それから、支出基準、支出額の算出根拠を明らかにし、合理的な範

囲内で支出してほしいということが２番目でございます。それから、卸さん等に対して支

出基準を公開してほしい。それから、生産者に明細を示すというようなことで、実施基準

を定めているわけでございます。

６ページは精米表示の適正化でございます。４月から米に対しましてＪＡＳ法の本格的

な適用が開始されました。それに伴いまして、すべての業者に対する巡回点検を行ってお

ります。

また、ＤＮＡ分析による品質の判別、あるいは消費者からの情報に迅速に対応する体制

を整える等々の取り決めをやっております。

指示に従わない業者は、業者名の公表を行うということも予定しているわけでございま

す。

また、現在、７月から８月にかけてでございますが、早場米が出回り、新米と古米が同

。 、 、 、 、時に流通しております また ＳＢＳ米が７月 ８月頃から流通するということで ７月

８月はこの点に重点を置いた取り組みをしているところでございます。

7ページからは稲作経営安定対策について書いてございます。ここで制度の概要を簡単に

御紹介いたします。
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対象者は生産調整を実施した農家ということでございますが、補てん基準価格は原則過

去３年の自主流通米の平均価格、３年間の移動平均を基準にいたします。そこで、生産者

と政府両方が出資して資金を造成し、基準価格と当年産の価格の差額の８割まで基金から

拠出を行うということでございます。

なお、担い手なり、計画外に対してはそれぞれのコースを設けまして、きめ細かな対策

をとっているわけでございます。

ここで、13年産につきましては、12年産の価格が予想以上に大きく低下したということ

を受けまして、生産調整の緊急拡大の達成を条件として、補てん基準価格を12年産補てん

基準価格に据え置くというような特例的な取り扱いをしているわけでございます。

８ページでございますが、この効果につきまして状況をまとめてございます。このペー

ジの表で、主業農家、準主業農家、副業農家に対する稲経の補てん金の欄をごらんいただ

きますと、主業農家は62万円、準主業農家は23万円、副業農家が６万円ということで、副

業農家６万円という細かな額になっておりますが、ただ、それを積み上げますと、相当の

金額にならざるを得ないわけでございます。ただ、農業所得の家計費の充足率につきまし

ては、当然のことながら主業農家と副業農家では歴然とした差があるわけでございます。

このように見ますと、副業的農家にとって稲経の役割というのは主業農家に比べてはるか

に小さいのではないかというふうに考える次第でございます。

、 、 、もう１つは 生産調整に与える効果でございますが 確かに規模の大きな層を見ますと

稲経の加入率は極めて高い。５ヘクタール以上92％になっている。生産調整の参加割合も

、 、 、97％ということでございますが 逆に0.3ヘクタール未満層で見ますと 生産調整には67％

３分の２の方が協力しておられますが、稲経につきましては28％にとどまっているという

ことで、こういう小さな農家に対して稲経が生産調整を実施するインセンティブとなって

いるかどうかということをよく考える必要がある状況ではないかと考えている次第でござ

います。

９ページでございますが、資金収支の状況でございます。

12年産にかかる資金収支でございますが、補てん金の交付総額が造成額を上回っており

ます。ただ、前年産からの繰越残がございまして、累計では300億程度の繰り越しができて

おります。ただ、銘柄別に見ますと、上場80銘柄中12銘柄で累計資金残高がマイナスにな

っているというような状況でございます。

もう１つは、補てん金と販売行動との関係でございますが、補てん金により販売価格を
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下げても農家手取りが変わらないということが１つ。特に13年産におきまして、補てん基

準価格を特例的に据え置いたということがございまして、これらを当て込んだ安売り等の

モラルハザードが懸念されるところでございます。それによりまして、産地間で価格引き

下げ競争を行うという事例が出てきております。売れ残るよりも安くして売った方がいい

だろうということで、同じ銘柄をつくっている近県が価格を下げ合うという現象が起こっ

ているという状況でございます。

10ページ以降、生産調整についてまとめてございます。生産調整の経緯、10ページにご

ざいますように、昭和46年以降、累次の対策を実施しているわけでございます。30年間に

わたりこのような対策を講じてきておりますが、他方で米の作付を行わない水田を有効に

活用するということで、麦・大豆の本作化、本格的な生産に資するような施策を展開して

いるわけでございます。

11ページでございますが、この生産調整に係る予算措置でございますが、13年度につき

ましては、転作作物の種類に応じまして、反別助成金を1,577億円、生産調整の緊急拡大に

対する追加的な助成を64億円。さらに、後で御説明いたしますが、緊急需給調整対策に対

する助成金、青刈りを追加的にやった方に対する助成金として158億円予算計上しておりま

して、合計が1,799億円の予算措置になっているわけでございます。

なお、その単価につきましては、ここに書いてあるとおりでございます。

12ページでございますが、この生産調整をめぐる課題でございますが、まず需給調整面

から見ますと、豊作等によりますと、調整面積を達成してもどうしてもオーバーフローす

るということで、豊作等によって生産調整の効果が減殺されてしまう。したがいまして、

生産数量そのものを管理しない限り、収穫後にえさ処理をしたり、調整保管をしたりとい

うような処理に多大な経費を要することになるわけでございます。

また、米に対する消費者のニーズが多様化する中で、厳しい生産調整をやっております

ものですから、その達成にエネルギーを要してしまう。どのような品種銘柄の米をどのく

らい生産するべきかといった経営上の生産戦略、産地ごとの販売戦略、そういったことと

連動した米の生産はなかなか展開できないというような問題もあるかと思います。

また、各地の声、現場の声をとりますと、生産調整の限界感。達成しても米価が下落し

てしまう。あるいは制度がわかりにくく、事務が煩雑である等々の意見が出されていると

ころでございます。

13ページでございますが、水田利用の面でございます。麦、大豆等の作付は増加傾向に
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ございます。これがしっかり需要に結び付けばきちんとした本格的な生産ができるわけで

すが、実需の面から見ますと、円滑な流通が困難となることを懸念する声も出始めている

わけでございます。

14ページでございます。先ほど長官がごあいさつの中で触れましたとおり、緊急需給調

。 、整対策という対策が昨年９月に決定された対策の中に埋め込まれております その内容は

①にございますように、生産者団体の主体的取組として、作況100を超える場合の対応とい

たしまして、収穫前の調整を行う緊急需給調整対策を実施し、緊急拡大分と同様の助成を

実施しているわけでございます。この対策は需給調整水田と特別調整水田という２つの構

成要素からなっております。需給調整水田というのは、豊作が予想される場合に、子実前

刈取り、いわゆる青刈りによって収穫直前に需給調整しようと。特別調整水田は、あらか

じめ需給調整水田の発動を見越して、余分に麦、大豆等の転作を行っておこうという対応

でございます。

この需給調整水田につきましては、生産者団体、農水省、学識経験者によって構成され

ます作柄部会を米の需給価格情報委員会の専門部会として設置いたしまして、そこで検討

するということでございます。

第１回作柄部会におきましては、発動検討の基本的な考え方を書いてございまして、ポ

イントを言いますと、３の下の３行でございます。全国的に豊作が見込まれる場合におい

て、豊作が見込まれる都道府県ごとに、豊作の程度に応じて取り組んでいくという対応を

しているわけでございます。

これまでの経過を御説明いたしますと、15ページでございますが、第２回の作柄部会に

おきまして、早場米、超早場米地帯を対象に需給調整水田の発動を行うかどうかを検討い

たしました。６月の末でございますが、その段階におきましては、全国的な動向からいき

ますと、生育はおおむね平年並み程度、それから当該地域、超早場米地帯につきましては

豊作になるとは見込めない状況だったということから発動を見合わせるという検討結果を

出したわけでございます。

第３回作柄部会、来週月曜日、８月６日に開催されます。全国の地域を対象として発動

の是非についての検討を行うという段取りになっております。

16ページにつきましては米の備蓄の関係を整理しております。現行の考え方につきまし

ては、食糧法のもとで、消費者への安定供給を確保するために必要な数量の在庫を保有す

るということで位置付けられております。消費者への安定供給ということでございます。
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その運用に当たりましては、平均的な不作が２年連続して生じても円滑な供給が行えるよ

うな前提で150万トンを基本といたしまして、需給変動、いわゆる市場隔離効果も考慮しな

がら一定の幅、プラス・マイナス50万トンの幅の中で運用するということを運営方針とし

て定めているわけでございます。

その運営状況につきましては17ページ以下で整理しておりますが、まず備蓄量でござい

ます。５年産の大不作の後、６年産、７年産の豊作を受けまして、210万トン、165万トン

の買い入れを行いました。他方で、販売は、消費の減少、それから豊作基調ということで

販売が大きく下回るということで、法律制定後、わずか２年で備蓄による上限を超える水

準になって、備蓄による需給調整ができなくなったということでございます。その後も豊

作等により期末在庫は適正水準を超える水準で推移しております。

なお、12米穀年度末におきましては、政府持越米の期末在庫は160万トン程度にいたしま

した。このほかに援助用で隔離した75万トン、このうち50万トンは随時北朝鮮に援助とし

て送っているわけでございます。また、ＭＡ米、ミニマムアクセス米の在庫56万トンとい

うものを保有しているというこうでございます。こういう状況になってございます。

18ページ、販売状況でございますが、政府米の販売は食管法時代は新米、古米取りまぜ

て行っておりました。政府米が流通の主幹部分ということで、新米も相当量を売っていた

わけでございますが、食糧法は備蓄を中心に運営するということで、持越米、いわゆる古

米を中心に販売を行うということでございます。そのことと自主流通米の価格の低下と両

方ございまして、販売が低調に推移してございます。

13米穀年度、今年の10月までの１年間におきまして、計画上は45万トンの販売を予定し

ておりますが、本年６月までの販売実績は残念ながら８万トン、計画の２割弱にとどまっ

ております。このまま推移しますと、備蓄運営ルールに基づき、13年産の政府買入数量が

ゼロとなる恐れがございます。したがいまして、政府米の販売拡大のため、全力を傾注し

ているという状況にございます。

19ページは備蓄と財政負担でございますが、金利・保管料、それから援助等々を加えま

して備蓄運営に関する経費が著しく増嵩してございます。表をごらんいただきますと、２

年産、３年産、４年産、完売まで、完全に販売をし切るまでにかかった経費は大体200億か

ら400億ぐらいでございましたが、６年産の200万トンを売り切るまでに、これは援助も入

っておりますけれども、実に2,000億円近い資金を投入しているわけでございます。７年産

は1,500億円、８年産はまだ34万トン残っておりますが、これまでに1,000億円要してござ
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います。

その結果、販売経費を入れたコスト逆ざやは、かつては大体１俵1,500円程度でございま

すが、最近は9,000円程度、６倍ぐらいにかかっている状況にございます。

さらに、この備蓄の問題で考えておかなければいけないのは、自主流通米の価格との関

連でございます。20ページにございまして、計画どおりの売り渡しをやるためには、新米

の販売、あるいは値引き、さまざまな措置を講じなければいけない状況になってございま

す。そのことを通じまして自主流通米価格に影響を与えるということが第１点。

もう１つは、在庫の存在自体が需給を圧迫し、価格を低下させるということもよく指摘

されているわけでございます。

21ページでございますが、そのような状況もございまして、備蓄運営研究会を昨年から

開催いたしまして、この備蓄の問題について新たな方針作りをしていただこうということ

で検討をお願いしております。例えば適正水準のあり方、それを維持するための方策、ど

のようなルールにより政府米の買い入れや販売を行っていくかといった点について検討し

ていただいております。これまで５回開催いたしまして、次回は８月の末、29日に開催い

たしまして、議論の中間的な整理を行うという段取りを持っているわけでございます。

22ページでございますが、政府米の価格、銘柄区分でございます。政府米の価格、いわ

ゆる政府米価につきましては、この分科会、旧米審でもお決めいただいたとおり、自主流

通米の価格変動率と生産コストの変動率をそれぞれフィフティー・フィフティー、２分の

１ずつ勘案して決定していこうということで、需給の動向を反映させるという部分と再生

産を確保する。両方に配慮した運営をしているわけでございます。

他方で売渡価格でございますが、消費者の家計を安定させることを旨として定めるとい

うことにしております。

また、政府米につきましては、産地品種銘柄を１類から５類、５段階に分けまして、そ

。 、れぞれ品質等に応じて価格を決めるということでございます この当てはめにつきまして

より円滑な備蓄運営に資するような観点から、当てはめ基準の見直しをすることといたし

まて、検討を開始したところでございます。

最後でございますが、特別会計の状況でございます。先ほど備蓄のところで御説明いた

しましたとおり、経費が著しく増嵩しておりまして、収支が悪化しております。平成６年

末には、決算ベースですが、2760億円の決算剰余金がありました。それが13年度予算では2

34億円の赤字を繰り越すというような予算になっております。さらに米の売却量が減少し
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ておりますし、円安傾向により、輸入麦の買入コストが上昇しているということで、さら

にこの損失が拡大する見込みでございます。将来に負担を先送りすることなく、会計の健

全化に取り組んでいくことが必要な状況にあると考えている次第でございます。

以上でございます。

○八木分科会長 どうもありがとうございました。

（２）麦をめぐる諸情勢について

○八木分科会長 それでは、引き続きまして、麦をめぐる諸情勢について、企画課長の方

からお願いします。

○長企画課長 企画課長でございます。

続きまして、麦の状況につきまして御説明いたします。資料№２の１ページをお開きい

ただきたいと思います。

まず、麦の需要動向でございます。小麦の１人・１年当たりの消費量を整理してござい

ます。右に表がございますが、近年、年間の消費量が32キロぐらいということで、おおむ

ね安定的に推移しております。これにつきまして、全体の国内消費量と国内生産量という

ことで整理しておりますが、この表では時点は11年度までで古うございますけれども、全

、 、体の小麦の需要量でいきますと628万トンに対して 国内の生産量は58万トンということで

自給率という観点で見ると、非常に低い作物ということでございます。

その下の表でございますが、小麦の国内生産と需要がどういうふうに対応しているかと

いうことですが、表にございますように、日本めんを中心に国内の小麦というのは生産さ

れております。全体で58万トンという先ほどの数字ですけれども、うどんですとかそうい

った日本めん用について全体の需要が68万トンありますが、それに対してさえも約５割の3

0万トンぐらいが国内で対応されております。その他のめん用、あるいは菓子用、あるいは

みそ・しょうゆといったところにも国内の小麦というのは消費されておりまして、こうい

ったことで全体として58万トンの生産になっているということで、日本めんを中心に供給

されているという状況にあるということでございます。

２ページ目でございますが、大・はだか麦でございます。大・はだか麦の需要につきま

、 、 、 、しては これらの用途としましては 主食用もございますけれども 焼酎の原料ですとか

あるいは麦茶の原料ということで、近年は焼酎、あるいは麦茶の需要量をごらんいただき
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ますように、最近の健康ブームといったことで需要量は徐々にでございますけれども、増

加しております。全体としての大・はだか麦の需要量でいきますと、28万トンというのが1

1年度の数字ということで、これらに対する国内生産の割合というのは、主食用で見ますと

、 。 、 。7割 焼酎用で見ますと１割 小さい数字でございますが こういったことで対応している

そういった需給の状況になっているということでございます。

それから、麦製品の輸入の動向というのが下にございますが、そういったことで小麦を

その形のまま輸入すると同時に、製品としての輸入が近年増加しているというのが下の表

でございます。小麦粉調製品という粉で入ってくるものと、マカロニやスパゲッティやそ

ういった加工したもので入ってくるものと分かれますが、小麦粉調製品をごらんいただき

ますと、平成８年まで増加傾向にありました。12万トンまで増えまして、これをピークと

して、その後、円安といったことで、９年、10年は減少しております。しかしながら、11

年度以降は再び円高等ということで増加傾向にありまして、直近時点で見ますと、最近で

は円安傾向にありますけれども、１月から６月までの期間で、去年と比べましても11％ぐ

らいということで、再び小麦粉調製品の増加が傾向として見られるということでございま

す。

、 。 、３ページでございますが 生産の動向でございます 麦全体の国内生産につきましては

先ほどの米の関係でもありましたように、米を使わないで麦や大豆、自給率の低い作物を

増産していこうと、そういったことで取り組んでおります。過去の生産動向を見てみます

と、平成12年産では11年産に比べまして、４麦合計で78万トンのものが90万トン。小麦で

ごらんいただきますと、右の表のように、12年度68万トンということで、対前年18％の増

加を見ているということでございます。

下に、それらの生産を畑作、あるいは水田の裏作、転作というふうに態様別で見ており

ます。右の表にございますように、一番下が畑作麦というところでございまして、全体の

作付面積の中で畑作の麦が41％を占めております。このほとんど９割近くは北海道で作ら

れている小麦ということです。その上が水田の裏作で作られている小麦ということで、こ

れについては近年微減傾向にあります。特徴的なのは一番上の転作麦でございまして、水

田を使って麦や大豆を増産していこうという取り組みの中で、転作麦が大幅に増加してお

ります。全体の面積でも３割のシェアを占めております。

そういったことで、左側の（３）にありますように、13年産麦につきましても、12年産

と同様に、都府県で見ましても、作付面積で12％程度の増加になっているということで、
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さらに生産量として大幅な増加が見られるということでございます。

４ページでございますが、こういった生産の増加をどういうふうに見るかということで

すけれども、ここには昨年策定しました新しい基本法に基づく基本計画の中で、10年後の

自給率目標というのを策定しました。この中で小麦につきましては、10年後ですから、平

、成22年に80万トンまで生産を拡大していこうということが全体の目標となったわけですが

それには前提条件がありまして、右側に取り組むべき課題がございますが、国内産の小麦

というのは、外国産に比べますと、コスト面、品質面でどうしても劣るという部分があり

ますから、ここにありますように、品質の向上を図っていく。日本のめん用に適したよう

。 。 、な製めん適性を高める あるいは生産コストを低減していく そういった課題を達成して

生産努力に取り組むということですが、なかなかこれらの課題の達成が伴わないまま、生

産の増加が起こっているということが幾つかの問題点を生み出しているという状況にござ

います。

５ページ目でございますが、そういった全体の需要や供給に対しまして、政策としてど

ういったことをやっているかということを以下に整理してございますが、全体の考え方と

しましては、ここにありますが 「新たな麦政策大綱」に基づいて麦政策を進めているとい、

。 、 、 、うことでございます これの経緯は右の一番上にありますが 従来は 麦につきましては

政府が全量を買い入れて、政府が買入価格を決めて買い入れる。それを政府が売渡価格を

決めて、実需者の皆さん方に引き取っていただくということで、政府が全量管理した状況

で長い間推移してきておりました。

しかしながら （２）でございますけれども、そういった形で政府が管理するということ、

で、需給に大きなミスマッチが発生している。あるいは非常にいい、良質の麦を作っても

生産者の方々にはプレミアムといったものが手に入らないとか、画一的な価格ということ

でさまざまな問題点が発生してきました。

こういった経緯を踏まえまして、平成10年でございますけれども、御議論いただきまし

て 「新たな麦政策大綱」というものを決定して、これを12年産麦から徐々にではございま、

すけれども、実行しているという状況にございます。

そのポイントは右の表にございますが、１つは、国内産麦については民間流通の仕組み

で構築する。先ほど申しましたように、国が買って国が売るのではなくて、民間流通の中

で、入札でもって市場で評価し、国内の麦を生産振興していくといったことが１つござい

ます。それに関連して、また後ほど御説明しますが、麦作経営安定資金という生産者の経
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営安定のための資金も導入しているということ。あるいはそういったことで品質の向上で

すとか、あるいは生産対策の充実・強化といったことをやっていく。そういったことがこ

の麦政策大綱のポイントになっているわけでございます。

６ページでございますが、初めの民間流通の仕組みについて概要でございますが、今申

しましたように、入札による価格を基本としております。右に１年間の民間流通の流れを

書いてございますが、価格形成を行うに当たって、３月から６月にかけて民間流通連絡協

。 、議会でどういうふうな需給になるかという情報交換をしていただく それに基づいて７月

８月に入札でもって価格を形成するということが１つのポイントでございます。

その場合に、米と違いまして、麦の場合には、括弧書きで小さくて恐縮ですが、プラス

・マイナス５％の値幅制限を現在設けております。これは民間流通に12年産から移行した

ばかりといったこともありまして、値幅の制限を設けているということが１つ。

もう１つは、そういった価格に基づいて播種前契約ということで、８月から10月までか

けて生産と需要についての契約を結ぶ。

こういったことで価格が決まり、全体の生産なり、需要量が決まり、契約をしていただ

いて、そういったことに基づいて安定した播種・生産が行われる。そういった仕組みで12

年産から進めているということでございます。

次のページでございますが、そういった仕組みの中で現在13年産、ちょうど今最後の北

海道の収穫が終わっている状況の13年産につきまして、全体の99％までが民間流通に移行

しているということで、ほぼ全量が民間流通システムに既に移行しているという状況にご

ざいます。

次の８ページでございますが、入札の価格についての分析でございます。今できていま

す13年産の麦についての入札結果を書いてございます。右の表も小さくございますが、小

麦の欄をごらんいただきますと、先ほど申しましたように、転作麦を中心として生産がか

なり急速に伸びているといったこともありまして、基準価格――入札をする場合のあらか

じめの基準となる価格に対して、それを上回ったものも９銘柄ございますけれども、それ

を下回ったものが23銘柄、こちらの方が多いという状況。需給、あるいは品質、そういっ

たものが反映されているということがございます。

価格で見ますと、その下の欄でございますけれども、入札価格で見ますと、平均で小麦

の場合に13年産で2,344円ということで、対前年で２％の価格の低下になっているというこ

とでございます。
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そういった中で （３）でございますが、先ほど申しましたように、13年産も相当大幅な、

生産の増加が見込まれるということで、大変大きな需給ギャップが生じてきているのでは

。 、 、ないかという問題がございます 右の一番下には14年産 これはこれから入札が行われて

今年の秋から作付が行われる麦ですけれども、これについて現在までの販売予定数量、販

売を希望している数量、それから実需者の方からの購入を希望する数量を現段階で取りま

とめてみますと、小麦で見ましても７万6000トンの需給ギャップがあります。購入希望に

対して販売の方が相当上回っています。銘柄別、地域別にこれはいろいろありますけれど

も、４麦合計で見ましても９万トンぐらいのギャップがあるということで、こういったこ

とに対して実需者を評価の生産者へ適切に伝達を行う。あるいはより品質を向上させる。

そういったことをやって、この需給ギャップを解消していくということが重要な課題とな

っているということでございます。

それから、そういった品質の向上とも関連しまして、技術開発、品質の開発なり、生産

対策ということが非常に重要な課題になっておりまして、それの現状でございますが、ま

ず麦の品種開発につきましては、11年度から緊急開発プロジェクトということで、３カ年

かけて急速に推進してまいりました。右に主な新品種がございますが、11年度、12年度で

各地域の試験場で普及組織、あるいは生産者、実需者の方々と一体となりまして、これま

でのところ11品種が新たに育成されているわけでございます。しかしながら、まだ栽培実

績のところをご覧いただきますと、それぞれ数十ヘクタールということで、これからはこ

ういった優良な品種をどれだけ普及させていけるかということが非常に重要な課題になっ

てくるということでございます。

10ページでございますが、生産対策でございます。今の開発されました新品種につきま

して普及させていくという場合に、生産対策も非常に重要な事柄でございまして、１つは

栽培マニュアルを作成して、そういったものに基づいて実証的な普及活動をやっていく。

そういった取り組みを各産地ごとの協議会、右の表にありますけれども、これまでのとこ

ろ、麦の産地協議会が799全国市町村につくられておりまして、そういった協議会の中でさ

まざまな生産の推進が行われているということでございます。

例えば取り組みの事例として１つ掲げてございますが、北海道の清里町という、網走の

近くの小麦でございますけれども、ここについては小麦の品質の中でたんぱくの含有量と

いうのが非常に大きなポイントになっておりますが、それが若干高過ぎる、あるいはばら

つきがある。そういった問題があるということで、それを克服するために、この取り組み
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内容にありますように、収穫された麦をトラックごとにそういったたんぱくや成分の分析

を行って、その結果をまた生産者の方々にも情報を伝達して、栽培技術の改善にそれを応

用していく。そういったきめ細かな生産対策をやっていきながら、取り組みの成果として

ほぼ実需者の方々が求められる範囲にたんぱくの含有等も近づいてきています。こういっ

。た取り組みを各地域でもこれからさらに推進していく必要があるということでございます

続きまして、２番目の麦政策大綱の大きなポイントでありますのは、麦作経営安定資金

でございます。麦作経営安定資金は、ここにございますように、生産者の手取り確保、経

営安定を図るために創設されておりまして、12年産から適用されております。

右の下にございますように、先ほど申しましたように、それまでは政府が買い入れて、

政府が売り渡すということで、農家の方々の立場で見ますと、農家の手取りは、ここにあ

ります8,893円。それを売っていくときの政府の売渡価格が2,430円というような大きなギ

ャップ、逆ざやがここにあったわけです。これを民間流通でやっていきますときに、当然

、 、入札をしますと それまでの政府の売渡価格というのが１つの入札の基準となりますから

価格が入札のここまで大きく下がるというふうなことで、12年産から8,800円と2,400円の

間のギャップを埋めるための麦作経営安定資金を導入して、農家の経営の安定ということ

に資するようにしたということでございます。

次のページでございますが、麦作経営安定資金というものは生産性の向上というものを

適切に反映していく必要があるという考え方で、右に算定方式が書かれてございますけれ

ども、生産費や、あるいは収量等の向上といったものが反映されるような算定を行ってお

りまして 13年産 これは昨年の前米審でもお決めいただきましたが 前年に比べまして0.、 、 、

36％の引き下げをやっているということでございます。

しかしながら、一方で国内産麦が非常に急増しているということで、全体としての麦作

安定資金の所用額は急増しておりまして （４）にございますように、12年産725億円、13、

年産では833億円と急増しているということが１つございます。

それからまた、14年産の今年の秋に作付される麦につきましての麦作経営安定につきま

しては、他の農産物の品目と同様に、翌年の生産者の営農の計画に資するようにというこ

とで、今年の秋に本分科会での御議論を経て決定したいということで考えております。

次の13ページでございますが、流通コストの助成ということを行っております。これも

民間流通への移行に伴いまして、それまで政府が管理しておりましたので、流通コスト、

右の絵にございますように、袋詰めをし、各農協に持ち込む。農協の中では入庫に対する
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事務処理、あるいは検査の手数料、前払いの代金を払うための金利、さまざまなコストが

かかってくるわけですが、これをそれまでは政府が負担していたということで、民間流通

への移行に当たりまして、これを１度に民間で負担ということになると、また大きなコス

トになるということで、ここにございますように、当面政府にその負担の助成を求めると

いう整理の結果、12年産、そして13年産ということで、下にございますような負担で政府

が助成を行っているという状況にございます。

14ページでございますが、麦の政府買入価格でございます。先ほど申しましたように99

％が民間流通ということで、現実に政府買入れというのは非常にわずかな数量でございま

す。毎年、現在も残っておりますので、政府買入価格を右のような算定方式でもって計算

しているということでございます。これにつきましても先ほどの麦作経営安定資金と同じ

ように、生産性の向上ですとか、そういったものが極力反映されるような算定方式になっ

ておりまして、12年産につきましては、対前年で0.78％の引き下げを行っているというこ

とでございます。これにつきまして、昨年までですと、今年の６月頃に13年産、今とれる

麦の買入価格をお決めいただいておりましたけれども、先ほど申しましたように、今年は

全体の他の作物と併せて決定することが適当ではないかということで、今年の秋に13年産

の麦と来年の14年産の麦についての価格をあわせてお決めいただきたいということで考え

ております。

最後でございますが、麦の政府売渡価格でございます。売渡価格につきましては、右に

絵がございますけれども、現在いわゆる内外麦のコストプール方式という考え方に基づい

て決定しております。これは国内産麦に対する財政負担、この絵でいきますと、現在の麦

作経営安定資金、そういったものに要する費用、それから外国産麦です。圧倒的に数量が

多い外国産麦。これにつきまして、この絵にありますように、外国から調達する場合の調

達コストに管理経費がかかりますが、これに一定の輸入差益を上に乗せて、この形の中で

輸入差益と国内産麦に対する財政負担がイコールになるような、そういったコストプール

方式でもってこれまで算定しているということでございます。いわば自給率の向上という

ことで国内産麦を振興していく。このためのコストを外国産麦の売渡価格に転嫁した形で

設定している。そういった考え方でございます。

しかしながら （３）でございますが、こういった方式につきましては、国内産麦の保護、

費用が不透明であるという御指摘、あるいはその単価なり総額も不透明である。そういっ

た御指摘もこの前なされておりました。このため 「新たな麦政策大綱」の中におきまして、
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は、政府買入れが不要となった際には、こういった費用負担関係が一層向上するような新

たな算定方式に移行することとされておりまして、11年度以降はこういった民間流通にか

かるコストを明らかにしながら売渡価格を決定してきているところでございます。

次のページでございますが、そういったことで、実際の売渡価格というのは昭和60年以

降、円高ということもありまして、順次引き下げております。一番最後に表を書いてござ

いますけれども、23ページ、最後のページをご覧いただきたいと思いますけれども、一番

最後のページにありますように、昭和60年からの長い流れで、政府の買入価格と売渡価格

を書いてございますが、現在までの毎年の動きを見ますと、買入価格につきましては20％

ほどの引き下げを図ってきた。一方、売渡価格につきましては内外価格差が存在している

といった状況も踏まえまして、この間に42％の引き下げを行ってきているということで、

徐々にではありますけれども、内外価格差の縮小に向けた取り組みを行ってきているとい

うようなことでございます。

16ページに戻ってきていただきまして、しかしながら、直近の状況で見ますと、売渡価

格に関しましては、１つは円安の影響で外麦の調達コストが非常に上がってきているとい

う状況がございます。右の表にありますように、為替が昨年の12月に旧米価審議会でお決

めいただいたときに想定した価格107円という為替でしたが、現在120円強、125円ぐらいま

でコストが上がってきているということが１つ。

それから、ＦＯＢ価格。これは実際の調達の価格でございますが、その価格も当時は155

ドルということで想定していたものが、今は170ドルということで、こういった海外からの

外麦調達コストが非常に増嵩している状況についてどう考えるかというようなことが１つ

の課題になっているということでございます。

以上でございます。

質 疑 ・ 意 見 等

○八木分科会長 ただいま事務局からの説明に対しまして、御質問、御意見等ありました

らお願いしたいと思います。また、食料行政について常日頃お考えになっておられること

でも結構でございますので、御自由に御発言いただきたいと思います。

なお、時間も限られておりますので、最初に米の関係について御議論いただきまして、

その後、麦関係についてお願いしたいと思います。
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それでは、どなたからでも結構ですので、御発言いただければと思います。質問でも御

意見でも構いませんのでお願いいたします。

では、五月女委員。

○五月女委員 まず２つほど質問をお願いしたいんですけれども、作柄部会の説明があり

ましたけれども、作柄部会の現在お話しできる状況、その状況の中で作柄と実収のぶれ、

作況たるものは何で検討なされているか。もう１つは、備蓄運営委員会の現在の経過です

ね。その２つ、お願いしたいんですけれど。

○八木分科会長 では、事務局の方からお願いします。

○中村生産調整推進室長 生産調整推進室長でございます。

、 。作柄部会の関係は先ほど御説明がありましたように ８月６日に第３回が開催されます

そこにおきましては、31日に統計情報部の方から公表されております７月15日現在の平成

13年産水稲の生育情報、これを１つ大きな参考にして検討が行われます。

、 、 。それから ７月30日から８月１日にかけまして 全国14県に現地調査を行っております

これは農林水産省とこの事業の実施主体、取組の主体でございます全中、全農がチームを

組みまして、８チームで14県を回ったということでございますけれども、そこで具体的に

各県の現在の水稲の生育状況、それから現場の生産者の皆さんの感じ、今年の水稲の生育

がどういう感じとして自分たちはとらえているかということをつぶさに聞いてきておりま

す。そういうことを参考にします。

それから、この作柄部会には気象庁の方からオブザーバーとして参加をいただいており

ますけれども、気象庁の方でいろいろ把握されている今年の今後の気象状況、そういうも

のを総合的に勘案して検討が行われることになると考えております。

○針原計画課長 備蓄運営研究会でございますが、議論しておりますのは幾つの論点がご

ざいまして、１つは備蓄運営の役割をどうとらえるか。ここは食糧法におきまして消費者

対策ということで、安定供給のための備蓄ということですが、そこに需給調整機能を現在

持たせているわけです。しかし、そこが消費者対策ということで、余り需給調整に機能を

持たせるべきではないのではないかという御意見と、回転備蓄をしながら運営している以

上、需給関係と無関係に操作するわけにいかないから、例えば豊作のときに若干の幅をも

って買い入れを行うべきではないかという２つの意見が出ております。

それから、次の論点といたしまして、備蓄水準をどの程度にすべきかという議論でござ

います。150万トンということでございますけれども、それにつきましては幾つかの試算を
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当方からしまして、例えば10年に一遍の不作というのはどの程度ですかと。これは作況で

いきますと92程度ぐらいになるんですけれども、そのときにどのぐらい要るんでしょうか

と。流通量に、端境期に不足するわけですから、端境期に幾らぐらい持てばいいんですか

と。そうすると、100万トン程度プラス・アルファで、流通在庫をどう見るかということな

んですけれども、そういうような試算ですとか、普通の不作が２年続いたらどうなんでし

ょうかと。２年目に生産調整が緩和されて、生産が戻る。１年ですぐに戻るということは

ないかもしれないので、その辺をどの程度予測するんですかと。それから、もっとすごい

、 。 。状況で 全くお米がなくなっちゃったと そのときに政府米だけで端境期を乗り切ろうと

こうすると130万トンぐらい要るかなと、幾つかの試算をしております。

いずれにしても150万トンというのは少し多いのではないかと。自主流通米の価格への影

響から見ても多いのではないかなという御議論が出ております。

３つ目は、150万トンを古米で１年で売り切るということにつきましても少し無理がある

のではないかという御議論が出ております。

、 。 、４つ目は 10月末に在庫を判断するというのはそれでいいんだろうか 作期も早まって

かなり新米が出ている。むしろ端境期になる直前に在庫をきちっと把握いたしまして、端

境期のときにどのように対応するかということを判断した方がいいのではないですかとい

う意見が出ております。

それから、政府米の買い入れとか売却につきましてはもう少し弾力化して、円滑に運営

できるようにしたらどうでしょうかという御意見が出ているということで、まだ完全に集

約できるような状況ではございませんが、傾向としてはそういうような検討状況になって

おります。

○八木分科会長 よろしいでしょうか。

○五月女委員 わかりました。

○八木分科会長 他にございませんですか。

中田委員。

○中田委員 簡単な質問で申しわけございません。

先ほど説明の中に精米表示のことが出ておりました。適正なものとかということで調査

をなさったということだったのですが、その辺でどの程度の不適正なものがあったのか、

それでその後、適正化を進めるための方策というか、そういう指導というのはどの程度な

されたのかということをお聞きしたいんです。といいますのは、この表示が決まりまして
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から、お米を買うときに、消費者も結構裏側を見て買うという意識がだんだん根強くなっ

てきています。ですけれども、非常に見づらいんですね。それと混ざっている割合という

のが、私たちに言わせると非常に不適切なというか、不親切な、そういう表示になってお

りまして、消費者としてはもう少しわかりやすい表示ということに何とかならないのかと

いうことが１つあります。

もう１つは、今数字を聞いていてびっくりしているのですが、非常にお米が売れなくな

ってきているということに関して、学校 給食あたりの給食にお米をもう少し導入できな

いのかというのと、それから老人施設、老健施設、ああいうところでも結構めん類とか麦

の方の食事が多いように思いますので、ここにもお米を投入することができないのかとい

うふうに思っております。そうすると、少しは消費が上がっていくのかなというふうに思

っておりますので、意見と質問とまぜこぜで申しわけありませんが。

○八木分科会長 お願いします。

○涌野消費改善課長 消費改善課長の涌野でございます。

お米の表示の指導状況ということでございますが、まず４月１日からＪＡＳ法に基づく

精米表示になったわけですけれども、それ以前に円滑な移行ということで、食糧法に基づ

く調査をやっておりました。これは２月、３月、集中的にやっておりまして、最終的な調

査結果といいますか、処分状況を４月19日に発表いたしました。

ここでは584店舗、2,357点の全国の調査をしたわけですけれども、そのうち80業者に立

入検査を実施いたしました。その後、都道府県に監査をしていただいた業者が12都道県、2

8業者ございました。このうち、それまでの間に改善がなったものが10業者ということで、

18業者が業務運営の改善を求められたものでございます。これは簡単なものは口頭の指導

からありますけれども、最も悪いものは業務改善命令ということで、これは東京の業者が

１社ございました。これにつきましてはを４月19日、東京都が業務改善命令を発しました

ので、同日付けで食糧庁が業者名を公表いたしております。これはテレビにも取り上げら

れまして、かなりインパクトがあったと承知しております。

その後、４月、５月になりましてからはＪＡＳ法に基づく表示ということで、これは日

本全国で小売業者さんは９万4000社、店舗数で16万店舗ございますけれども、基本的には

、 、年１回 これらすべてを巡回点検をするようにという食糧庁の方針がございますけれども

４月、５月に集中的に２万から３万程度の店に入った調査をして、必要な指導をしている

ところでございます。
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それから、先ほど御説明がありましたけれども、早場米につきましては、早場米地区の

かなり細かい追跡調査を現在実施しているところでございます。

さらに、豪州産米につきましては、日本国内の早場米と混ぜられているといううわさも

ありますので、そういうものを含めて豪州産米の追跡調査もやっているというところでご

ざいます。

次に、表示がわかりにくいという御指摘がございましたけれども、これはＪＡＳ法に基

づくものが始まったばかりでございまして、もし必要であれば検討させていただきたいと

思いますけれども、現在は現行の中でできるだけわかりやすくと思っております。

袋の表示についてですが、表示欄は、普通は裏側というふうになっていますけれども、

実はあれは裏ではなくて、私どもはあれが表（おもて）だと思っているわけです（笑声 。）

これは商売上、メリット表示の大書きのところが表ということで、私どもは裏といいます

か、ですから私どもは必ず一括表示欄については裏とは書かずに、反対面とか、そういう

ふうに称しておりますけれど、これはそれぞれ御理解願って実施しているということでご

ざいます。

ブレンドの割合につきましては、最近業界紙にも出ておりますけれども、例えば２割、

３割でメインの名前として出てくる。例えば新潟こしひかりブレンドと。実は１割しか入

っていないというのがございまして、それについては現在そのルール化について検討して

おりまして、告示の改正も含めて検討したいと思っております。

学校給食につきましては、現在全国平均週2.7回米飯学校給食をやっていただいておりま

。 、す これもお米の量に直せば玄米換算で９万5000トン程度ということでありますけれども

これをできるだけ早急に週３回ということで思っております。これは昭和60年に当時の文

部省が当面週３回を目標としたものですが、既に10数年たっていて、いまだ2.7回というこ

とで、今年の消費拡大においては米飯学校給食に相当集中的に力を入れてやらせていただ

いております。早急に３回をクリアして、さらに４回、５回というふうに頑張っていきた

いと考えております。

それから、老人ですとか、健康施設ですとか、病院というのはかなり米飯が進んでおり

まして、病院などは９割以上というふうにお聞きしておりますので、これも踏まえまして

適切に対応したいと思います。

○中田委員 ありがとうございました。

○八木分科会長 他にございませんでしょうか。
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平沢委員。

○平沢委員 意見でございますが、よろしゅうございますか。

○八木分科会長 はい。

○平沢委員 先ほど米をめぐる情勢を御説明いただいたのですが、稲はいろいろ変動する

環境条件で栽培されます。気象条件に大変大きな影響を受けるということは申し上げるま

でもないことでございますが、気象条件の予測というのは短期間では現在はかなりの精度

があります。しかし、長期間になりますと、正確な予測はかなり困難というのが現状では

ないかと思います。稲の作況が変動するのは気象条件の変動と、これに十分な対応がまだ

できないということによるのではないかと私は考えております。また、もし稲の生育期間

中の気象条件が正確に把握できれば、例えばアメダスで現在測定されているような精度で

作付前に気象条件が予測できれば、収量はかなりの精度で予測できる、そういった科学と

技術があると聞いております。

科学や技術の進歩によりまして米の生産が大きく向上したことは事実でございますが、

先ほど申しましたように、気象条件の変動にはすぐに十分に対応して安定した生産がまだ

できないということと、気象条件の長期間の正確な予測が現在ではまだ困難であるという

ことが１つの大きな要因となって、計画通りの生産ができずに先ほど来御説明のありまし

た米をめぐる情勢、そういった厳しさがあると理解しました。しかしながら、これは気象

学も含めた現在の科学と技術のレベルを反映した結果ではないか思っております。

本年、緊急需給調整対策がとられて、作柄が良いと見込まれる場合には生育の途中で刈

り取るという判断をするということになっておりますが、早い時期に判断するということ

、 、 。になりますと 先ほど申しましたような理由から 正確な予測ということが大変困難です

そのことによって関係の方々が大変なエネルギーを費やされるということになりますし、

予測が不正確なことによって生じてくるいろいろな問題や混乱も考えられるということに

なるのではないかと思います。

このようなことから、用途を明確にした上で作付けをすることがやはり基本ではないか

と思っております。先ほど米の備蓄についての御検討をなさっているというお話がありま

したけれども、米の備蓄につきましては需給調整の意味合いも持たせて、量とその運用に

幅を持たせていただくのが現状にあったやり方ではないかと思います。私の専門ではあり

ませんけれども、あわせて、求められる稲作が可能な経営を確立していくことが必要では

ないかと思います。
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以上でございます。

○八木分科会長 どうもありがとうございました。

加倉井委員、お願いします。

○加倉井委員 御質問しようと思っていたら関連のお話が出てしまったので、続けて御質

問をします。

先ほども出ました需給調整の問題なんですけれども、米の資料の14ページに出ています

けれども、生産者団体の主体的取り組みとしてこれをやると言っておきながら、作柄の決

定というのは、作柄部会というのは農林水産省が非常に強く関与しているみたいな感じに

受け取るんですよね。そうしますと、これは農林水産省が責任を持たなければいけないの

ではないですか、こういうふうに１度言ってしまったら。作柄部会がこれはこうであると

決定してしまったらですね。そんな責任とれるかどうかということで、今の平沢さんのお

話と関連するんですが、台風が一過したら変わってしまいますね、状況が。それから、こ

としは観測史上始まって以来何とかという肩書きのつく気象状況がありますね。非常に不

安定な、考えられないような高温みたいなことがありますね。それは責任を持てるんでし

ょうか、農林水産省は。それだったら生産者団体の主体的取り組みというのはどこにいっ

てしまうのでしょうか。具体的にはこれは作柄部会の決定に従っちゃうわけですからね、

結果は。それは責任とれるものなんですか。私はとれないのではないかと思うんですが、

その辺はいかがでしょうか。

○八木分科会長 計画課長、お願いします。

○針原計画課長 この作柄部会は米の需給価格情報委員会の専門部会でございまして、こ

の情報委員会の設置は生産者団体が設置している委員会でございます。その中に専門部会

として作柄部会ということでございますので、形式としましても、実態としましてもこれ

は生産者団体の委員会。それに気象庁なり、役所なりが参画して、一緒に検討しようとい

うことになっているわけでございます。

○八木分科会長 よろしいですか。

○加倉井委員 そうすると、情報提供みたいなことでしょうか。統計情報部の情報とか、

そういうものを提供する。

しかし、農家としては農林省が決めたんだから農林省に当然責任持ってもらうみたいな

ふうに受け取るような気がするんですけれどね。

○針原計画課長 情報提供といいますか、情報も提供いたしますし、先ほど申しましたと
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おり、一緒に現地に視察に行って一緒に考えるということをいたしておりますけれども、

これはあくまでも主体的な取組、要は今年きちんとした需給改善の対応をしないと、その

分が来年にツケを回して、来年の需給改善の取組の強化につながる。そこをよく考えて主

体的に取り組んでくださいという趣旨でございますので、そこは趣旨をきちんと徹底する

ように昨年から努力しているところでございます。

○加倉井委員 次のことなんですが、備蓄制度ですね。150万トンプラス・マイナス50万ト

ンを変えていくということも考えるというふうに受け取ったのですが、私、前から疑問に

思っていたのは、需給調整上の備蓄だったら、これは農林水産省の予算でやるというのが

正しいだろうし、それはしかし50万トンとか100万トンというような小さな数字だろうと思

うんですね。しかし、これを例えば国家の食糧の危機管理、あるいは安全保障上備蓄をや

るということになれば、当然何百万トンという単位になるだろう。そうなったらその費用

は農林水産省の予算ではなくて、国家の予算ではないか。例えば外国でも国家の安全保障

上の予算支出ということでやっているところはあちこちありますね。これは先ほど量が云

々とおっしゃったけれど、量とお金の出し方というのは関連してくるのではないかと思う

んですよ。例えば300万トンやったって、これぐらい豊かな国だからやれることはやれると

思うんですね。あるいは500万トンもやれるかもしれない。しかし、その費用は需給調整費

用ではないのではないでしょうか。つまり食糧管理の費用ではないのではないですか。国

家安全の費用ではないですかね。その辺、どうなんでしょうか。

、 。○針原計画課長 国家安全の費用の場合 必ず予算はどこかの省につけなければいけない

食糧安保を農林省が主張する以上、国家安全のための費用としてはやはり農林省に計上す

べきだと思っております。

もう１つは、現在の食糧法上は需給調整というものから備蓄を切り離した書き方になっ

ております。そこを運用上、幅でもって運用するということになっているわけですが、そ

のためにかなりの財政負担を強いられてしまっているということと、もう１つは、需給調

整上も１度200万トン以上持つと、豊作が続いた場合には生産調整につきましては、在庫を

減らすための取り組みと、年々の豊作に対応するための取り組みと二重の取り組みをしな

ければいけない。この生産調整の幅を増幅するということがかなり農家経営にとっても圧

迫する要因になってしまう。それができないものですから、急な生産調整の拡大というの

ができなくて、在庫が増加したままになる。それで価格がどんどん下がっていくというこ

とで、農家経営上もあんまりいいことではないのではないかということを考えている次第
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でございます。

○八木分科会長 加倉井委員、よろしいでしょうか。

どうぞ、竹内委員。

○竹内委員 今の議論に関連してなんですけれども、事務方から御説明があったような今

の法律がどうしてそういう法律になっているかというのは、私はそれなりの理由があるの

ではないかと思うんですね。お米は非常に特殊といいますか、食糧の中で極めて重要な、

基礎的なものではありますけれども、やはり商品ですから、需要と供給の関係というのは

すべての商品に共通して言えるように、生産が過剰で売れない場合には、生産サイドがそ

れを調整する。対応する。つまり生産量を減らす。あるいは需要に併せて生産体制を整え

るというのはやむを得ないといいますか、当然のことで、そうしなければうまくいかない

わけですね。

ですから、加倉井さんがおっしゃるように、生産者の主体的な取り組みというのがベー

スじゃないかというような議論にこのところなってきているわけでございますが、他方で

備蓄というのは、これは天候に影響されますから、作況が極端に低いと生産が供給できな

いということになると、これは大変国民生活の上で不安が出てきますから、したがって、

そういう緊急の場合に対応すべく一定の予備を持っておこうというのが備蓄ということで

すので、その上、加えて、長期的に収量が少しずつとはいえ減っていて、潜在的な供給能

力が大幅にある。そういう特質が米についてはありますから、したがって、需給調整は備

蓄と一応別であるという、そういう整理になっていると思うんですね。

そこを運用上はいろいろ悩ましい状況の中で、そういう要素も取り入れたりもしてきた

んですけれども、結果的にはやはり無理がありますので、今課長さんのお話にありますよ

うな、生産者サイドにとっても非常に過重といいますか、つらい負担のようにもなってい

るというので、もちろんこの議論は備蓄研究会でもいろんな議論がありますから、こうい

う議論で全員というわけではありませんけれど、そういうような理解に立つのが一番事柄

が合っているのではないかと実は思っているわけです。

そこで、具体的には今年はなかなか心配だなという感じがしますのは、今までの経験か

らすると、毎年全く同じではありませんが、傾向的には最初の作況が少しよさそうだとい

うときには、だんだん出来秋に向けて作況がいい方向にいくと指数が上がるというような

傾向。逆に少し作柄がよくないというときには、しばしば、最後の方になるとさらに悪く

、 。なるといような傾向が過去割合と多いものですから そういう意味でちょっと心配だなと
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他方で、需要の方は、昨年はとんとんぐらいで、０．幾つかの若干のプラスだったんです

が、ここへきてまたちょっと、まだ２、３カ月ですけれども、三角が出てきているという

ようなことで、需給の管理がしっかりしていないと、すべての基礎ががたがたになっちゃ

う恐れがあるので、そういう意味で今お話にあったような点も含めて需給管理をぜひしっ

かりやっていただくと同時に、スタートしたばかりとはいえ、自主的な取り組みというの

をぜひしっかりやって欲しいなというのが１点目の意見でございます。

それから、備蓄の問題は今、研究会等、また食糧庁も研究していただいておりますけれ

ども、そこでまとめていただければよろしいかなと思いますが、やはり事務局の御説明に

ありますような検討項目をきちっと、またそれが国民にアカウンタブルなような形に整理

して取りまとめていただきたいなと思います。

ちょっと気がついたことだけ申し上げますか、価格についての状況の御説明もございま

したが、方向としては改善された方向になってきていると思いますが、なお一層市場との

関係についてまだ幾つか市場と乖離した状況というのがございますので、一層市場との関

係を重視する方向にいろんな問題を御尽力いただく必要があるのではないかと。

稲作経営安定対策の御説明もございましたが、御説明にあるような構造政策との関係と

いうのも一層御検討いただきたいし、また、運用について、この趣旨に合うような運用を

心がけるよう御尽力いただくようにお願いしたいと思います。

○八木分科会長 ありがとうございました。

甲斐委員、お願いします。

○甲裴委員 先ほど作柄部会のことが出ておりましたんですけれど、私も作柄部会の御研

究も天候の予知まではなかなかできないので、今度８月６日で決まるというのは、せっか

く研究会なのに遅いのかなという感じが、もう早場米は出ておりますし、という感じがす

るんですけれど、第２回の時に、今回は見合わせるのが適当であるとか、あんまり作柄は

いいとは言えないのではないかというような見方が出ておりましたね。そして、ここへき

て、またそのまま、台風さえなければ豊作なんじゃないかなという感じが素人の私たちで

もするわけですけれども、やはり超早場米地帯については、低温の影響があったというん

ですが、先ほど早場米の取引が順調にという御説明があったように思うんですが、私、持

ってきたつもりで今日は持ってこなかったのですが、時々情報を流していただいて、じっ

くり読めなくて申しわけないんですが、拝見しているところによりますと、大分売れ残り

が出ている。当然消費者の方もそんなに早場米、新米に飛びつかなくなったというような
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状況もちょっと見えるかと思うのと、小売店さんでも今ごろになると必ず新米入荷とか、

新米ありますと張り紙をなさったんですが、今年はあんまり見かけないんですね。それは

やはり備蓄米を食べてもらうためというか、冷温貯蔵の技術が進みまして、１年間くらい

は全く味が変わらないで保管できるというような技術も進んだこともありまして、そんな

に新米に飛びつかなくても、新米がものすごくおいしいという差がなくなったというんで

しょうか、そういうところも出てきているのと、お米の味に余りとんちゃくしない世代が

増えたということもあるかもしれませんけれど、いずれにしてもあんまり新米、早場米に

値段がついていない。

産地もそういうことであれば、超早場米を競うような、一時期ありましたね。早場米を

どんどん競って、だから二毛作ができなくなるとか、いろんな状態が起きていたんですけ

、 、 、れど 今は土地を大事にして いいものをつくろうという運動が進められておりますので

そんなに早場米、超早場米の競争が意味がないとなれば、農家の方もそういう動きはとめ

て、私、詳しくないのですが、もしかしたら麦もつくれるとか、そういうふうな状態がで

きるのかもしれないので、ここのところは市場の状況を見て、もちろん皆さんお考えにな

ることだろうと思うんですけれども、たしか２回、新米の上場がなされていますけれど、

大分売れ残っていますよね。

そんなことがあるのと、先ほどの備蓄の問題もなんですが、私も危機管理だったらやっ

ぱり農水省だけでは負い切れない問題ではないのかなと常々思っていまして、危機管理は

しなくていいかというと、こういう天候は世界的で、ことしは日本だけではなくて、ヨー

ロッパもすごい猛暑のようですので、そういうことになりますと、やっぱり国は最低の主

食というのは管理しておかなければいけないんだと思います。それを今予算が厳しいとこ

ろですけれど、農水省だけでやるというのはやはり無理なんだろうなと。需給調整的なく

らいの、天候を相手につくっている作物ですから、そういうところら辺はやっぱりやらな

ければいけないだろうけれど、危機管理というところまでいくと、それは国民のいろんな

意見をもらわなければいけないわけですけれど、国のほかの財政で持つべきではないのか

なと私も常々思っておりましたので、もちろんこれは備蓄運営委員会がいろいろと御検討

中だというので、回転備蓄なのか、棚上げ備蓄という声が出ているかどうかわかりません

けれども、そういうところでじっくり研究なさっていただきたいなと思います。

いずれにしてもむだが出るのは当たり前で、幾ら回転備蓄だからといって、赤字を出さ

ないで食べろというのは到底無理な話で、どこかが管理費として無駄になるのを承知でと
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っておかなければならないものだというふうに考えております。

それから、安定資金なんですけれど、主業農家とか、準主業農家、副業的農家というと

、 、 、ころにも同じように 必要がないところはおやりにならないかもしれないけれども でも

そういうのはみんな同じにあるというのもちょっとおかしいのかなと。今、政策研究会の

方で主業農家とか、主要な農家は何なのかというので討論している最中ですけれども、こ

こら辺の問題も少し見直した方がいいのかなと思いますのと、それから、麦につきまして

は質の問題もありますが、転作なのか、それとも転作のまま、本当に麦を定着して作ろう

としていらっしゃる農家なのかというすみ分けも順次検討していかないと、要するに調整

のための転作と、本当にそちらに移行していかなければならない農家の条件とか、そうい

うところなんかも見定めていかなければならない時期にきているのかなと思います。

それと、今は補てんがたくさんいっているわけですけれども、そういう補てん金がずう

っと永久に続くとは思えないので、自立していけるのかどうかというのもどこかで見きわ

めていかないと、麦と大豆の転作については質の問題と補助の問題と両方考えていかなけ

ればいけないのかなと思っています。

すみません、雑駁ですけれど。

○八木分科会長 どうもありがとうございました。

そのほか御意見ありましたら。

では、こちら、細野委員。

○細野委員 制度自体余り詳しくないんですけれど、御説明を聞いて２点ほど質問といい

ますか、意見を兼ねて申し上げたいと思います。

１つは、一番最後に食管特別会計の剰余金がマイナスで、さらに赤字が拡大していく見

込みだという御説明があったんですけれども、これに対して事務局の方で負担の先送りを

、 、 、しないことが大事だという御説明で 私もこの点は非常に大事な点だと思いますので 今

全般的に構造改革ということが経済のいろんな分野で求められておりますけれども、ぜひ

この点についても、もし何か具体的に考えておられるようなことがあればお伺いしたいで

すし、備蓄の減少ということに直接つながるかどうかわかりませんけれども、もう少し具

体的な説明をいただければありがたいと思います。

それから、もう１つは、稲作経営安定対策についてですけれども、副業的農家について

は１戸当たりの補てん金というのが非常に少額で、生産調整のインセンティブにもなって

いないという説明だったんですけれども、恐らく１戸当たりの補てん金が少なくても、全
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体としてはかなりの経費になっているのではないかと、特に財政負担としては大きいので

、 、はないかと思いますので それがどの程度のものなのかということをお伺いしたいですし

それから余り効果がないところに薄く広くばらまいているというとちょっと言葉が悪いで

すけれども、そういうふうな状況になっているとすれば、それについて改善の方向という

ものを考えていく必要があるのではないかと思いますので、そのあたりの御説明をもう少

し詳しくお伺いできればと思います。

以上です。

○八木分科会長 企画課長、お願いします。

○長企画課長 １点目の食管特会の現状ということでございますが、先ほども計画課長が

御説明いたしましたように、食糧法になりまして、備蓄運営というふうに制度の目的が変

わったということで、経費が当然古米として売却していくということで上がっていくとい

うことが１つその原因としてございますし、それからまた平成６年以降は豊作基調が続い

たというようなことで、そういった過剰基調が続いたということもまた政策経費が増嵩し

た要因。そういったことで13年度に初めて食管特会がマイナスの予算を組んでいるという

ことでございます。

これに対しまして、私どもは健全化に向けた取り組みを行っていくということで、１つ

は事業経費、特に備蓄研究会、先ほど来御議論いただいていますように、備蓄研究会でも

って備蓄運営のあり方について今後のあり方を見直していくというようなことで、政策経

、 、費をどのように考えていくかということが１つございますし それから食糧庁の管理経費

私どもの事務費、これについても徹底した合理化、節約をしていくというふうなことがご

ざいます。

これは具体的に言いますと、私どもの職員定員につきましても、この５年間で約1,000名

削減しておりまして、12年度末で9000名弱という定員の状況になっております。これにつ

きましてはさらにこれからの５年間で約1850人定員を削減していくということですとか、

それからもろもろの庁費の節約、そういったことで政策経費、それから事務費、そういっ

たものも徹底して合理化を図っていく。そういったことが重要になろうかと思っておりま

す。

それから、２点目の稲経の先ほどの全体の資金総額でございますが、資料にございまし

。 、たように1,240億円というのが全体の12年産の補てん金の交付額でございます それが主業

準主業、副業農家に支払われているということで、それぞれの農家のグループに対するシ
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ェアでございますけれども、大変大ざっぱですけれども、大体35％、３割ずつというふう

なことでお考えいただいたらいいと思います。ですから、副業的農家に対しても400数十億

円の交付金額になっている。１戸当たりは小さいですけれども、先生御指摘のように相当

大きな予算の支出になっているということで、これにつきまして先ほど来御説明していま

すように、さまざまな検証を行いながら、こういったもののあり方というのを今後検討し

ていきたいと考えております。

○八木分科会長 では、計画課長、お願いします。

○針原計画課長 先ほどからまず超早場の入札のことが出ておりましたが、結果は２回や

りまして、２回とも昨年の同じ時期と比べまして、1,000円程度高値の入札結果になってお

ります。

そこで、入札残をどう見るかということでございますが、昨年よりも今年は上場数量が

極めて大きかったということで、上場数量に対する落札比率が宮崎コシで４割程度になっ

ているわけですが、これだけ落札残が多くて、かなり価格が堅調だったということは、逆

に言うと生産者の方々はほっとしている。普通はあれだけ落札残があると暴落しているわ

けですけれども、暴落せずに、逆に上がっているということで、落札した人はそれなりの

評価をして、それなりの価格で買っていただいたということでございます。したがいまし

て、落札後の玉につきましては、相対で適切に販売できるだろうという見込みは立ってお

ります。

そういう意味で、６月時点の作柄部会の判断としては、超早場だけを見れば、ある程度

の合理性があったのではないかなと。ただ、これからとれるお米につきましては、どうい

うふうに考えていくか、非常に難しい問題がございますけれども、やはり一定の判断をし

ていく必要があるのではないかと思っております。難しさは重々承知しております。

それから、備蓄経費でございますが、危機管理経費はたしかに重要でございます。ただ

し、どの程度が適切かという問題でございますので、例えば諸外国でも危機管理経費はほ

とんどが食糧省、農業省が計上しております。したがいまして、日本国でも所掌からいき

ますと農水省の予算で対応すべきことだろうと思いますが、ただ、その程度でございます

が、諸外国も一定の市場で市場価格でもって買い入れたものを市場価格で回転させるとい

うことで、そんなにお金がかからないような仕組みになっている。ただ、現在の備蓄は販

売期間が長いので、倉敷料の金利が必要以上に高くなっている。それから値引きしなけれ

ば売れないということで、それも必要以上にかかっている。こういうところを改めて、で
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きるだけ必要な経費は必要な経費として計上しながら、その合理化を図り、財政の健全化

を図る必要があるだろう。

それともう１つ、備蓄運営研究会で出ておりますが、そういう情報を透明化して、国民

の理解を得るような努力をすべきである。したがって、これだけ必要なんだからこれだけ

かかるんだというような情報を提供して、国民の御理解を得る努力をしなければいけない

のではないですかという御指摘もいただいております。

したがいまして、備蓄の意義につきまして、これから検討するところでございますが、

ホームページ等でパブリックコメントをいただきまして、この意義につきましてどうお考

えになるのか等々について意見募集をする。あるいは食糧庁で1,300人ぐらいの消費モニタ

ーを任命しておりますが、その方々に御質問して、御意見を伺う等の努力をこれからして

いきたいと考えております。

○八木分科会長 それでは、黒田委員、お願いします。

○黒田委員 麦の問題でよろしゅうございましょうか。

○八木分科会長 麦の問題はまた別に時間をとりたいと思うんですが……。

○黒田委員 では、後にします。

○八木分科会長 では、五月女委員、お願いします。

○五月女委員 ぜひお聞きしておきたいことが２つほどあるんですけれどね。

実は今作柄部会のことを私も質問しましたし、皆さんからもお話があったんですね。現

。 。実の農家として私は計画外の米を大半販売しております お客様は既に決まっております

作柄部会でどういう答えが出て、一部青刈りしろと言われても、お客さんにどう説明でき

るのか。多分計画外を扱っている私のような農家はなかなか難しいと私は思うんですね。

それをお客さんに納得していただいて、うちの米を食べないでくれと言い方ですね。

それと、今、計画外というお米のお話をしました。７ページにありますように、計画外

のコースというのがありますけれども、実は私は特別栽培米から契約を行って、ずっと計

画外まできました。自分でやっていて、いつの間にか私の米は食糧庁ではヤミ米になって

しまっているのではないかなという気がしてならないんですね。

実は、私は８ページにある4.2ヘクタールの３倍の上を作っております。４倍近いですけ

れどね。実はこの経費をいただいていないですね。出してもいません。それが現実です。

我々の行っている計画外のお米というものは本当はどういうお米なのか、食糧庁が考えて

いるお米は。ぜひとも計画外と言い方を、幾通りかあるんだったら、我々のお米は、先ほ
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ど言いましたヤミ米でない計画外のお米。計画外のお米のお話の説明の根源といいましょ

うか、定義を、揺るがない定義を説明願いたいんですけれどね。理解できないで困ってい

ます。お願いします。

○八木分科会長 計画課長、お願いします。

○針原計画課長 食糧法をつくりましたときに、計画外流通というものを法律に書き込ん

だわけですが、それまでは想定されていないお米ということで、ヤミ米ということだった

のですが、ここは計画流通米と計画外流通米と２つの流通のルートである。決して計画外

流通を認めないということではなく、食糧法において認めたという制度でございます。計

画流通米につきましては、売渡先が特定されております。したがいまして、安定的な年間

販売をしますために、いろんな規制がかかっている。他方で計画外流通はそういう規制が

かからない。ただし、最低届け出だけは出してくださいというお米でございます。

そういう意味で、現在計画外の定義というのは計画流通米を定義して、それ以外のお米

という定義かなされているということでございまして、決してヤミ米とか、認めていない

ということではございませんので、御理解いただきたいと思います。

○五月女委員 これをやると何時間かかかってしまうことなんですね。ぜひともわかって

ほしいことは、私たちは転作も適切に指導のとおりやっておりますし、それなりに集落の

。 。リーダー格だと思ってモラルも持っております 消費拡大のための運動もやっております

ましてや一般の農家よりはそれ相当の努力をしているわけですね。

でありますると、先ほど言いましたような、国におんぶしている農家じゃないと私は思

っているんです。だとするならば、やはりここで今まで呼んできた計画外の中にも２通り

の呼び名を書いていただきたいなと。ましてや担い手中の担い手ですから。私たちは過去

の論議の中でも計画外、私たちが扱っている中において、安定資金は幾らほど出したらい

いんだというお話をしましたけれども、それは無理でしょうというお話だったですね。ぜ

ひとも稲経の安定に入りたい一心なんですけれどもね。基準もできないという難しさはあ

りましょうけれども、ぜひともその辺のところをお酌み取りいただきながら、きょうお答

えを欲しいと言いませんから、食糧庁の中で議論を深めていただいて、我々が誇りを持っ

て集落を引っ張っていき、日本の稲作を代表する農家になりたいなと思っている一心であ

りますから、少し本気で頑張っていただきたいと思っております。

○八木分科会長 どうもありがとうございました。

では、企画課長の方からお願いします。
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○長企画課長 今の関係で事実関係だけでございますが、稲経の関係については、先ほど

もありましたように、計画外コースというのが認められておりますので、この資料にあり

ますように、五月女委員もぜひこの計画外コース、これはもらえる金額が一般の計画流通

米より若干低いんですね。一定の格差を設けておりますけれども、決して稲経から排除さ

れているわけではありませんので、仕組み上ですね。参画いただければ稲経の対象に計画

外流通米についてもなりますので、そこのところだけは事実関係として御説明させていた

だきます。

○五月女委員 その辺が現地とちょっとギャップがあるところですね。きょう農協さん来

ていないですから、はっきり言いますけれども、この計画外のコースというのは、農協、

商系等々に出荷している部分ですよ。ましてお米の取引所、かなりの量が、昔の縁故米と

いいましょうか、あるいは我々の計画外のお米はかなり数が多くなってきましたね。そこ

がコントロールできなくて困っているのが私は稲作の現実だと思っているんですよ。そこ

をどうコントロールするかという話はここの中には出てこないですよね。これは計画、ま

してやそういうもので扱えるものの量をどうするかという話であって、そこから外れた米

をどうコントロールするかというお話をぜひとも進めていただかなければ作柄部会がどう

いう答えを出そうとも、備蓄運営委員会がどういう答えを出そうとも、お米の生産と消費

というバランスはとれないと私は思っているんです。ぜひともその辺のところの議論を深

めていただきたいと私は思っています。

○八木分科会長 ありがとうございました。

時間の関係もありますので、このまま継続してもあれですけれども、食糧庁の方でもこ

の点については御検討をお願いしたいと思います。

それから、時間が大分押し迫ってきておりますので、麦に関しても御質問、御意見等ご

ざいましたら併せていただきたいと思いますので、御自由にお願いしたいと思います。

では、黒田委員。

○黒田委員 麦の需給ギャップ拡大傾向の問題なんですけれども、この問題をどれぐらい

重要問題としてどのように受けとめていいかよくわからないので教えていただきたいと思

うんですけれども、この８ページに平成14年産の販売予定数量と購入希望数量、このギャ

ップが９万2000トンとか、小麦の７万7000トンとか出ている。これは素人には具体的に量

的にどれぐらい大きいのか小さのかもイメージとしてぴんとこないので、そういうことも

わからないから余計わからないんだと思うんですけれど、先ほどの御説明にございました
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ように、安定資金が急増しているとか、これは麦への転作面積の拡大とどの程度関係があ

るのか。対策は米とは全然違うから、ほかの市場原理と同じで、生産者が勝手に、主体的

に取り組むべき問題として、政府は余り手を出す必要はないのか、その対策がどの程度重

要かとか、何か問題の重要性というか、大きさ、緊急度、今のうちにもうちょっと把握し

ないと問題かもしれないと思って御質問申し上げます。

○八木分科会長 事務局の方、どうぞ。

○篠田流通課長 流通課長でございます。

今のお話のありました麦のギャップの拡大のお話でございますけれども、確かに決して

小さい問題ではないし、重要な問題だと思っております。

民間流通が始まりましてから３年経過しているわけでございますけれども、ほぼこの時

期にこういう形で整理をしてみますと、需給のギャップが昨年と比べましてもやや拡大を

している状況でございます。先ほど御説明で申し上げましたように、麦の生産、全体とし

て見ればかなり伸びてきているという状況にあるわけでございますけれども、一方でこう

いう形で今御指摘のありましたように生産を計画をしている量と購入を計画している量と

それが一致いたしませんで、これだけのギャップがあるということでございますから、し

かも申し上げましたように、昨年に比べても拡大してきたということでございますので、

問題は確かに大きなものがあろうかと思います。

それで、委員の方からもどういう手だてを考えていくべきなのかというお話がございま

したけれども、確かに民間流通という形で実需の方、生産者の方、主体の仕組みというこ

とで始まってきたわけでございますけれども、先ほどの麦の新しい仕組みのところでも申

し上げましたように、１つの特色は播種する前にこういう形で情報の開示を含めて需給は

このくらい差がありますという形で明らかになる仕組みになっております。昨年来こうい

う形でやっておりまして、価格というシグナルが生産者の方にもわかるような形で出てき

ているわけでございます。

したがいまして、そういうシグナルが生産者の方にうまく伝わって、生産の方で調整を

していただくということも考えられるわけでございますけれども、なかなか簡単自動的に

いくかどうかということは難しい点もあろうかと思います。

実はそういった状況が生産者の方々にもうまく伝わるようにということで、今年の各地

方レベルでの協議会におきましては、国の方からも説明を十分いたす機会を設けておりま

すし、こういう麦がむしろ欲しいんだというような声が生産者の方々に伝わるような機会
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を設けてきたつもりでございます。ですから、これはそれが十分かどうかというお話はあ

ろうかと思いますが、そういう形で生産者の方、あるいは実需者の方の御要望ということ

がうまく情報が流れて、それを踏まえた上で生産がされるというようなことが望ましいと

思いますし、そういう情報提供であるとかといった点につきましては政府としても十分に

やっていかなければいけないというふうに思っている次第でございます。

以上でございます。

○黒田委員 先ほどちょっとしか申し上げませんでしたけれど、このままいった場合に麦

作経営安定資金が急増しているという、この問題はどうなるんでしょうか。

○八木分科会長 では、企画課長の方からお願いします。

○長企画課長 流通課長からも御説明しましたが、若干補足いたしますけれども、資料の

１ページにありますように、全体の麦の需給の中で、今回の需給ギャップを考えてみます

と、自給率は非常に低いわけで、全体の麦の需要量というのは大体600万トンぐらい要るわ

けですね。600万トンという大きなパンやめんやそういった需要量の中で国産は従来は60万

トンぐらいだった。１割ですね、自給率でいきますと。これはうどん用とか。そういった

ものが米の消費の減退に伴う、水田を利用していこうということで、自給率向上というこ

とで、麦、大豆を増産していこうじゃないか、国民全体でやっていこうということになっ

て、その60万トンが70万トンになり、今や80万トンになろうとしている。そういった意味

では全体の600万トンの中ではまだまだ小さな数字でございます。

ですから、こういった生産量を伸ばしていく。農家の方々も努力していただいていると

いうこと、それ自体は非常に結構なことだと思うんですけれども、そういった全体の量の

中ですが、一方でやはり外国産の麦を現実に使われている実需者の方々からすれば、そう

いったものと置き換わるような、そういういい品質のもの、あるいはコストの安いもの、

そういったものではないとなかなか引き取れないという状況がありまして、10年間かけて

そういったものに努力しながら、国産の小麦を80万トンまでしようと。そういった計画を

立てたものが２カ年ぐらいで数字的にはかなり増産にきているということですから、ここ

は先ほど流通課長からありましたように、情報を徹底的に伝達し合いながら、地域地域で

どういった麦が本当にいいんだということで交換しながら生産量を何とか実需に結びつけ

るような、消費に結びつけるような努力をしなければいかんということが全体の中である

と思います。

それから、麦作安定資金の話は、これはまさに財政負担の話でございまして、10万トン
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ずつ伸びているということで、先ほど申しましたように、900億円を超えるような大きな負

担になっています。これを農林予算の中で負担しているわけですが、この負担の仕方が実

はどういう関係があるかと言いますと、コストプール方式ということで、外麦の売渡価格

にこれは関連させた形で、単純に言いますと、それに転嫁して、国産の自給率を向上させ

ていくということとの裏腹で、外国産の方の小麦については若干高いですけれども、実需

、 。の方 消費者の方々にこれで買ってくださいという転嫁した形で今やっているわけですね

何とかそれでこれまでも、約20年間の中で40％ぐらい大きく引き下げてはきております

けれども、いよいよそこが厳しい状況になってきているということと、それから先ほど触

れましたように円安ということで、調達コスト自体が、これは国内産麦と関係なく、現実

に上がってきているということで、そこのところについてコストプール方式という、これ

まで一定の成果を持ってきておりますけれども、いよいよぎりぎりの状況に達していると

いうことで、これを今後どう考えていくかということを今検討しなければいかんという状

況にあるということでございます。

○八木分科会長 では、中村委員、お願いします。

○中村委員 私は製粉協会の常任理事を務めております日清製粉の中村と申します。よろ

しくお願いいたします。多分こういう会に小麦の関係の需要者サイドから出るのは初めて

なのではないかと思っておりますで、大変この会合に出ることが楽しみで今日まいってお

ります。

基本的に米と小麦は同じでん粉質の食べ物ですから、私はでん粉連合ということで、別

に対立の関係にあるのではなくて、むしろ日本型食生活指針で言うと、穀類等ということ

で一緒に仲間に入れていただければと思っております。

今小麦を使っております食品工業にとっての一番大きな問題の１つは価格問題でありま

す。もちろんデフレ・スパイラルと言われるような世の中の環境もあるんですけれども、

基本的には我々内外価格差と呼んでおりますけれども、国際価格の大体２倍の価格で我々

は政府から外国産の小麦を買っているわけでして、したがって、これは言いかえれば関税

率が100％だということになるわけです。

一方、小麦粉調製品を含めた製品の関税は大体20％程度でありまして、相当大きな関税

の格差がある。日本のマーケットもいろんな製品がどんどん入ってきておりまして、いろ

んな意味で競争していかなければいけないわけですが、100％の関税と20％の関税ではなか

なか太刀打ちできないというふうなことが１つの大きな課題であろうと思っております。
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もちろん先ほど行政の方から御説明のありましたように、昭和61年以降40％売渡価格を

下げたというふうな御説明もありまして、大変ありがたいことだと思っておりますけれど

も、プラザ合意で１ドル250円の為替が現在120円。半分以下になっているわけですから、

そういう意味では40％下がってもそんなに不思議はないのではないかなと。むしろ50％以

上下がっても……。計算上はですね。というふうなところもあるわけです。

先ほど来、米の生産調整から麦、大豆、飼料作物への転作、あるいは本作のお話が出て

おりましたけれども、私、余りよく存じあげないので教えていただきたいんですが、麦の

場合には転作でも本作でも国内産小麦がどんどん増えますと、さっき御説明のあったコス

、 。トプール方式を採用する限りは 我々が買う値段が上がる仕組みになっているわけですね

あとの飼料作物や大豆につきましては、転作して、国内産の大豆や飼料作物が増えても、

。 、それを使う人たちの原料の調達価格が上がるということはないのではないかと すなわち

麦を使っている業界だけが一生懸命自給率向上ですとか、生産調整ですとか、国の政策に

協力すればするほど、自分たちの原料の調達コストが上がっていくという、そういう構造

の中にあるということは何となく協力のしがいがないような感じもしますので、ぜひ協力

のしがいのあるような政策に変えていっていただければありがたいなと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

○八木分科会長 生源寺委員、お願いします。

○生源寺委員 関連して、時間も限られておりますので、私も同じような問題意識を持っ

て――全く同じかどうかは別といたしまして、麦の政策とお米、あるいは生産調整の政策

なり、全体少しフィールドを広げて検討しないと、役所の方でお考えになる政策の自由度

という点からいっても、かなり拘束、制約された状態にあって、少しそういう観点から申

し上げたいんですけれども、今中村委員のおっしゃったように、コストプール方式のもと

で内麦が増えれば、これは価格を上げて、いわば帳尻を合わせるということしかなくなる

わけで、恐らく財政負担に歯どめをかけるという、そういう意味ではなかなか興味深い制

度だと思いますけれども、それが内蔵されている格好になっておりますので、今おっしゃ

ったような、私繰り返しませんけれども、そういう矛盾が出てくるんだろうと思うんです

ね。

ただ、もう少し視野を広げてみますと、麦に対して使われているお金というのはこれ以

外にあるわけであります。麦という格好になっているかどうか微妙かもしれませんけれど

も、転作生産調整の奨励金が今や反当り７万円を超える。こういう形になっていて、この
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相当部分は麦作に対するインセンティブとして働いているわけですね。少なくともそのあ

たりまでは視野に含めて考える必要があるんだろうと思います。今の予算措置の仕組みの

上からもちろん別であるということは承知しておりますけれども、そのあたりもすべて含

み込んで考えていく必要があるのではないかと、こう思います。

これはこの分科会であったか、その前の米審の場であったか、同じようなことを申し上

げたので、余りくだくだ申し上げませんけれども、この観点から言いますと、生産調整の

奨励金の方についても、その水準の問題なり、あるいは払い方の問題でやはり検討すべき

余地があって、そのことが実は麦、あるいはほかのものに使うことのできる財源の自由度

ということにも恐らくつながってくるんだろうと思うんですね。

１つは、今土地に対して基本的に払う格好になっているいろんな転作の奨励金が30有余

年続いているわけですけれども、どう見ても構造政策上も、あるいは収量を上げるインセ

ンティブの働き難さという点からいってもうまくないと思います。ＷＴＯの協定との絡み

がありますので、ここはなかなか難しいところかと思いますけれども、全部が地代化する

ケースはそんなにないかもしれませんけれども、相当程度地代化するというような、そう

、 。いう傾向のある 土地に対して払うという方式はやはりこの際改める必要があるだろうと

それから、量の方に関して言いますと、これはまさに米の方の生産調整をいわば一人立

ちできる政策に持っていくという、ここが一番肝心だろうと思います。一人立ちの一番極

端なケースは法律で完全につくる面積を決めてしまうというヨーロッパのようなやり方だ

と思いますけれども、これはなかなか難しいかもしれません。しかし、問題意識としてな

るべくほかの分野、あるいはほかの政策分野に迷惑をかけることなく、米の生産調整は米

の生産調整としてやれることをやるんだと。こういうことをお持ちいただくことが大事で

。 、 、はないかと思います その前提には 要するに供給の圧力をいろんな形でもって減らして

、 、水圧を落とすことによって生産調整が自立できるような そういう工夫をいろんな面から

これはある１つの特効薬ということはあり得ないと思いますけれども、いろんな面から考

えていく。

今コストプールから減反からお米の話まで話がつながってきたわけですけれども、主要

食糧分科会ということでもありますので、やはり全体の仕組みの中で考えていくというこ

とがないと、ちょっともう単品ごとの政策では身動きのとれない状況がいずれのものにつ

いても出てきていると思いますので、そういった観点からどこかに施策の再検討という言

葉がお米に関係してありましたけれども、ぜひ深い検討を願いできればと思います。
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○八木分科会長 ありがとうございました。

大分時間が押し詰まっておりますので、御発言される方は簡潔にお願いしたいと思いま

す。

倉持委員、どうぞ。

○倉持委員 今の論議をもう少し突き詰めていくと、今省内で検討されております例の経

営安定対策ですか、この論議と非常に関連してくるんだろうと思います。これは食糧庁の

管轄ではないんですが、経営安定対策の検討が今どんな方向に向かっているのか、少しお

話をいただきたいと思っております。この間行われました参議院選挙の中で、実は農村の

中で、農家の方からこの問題についてのいろいろ質問というか、意見が出まして、そうい

う中で集約されてきているのは、経営安定対策というのはいわゆる国内の食糧生産を担う

農家の絞り込みに供するための手だてとして考えられるのかどうか。あるいはもう少し平

たく一般的な所得補てんという考え方なのかどうか、そこら辺はもう少しはっきりしない

のかという意見が大分農家の中から出ておりました。

それで、実は今朝の日本農業新聞の１面に大臣の、何ていうんでしょうか、構造改革じ

ゃない、何か改革政策というのが出ておりまして、その大臣が触れている中にいわゆる所

得補てんというものを考えなければいけないと、こういう御指摘もありましたので、経営

安定対策と大臣が言われている所得補てんという考え方、その辺がどういうふうに関連し

てくるのか、それから全体的に経営安定対策というのが、先ほど来論議されているいろい

ろ単品ごとの、端的に言えば価格政策というか、補てん政策というものとどういう関連性

が出てくるのか。少し具体的にわかる範囲で結構なんですけれども、ちょっと教えていた

だけませんか。

○八木分科会長 それでは、これまでの意見について、生産局の農産振興課長さん、御発

言いただきたいと思います。

○西川生産局農産振興課長 先ほどの生源寺委員のお話に関連しますけれども、麦に関連

して、転作の奨励金の水準を含めて、もっとフィールドを広げて検討すべきではないかと

いうお話だったと思います。

ただ、１つだけ御訂正いただきたいのは、麦についての奨励金水準が、麦を植えれば７

万3000円出ているわけではなくて、これは例えば４ヘクタールの作付団地をつくるとか、

担い手が４ヘクタール集めた、そういう農業をやっている人に対して出しているというこ

とでありまして、平均的にはずっと低い水準であるということだけはひとつ御理解をいた
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だきたいと思います。

先ほど来御議論がございましたけれども、需給ギャップのところについては生産サイド

としても品質向上を図る、あるいはコストダウンを図るということで一生懸命努力してお

りますし、食糧庁からの説明にもございましたけれども、担当者が各県、特に問題のある

、 。 。県には直接出向きまして たんぱく管理をきちんとする そのための手だてをどうするか

あるいは品種転換を勧めるといったことも一生懸命努力しているということも一方で御理

解をいただければと思っております。

また、転作の助成金の支払いについて、土地に対して支払っている。これはそのとおり

でございますけれども、12年度の対策からは、これは地域の農家の話し合いが前提になり

ますけれども、実際転作を担っている人たちも助成金の受け手になることができる。今ま

では土地の使用収益権者ということに限定したものが、そういうふうにしております。少

しではございますけれども、そういう動きも出ているというようなこともございまして、

私どもとしてはこれはぜひ進めたいというふうに思っているところでございます。

私の方から補足説明させていただきました。

○八木分科会長 ありがとうございました。

官房参事官の方からも御説明をお願いします。

○斎藤官房参事官 官房参事官の斎藤でございます。

先ほど御質問がございました経営安定対策でございますけれども、御案内のように月１

回のペースで経営政策研究会を開かせていただいております。先ほど今日の農業新聞に出

たというお話もありましたけれども、基本的に改革断行内閣ということで小泉政権のもと

で今後農業の構造改革を進める必要があるということで、いわゆる武部私案を出させてい

ただきまして、その中で、経営につきましては意欲と能力のある農業経営体に対して施策

が重点的に集中するということを基本にしつつ、それ以外の農家等につきましても施策の

あり方について関連諸施策の全体の見直し、再編を行うという観点で現在検討していると

ころでございます。

この検討につきましては、この夏をめどに農業経営政策に関する研究会の取りまとめと

いう形で報告をさせていただく予定で現在進めております。

一方で、内閣府の方から各省に向けて、骨太方針と称される基本方針の各省の施策の具

体化ということで、各省のプランをつくれという指示が、依頼といいますか、きておりま

すので、それに向けた施策の重点プランを現在省内で検討しております。これも研究会の
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取りまとめ整合的なパッケージとして御提案できればというふうな考えで、現在省内で鋭

意検討しているところです。

以上でございます。

○八木分科会長 ありがとうございました。

閉 会

○八木分科会長 十分に御議論いただけなかった問題もあろうかと思いますけれども、ま

た秋に分科会で引き続き御議論いただくということにいたしまして、予定の時間を超えて

おりますので、以上をもちまして食料・農業・農村政策審議会主要食糧分科会を終了させ

ていただきます。

どうも長時間ありがとうございました。

○針原計画課長 ８月６日の作柄部会の結果につきましては、それぞれの委員の方に御報

告を個別にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。


