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開         会（午前10時00分）  
   
○石原食糧庁長官 おはようございます。定刻となりましたので主要食糧分科会を開会させていただき
ます。  
 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。  
 本日は、平成13・14年産麦の政府買入価格につきまして御審議いただきたいと存じます。麦につきま
しては、平成10年に策定しました「新たな麦政策大綱」に基づく民間流通への移行の３年目を迎えてお



り、ほとんどのものが民間流通に移行しているところでございますが、生産と需要のミスマッチが深刻な
問題となっております。後ほど、このような麦をめぐる事情につきまして御説明を申し上げ、御意見をち
ょうだいしたいと存じます。  
 また、これとは別に、現在検討しております米政策の見直しにつきまして、米をめぐる最近の情勢等
につきまして御説明の上、御意見をちょうだいしたいと考えております。  
 それでは、会長よろしくお願いいたします。  
   

会長あいさつ・議事の進め方等について  
   
○八木分科会長 皆さん、おはようございます。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ございましたが、本日は、平成13・14年産麦の政府買入価格について御審
議をお願いするとともに、民間流通をはじめとする麦政策についても御意見をいただきたいと思いま
す。また、政府において、現在米政策の見直しを検討しているとのことであり、これについても説明を受
け、委員の皆様の御見をいただきたいと思います。  
 なお、本分科会につきましては、８月３日に開催されたときと同様に、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し、傍聴者の方々も御出席されております。傍聴者の方々には、あら
かじめ書面にてお知らせしてあります留意事項を遵守いただき、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。  
 また、本分科会において皆様からいただきます御意見等については、議事録として取りまとめの上公
開させていただきますので、よろしくお願いいたします。  
 本日の議事の進め方につきまして、先ほど世話人の方々と御相談しましたので、御説明いたします。 
 まず、平成13・14年産麦の政府買入価格について諮問いただくとともに、事務局から「麦をめぐる事
情」等の資料の説明を受け、その後、質疑及び諮問に対する御意見の開陳をしていただきたいと思い
ます。諮問に対する意見表明が終了した時点で昼食とさせていただき、昼食休憩の間に、世話人の
方々を中心として答申（案）の作成を行いたいと思います。  
 午後は、冒頭に答申をとりまとめ、その後に「米政策の見直しについて」の事務局からの説明及び質
疑、意見交換を行い、午後３時30分ごろを目途に終了したいと思います。  
 なお、世話人をお願いしている山田委員におかれましては、御都合により午前中で退席されますの
で、答申（案）の作成に当たっては、五月女委員にお世話をお願いしたいと思います。よろしいでしょう
か。  
 また、「米政策の見直しについて」は、価格の審議とは異なりまして、御答申いただくものではござい
ませんので、分科会としての考え方のとりまとめといった整理は行いませんが、どうぞ忌憚のない御意
見をいただきたいと思います。  
 このような手順で進めさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。  
              〔「異議なし」の声あり〕  
○八木分科会長 ありがとうございます。  
   

大臣あいさつ  
   
○八木分科会長 本日は、武部農林水産大臣も本分科会に御出席なさりたい御意向であったとのこと
ですが、本日は国会に御出席のため、やむを得ず御欠席でございます。大臣のごあいさつを預かって
おられるとのことですので、石原食糧庁長官の方から代読をお願いしたいと思います。  
○石原食糧庁長官 それでは、私の方から、大臣から預かっておりますあいさつを代読させていただき
ます。  
   
 食料・農業・農村政策審議会主要食糧分科会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 委員各位におかれましては、御多用中にもかかわらず本分科会に御出席いただきまして、まことにあ
りがとうございます。  
 御承知のとおり、安全で良質な食糧を安定的に供給していくことは、国の基本的な責務であります。
私はこの責務を果たすためには、食料自給率の向上を目指して、農林水産業の構造改革を進める必
要があると考えており、改革の推進に全力で取り組んでまいる所存であります。  



 さて、麦については、平成10年に策定した「新たな麦政策大綱」に即し、麦の生産性の向上、品質の
改善等を一層促進するために、各般の施策を総合的に推進しているところであります。本日は、平成
13年産麦及び平成14年産麦の政府買入価格について御審議いただきたいと存じます。平成14年産麦
の政府買入価格については、生産者が他作物とあわせて営農計画を考えられるよう配慮する観点か
ら、本年秋に決定することが適切と考えており、本日、平成13年産麦とあわせて御審議いただきたいと
存じます。  
 これらの麦の政府買入価格の算定については、新たな麦政策の展開方向に即したものとする必要が
ありますが、現行算定方式は、麦作農家の生産意欲に及ぼす影響にも配慮しつつ、生産性の向上及
び品質の改善に資するものとなっており、新たな麦政策のねらいと合致するものであることから、引き
続き、現行算定方式に基づき決定することが適当であると考えております。  
 委員各位におかれましては、麦をめぐる諸般の事情を御賢察の上、忌憚のない御意見をお聞かせい
ただくとともに、十分御審議の上、速やかに御答申を賜りますようお願い申し上げます。  
 また、米については、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など水田農
業の構造改革の観点から、需給調整対策、稲作経営安定対策、計画流通制度、備蓄運営などの施策
を総合的かつ抜本的に見直す必要があると考えております。本日はこの米政策の見直しについても、
皆様から御意見を承りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。  
   以上をもちまして、簡単ではございますが、私のあいさつといたします。  
   平成13年10月３日  農林水産大臣  武部 勤 代読。  
   
○八木分科会長 どうもありがとうございました。  
   

諮問及び諮問の説明  
   
○八木分科会長 では、議事に入りたいと思いますが、長官から諮問及び諮問の説明についてお願い
いたします。  
○石原長官 それでは、  
   

諮   問  
   平成13年産麦及び平成14年産麦の政府買入価格について、近年における麦作の生産  性の向
上を的確に反映するとともに品質の改善に資するとの観点に立ち、主産地の生  産費を基礎として決
定することにつき、食料・農業・農村政策審議会の意見を求める。   平成13年10月３日  農林水産
大臣  武部 勤  
   
 続きまして、諮問の説明でございます。  
   
 麦の政府買入価格は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第66条第２項の規定により、
生産費その他の生産条件、需要及び供給の動向並びに物価その他の経済事情を参酌し、生産性の
向上及び品質の改善に資するように配慮して定めることとなっております。  
 麦の政府買入価格については、昭和63年の答申の趣旨に即し、昭和63年産麦から、麦の主産地に
おける生産費を基礎とし、麦をめぐる状況等にも配慮するなどして決定してきております。  
 麦政策については、平成10年５月に策定した「新たな麦政策大綱」に即し、麦の生産性の向上、品質
の改善等を一層促進すべく、各般の施策を総合的に推進しているところであります。  
 平成13年産麦の政府買入価格の算定については、新たな麦政策の展開方向に即したものとする必
要がありますが、麦作に取り組む農家の意欲に及ぼす影響にも配慮しつつ、生産性の向上及び品質
の改善に資するとの観点に立つ現行の算定方式は、新たな麦政策の狙いとも合致しており、平成13年
産麦の政府買入価格については、引き続き現行の算定方式に基づき、適正に決定することが必要で
あります。  
 また、平成14年産麦の政府買入価格については、現在麦以外の農畜産物の行政価格の決定時期が
作付け・生産される前年秋に集中しつつある中で、生産者が他作物と併せて営農計画を考えられるよ
う配慮する観点から、本年秋に決定することが適切と考えております。この平成14年産麦の政府買入
価格についても、現行の算定方式に基づき、適正に決定することが必要であります。  
 具体的には、麦の主産地における平均規模以上の階層の全算入生産費を基礎として決定することと



してはどうかということであります。  
 以上のような考え方によった場合の平成13年産麦及び平成14年産麦の政府買入価格については、
後ほど資料により御説明申し上げます。  
   
○八木分科会長 続きまして、平成13年産麦及び14年産麦の政府買入価格（諮問）について、並びに
平成13年産及び14年産麦の政府買入価格の算定（案）の資料について、企画課長から説明をお願い
します。  
○長企画課長 企画課長でございます。  
 それでは、お手元の資料ナンバー２に13年・14年産麦の買入価格の諮問、それから、資料ナンバー３
がその詳細な算定（案）の内容になっておりますが、資料ナンバー２に基づいて算定結果について御説
明を申し上げたいと思います。  
 13年産・14年産麦の政府買入価格については、食糧法第66条第２項の規定に定めるもので決定した
いと思っております。  
 まず、小麦でございますが、算定方式についてはここに書いてございますが、昨年と同様に、いわゆ
る主産地方式により算定するという考え方でございます。この左側の算式は、分子はＣというのがござ
いますが、分子は物価を修正した過去３カ年間の生産費でございます。分母が同様に、過去３カ年間
の単収でございます。この生産費と単収の関係は、生産費を賄うように政府の買入価格を決定すると
いう考え方に立って、従来から算定しているものでございます。  
 具体的には下に括弧でくくってございますが、価格の求め方は、まずＣのところでございますが、今申
し上げましたように過去３年間の生産費、これを主産地の生産費としておりまして、北海道の場合は畑
作を中心として麦全体の５割を占めますが、北海道を中心として主産県の群馬、埼玉、栃木、福岡、熊
本、佐賀、こういった主産県の平均的な作付規模以上農家の生産費をとるということでございます。平
均的な作付規模を書いてございますが、北海道では約５ヘクタール、６県では約１ヘクタール、そういっ
た平均的な農家の方々の生産費がこの価格を決定する場合のベースになるということでございます。  
 それから、分母のＨは単収でございまして、過去３カ年間の主産県の生産の単収をとります。「平準化
単収」という聞きなれない言葉がございますが、麦作の場合は、毎年の作柄変動で単収の振れが多う
ございますので、こういった変動を除去することから、こういう技術的な計算によって単収をならして計
算する。３カ年平均では、420kgの単収が求められます。  
 したがいまして、この結果一番下の価格でございますが、過去３カ年の平均的な生産費、６万852円と
いうのが10アール当たりでございまして、これを単収で割り戻して１俵当たりの買入価格を求める。麦
価算定の基礎となっているのは、銘柄区分のⅡ区分の１等の価格を、今回のこの計算によって8,693円
ということで算定しております。これは対前年に比べまして、マイナス131円の低下、率で1.48％の低下
になります。  
 １ページおめくりいただきまして、小麦と同様に大・はだか麦についての算定結果でございます。大・
はだか麦についても、従来から小麦の買入価格の算定結果に準拠して求めております。具体的には、
先ほど申しましたように小麦の買入価格が対前年でマイナスの1.48％ですので、その変動率を同様に
掛け合わせて求めていく。具体的には大麦の場合ですと、昨年の価格が6,334円でしたので、これの
1.48％マイナスということで6,240円、同様にはだか麦についても8,991円ということで算定しております。 
 ３番目は、全体の銘柄区分ごと、等級区分ごとの価格の一覧表でございます。この欄で銘柄間格差
や等級間格差は、従来どおりとしております。例えば小麦の欄でごらんいただきますと、60kg当たりⅡ
区分の１等の価格が先ほど算定で申しました8,693円と出ておりまして、それよりも上位の銘柄、Ⅰ区
分のものについては600円高い銘柄格差を設けております。逆にⅢ区分、Ⅳ区分については、それぞ
れⅡ区分を中心として、300円のマイナス、900円のマイナスということで、この区分については従来ど
おりであります。  
 それから、等級間の格差、１等と２等の違いをごらんいただきましても、従来どおり、60kg当たり1,100
円の格差を設けて算定しております。  
 これによりまして、以下のような小麦、大麦、はだか麦全体の価格体系ということで、今回の算定結果
を整理したところであります。  
 詳細については資料３でございますが、時間の関係もございますので、こちらについては説明は省略
させていただきます。  
 以上でございます。  
○八木分科会長 以上で諮問に関する説明を終わりたいと思います。  



   
麦関係  

資料等の説明  
   
○八木分科会長 続きまして、麦をめぐる事情の資料について、企画課長並びに地域研究課長から説
明をお願いします。  
○長企画課長 引き続きまして、資料ナンバー４の麦をめぐる事情について御説明したいと思います。
横長の資料でございます。  
 １ページをおめくりいただきますと、現在の麦流通の仕組みの概要を書いてございます。 国産麦に
ついては、従来は政府経由ということで、全量を政府が買い入れて政府が売り渡すということでやって
おりましたが、その間に大幅な需給のミスマッチが発生しておりました。  
 このため平成10年に「新たな麦政策大綱」というものを決定しまして、民間流通を中心にやっていくん
だという方向が打ち出されております。まだ２年目でございますけれども、これに基づきまして、12年産
麦から民間流通等へ移行を始めているということでございます。  
 民間流通の基本的な流れは右にフローで書いてございますが、民間流通連絡協議会という全国段
階、地方段階での情報交換をベースとして、７月から８月にまず入札を行う。価格を入札で市場の評価
を踏まえて決定するということがございます。それから、播種前契約を実際に行う。それから、作付けが
始まって、翌年収穫を行う。こういった播種前契約と入札を一つのベースとして行っております。  
 それから、左の（２）にございます「麦作経営安定資金」を導入する。従来、政府が行っていたときは、
政府が買入価格で買い上げて売り渡すということでしたけれども、民間流通になると、どうしても入札価
格ということでそこに一定の差額が出てきますので、そこについて「麦作経営安定資金」を導入すること
を柱としながら、民間流通が始まる。そういった全体の仕組みでございます。  
 ２ページでございますが、そういった仕組みでスタートして、現在13年産においては、99％が民間流通
麦で、ほとんどがこれに移行しておりまして、政府麦の方は１％弱になっております。  
 ３ページでございますが、麦の全体の需給についてございます。データはちょっと古いんですが、11年
度の需要と供給を右側に小麦で示しております。全体の小麦の需要量が 628万トン、このうち食用が
525万トン、その内訳としてパン用、めん用がございますが、国産の小麦は、11年当時では60万トン弱
ぐらいの国内生産、自給率で１割ぐらいしかないという非常に低い自給率です。国産に対応しているの
は、日本めん用が中心で、その他のめん用、菓子用といった用途になっております。  
 しかしながら、左側の②にございますが、国内産小麦については、外国産に比べて品質面で劣るとい
う問題がございます。色合い、たんぱく含有等の問題で品質面で劣るということがいろんな問題の要因
になっております。それから、どうしても品質面でばらつきが大きい。先ほど申しましたように主産地は
形成されておりますが、どうしてもばらつきがまだまだ大きいことから、実需者の方々からは、「製粉効
率が悪い」という指摘も出ております。  
 それから、下の欄に大・はだか麦の需要についてです。これについては飼料用、加工用に消費される
といった需給のバランスでございます。  
 次のページでございますが、最近の特徴は、国内の生産が急増しているという問題でございます。麦
の生産は、①にございますように従来50万トン程度でしたが、「水田を中心とした土地利用型農業活性
化」、余った水田で自給率の低い麦や大豆を増産していこうという取り組みを開始しました。この結果、
12年産は対前年比18％増で、約68万トンと飛躍的に小麦の生産は伸びております。  
 これを、右の真ん中の絵にございますが、田んぼや畑という作付けの態様別にごらんいただきます
と、転作麦という一番上の欄、黒く塗っておりますが、水田での麦の生産が急増しておりまして、畑作麦
のところはやや微増傾向という状況で、転作麦が急増しております。  
 それから、③にありますように、13年産については、生産量はまだ確定しておりませんが、作付面積
で見ても、都府県では４麦合計で前年で12.6％増、北海道では同4.1％で、13年産も相当な勢いで作付
けが増えている状況にございます。  
 次のページでございます。生産が伸びること自体は大変結構なことで、⑤にありますように、新しい基
本法に基づく基本計画で、食料自給率の目標を10年後に45％にすることを掲げまして、その中で特に
自給率の低い小麦、大・はだか麦についても、自給率を向上させていくという目標を掲げて、小麦につ
いては、10年後に80万トンの生産目標、作付面積で18万ヘクタールという方向を示したわけでございま
すが、先ほど申しましたように、小麦では作付面積ベースでは目標値を既に超えている。18万ヘクター
ルを超えているという状況です。  



 それから、品質面の問題、生産性の問題で課題の解決が十分ではないということで、これから述べま
すような需給のミスマッチの拡大、入札価格への影響とか、さまざまな問題点を生じているということが
ございます。  
 次のページでございますが、最初の課題、問題といいますか、需給のミスマッチが拡大している状況
でございます。生産量が伸びていく中で、需給のミスマッチが生じております。民間流通が始まった12
年産、13年産について販売予定数量、生産者側はこれだけ売りたいという希望数量と、それから、その
段階での購入側の購入希望数量を書いております。12年産の小麦をみます、約65万トン売りたいのに
対して、購入希望は60万トンとギャップがある。13年産の場合は、作付けも非常に増えているので、販
売の方は71万トンぐらい売りたい。これに対して購入の方もかなり積み増していただいておりますが、
やはり１万トンぐらいのギャップがあります。また、この需給の間に、これは合計でございますが、銘柄
ごとに見ると、こういった生産が増えることに伴ってミスマッチがどうしても生じてくる。  
 それから、下の棒グラフでございますが、国産麦の引き取りに実需者の方々にも御努力いただいて
おりますが、実需者の月末在庫という点線のところをごらんいただきますと、12年から13年にかけて月
末在庫は非常に増えておりまして、直近では、11年産の2倍強ぐらいの製粉企業側における在庫の増
となってあらわれている状況がございます。  
 次のページでは、さらに直近の14年産麦、これから作付けが始まる、北海道では既に始まっておりま
すが、14年産麦についての需給ギャップの状況が右にございます。販売したい数量が小麦では72万ト
ンに対して、購入希望数量は先ほどのように、実需者の方々の方にも非常に在庫がたまっていることも
ありまして、65万トン弱で、需給ギャップが７万トンを超える非常に大きな数字になっております。  
 これに対しては、これは全国の数字でございますが、県ごとに対応が違います。左のアに書いていま
すが、県によっては、売りたい数量の見直しで、これを減らしていただいているところもこれまでの情報
交換でございます。あるいは、実需者の評価を踏まえながら一定の対応を行う。具体的には、余り好ま
れない品種の作付けを完全にストップするという御努力をいただいている産地がある反面、イのよう
に、余りニーズがないにもかかわらず、あるいは販売予定数量の見直しをしないまま、ひたすらつくると
いうか、転作麦の増産を行っていった産地も比較的まだ残っていることから、そういった対応が一つの
問題になってきております。  
 次のページでございますが、こういった需給のアンバランスが幾つかの影響を与えています。１つは、
価格へ影響しているということでございます。民間流通になって、入札で価格を決めていくという方式に
なりました。  
 ①にございますように、入札価格については始めたばかりで、５％の上下限の値幅制限が設けられ
ていますが、その中でも、右に12、13、14と書いてございますが、毎年減少傾向にある。価格水準も、も
ともと外国産麦は非常に安うございますから、それとの競合関係で、１俵当たり2,300円程度と非常に低
い価格でございますが、値幅がある中でも下がってきているということでございます。  
 その中でも、今回14年産の入札が行われましたが、②のアにあるように基準価格を上回ったものが９
銘柄ございます。これについてはかなり上限まで張りつくぐらいのところで、具体的には北海道のパン
用の小麦とか新しいものが多いわけですが、そういうものについては実需者の方々からも引き取りニ
ーズは高いということで、徐々に品質の評価がこういった価格にも反映している状況にございます。  
 次のページでございますが、入札とも密接な関連がありますが、農家の手取りで見た場合でございま
す。右側の表に、政府買入麦と民間流通麦の手取りを比較してございます。本日御議論いただきます
政府買入価格は、全体の民間流通を行う上で目安となる、あるいは下支え的な価格という位置づけで
あろうかと思います。  
 12年産で見てみると、政府の買入価格は、Ⅰ区分は高こうございますけれども、9,400円。農家の手
取りが9,800円ぐらいの状況になっております。民間流通にいくことで、入札価格は先ほど申しましたよ
うに、銘柄によって高いものもありますが、2,000円台という状況ですので、これだけでは到底国内生産
は維持できないわけです。そういったことで麦作安定資金が設けられている。麦作安定資金が6,900円
ぐらいのげたで一定の支持をしながら、その上で民間流通定着のための関連対策が行われている。そ
ういったものを踏まえて入札による市場評価、契約生産奨励金ということで、民間流通にいくと１万円程
度の手取りを確保していただいて、そして実需者の求める小麦をつくって自給率の向上につなげてい
く。こういう方法を描いていったわけでございます。  
 次のページでございますが、そういったことで麦作経営安定資金は農家の手取りにとって非常に重要
な役割を持っておりますが、これについて12年産から、年々一定の算定ルールで引き下げております。
具体的には、左下に算定ルールがございますが、前年度の麦作経営安定資金に生産コスト、いわば



生産性が上がった分については補助金を引き下げて消費者に還元していくという基本的な考え方でご
ざいます。右側に直近の14年産の価格を書いてございますが、12年産に対して13年産でマイナス
0.36％、14年産についてはさらにマイナス0.68％で、徐々に生産性の向上を反映して引き下げを実行し
ている状況にございます。 次のページでございますが、農家の手取り確保という観点でもう一つ重要
なものに、関連対策や流通コスト助成がございます。関連対策は、14年産の場合は右の表のようにな
っておりまして、良質麦生産に取り組んでいただいている産地、１等麦やさまざまな品質分析等もやっ
ていただけるような産地、そういったところに対しては一定程度の支援策を講じております。  
 それから、下の欄に流通コスト助成がございます。流通コスト助成も民間流通に移行することに伴っ
て、それまで流通コストというのは販売するまでの金利や保管料、販売計画や、収穫計画を作る手数
料がございます。それは従来、政府買入の時代には全部政府が負担しておりましたので、それを一気
に民間への負担となると手取りの減少が大きいということで、これはこれまで政府が助成しておりまし
て、こういったものについても引き続き一定程度の助成が必要であるということで考えております。  
 次のページでございますが、右に内外麦のコストプール方式がございますが、政府の売渡価格の問
題でございます。政府の外麦についての売渡価格は、国内生産に要するコスト、民間流通麦が大宗で
すけれども、これについては先ほどの麦作経営安定資金に要するコストと、それから、一部ですが国内
は政府の買い入れもございます。これに要するコストがございます。このコストと、圧倒的にボリューム
としては外麦が多いわけですが、この外麦の売り渡しの段階で調達価格や政府の管理経費がかかり
ます。これを加えて、輸入差益を個々に足して、そこのコストとこの差益がほぼイコールになるような形
で、政府の売渡価格を決定しているという考え方によっております。  
 右下に、外麦の調達コストとこれまでの価格の改定率を示しております。一番右側に売渡価格の改
定率を書いてございます。これまで円高差益の還元もあり、引き下げないし据え置きを毎年やっており
ました。昨年12月には、ことしの売渡価格を見て、据え置きということになっております。  
 これに対して、最近の調達コストが非常に増嵩している状況を書いてございます。調達コストは２つに
分けられますが、ＦＯＢは実際の輸入する場合の価格、それから、為替になります。最近の状況を見る
と、特に円安を反映して、調達コストのトータルとしてのアップは、最近では23％程度、ちょうど１年前と
比べて調達コストは上がっていることから、過去から比べるとここが非常に大きくなっている。  
 この点について、また別途、政府売渡価格について、例年12月に予算編成とあわせて本分科会でも
御議論いただいて決めていく必要がありますが、一方では、左側の②にありますように、製粉業界にお
いてはデフレ経済の下で非常に厳しい環境にございますので、そういったことも踏まえながらこの場で
御議論いただきたいと思っております。  
 次のページでございます。そういった問題が出てきておりますが、今後の対応として一番重要である
と考えているのは、需給のミスマッチを解消していくということでございます。需給のミスマッチの解消す
る場としては、右にありますように情報交換の場である、民間流通連絡協議会が全国と県段階にござ
います。それから、各ＪＡ、単協段階では産地協議会があります。こういった中で生産者側、需要者側、
私どももそこに参りまして、さまざまな情報交換を行いながら、品種の問題、栽培の問題、栽培後の管
理の問題について、その向上に向けた努力を行うことが重要だと思っております。  
 それらを行いながら、左側のイの一番下にございますが、14年産の需給ギャップについても、先ほど
７万トンぐらいという数字を申しましたけれども、これまで２万5千トンぐらいは需給ギャップの解消がで
きております。産地において取り組みも進んでおりますが、まだまだ需給ギャップが多うございます。  
 次のページでございますが、入札が終わりましたので、これから14年産について相対契約の交渉が
始まります。生産者側からは数量とか価格等の条件が提示されますので、現場でさまざまな情報交換
を通じて、より契約が結びつくように、また、品質等について話し合いが進むように、私どもこれからサ
ポートしていかなければいけないと考えております。  
 それから、一番下の③でございますが、こういった需給のミスマッチが年々拡大している。特に転作麦
を中心としてございます。それから、民間流通への移行が12年産から始まって、大体３年ぐらい経験す
るわけです。そういったことも踏まえて、より的確に市場評価が生産者に伝わるよう、需給ミスマッチの
解消に向けて、来年の15年産以降の民間流通の仕組み、麦政策のあり方について、関係者の間で幅
広く検討することも必要ではないかと考えております。  
 次のページ以降は技術開発の関係でございまして、後ほど技術会議事務局の方から御説明させて
いただきますので、飛ばさせていただきます。  
 18ページは、生産対策でございます。生産対策についても、現在産地協議会においてマニュアルを
作成、品質分析を行い、農家にフィードバックするということで努力を行っておりますが、これをさらに全



国的な取り組みにしていくことが重要でございます。  
 右下に、取り組みの事例として北海道の網走方面での農協の事例を書いてございます。収穫された
麦をトラックごとにタンパク含有等チェックして、それを生産者にフィードバックすることで品質のばらつ
きをなくすという先進的な取り組みを小さな単位でも行っておりますので、こういった取り組みを産地、
特に転作麦の地帯でもきちんとやっていただくことも重要であります。また、共同利用施設とか乾燥調
製施設の整備も引き続き推進していく必要があると考えております。  
 先ほどの品種開発のところにつきましては、技術会議の方から説明いたします。  
○細田地域研究課長 技術会議の地域研究課長でございます。  
 15ページから御説明いたします。麦の方は、ミスマッチの関係もございまして、品種開発を急げという
形で御指示いただきまして、11年度から３カ年の計画で、麦の品種開発のプロジェクトを緊急に立ち上
げたところでございます。大きくはやはり梅雨の問題がありますので、早生化を図ることと、高品質なも
のをつくっていくことに品種開発の意を注いできたところでございます。  
 ①に書いていますが、その結果、この２年間で、小麦については８品種、六条大麦については２品
種、二条大麦では１品種を育成したところでございます。  
 日本地図の方に当てはめてみると、北海道は「きたもえ」、パン用としての「はるひので」でございま
す。あるいは、これから出てくる系統で「北海257号」、秋播性のパン用の系統でございます。東北では
「ネバリゴシ」と「きぬあずま」パン用の系統としての「東北205号」です。関東は「あやひかり」、「キヌヒ
メ」、「イワイノダイチ」、「スカイゴールデン」、「ファイバースノウ」、「セツゲンモチ」というもの。北陸では
「ファイバースノウ」、東海・近畿・中国・四国で「あやひかり」、「中国146号」、「四国裸98号」、「九州では
イワイノダイチ」、「ニシノカオリ」等で、新しい品種の全国配置が一応できたのかなと考えております。  
 16ページでございますが、小麦の主要４品種についてコメントさせていただいております。一番上が、
「きたもえ」です。現在北海道では、「ホクシン」という品種が９割方席巻しておりますが、若干病気に弱
いところがございまして、「ホクシン」の耐病性を補完するという意味での品種として、「きたもえ」をリリ
ースしたところでございます。  
 それから、「ネバリゴシ」というのは東北地域でございますが、この地域は広域適応性のある品種が
今までなかったのですが、早生を実現し、さらに低アミロースという形で粘弾性を改善した新たな品種と
してリリースしておりまして、東北４県で奨励品種としていただいているところでございます。  
 それから、「あやひかり」は主に関東地域でございますが、これも低アミロースという新しい系統でござ
いまして、粘弾性等についてはＡＳＷにほぼ匹敵するのではないかという形のものができております。  
 それから、九州の方では「イワイノダイチ」という新しい品種で、これは生態的に特徴を持っておりまし
て、早く播くことによって早く収穫できる。当たり前のようですが、これは麦の世界ではなかなか難しい
のですが、20日間早く秋に播きますと、収穫が１週間早められるという新しい生態系を持った品種とし
てリリースさせていただいております。  
 いずれも右のグラフにございますように、14年の計画では、上向きで作付け拡大をしていただく方向
になっております。  
 次に17ページでございますが、育成サイドも品種を育成して、それで終わりということではございませ
んで、普及に重点を置くということでいろいろな取り組みをしております。本日は資料７の方にマニュア
ルを入れさせていただきましたが、この11の品種すべてについて、あえて分冊にして各品種ごとのマニ
ュアルを作成してあります。単に品種を植えただけで能力が発揮できるわけではございませんので、例
えば播種期の問題とか、追肥の問題とか、栽培のポイントも含めて、こういう形で１枚ぺらで御紹介す
る、あるいは御説明申し上げる形で各品種のＰＲに努めさせていただいております。研究者が自ら出向
いて、20の道県で一応こういうものをベースにして御説明させていただいているところでございます。  
 それから、今回サンプルを見ていただいているかと思いますが、小麦については新しい製品として、う
どんの乾めんの形で、それぞれ商品の形にでき上がってきております。そういうものを利用して、例え
ば先般９月には東京の銀座で、消費者、実需者向けに、「国産小麦の魅力発見」という形のイベントで
いろいろな紹介をやらせていただいたり、あるいは、私どもの各地域の農業研究センターで消費者向け
のイベントをやらせていただいて、新品種の広報に努めることもしております。  
 そのような中で、民間流通の中での14年産の入札がございました。表に示しましたとおり、３つの品
種、４銘柄について上場された形になっております。特に埼玉の「あやひかり」は、上限の105％に張り
ついて、ニーズもいただきまして、こういう形でうまく伸びていけばなというふうに考えております。  
 一番下の表でございますが、全体の麦面積の中では大したことはございませんが、13年産、14年産
と11品種の作付面積は、５倍程度の拡大となっていきます。さらに実需者、消費者の皆さん方の意向を



踏まえながら、こうした新しい品種の拡大に努めてまいりたいと思っております。  
 さらに、新品種としては穂発芽の問題、赤かびの問題、あるいは色の問題が若干まだ劣るところがご
ざいますので、そういった品種開発についてもさらに継続して進めたいと考えております。  
 以上でございます。  
○長企画課長 それから、その他の資料でございますが、幾つか資料を配っておりますので、ここはま
た議論に応じて必要によって御説明させていただきたいと思っております。それから、資料の一番最後
に、今大変御心配をかけておりますが、ＢＳＥの問題について、あくまでも参考資料として配付させてい
ただいております。これについて今担当部局、一生懸命その対策を講じているところでございますが、
本日はその参考資料の配付だけということで、今後その状況に応じて、また郵送等で委員の皆様方の
ところに情報提供させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  
 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。  
 以上が、平成13・14年産麦の政府買入価格、麦をめぐる事情についての説明です。なお、先ほど企
画課長から話がありましたように、説明はされませんでしたが、麦に関するその他の資料がございます
ので参考にしていただければと思います。  
   
                  質   疑  
   
○八木分科会長 それでは、事務局からの麦関係の資料説明が終わりましたので、まず諮問のみなら
ず、麦政策全般についての質疑を行いたいと思います。その後、諮問についての意見開陳ということに
したいと思いますので、よろしくお願いします。なお、冒頭に申し上げましたとおり、できれば昼食前まで
に意見開陳を終了したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  
 それでは、どなたからでも御発言いただければと思います。山田委員どうぞ。  
○山田委員 長官の開会のときのごあいさつにもありましたが、また、本日の４番目の資料の「麦をめ
ぐる事情」の御説明の中にもありますけれども、需給のミスマッチが大変大きいとか、さらに深刻なもの
になっているという御指摘なり整理になっておりますけれども、こうした形での民間流通に移行して、ま
だ２年目です。そんな中で、一方で自給率の向上なり米の生産調整の事情があるかと思いますけれど
も、全体として生産量が伸びることは、政策の方向として、ましてや国内産のできるだけ安全なものを
消費者に届けようという方向として、決して間違いではないと思うんです。だから、この資料のつくり方
やごあいさつで、余りにもミスマッチを強調されるのは、いかがなものかというふうに思います。民間流
通に移行した民間流通のよさというもの、どんな努力がなされていて、かつそれはどんな成果を上げて
いるのかということを、もっときっちり評価してしかるべきではないかと思います。  
 それとの関連で、政府買入数量は一体幾らになっているのかということもお聞きしたいと思いますが、
政府買入数量はほとんどないんじゃないですか。逆にその分だけ、民間が実需を受けとめる苦労も大
変あると思いますし、結びつきを図っていく生産側の努力も大変なものだと思います。今御説明のあり
ました新品種の開発は、画期的なことだと思うんです。こういう形で14年以降も伸ばすという計画があ
るわけですから、そういう部分をきっちり評価していくべきだと思います。  
 15年産以降ですか、麦対策のあり方の検討を行うというふうに14ページに書いてあります。どういう検
討をなされるのかと思いますけれども、今言いました、需給のミスマッチが９万トンあるからえらい大変
なことだというふうに大げさに言う話ではないのではないか。ましてやそのことをもって今までの取り組
みをどんなふうに見直すのか、全体を見直すみたいな話になると、それは方向は違うんじゃないです
か、というふうに申し上げざるを得ないと思います。  
 以上です。  
○八木分科会長 事務局、何かありますか。企画課長。  
○長企画課長 今委員からありましたように、国内生産が増えていること自体は、私も申し上げたかと
思いますが、評価すべきことですし、自給率目標でもそれを描いていた。余った水田で麦をつくっていく
ということで、それ自体は大変結構なことだと思います。それによって農家の手取りも、政府買入の時
代よりも高くしていくという方向を、これから追求していかなければいけないと思います。  
 先ほど触れましたように、産地によっては実需者の方々との話し合いを通じて、取り組んでいただい
ているところと、そういった取り組みが遅れているところがあるのは事実でございます。具体的には、北
海道をはじめとして栃木や群馬では、人気の悪い品種は全部作るのをやめる、良い方に切り替えると
いうこともできております。そういった取り組みが遅れているところがございますので、私どもミスマッチ



を過度に言っているわけではなくて、取り組みが遅れているところについては、そういった情報を提供し
て、現場での話し合いを通じて、よりいいものの生産に努めていただく、そういったことをやっていかな
ければいけないのではないかと思っております。  
 それから、「新たな麦政策大綱」自体でございますが、この資料４の一番最後のところ、24ページ、25
ページをお開きいただきますと、参考として「新たな麦政策大綱」の推進状況ということで、平成10年に
策定しました「新たな麦政策大綱」の概要を左側に書いてございます。この「新たな麦政策大綱」の基
本方向に即して今やっておるわけですけれども、この中でも、「新たな麦政策大綱」に基づいてやって
いく考え方がございまして、特に左側の上の１番の（４）ですけれども、この「新たな麦政策」への転換の
スピードというのは、３～５年かけて、十分実態に即してやっていくんだということが位置づけられており
ます。  
 したがいまして、今回、15年産以降いろいろな見直しをしなければいけないというのも、この「麦政策
大綱」を全部ゼロから云々ということではなくて、今出てきている問題も踏まえて、必要な見直しは何な
のかということを、また御議論いただきましてやっていければいいのかなという気持ちでおります。  
 それから、政府買入数量は、御指摘がありましたように数千トンですから、１％未満という状況にござ
います。  
 以上でございます。  
○八木分科会長 長官どうぞ。  
○石原長官 山田委員の御指摘については、ただいま企画課長から説明したとおりでありまして、産地
によって非常に努力しているところと、努力してないところがある。我々は必ずしも努力がなされてない
ところ――今注意深く、努力しているところだけ言いましたけれども、努力してないところも、我々は
何々県とはっきり言えるんですけれども、いろいろ差し障りがありますので、具体的なところは言いませ
ん。そういうところの人に、例えば県の団体の人、県庁の人が来たときに我々はそういうことを言うんで
すが、返答がないんです。それぞれのところはそれなりに、もちろん農家は努力されているのかもわか
りませんが、指導的な立場にある人たちが、今の麦の置かれている状況を踏まえて、どうするんだとい
う改善の方向、努力が必ずしも十分なされてないんじゃないか。  
 そういうことがなされないまま麦制度を維持していくと、いずれこの制度の破綻という大きい問題が起
きてくると思います。実需者側もこの席にいらっしゃいますけれども、麦については、我々の言葉で「大
人の対応」とよく言うんですけれども、実需者側はよく受け入れてくれていると思います。ところがそれも
限界があるわけで、実需者側からしても、生産者側の努力がなされておれば、引き続きやりましょうと。
その努力が必ずしも実を結ぶかどうかわかりませんが、努力も見られないところについては、何とかし
てほしいという気持ちが強いんだろうと思います。我々そういう意味で、ミスマッチについては過度に言
うことは慎みたいと思いますけれども、引き続き言っていかなければならないと思っています。  
 それから、基本法ができまして、基本計画に沿って自給率を達成しなければならないというのは農政
の非常に大きな課題であるわけです。小麦にしても、作付面積については既に平成12年で達成してい
るわけです。量の方についても、もう間もなく達成します。ところが前提条件がありまして、あくまでそれ
は品質の向上、生産性の向上という２つの条件があったわけです。その条件がないまま、その目標値
が既に達成、あるいは達成されようとしている。そういうのを踏まえますと、いろいろ見直すべきところ
はやっていかなければならないんじゃないかというのが我々の考え方でございまして、それで、「ミスマ
ッチ」ということを言わせていただいておりますので、御理解いただきたいと思います。  
○八木分科会長 竹内委員、お願いします。  
○竹内委員 今の議論は大変大事なところではないかと思うんです。確かに努力しているところとして
ないところはあると思います。通常であれば努力しているところは、市場の結果、価格その他を通じて
成果を得られるということなんですけれども、それ以外の要素もあるので難しい。ただ、全体として自給
率が10％ぐらいの世界で、９ページにありますように、農家の手取りが9,000円ぐらいのところに7,000円
ぐらい麦作経営安定資金、つまり税金が投入されて、それで実需者段階では外麦とおおむねバランス
がとれているという体系になっているわけですね。  
 その上で、この稲転から急増したのは大いに結構なことなんですが、それが引き取り手があらわれな
い、ミスマッチが生じているというのは、せっかく正しい方向にきた市場取引のその効果が、生産サイド
にまだ十分伝わっていない。その結果、マクロ的には引き取り手がないということにはなっていない構
造になっている。7,000円もげたはかせて、外麦とユーザーサイドではイコールフィッティングにしてある
わけですから。しかし引き取り手がないということは、その間にまだまだ解決しなければいけない問題
がいっぱいあるということを言っているわけですので、オーバーに言うかどうかは別として、このミスマッ



チの問題は、事柄としては本質的な問題ではないかと思います。  
 それに関連して２つほどお伺いしたいのは、今御説明がありました11ページの関連対策というのがち
ょっとわかりにくいんです。この右の箱に入っている民間流通定着品質向上支援対策というのが、昨年
と今年で１俵100円とか、50円とか、30円が74円とかあります。ここには民間流通定着・品質向上支援
基本助成とか、良品質麦加算とか、品質分析定着緊急支援基準額、ちょっとよくわからないんですけ
ど、これは１俵当たり数量に比例して、農家の手取りになるものなんですか。それとも、そうではないも
のなんですか。  
 つまり問題なのは、非常に大きなげたをはかせて、末端では今言った構造、ユーザーサイドではイコ
ールフィッティングにしてある。そのユーザーサイドの需要の動向、変化が、生産サイドにうまく結びつ
いていくようにというので非常に大きな改革、つまり民間流通が定着してきたわけです。そこがうまくつ
ながっていくには、確かに生産者価格は基本どおり下がりました。それから、農家手取りのところもルー
ルどおり下がりました。  
 ところが11ページにあるのは、どういう性格で、どういう配り方をされているのか。もしこれが価格と同
じような配り方をされているのであれば、これではユーザーサイドの動向が生産サイドに行かなくなる
わけです。ルールからはずれたことが農家段階で起きているということだと、うまくつながっていかなくな
る。そこがどういうことになっているのかというのが一つ質問です。  
 それから、２番目は、マクロでは引き取り手がないということはないはずなのが、実際に起きている。
急増しますから生産サイドとユーザーサイドとその間のつなぎは時間がかかるのはわかるんですが、
その努力の中に品質の問題というのは非常に大きいと思うんです。等級間、銘柄間格差は、昨年と同
じですという御説明がありましたが、これは市場の入札で値段がついているわけですから、等級、銘柄
の格差は現実に市場で取引された結果があるわけです。その結果と政府の買入価格の表にある銘
柄、等級間、つまり品質の評価がずれているのか合っているのか。少しずれているけど、それは終息
の方向に向かっているのか、それとも拡大しているのか、その辺のことをお伺いしたい。  
 もし、終息の方向に向かってないのであれば、これを終息させなければ政府買入価格は、一種これ
は目安でとおっしゃっていましたが、目安になってないということになるわけです。目安ならば目安なり
に、市場の結果が具体的な政府の決定した価格にあらわれてくる。それはルール的にあらわれてくる
というのが一番望ましいんですけれども、そこがはっきりしてないのであれば、市場の評価がなるべく
早く、迅速に、そういう方向に移行することが必要ではないかと思います。  
 ２つほどお伺いしたいと思います。  
○八木分科会長 企画課長。  
○長企画課長 最初の11ページの対策の考え方でございますが、委員おっしゃいましたように、これは
農家の手取りに結びつく支援でございます。良質麦の生産に対して努力する農家への支援ということ
で、これは民間流通の移行した12年産からこういう措置を講じまして、良質麦、具体的には１等麦を取
り組んでいただく。それから、１等麦の中でも品質分析等をしっかりやっていただくＪＡ。そういった一定
の絞り込みを行いながら、そういったものの生産を誘導してしていく、そういった努力を誘導していく、そ
のためにこういう支援措置を講じている。ですから、これは手取りの一部として12年産から実施してい
るものです。  
○竹内委員 途中で悪いんですが、もう少しわかるように御説明いただきたいんですが、例えば12年産
で言えば、これが30円になったわけですね。今度は74円というのは倍増しています。この30円の配り方
は、全体の中でこれを受けている人、農家で受け取っている人は、何割ぐらいあるんですか。  
○長企画課長 そういったことでスタートしておりまして、12年産からスタートとしておりましたが、13年
産のところは30円になっております。ことしの14年産は74円となっております。これの考え方は、麦作経
営安定資金、先ほどのげたの部分、その部分がルールどおり算定することによって引き下げになって
おります。引き下げになることで、農家の手取りは去年の場合で30円ダウンしてしまう。ということに対
して、原則は30円ダウンということで、それは我慢していただくんですけれども、そういった一定の絞り
込みを、去年の場合ですと大体６割ぐらいでございます。６割ぐらいの農家の方、これは主産県が中心
になりますが、そういった品質分析を先ほどトラックごとにチェックをやっていると申しましたが、それを
やっていただいている農協、農家の方に対しては、そのダウンのところは１年間補てんする。そういった
緊急の支援措置として講じている。  
 ことしの74円についても同様の考え方でございまして、麦作経営安定資金が44円引き下げになって
おります。この44円と去年の30円の部分について、同様に絞り込みを行う。本来であればそれを全く出
さずに、下がったら下がったままという考え方もあるわけです。そうすると手取りの減がすべてに一律及



びますので、そこは一定の絞り込みを行いながら、きちんと良質麦の努力をされている農家の方々に
は緊急的に補てんするという考え方で、これを絞り込みながらやっている状況でございます。  
○竹内委員 少し意見になるんですけれども、今のような御説明が一般的な納税者、消費者、一般国
民に納得していただけるように。そういう趣旨であれば、６割がいいのかどうかわかりませんが、この麦
作の構造改善に資するように――価格と同じように配ったのでは価格機能が破壊されますから、構造
改革に資するような使い方であれば、まだ理解は得られると思うんです。６割というと理解が得られる
かどうか私はちょっと自信がないんですけれども、あたかも農家手取りを補てんするためだと、その手
法としてというのでは、これはやはり理解を得られないと思うんです。  
 およそ価格が下がる、上がるという世界は幾らでもあるので。今卸売物価は下がっているわけです。
需要が減れば価格は下がるというのは、どこでもみんな起きているわけなんです。農業の部分だけ、
価格が下がったところは政府が補てんしなければいけないという発想では、とても納税者、国民の理解
は得られない。ですから、構造改革は理解が得られるので、構造改革に合うように具体的にお使いに
なるというのであれば理解は得られると思うんです。そういう努力を徹底的にやっていただかないと、農
業だけちょっと別ですね、農業の世界でやっていますね、というのでは済まない。  
 もう一つ大きな問題は、この量が上がってくれば財源はどうするんだと。コストプールの御説明があり
ました。恐らく財政事情がこれからさらに厳しくなるし、小泉財政構造改革と言われているわけですか
ら、コストプール以外に具体的ないい知恵がないと思うんです。非常に大きな問題を抱えている。それ
も解決して、かつ自給率も向上させなければいけないという大きなテーマがありますから、そのテーマ
から言っても、この価格の問題について、一般の市場のいい要素を取り入れる。市場経済が全部では
ありませんけれども、しかし物の取引ですから、市場経済が基礎であることは間違いないので、それに
矛盾しないようにぜひお願いしておきたいと思います。  
 ２番目の等級間、銘柄間格差の点もお願いします。  
○長企画課長 等級間なり銘柄間格差の方は、まだ民間流通の方が実際に始まって２年目、価格で３
年目ということで、平均的には2,500円～2,600円の流通の中でしか検証できないわけです。その中で私
どもはデータを見ておりますが、１等と２等の格差を見ても、例えば政府の買い入れは1,100円の格差
を設けておりますが、当然、民間流通の場合にはそういう格差がないわけです。それほどの格差はな
いわけです。もともとの値段が2､500円～2､600円で取引されているものですから。一般の外麦、入札で
取引されているものが。ですから、実際の市場取引されているものの等級間格差、銘柄間格差を、今
一律に適用するのは検証としてなかなか難しいわけでございます。そこのところはもう少し時間かけて
検証しながら、買入価格の方に反映できるように研究したいと思っております。  
○八木分科会長 よろしいでしょうか。  
 黒田委員お願いします。  
○黒田委員 少しだけの意見とちょっと御質問を申し上げたいと思います。私が申し上げたいことは、
今竹内委員がかなり専門的な意見を出していただいたと思うんですが、私はもっと素人っぽく申し上げ
たいと思います。  
 冒頭で長官から、生産と需要のミスマッチが深刻というお言葉があったわけですけれども、私はこれ
は、ほっとしました。安心ではないけれども、本日の議論のスタートラインは、このミスマッチをどういう
ふうに受けとめるか、から始まるんじゃないか。そういう意味ではもっといろいろ議論しなければいけな
いんじゃないかと思っております。  
 例えば、在庫急増というのはもう大変な問題です。これは結局は麦作経営安定資金のむだ使いにつ
ながる。言葉は悪いかもしれないけど、麦作経営安定資金ということは税金ですね。それのむだ使いに
つながりやすい。素人っぽく見ればそういうことじゃないか。だから私は、深刻で大変な問題だと思いま
す。それが改善される期待を持って今後のお話も伺えたし、今いろいろ御説明もあったと思うんですけ
れども、私は本当に深刻に受けとめることが大事ではないかと思います。  
 そのことと裏ではつながっている問題なんですけれども、御質問ですが、資料１の冒頭の大臣の諮問
を見ると、産地の生産性の向上を的確に反映する云々とございます。これは極めて大事なことだと思う
んですけれども、次のページの諮問の説明の中に、２行目から３行目にかけて、「需要及び供給の動
向並びに物価その他の経済事情を参酌し」とございます。ということは、その諮問は、これも素人っぽい
解釈かもしれませんが、実需者の購入意欲、つまりその裏には消費者の需要があるわけですが、それ
と農家の生産意欲というふうに並べた場合、農家の生産意欲の方をより重視し、この需要とか物価と
かその他の経済事情をとりあえず重点課題から下位に置くというか、何かそんなふうに私は読んだとい
うか聞いたんですけれども、これはなぜこの諮問に、生産性と生産費、主産地の生産費というふうにこ



っちの方にウエートが行ったのか、素朴な質問でございます。  
○八木分科会長 企画課長。  
○長企画課長 決してそういうウエートの置き方を意図的に書いているわけではございませんで、諮問
の説明の方で御説明しました法律第66条の規定というものを、２枚目の諮問の説明にはそのまま書い
てございまして、食糧法上の買入価格の決定する場合の考えるべき事項ということで、これで食糧法、
麦を運用しておりました。これは基本的には法律の考え方で、実際の算定に当たっては、これは米もそ
うですけれども、その時々の状況で具体的な算定ルールを変えてきているわけです。  
 過去を思い出していただきますと、米も麦もそうですけれども、所得補償ということを、そのときの需給
事情に応じて算定ルールの中にはめ込んでやっている時期もあるわけです。しかしながら、それは米も
既になくなっていますし、麦については、先ほど御説明した冒頭の諮問に書いてありますように、生産
費を基礎として、そして生産性の向上を反映するという考え方で、去年と同様の算定ルールによってお
ります。決して意図的にはずしているということではございません。  
○八木分科会長 黒田委員よろしいですか。  
○黒田委員 では、その算定ルールが変わったわけではない、別にウエートが変わったわけではない
ということですね。  
○長企画課長 はい。  
○八木分科会長 では、中村委員。  
○中村委員 製粉協会の常任理事を務めております日清製粉の中村です。前回、製粉業界のことに
ついて３点お話し申し上げましたけれども、前回御欠席の方もいらっしゃいましたので、簡単に３点、業
界の実情をお話ししたいと思います。  
 １つは、我々は食糧庁、国を通じまして外国産の小麦を買っておるわけですが、外国産の小麦は、政
府が買う場合には２万5,000円程度で買いまして、我々が買う値段は５万円程度です。400万トン以上輸
入していますから、1,000億以上の売買差益が生じるということで、２万5,000円程度のものが倍の５万
円ですから、関税が100％ということになるわけで、関税と呼ぶのがいいかどうかわかりませんけれど
も、なかなか大変なものだと。内外価格差２倍、これを何とか縮小してほしいということが１点目であり
ます。  
 一方、我々が内外価格差２倍ということを大変問題にしている根拠は、今小麦粉製品のほとんどすべ
て自由に輸入できる仕組みになっておりまして、例えば食パンでも輸入できるわけです。これの製品関
税率は大体20％以下でありまして、これは競争条理からはずれているのではないかということが２点目
であります。  
 それから、３点目は自給率向上ということで、我々も内麦の増産、増使用、需要の拡大に努力してき
ておりますし、生産に協力してきております。ただ、コストプール計算といいますか、国策に協力して内
麦をたくさん使っていけばいくほど、我々の原料調達コスト、原料コストが上がるという構図は、まことに
おかしいということを前回申し上げたわけであります。  
 先ほど来、需給のミスマッチが起きているというお話がたくさん出ておりまして、私も来年一体どの程
度の生産量になるか、今は予測しか出ておりませんので、来年のことはわかりにくいんですが、ただ、
来年の数字が計画どおり生産されるとすると、この３年間で40％我々の使う量が増えることになりま
す。  
 今外国産の小麦は、アメリカ、カナダ、オーストラリアの３カ国合わせて６銘柄買っております。６銘柄
で四百何十万トンですから、１銘柄平均すると70万トン程度です。その１銘柄でも仮に40％多く使えとい
うことになりますと、商品設計上なかなか使い切れるものではないわけです。よく、農業はアートで工業
はサイエンスだと言われますけれども、アートとサイエンスの組み合わせがスムーズにいかないよう
な、40％という急激な伸びではないかという感じがしております。確かにマクロ的には、需給のギャップ
はないという見方もありますが、実際上個別銘柄が短期間で40％も増えることについては、大変な苦
労をしていかなければいけないことになると思います。  
 技術会議の方には大変申しわけないんですが、さっき新製品でつくった乾めんということで回覧され
ておりましたけれども、確かにいろんな新品種を開発していただいておりまして、大変ありがたいと思っ
ておりますが、ああいうものをサンプルで回すときには、例えばオーストラリア産の小麦のＡＳＷでつく
った乾めんも一緒に横に並べて置くと、これは明らかにはっきりわかる。ですから、新品種の開発につ
いて何も文句を言っているんじゃないんですけれども、目で見るときには、コントロールを一緒に回すべ
きではないかと思っております。  
 それから、最近の水田転作について感じていることをお話しますと、水田転作でできた小麦は一般的



にたんぱくが低いんです。１％から1.5％程度低いんです。場合によっては、たんぱくを高くしようという
ことで窒素肥料をどんどん与える傾向がありますが、そういう場合は今度は色が黒くなります。水田転
作については、実際につくる生産者の方も、本当の麦づくりをきちんと自分の姿勢にあらわして、いい
小麦をつくっていただく必要があるのではないか。すべての転作の生産者がそうだと言っているのでは
ありません。一部そういうところが見受けられる。その点から申し上げますと、各県の方にいらっしゃる
麦作指導員ですか、そういう方たちが本当に転作する農家に、来年になったら米に戻るということでは
なくて、きちんとした小麦をつくるという意欲と姿勢を植えつけるような指導もしていただく必要があるの
ではないかと思っておりますので、よろしくお願いします。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 加倉井委員。  
○加倉井委員 例によって非常に単純な質問をしますけれども、需給のミスマッチという言い方をする
とわからないんですが、単純に「売れ残り」と考えると、それはだれが持っているのか。農家が持ってい
るのか、農協が持っているのか、国が持っているのか、工場が持っているのか、よくわかりません。そ
れが質問の１つです。  
 ６ページのところに、企業の月末在庫が非常に上がっておりますけれども、一般常識から言うと、在
庫というのは必要以上持たないのが経営のためにいいというのがあって、トヨタのカンバン方式という
のは、在庫ゼロをねらっているみたいなことがあります。ゼロは極端だけれども、経営を考えたら、そん
なにどうやって持つんだろう。これは食糧庁が圧力をかけているのか、あるいはお金をもらっているの
か、一体どういうことなのか、その辺がちょっとわかりません。  
 それから、11ページで「民間流通定着・品質向上支援等対策」というのがあって、先ほども質問が出ま
したが、この③の流通コスト合理化取り組み支援２億円というのは、農家へお渡しになっているとおっし
ゃったけれども、これはどういう形で渡すんですか。先ほどのときついでに聞こうと思ったんですが、わ
かりませんでしたが、２億円というまとまった金ですけれども、これを農家へ渡すとおっしゃったんです
が、どうやって渡すんですか。その辺がよくわからない。その辺の質問をお願いします。  
○八木分科会長 企画課長。  
○長企画課長 最初に在庫のところでございますが、資料の６ページで在庫の話を書いております。先
ほど説明が不十分だったかもしれませんが、12年産、13年産でこういうギャップがあるという御説明を
いたしました。購入したい数量と販売したい数量が加わると申しました。これは今年の14年産もそうで
すが、毎年７月時点で、情報交換をする段階での、一番最初の段階でのお互いの提示数量と御理解
いただきたいと思います。  
 その段階でこういうギャップがありましたけれども、12年産も13年産もその後、左側の②に書いてござ
いますけれども、時間はかかっていますが、最終的には契約数量を締結しておりますから、12年産、13
年産はそれに基づいて引き取りが行われている。ですから、収穫した後に最終的に引き取られるまで
にだれが持っているかということになると、それは農協です。ＪＡの段階で、この麦をどのぐらいの価格
で引き取ってもらえるかということを提案しながら、最終的な引き取りをきちんと完結しているということ
でございます。  
 それから、関連対策の２億円のところですけれども、先ほどの議論の中では、100円とか、50円とか、
あちらの方についての農家の手取りの御説明をいたしまして、２億円のところは触れておりませんが、
これは流通コストの合理化にＪＡに取り組んでいただくということでございます。  
 民間流通が始まってまだ３年目ということで、先ほどのトラックでの検査をやるために、品質分析装置
を買って職員を研修して流通コストの合理化をやるとか、農協自らがしっかりやってもらわなければい
けない。主産地でもそういったことをやっているんです。流通コストの合理化を農協に取り組んでいただ
くような計画を農協から出させまして、この計画に基づいてちゃんとやる農協に対して支援するという考
え方をやっております。これは昨年、13年産から措置した対策ということで、現在13年産について流通
コスト合理化に取り組んでいる状況でございます。なお、流通コスト合理化取組支援については農協段
階での取り組みの支援でございます。  
○加倉井委員 もう一つ、企業の在庫が増えている。これは一時的現象なんですか。  
○長企画課長 これは中村委員にも御説明いただいた方がいいと思いますが、先ほどもありましたよう
に、大人の対応をしていただいている部分もございます。かなり増産になってきているときに、キャパシ
ティーのある範囲で引き取っていただいているということです。  
 それともう一つは、先ほどちょっとそういう御議論がありましたが、小麦の場合は大豆等と違って品質
が劣っているわけです。価格が二千何百円であれば全部引き取られるということではなくて、恐らく企



業の側でも、一定の混合率の上限があるのではないかと思うんです。色合いとかいろんな問題があり
ます。そういった段階で、時間をかけて混合していかないと全部はけないという状況があって。使えるん
だけれども、一定の上限がある。ということで、大人の対応で購入はしていただいたんですが、工場の
中に在庫として徐々にたまってきている状況にあるのではないかと思います。  
○八木分科会長 中村委員、関連して。  
○中村委員 企業の在庫が増えているという問題なんですが、今の民間流通のルールの中で、都府
県産の小麦は８月末までに全部契約したものは買うと。北海道産は９月末だったでしょうか。そういう取
り決めをしております。したがって、使えないものはだんだん増えていく。その時間をかけながら、こちら
もいろんなところに使えるような工夫をしているということですから、そのルールどおりやると買わざるを
得ないということで、だんだん増えざるを得ないということです。金利が７％や８％の時代になると、勘弁
してくれという話になるかもしれませんけれども、なかなかカンバン方式どおりにはいかないということ
です。  
○八木分科会長 甲斐委員どうぞ。  
○甲斐委員 前々から小麦につきましては、実需者が私たちではなくて中間の製粉業界とかそういう加
工業者であるから、そういう方を委員に入れていただきたいと村上委員もよくお願いなさって、私も申し
上げたところですけど、中村委員が入ってくださって、随分明らかになってきたというか、よくわかる部分
が出てきたわけです。私は食品の需給ということで考えますと、お米と麦というのはどうも分けて考えら
れないので、午後からお米のことがあるようですけれども、お米が２に対して麦を１、２対１の割合で食
べていることになります。  
 ですから、主食として、今までは米価審議会だったんですが、これは米麦審議会か食糧審議会にしな
いとおかしいと思っていたので、大分方向はそういうふうになっているんですけれども、やはり日本の麦
は大変質が悪いということです。私も価格で言ったら、本当にどうにもならないけど、今世の中は不穏で
すし、危機管理という意味では、やはり３分の１の穀物として国民が食べているんだから、ある程度の
自給率は持たなければいけないんだろうと思うんです。  
 財政も逼迫しているときですし、コストプール方式でいったら、本当に増産すればするほどやっていけ
なくなる。おのずと財政の方から見たら、幾ら何％生産しろということではなくて、ここまでしかやってい
けないという何か天井があるような気がするんです。その先は食糧危機管理として、農水の中で予算を
持つのかどこが持つのかということは別問題として、小麦はどの程度日本で国産することが望ましい―
―土地の補完の意味もありますが、というふうに出てくるのか、そこは素人の私にはわかりませんが。 
 ４ページにあります転作麦が増えております。この転作麦は、今まで転作というと米が不作になったと
きはまた米に戻りたいという感じの転作でしたが、麦の場合はある程度本作というか、自分が選択して
麦の生産者になるということを選んでいただいて入って行くというふうに伺っていましたが、この転作で
すごく増えていますが、ここは皆さん、本作に向けてやっていこうと思っていらっしゃるのか、今のところ
過渡期で、保護費用がいろいろ出ているからやっているんだ、そうじゃなかったらやめるんだという農
家、この分担がどのくらいになっているのかというのが気になるところです。  
 それからもう一つ、いつも作るところまでしか言わないんですが、自給率というのは食べなければ上
がらないんです。やはり食べる人のところにも思いいたしていただいて全体を見ていただかないと、ス
ムーズにこれから先回っていかないという気がします。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 岡本委員。  
○岡本委員 私は生産者です。私事ですけれども、自分の身近なことしかわからないので、その範囲
内で生産者の立場でお話ししたいと思います。  
 麦は、水田で生産調整でやっている状態です。生産調整にとっては重要な作物ということになるんで
すが、先ほどから言われている品質、作期には本当に農家も苦労しております。今、努力している県、
努力していない県とありました。自分の県が努力している県かどうかわかりませんけれども、普及員さ
んなり何なりのお世話を受けて、地元の製めん業者と、あやひかりのＰＲをしております。あやひかりを
つくって、作期もずれて収量もよいということで、結果としてはよかったというふうに聞いております。  
 麦には適地があると思うんですが、私どもは麦のためには適地ではありません。そういうところで小
麦をつくっておりますので、勧められてはおりますが、いまだに農林61号に固執しているわけです。勧
められても、適地でないためにつくれないとか、迷惑をかけるとだめだからということで踏み切れない。
そういうところからも、新しい品種の育成に力を入れていただいたのは、すごくうれしいと思います。作
期が分散されたということはカントリーの混雑も避けられるし、本格的な梅雨に入る前に収穫できるとい



うことで、すごく喜んでおります。ですから、これからもこういうふうな技術対策にどんどん力を入れてい
ただきたいと思っております。農家もかなり努力はしているかなと感じております。  
○八木分科会長 ありがとうございました  
 質疑が続いておりますけれども、山田委員、立花委員が途中で退席されるということですので、意見
開陳をお願いしたいと思います。  
 それでは、立花委員からお願いします。  
○立花委員 どうもありがとうございます。勝手を申し上げまして。  
 私も、先ほど意見のときに手を挙げて、途中でおろしてしまったんですが、それは、皆さんも異口同音
に、表現こそ違え、需給のミスマッチの問題を取り上げられておりました。それで、私は言うのをやめよ
うかなと思って、山田さんの顔をちらちら見ながら迷っていたんですが、やはり山田さんが冒頭おっしゃ
った中で、ちょっと私、気になりましたのは、生産者側の御努力も、これはこれで、もちろんわかります
けれども、余りにミスマッチを強調されるのはいかがなものかと、そういった種類の表現をされていまし
たので、それは、やはりメンバーの方々からも、特に甲斐さんがおっしゃいましたように、それを食べて
ということまで生産者の方も考えていただいて、私、つくる人、あとはどうなれということでは－－もちろ
ん、そんなことをおっしゃっているわけではないですけれども、やはり考え方は、つくった上でそれを消
費していただくということがセットになるわけです。しかも、それは全部、自前でというわけではない以
上、生産者の方も需給のミスマッチですね。量の問題、あるいは質の問題について、やはり真剣に、ぜ
ひ考えていただきたいということを、山田さんの顔を見ながら、ちょっと申し上げたかった点でございま
す。  
 それで意見でございますが、先ほど来、事務局の御説明、あるいは皆さんから御意見がございました
けれども、国内３麦の生産の急増、それから、需要と供給のミスマッチの顕在化ということで、その中で
下支えをしている麦作経営安定資金の方もどんどんふえていくわけですから、こういう状況を見ていま
すと、需要と供給のマッチした環境をつくるということで民間流通がとられたという趣旨に、かなりギャッ
プが出てきているのは現実だろうと思うんですね。  
 そこで私は、先ほど、諮問のところでお話がございましたけれども、今回、引き下げるというのは、本
当はこの程度でいいかどうかという問題はあるにしても、引き下げは妥当だと思っております。  
 それからもう１点、これは希望でございますが、内外麦コストプール方式で行くのが妥当なのかという
点について、前の新たな麦政策大網のところに出ていたと思いますが、新しい方向を検討していくと、
たしか、そういった点があったと思いますので、今のような内外麦コストプール方式一点張りで補てん
するやり方でいいのかどうか、私はそこら辺、そろそろ限界に来ているのではないかと思いまして、そ
のことを、ぜひ今後の検討の対象に入れていくべきではないかなということを申し上げさせていただき
たいと思います。  
 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。  
 それでは、山田委員、お願いします。  
○山田委員 買入価格につきましては、諮問につきましては賛成であります。  
 それで、先ほど来、議論が出ておりますことに関連して、若干申し上げたいと思います。  
 麦の生産はふえていると言いましても今から12～13年前の元年産に比べましても、現在の水準は
60％程度の生産水準でしかないわけですね。これでも自給率はようやく10％、海外依存度は90％なわ
けであります。  
 それで、90％の依存率でいいんだ、もっと使いやすいことを言ったら、外国産がいいから、100％、す
べて外国産のいい麦を使って、いい製品を提供できるんだよという話でいいとおっしゃるのなら、それで
いいんじゃないですか。  
 だけど、そうじゃなくて先ほど甲斐委員がおっしゃいましたように、きっちり一定の主要な穀物として一
定水準のものをちゃんと、それも安全で安心なものを供給していく必要があると。そのことが、国内の遊
休農地も解消したり、農地の保全だったり、担い手の若干の所得確保に結びつくというものであった
ら、それはそれで大事なんだという観点で麦を見ていかなければいけないのではないかと思っておりま
す。  
 そうした観点から私は、需給のミスマッチにつきまして、政府買入の取り組みの中では、圧倒的に政
府がその管理に苦労する。生産者としては、つくったものはみんな政府が買ってくれるよという仕組み
の中では何も解決つかない、改善しないということだから民間流通に思い切って踏み込んできたわけで
す。この２年余りの経験の中で、いかにも需給のミスマッチが大問題であるかのごとく喧伝して、そし



て、何をねらいにするのかということを言わざるを得ないわけであります。この民間流通に移行して若
干の－－それはそうですね、品質について差があるというふうにおっしゃるわけですが、到底、マニトバ
の麦に勝てるはずがないわけです。そんな中で、品種の改良にも、作付けにも努力しているわけです
から、その中で出てくるギャップの部分については、こんな形で努力しよう、こんな形で改善しよう、こん
な形で改善している事例があるんじゃないかということを前面に出した取り組みがあっていいのではな
いかということで問題提起したわけでありますので、ひとつ、その点の御理解をお願いしたいと思いま
す。  
 ともかく、麦がふえていったって、どんどんふえていくということはもう考えられないわけでありまして、
担い手の問題、土地利用の問題からしましても、せいぜいふえたって100万トンが多分限度だろうという
ふうに思います。とすると、100万トンをどんなふうに国内で生産し、管理し、流通し、需要してもらうか
と、そういう部分について、確固たるといいますか、確信ある仕組みを国は国家貿易のもとで提供しま
すよということであるのだと思います。そういう観点で、ぜひ麦を大事にしていただきたいと思います。  
 以上です。  
○八木分科会長 それでは、ちょっと遅くなりましたけれども、甲斐委員の先ほどの御発言について事
務局の方からお願いします。  
○長企画課長 何点か御議論があったと思いますけれども、まず、甲斐委員の方から出ました転作麦
がふえているといった中での本作化といいますか、主産地は別としてどのぐらいあるかと。これは、確
たる数字はございませんけれども、実は、午後の会議のときにも資料でまた御説明したいと思います
が、現在の生産調整、今、101万ヘクタールやっている中で－－これは麦ということだけではありません
で、麦、大豆ですが、これについてはどれぐらい本作化しているだろうか、団地化しているだろうか。そ
れで、どれぐらいが若干ふわふわしているだろうかといった数字を御説明します。  
 その段階でありますけれども、現段階では、大体３対１ぐらいの割合です。きちんと団地化して、ブロ
ックローテーションを組まれて麦や大豆をつくっているというのと、そうでないものとが、大体３対１ぐらい
ですから、そんなめどで先ほどの転作麦についての生産シェアがなされたのかなと思います。  
 それで、北海道や何かの主産地、あるいは群馬、九州、そこら辺は、きちんと担い手集中ということで
やっているのではないかと思います。  
 あと、関連で幾つか御議論がありましたけれども、コストプールの話と危機管理の話のところで、若
干、補足説明させていただきますが、資料でいきますと、10ページのところをごらんいただきたいと思い
ます。甲斐委員からもありましたけれども、やはり麦というのは米に次ぐ主食、主要食糧という位置づ
けではないかと思います。そういった中で、この10ページの右側に麦作経営安定資金というのが非常
に重要な役割を帯びているという御説明をしましたけれども、非常に国際競争力がない中で政府の売
渡価格が2,400円という安い水準なわけです。それで、この2,400円でさえも、先ほど中村委員からあり
ましたように、政府が実際に調達している価格に対して1.7倍ですとか、一定の差益を生みながらこの
値段でやっているわけです。ですから、ここのところを全くフリーにしてしまうと、そもそも国内の麦生産
は成り立たない。品質的には劣っておりますから。ですから、そこに一定の、外麦に対しても差益を取
る仕組み。そしてまた、それでもって麦作安定資金という一定の保護というものをしながら自給率向上
に努めていく、そういったコストプールという一つの考えがあると思います。  
 したがいまして、そこのところについて、国内生産に要する保護費用というものを、こういった形でオン
していますということを御理解いただきながら－－もちろん、需給ギャップの解消に努めていただかな
ければいけませんけれども、こういったことを御理解いただきながら、どこまで、そういったコストプー
ル、政府の売渡価格ということが進めていけるかということではないかと思います。  
 それから、新たな麦政策大綱で立花委員から御指摘がありましたのは、この資料の最後についてご
ざいますけれども、コストプール方式というものの中身が、若干、不透明な部分がある。例えば政府管
理経費の部分ですとか、そういったものがあるということで、それは、より透明性の高いものに見直して
いくべきだというのが新たな麦政策大綱の中に示されておりますので、それはきちんと、そういったもの
はさらにこれから検討しなければいけないと思いますけれども、やはり国家貿易をやって、そして主要
食糧である麦、米に次いでは麦というものを一定の保護をしながら、実需者・消費者の方々にも一定の
御負担をお願いしながら国内生産を高めていこうという考え方に基づくコストプールではないかなと。で
すから、それぞれのところで、麦作経営安定資金についてもルールどおり下げていくというような努力も
しなければいけませんけれども、やはり、これは一つの考え方であって、ここから抜け出して別のところ
に財源を求めていくというふうに、一気にはなかなか行かないのではないかなという感じであります。  
 それから、先ほど危機管理の話がございまして、これにつきましても、例えば、全く別の予算で麦につ



いて危機管理の予算をするというふうに、一気にこの問題を抜け出しては行かないのではないか。や
はり、この問題をきちんと見据えて、どこまで御理解いただけるかということを御議論いただきたいと思
います。  
 それから、別途、食糧安保という観点からいきますと、麦についても備蓄というものを、今、2.6カ月分
の備蓄を予算措置で講じておりますし、これまでの段階では、それで特段問題は起きておりませんの
で、危機管理については、それでもってこれからも対応していくのではないかなというふうに考えており
ます。  
 以上です。  
○八木分科会長 内館委員、お願いします。  
○内館委員 皆さん、いろいろな形で議論されていることとの関連ですけれども、５ページのところで、
自給率を向上させるための数量の目標が立てられているわけです。その前提として、品質向上とか生
産性の向上ということを実現してコストを引き下げていくということをやっていかないといけないというふ
うには書いてあるんですが、今のコストプール方式をとっている中で国内の麦生産が増大するというこ
とは、結局、コストを外麦との差益で埋めざるを得ないわけですから、それは当然、中村さんがおっしゃ
ったような形の矛盾、それから、当然、財政的な問題との関連も出てくると思うのですけれども、この目
標が、どういうふうにつくられているのかということがはっきりしない。  
 といいますのは、今、内麦と外麦との価格差というのは、政府の買入価格だけでも６倍以上の差があ
るわけですが、これをどういうふうに縮めながら国内の生産をしていくのか、あるいは縮められない場
合には、どういう財政的な対応をしてそれを埋めていくのかということがはっきりしないと、自給率の向
上だけの数字が一人歩きをするということが、全体のシステムの円滑な運用を妨げることになりはしな
いかというふうに懸念するわけですけれども、そこら辺はどういうふうにお考えなのか。  
○八木分科会長 企画課長、お願いします。  
○長企画課長 この自給率目標の中で一つの大きなポイントは、コスト削減の度合いであります。それ
で、右の囲みにありますように、３割程度、生産コストを低減させるということが前提となっているわけで
す。これは当時、食料・農業・農村政策審議会でも御議論いただきましたけれども、大体、小麦の国内
生産が約60万トンあるといったことを前提として、どれぐらい、日本のめん用でふえるだろうかということ
を、いろいろな推計をしながら、大体３割強。ですから、それが80万トンでございます。だから、３割強ふ
える。それで、３割強ふえると同時に３割のコスト低減がきちんとなされれば、いわばトータルとしてのコ
スト、あるいは実需者・消費者の方々にとってのコストというのは変わらないわけですね。そういったこ
とを前提として－－それも10年かかる。そういったことをやっていくには、そのコストの方もさまざまな試
算を御議論いただきまして、その規模はどれぐらい拡大できるかといったことですとか、そういったこと
に対するコスト低減というものを御議論いただいて、その３割というのが一つの目安になっている。  
 それからもう一つは、当然、品質の問題ですね。ＡＳＷ並みに、これは時間がかかりますけれども、製
めん適性を５％程度引き上げていくという、この両方が相まって、こういった目標を達成していくんだと
いう前提条件を描いていたわけです。そこが、かなり急に今来ておる。それで、そういったことに取り組
んでいただいているところもあるし、おくれているところもあるということですから、おくれているところに
ついては早くスピードアップして取り組んでいただかなければいかんということだと思います。  
○内館委員 その進行状況と総括ですね。結局、コスト削減の具体的な目標を掲げたわけですから、
それが年次計画の中でどれぐらい進行しているかというような問題をちゃんとしておかないとまずいの
ではないですか。  
○長企画課長 まさにおっしゃるとおりで、新しい基本法の中にも、点検・検証作業というものをきちん
とやっておくということが必要なわけで、まず毎年、毎年につきまして、政策評価というものを私どもは
行いまして、それを公表していく。  
 それから、あと中間地点の５年ですね。もう12年から始めていますから、既に２年たって、あと全体の
自給率目標も含めた基本計画を見直すという作業を、恐らく２年後ぐらいにスタートさせますから、そう
いった中で、毎年の政策評価もそうですけれども、果たして、この目標数値、それから、前提条件がど
こまで達成されたか、できなかったのかということを点検して、全体をまた見直していくという手順でこれ
から進めていくということであります。  
○八木分科会長 村上委員が途中で退席されるということですので、意見開陳をお願いいたします。  
○村上委員 12時きっかりに学務のために退席させていただきますので、意見の方も申し上げます。  
 買入価格につきましては、従来どおりの算定方式に沿っての数字ということですので、賛成いたしま
す。  



 それから、麦の政策についてでございますけれども、やはり非常に素朴に考えて、買い手が好まない
ものをつくりながら、それが補てんされるというか、非常に単純に言えば、売れないものをつくっても何
とかお金が入るという、この構造はやはり、どう考えても非常におかしいと思います。そのお金は、やは
り納税者の税金から出て行くということも考えますと、その大きな矛盾を何とかしなければならない。  
 それで、既にいろいろ政府は対策を練っていらっしゃることもまたよくわかりますが、その努力が、まだ
うまく機能していない、まだ検討の余地があるという証拠が、やはりこれではないかと思います。  
 そこの検討は、細かく議論の対象でございますけれども、そこはちょっと置いておいて、じゃ、買い手
の意向というのは何かということでございます。今まで、ここ数年、実需側の方がいらっしゃらなくて、前
回からお見えで、大分、需要者の買いたいものの中身も具体的になってまいりましたけれども、麦の場
合はお米と違って、実需家というワンクッションがあって、その背後にある消費者がなかなか見えにくい
のですが、消費者のつくってほしい意向と完全にぴったりではないかもしれないということもまたござい
ます。  
 例えば、品種の問題ですけれども、消費者はうどんを、さっき白いものを比べてとおっしゃって、白い
方をいつの間にか、すっかり好んでしまっておりますが、もしかして自給率というものを考えたときに、
消費者は、自給率アップ総論には非常に賛成しております。そうしますと、麦の大幅な自給率アップは
無理としても、うどんの色が少し生成りの色でも、それは自給率ということを考えたりすれば納得できる
部分かもしれません。  
 そういうことになりますと、消費者への情報というものが非常に重要になってくるわけですけれども、
品質改良の努力とともに消費者への情報提供、そして消費者からの新しい需要、要望というものもくみ
上げるような、そちらの面の努力もして、買い手の意向とつくり手の意向がうまくマッチするような方向
へ向かうのに、需要者側の方のいろいろな細かいところにも目を向けた方がいいのではないかと思い
ました。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 いろいろ御質問あろうかと思いますが、大分、時間も押しておりますので、ぜひ、ここで質問しておき
たいという方はお願いしたいと思います。  
 上田委員。  
○上田委員 意見になると思いますけれども、生産者の立場から言わせていただきます。  
 さっき竹内委員の方からお話がありましたが、物価が下がっているのに農業の分野だけ別はおかし
いということですけれども、これはやはり、食べ物と国民の健康という面から考えて、それも一緒に市場
原理にということには、ちょっと私は賛成しかねます。  
 それから、麦の値段については、私は一応、賛成です。  
 それから、中村委員の方からお話がありましたように、外麦が安くて国産麦の方が高いということ、そ
れが製粉業者さんの、いわゆる100％関税みたいなところで支えられているということも、ほとんどの国
民というか、農家の方も知らないんですね、具体的なことは。外麦が安いということは知っていても、そ
んなにまでという思いはあると思います。けれども、市場原理にのっとって、品質が悪いからといって、
麦作経営安定資金とかそういうものがなければ、国内で麦をつくる人はいないと思います。  
 それで、今、山田委員の方からもおっしゃられましたように、私の身近なところを見ても、麦なんかはも
のすごく、稲よりももっともっと天候に左右されますので、一日刈り取りがおくれると、もう商品にならな
いということも多くあります。それで、品種の選択にしても、急に100％変えるということは、とても勇気が
要ることなんですね。だから、何年かつくりながら、やはり需要が多いものには変わっていくと思いま
す。そういう努力を農家もしますし、ＪＡもしますので、国産小麦の利用がなかなか難しいとは思います
けれども、そこのところは国内の麦の生産を守るためにも現状で行ってほしいと思います。  
 それから、消費者へのＰＲ、国内産麦の大事さというものも、もっともっとしないと、やはり白いうどん
がいいわとか、パンがいいわというふうになりますので、生産者も努力しますけれども、政府とか製粉
会社の方からのＰＲももっとしていただきたいと思います。  
 以上です。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 そろそろ意見開陳の方に移りたいと思いますが、その前に、ぜひ質問という方がございました
ら……。  
 細野委員、どうぞ。  
○細野委員 二、三質問させてください。  
 先ほどから議論になっておりますミスマッチの問題というのは、基本的には、いろいろな技術的な困



難はあるにしても、できるだけ需要の高い銘柄や品質のものを生産者がつくっていただくように、そうい
う仕組みとしても、制度としても、そのためのインセンティブづくりということに配慮しないといけないとい
うふうに考えるわけですけれども、そういう観点から、少し質問させていただきたいと思います。  
 まず麦の入札に関してですけれども、５％の値幅制限があるということですが、５％という幅で十分に
需給を反映するような価格つけができているのだろうか。特に、個別銘柄ごとに見たときに、もう少し弾
力的な値幅制限の弾力化というものを考える余地はないのだろうかというふうに考えます。  
 それから、生産者の方の手取りということを見ますと、かなり麦作経営安定資金というのが大きなウエ
ートを占めているわけですけれども、この麦作経営安定資金というのは、恐らく、銘柄や品種にかかわ
らず一律に支給されるものではないかと思います。そこで、先ほど言いましたように、より需要の高いも
のへの生産のシフトというインセンティブの観点から言えば、品質向上支援対策というものが付加的に
ついている部分が、より重要になってくるのではないかと思うのですけれども、図表を見ますと、かな
り、そこのウエートというのはまだまだ低いようですので、その辺のウエートを、すぐには難しいのでしょ
うけれども、もう少し長い目で見たときに、品質向上に対するインセンティブというものを高めるような制
度にシフトしていけないだろうかということです。  
 以上です。  
○篠田流通課長 流通課長でございます。  
 今、委員の方からお話がありました１点目の入札の値幅制限のお話でございます。最初のころの説
明でもございましたように、一応、最初に始まってから５％ということでやってきておりますのは、御説明
で申し上げたとおりでございます。それで、値幅としてどの程度がいいのかということになりますと、恐ら
く、いろいろな御意見はあろうかと思います。最近の入札の傾向を見てみますと、例えば100から105、
さらに105というものもありますし、それから95、あるいはそれに近い数字が２年続いたというものがあり
ますので、５％という幅が絶対的にどうかということになると、そこはいろいろ意見が、確かにあろうかと
思います。  
 ですから、どの程度の値幅で入札をするのがいいのかということは、民間流通になりまして協議会で
議論いただいて５％ということで始まっておりますけれども、そういった点、必要があれば、生産者、実
需者の間でお話をしていただいて、望ましい幅ということを考えていただくことも必要ではないかと考え
ております。５％が絶対かと言われますと、そうは言い切れないというふうに考えております。  
 以上でございます。  
○長企画課長 それとも関連しますが、麦経の問題、農家の手取りの中で入札価格というのが二千何
百円ということで、なかなか市場評価を反映しても、それがシグナルとして農家に届かない。上がっても
下がっても100円というところが、委員、御指摘の一つの点であろうかと思います。  
 一方、麦作経営安定資金は6,500円ぐらいあると。これは、一番いい銘柄区分ⅠとⅣとの間で、実は
1,200円ぐらいの差がありまして、一律ではございません。何でかといいますと、やはり従来の政府買入
時代の農家手取りというのは、できるだけ大きく変えないように引き継いでいるものですから、スタート
地点でそういう差を設けている。  
 しかし、おっしゃるように、もう少しシグナルを送るという観点からすると、本来は、げたである麦作経
営安定資金は一律であって、むしろ良質奨励措置とか、入札のところが敏感にシグナルとして反映す
るようにというのが一つの御議論ではないかと思います。  
 ですから、そういった点も含めまして、資料にもありましたように、来年の15年産に向けて、これまでの
経験も踏まえて、また御議論いただいて検討できないかなと考えているところでございます。  
   

意 見 開 陳  
   
○八木分科会長 そろそろ意見開陳の方に入りたいと思いますので、どなたからでも、諮問に対する御
意見をいただきたいと思います。  
 五月女委員、お願いします。  
○五月女委員 買入価格に対しては、適正な方式でありますし、やむなしと思っております。  
 ただ、一つだけ。先ほど、上田委員や岡本委員からお話がありましたように、私も生産者であります。
多分、皆さんは、麦の刈り取り時期は何日あるかなどという素人めいた話はわからないと思うんです
ね。恐らく、大麦においては1週間、シュンライ等については2日間、それで日本中の麦刈りを終わらす
などということを、品質を度外視してやっていることはありえないんですね。私たち農家にとっては、そ
の２日、１週間という入梅前の天候は非常に貴重な時間なんですね。それで、技術会議の方で非常に



御苦労なさって、これだけの品種をつくってくださったことに対しては深く感謝をし、これからも、このよう
な品種改良に臨んでいただきたいと思っているところであります。  
 日本の麦の不適地にこれだけの品種をつくってくださったことは深く感謝をするんですけれども、我々
はそういう中で生産しているという努力、これをどう買うかというのは、この価格では言い切れない。ま
してや先ほど、若干の価格の農家手取りが多くなったということはありますけれども、私たちは、これで
多いとは思っておりません。海外の麦のうまさに味をしめた日本の食生活というものをもう一度見直す
というのが、新しい食文化のあり方だということは聞いておりますし、ましてや私の家内なり、産直ある
いは農村レストランで食べるうどんのうまさというのは高く評価されているんですね。決して、日本の小
麦が低い評価だとは私は思っておりません。でありますから、そういう食文化の見直しを早急に進めて
いただきたいと思っております。  
 以上です。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 そのほか、倉持委員、どうぞ。  
○倉持委員 諮問の価格の中身についてはやむを得ないと思っております。  
 それから、先ほど来、いろいろな御意見をいただいておりますが、日本の麦生産というものが非常に
落ち込んで、全体の麦の自給率が低下をしたという歴史的な経過がございます。その点についての理
由というか、その辺の原因について、やはり改めて考えておく必要があるのではないかと思います。  
 ここで、あえてそれについて触れる必要はないと思いますが、そうした反省の上に立って、改めて麦
の生産を上げていこう、あるいは穀物の自給率を上げる一環として麦生産の自給率を上げていこうと
いうことでスタートをしたと思っております。目標を大体100万トン程度に据えながら、当面は、それに向
かって、生産者、消費者協力して頑張っていこうではないかというのが農政の方向だったというふうに
私は思っております。  
 ですから、そういう意味では、端的に言えば、麦がそこまで落ち込んでいる状態の中で、農家の気持
ちからすれば、米をつくる方が簡単でいいわけですね。米の方が、一定程度価格が保障されておりま
すから、それをつくった方が農家にとっては非常にいいんですけれども、やはり国の政策なり消費者の
声というものがあって、麦も一定程度、自給率を確保しなければ将来的に大変だということで、農家の
方も、それならばということで今、努力をしているという、この辺の農家の実態というものは、ひとつ、改
めて御理解をいただきたいと思っております。  
 それからもう１点は、いわゆる実需者と言われる方とのつながりであります。それは、製品に対するよ
りよい生産物をつくるというのは当然でありますけれども、もう一つは、直接食べる人と生産者との結び
つきというものを、もう少し政策的にしっかりとしていただけないだろうかというふうに思っております。国
産の麦でうどんを食べたい、パンを食べたいという声が、今、非常に高まっております。地域でも、そう
いう小さいパン工場とか、あるいはうどんをつくる業者等が出ておりますので、やはり、実際につくって
いる麦を直接食べる人とのつながりを深められるような仕組みというもの、あるいはそれに対する応援
をもう少しできないものだろうかと、こんなふうに思っております。  
 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。  
 どうぞ。  
○中田委員 私は北海道十勝で、今、委員の方から出ました麦の刈り取りですね。非常にスピードを要
するということを目の前にしております。たまたま今年はお天気が悪かったものですから、空模様を見
ながら、本当に夜中までかかってコンバインで刈り取りをしている状況を、目の前に畑がありますので、
よくわかるのですが、非常な努力をしております。  
 その辺の農家の努力はよくわかるんですけれども、地元のパン屋さんでは、どこどこの農地のパンを
使ったパンですというような売り方をするお店がこのごろふえてきています、今、御意見がありましたよ
うに。そういったものに対して、やはり親近感を持って消費者が消化していくということがございますの
で、先ほど見せていただきましたうどんにも産地の記入がなされていまして、こういううどんをつくってい
るんだなと。今までは余り、例えば讃岐うどんというだけで愛媛県の県の名前だけで、産地がどこなの
かはわからなかったようなものもありますけれども、ああいう形で出てくると、もう少し身近な形で売れる
のかなというふうに思っております。  
 ただ、北海道の場合、小さな農業者というのは、今は、大分立ち行かなくなっているというのが現状の
ようです。麦の農家にすると、大型、大型ということで機械を入れていますので、周辺のできなくなった
営農者、農地を捨てた人たちの農地を合併して営農している大規模農業者、そういう人たちには後継



者もうまく育っているようですけれども、小規模の農業者には、高齢化が進んでいますので後継者がい
ないという中で、大変、苦戦を強いられているということがあるようでございます。  
 それで、今年の買入価格につきまして、私は消費者ですからお安い方がいいので大賛成でございま
すが、営農者の方にも聞きましたけれども、コストをこれだけ下げる努力をした結果なので、別に安くて
も私たちもいいんですよねというようなお話をしていらっしゃいました。ですから、営農者も非常にコスト
を下げる努力をしているというのが、私たちはよくわかりますので、できれば地場産のものを食べたい
なという、購買意欲をそそるような発言を営農者がしてくださるということは、非常にいいことだなと思っ
ています。  
 それで、先ほどからミスマッチのお話が出ていましたけれども、余りそういうお話をすると、つくる側の
意欲をそぐのではないかなという感想を持ちました。  
 それから、適地を選んで、種ないし製品をつくっていらっしゃるのでしょうけれども、なおかつ、そこにも
うまくいかない部分があったりするのであれば、やはり長い目で見て育てていただきたいなと。自給率
を上げるための方策としては必要なのかなと思います。  
 それで、一つお聞きしたかったことがあったんですけれども、11ページにあります12年、13年度と、流
通コストの民間流通のお金ということで政府助成をやっていますね。これは、ある程度安定したらはず
してしまう予定なのでしょうか、それだけ質問を一つ。今のところ、12年、13年度助成しているということ
で、次年度については触れておられないので、どういうことなのかなというのがあったのですが、意見と
質問が一つあります。  
○八木分科会長 企画課長、質問に対してお願いします。  
○長企画課長 12年、13年でとまっていますけれども、14年産、これは予算措置なものですから、現
在、概算要求の中で同額を要求しております、継続ということで……。  
○中田委員 つけば、そのままつけるということで……。  
 でも、これは長くずっと見るということでしょうか。  
○長企画課長 その前に書いておりますように、本来は、流通コスト助成は民間で御負担されるもので
すけれども、ただ、移行過程ということですから、当面、政府が助成するという考え方でございます。  
○中田委員 それが、ある程度見通しが立ったら、これはなくなるということですね。  
○長企画課長 将来的にはですね。  
○中田委員 今、余り政府のお金を使うことは問題になるものですから、ちょっと気になりましたの
で……。  
 ありがとうございます。  
○八木分科会長 中村委員、どうぞ。  
○中村委員 国内産小麦につきましては、私ども、もともと要らないと言っているわけではなくて、やは
り一定量の国内産小麦というのは、どうしても必要だろうというふうに思っておるんですね。  
 また、特にここ何年来、大変、小麦をつくることに努力をされている生産者の皆さん方もたくさんいらっ
しゃいますから、我々メーカーとしては、そういうきちんとしたものをつくってくださる方がいる、ある一定
量の小麦が国内できちんと生産されるということについては、全く賛成もしておりますし、ぜひ、そういう
方向で行ってほしいということで民間流通の中にも入ってきたわけです。  
 それで、民間流通に入るときに、結局、今の国が買い入れて我々の方に売ってよこすというシステム
自体が、やはり機能しなくなっている、制度疲労だということで、民間流通に移行したわけで、その背景
は、すべて国際化が進展している。それにどういうふうに対応しようか。それから、内外価格差、現状と
いうものをにらみながら、生産者と、実需者というのもおかしいのですが、第一実需者であるメーカーと
が共存共栄できるような方向を目指そうじゃないかということが一つの理想であったわけです。  
 ですから、先ほど来、いろいろなお話が出ておりますけれども、私どもは、内麦100％の小麦粉を売っ
ていないわけではないんですね。内麦100％の粉をどんどん売ろうとして、つくり方や配合の仕方、いろ
いろなことを考えてめん屋さんに持っていったり、パン屋さんに持っていったりしているわけです。そし
て、そのめん屋さんやパン屋さんは、たまには使いますね、試験的に。だけど、実際、量販店に持って
いったりしてもリピートオーダーがないということで、結局なくなって、売れなくなってしまう。ですから、消
費者の皆さん方に買っていただければ、我々は幾らでも供給しますので、ぜひ、国内産小麦の製品に
対して御愛用いただくことは、ここにいらっしゃるすべての人が共通してやっていただければいいので
はないかと思っております。  
 それで、今回の諮問についての意見ですが、引き下げということ自体については妥当であると。小幅
は不満ですが、とにかく妥当だということで、できれば、この国内産小麦の買入価格、もしくは麦作経営



安定資金を下げたわけですから、ぜひ、小麦製品の需要が喚起されて国内産小麦の需要が増加する
ように、政府の売渡価格も下げていただきたいということが１点であります。  
 それからもう一つ、この民間流通を中心とした小麦のいろいろな取引、仕組み、価格体系、奨励金の
問題、需給のミスマッチという事柄、やはり、まだまだ解決しなければいけない問題がたくさんあると思
います。これは、14年産のことはほとんど決まってしまったわけで、やむを得ないといたしましても、来
年の今の時点、すなわち15年産のいろいろな事柄が始まる前までには、やはりきちんと整理をして解
決し、方向性を打ち出すということに、ぜひ関係者は努力していかなければいかんと思っております。
民間流通になったから民と民で勝手に話をして決めろということは余りなことでして、国内産小麦の政
府管理というのは50年、60年とやってきまして、民間流通が始まって１年か２年、我々にはノウハウも
技術もありませんので、ぜひ、行政の立場からもいい方向に導きながら、15年産に向けていろいろなこ
とを改善していくように努力をしていただきたい、あるいは我々もしていきたいと思っております。  
 以上です。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 黒田委員。  
○黒田委員 諮問引き下げに対して賛成でございます。  
 先ほど来、生産者の方の御意見を伺っておりましたら、生産者の御苦労が実感的に伝わってまいり
まして、食糧安保というか、危機管理上、生産者の方はつくってくださっていると。消費者は、つくってい
ただいていることに感謝しなければいけないんだなという気持ちがしました。  
 しかし、現状、パンを買うとき、うどんを買うとき、消費者は、全くそのことについては忘れているという
よりも、意識の中にゼロだと思うんです。そこで生産者と消費者が、今は、やはり利害が全く反してい
て、極端に言えば敵対関係にありますので、そこのところを何とかしなければいけないということだと思
うんです。  
 それで私自身は、もちろん、自給率をある程度まで上げなければいけないということは自覚しておりま
すし、そのために税金を使うことも当然だとは思っておりますが、その程度をどうしたらいいか、将来的
にどうしたらいいかということを、今はやはり、これまでと違って、改めて考えなければいけないところに
来ているのではないかなという気がするんです。ですから、コストプール算定方式を初め、極論すれ
ば、自給率を上げるということの目標値も、それから、食糧安保というのは「主食」という言葉でくくられ
てしまっているけれども、主食に該当するものは売れなくてもつくられていいとか、生産性が極端に低
い品目でも保護しなければいけないかというと、そうではないと思うんですね。だから、その辺の限界点
というか、妥協点というものがもっと議論されなければ、生産者と消費者の最終的な今の反目感情は
ハッピーな方向に向けられない状況にあると思うんです。  
 それで、ちょっと現実的ではないかもしれないんですけれども、そのための考え方の一つとして、思い
つくままに申し上げますと、主要食糧以外の、例えば農産品について、私は最近、非常に危機感を持っ
ています。一つは、輸入品が非常にふえて、割合、最近までは、国産品の方が品質がいいから高くても
いいということで評価が高かったと思うんですけれども、最近はそうでなくなった。輸入品でも国産品以
上にいいものも出てきたと、そういう現実があるんですね。私は仕事上、つい最近、先週も、ある大手ス
ーパーマーケットの青果のバイヤーといろいろ話したんですけれども、たまたまニンニクの話が出て、
やはりニンニクも、内麦と外麦の差以上にあるんですね。それで、私はバイヤーに「本当のところは質
的にどうなの」と聞いたら「大差ないです」という話になって、それが本当かどうかは別にいたしまして、
やはり市場のグローバル化にどう対応していくかというのは大問題だと思うんですね。  
 それで、グローバル化の問題であえて結論づけるとすれば、適地で適した品目で最適の方法を講じ
得るところ、つまり、末端で最高の品質のものを最も安く生産できる産地だけが国際的に生き残る。や
はり、いろいろなタイムラグはあると思いますし、いろいろな国情とか、いろいろな問題がそこにあるけ
れども、行き着くところは、そういう方向に向かっていると思わなければいけない。そういう意味で自給
率を維持しなければいけない。言ってみれば、戦略的な品目といえども、それに限っては国際競争力と
は無縁だということは、もう言えない時代に現実、来ていると思うんですね。  
 ということから、私は麦に関しても、聞いていると、どうやら生産者もつくりたくてつくるんじゃないわと
か、不適地であるとか、何か、そういうお考えもあるみたいなので、いろいろ品種改良とか、いろいろな
生産方法の改善とかあるとは思いますけれども、やはり不敵地とか不適な品目というのは、国際競争
力に裸で出しちゃったら、絶対、勝ち目がないものというのは、ある程度わかっていそうだなという印象
を受けましたので、それならなおさら、ちょっと難しいことかもしれないけれども、先々、100年先ぐらいの
ことを考えるべきかもしれないですね。考えて、最適な競争力の持てる品種、品目で、最適な敵地とい



うものをあらかじめ、もし想定できるなら、何か、そういう方向で、税金を投入する以上、そういう地域と
か、生産方法についてチェックを入れて当然じゃないか。私は、どこでも一様に麦転作を許容するという
考え方自体がおかしいのではないかと思うので、そういう検討をしていただけたらいいなと思っておりま
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。若干、時間の関係もございますので、簡潔にお願いしたいと思います。  
○甲斐委員 私は、今回の諮問については賛成いたします。  
 ただ、コストプール方式がこのままでいいかどうかということは、大変、疑問に思っております。  
 また、今おっしゃいました適地・適産ですけれども、これは、午後からある米の問題とも関連すると思
うのですが、適地・適産でやっているとは思えません。もし適地・適産でやるとしたら、全部の資料はよく
読んだわけではありませんが、多分、日本では北海道だけが唯一、どうにか努力して、ぎりぎりの線ま
で持っていけるのかなと思います。  
 先ほど、各地からもお話がありましたように、地域産業、地域の農産物をＰＲするという意味におきま
しては、新しい品種の改良されたものを自分の土地に持っていって、地元の特殊な食品としてＰＲして
いくというか、付加価値をつけてしまわない限りは売れていかないのだろうと思っております。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 野村委員、お願いします。  
○野村委員 それでは、諮問案についてでございますが、平成13年・14年産の麦作政府買入価格につ
きましては、所定の算定方式により算出されたものでございますので、本案に賛成でございます。  
 なお、この14ページに、15年産以降の民間流通の仕組みを初めとし、麦対策のあり方について関係
者の間で幅広く検討することが必要と、こううたわれておるわけでございますが、特に米の生産との関
連もございますので、米の計画生産を円滑に進める観点からも、ぜひ、この会議は必要だと思います
ので、積極的に開催をしていただくよう期待をいたしております。  
 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。  
 加倉井委員、お願いします。  
○加倉井委員 諮問された価格に賛成です。  
 それはいいんですが、そのほかのことでちょっと周辺の話を申し上げたいのですが、これは8,693円、
銘柄区分Ⅱの１等ということになっていますが、そもそも価格というのはどういうためにあるかというと、
これは諮問の説明のところに出てきますけれども、「生産者が他作物と併せて営農計画を考えるように
配慮する観点から」というような言葉がありますね。ところが、減反・転作の奨励金というのが、小麦を
つくりますと、今、10アール当たり８万円ぐらい出るというような時代になってきまして、これはどういう意
味かというと、８俵とって１俵１万円の奨励金。それで値段が、政府買入価格が9,000円弱、そうすると、
価格というのは、普通、シグナルですよ。生産者に、あなたはどうしたらいいんですか。あるいは市場が
どうシグナルを送っているかということだけれども、これ、価格はこれでいいと思いますけれども、片方
で、10アール当たり８万円に近いような奨励金をやったら、一体、シグナルの意味はどうなるのかという
と、非常になくなってしまうと思います。今、価格がシグナルじゃないと思います、小麦をつくる場合に。
別なものがシグナルになっている。これはおかしい。市場としては、どうしたっておかしいと言わざるを
得ないと思うんですね。それがまた続くか続かないかとか、特別に今の時期欲しいんだとか、そんなこ
とになってしまうと、長い目で対応しなければいけない農業、あるいは農業政策というものが、何か、歪
んだ形になって、何をシグナルにしているかわけがわからないということになってはいけないと思うんで
すね。そういう歪める部分が－－価格に文句を言っているんじゃないんですよ。別なものに文句を言っ
ているんですけれども、これはおかしいと思います。  
 それから、自給率を上げるというのは、だれが、どう考えたって賛成に決まっているんですが、自給率
を上げるというのは、ただつくるという話ではないんですね。食べないでつくる、それで捨てるというのは
自給率向上と言わないんです。ですから、自給率の数字をやたらに使うべきではないと思うんです。こ
れはいろいろな条件が、ここにも条件が書いてあるけれども、条件つきで数字が出てきたのに、いつの
間にか条件が消えちゃって一人歩きする。そうすると、じゃ、つくればいいじゃないか。つくったら、あと
はだれかが捨ててくれよと、そんなばかなことはないじゃないですか。そうじゃない。食べるようになって
いるから自給率が上がるわけです。食べるから上がるんですよ。つくるから、もちろん上がるんだけれ
ども、食べるというのがなかったら上がらないはずです。ところが、それを勝手に数字だけ出すと、何
か、おかしくなってしまうんですね。じゃ、ふやせばいいんじゃないか、ふやせば自給率が上がるんじゃ



ないか、それは違うというふうに思います。  
 よけいなことを言いました。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 岡本委員、お願いします。  
○岡本委員 政府買入価格については、これは算定方式に基づくものだからやむを得ないと思いま
す。  
 それで、先ほど五月女委員さんが言われたような農家の気持ちというか現状、そして、私たちが努力
をしていることを認めていただき、農業は生命産業であるという言葉もあります。そのことも皆さん、もう
一度、心にとめていただきたいと思います。  
 よろしくお願いいたします。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 内館委員、お願いします。  
○内館委員 先ほどもちょっと質問したことですが、いわば、10年で３割、生産コストを削減していくとい
うようなこととの関連で見ますと、この引き下げ幅というのはどうかなというふうに思いますけれども、民
間流通が始まったばかりということもあり、いろいろな問題を解決しなければならないほかの問題もあ
るので、今年の諮問案については、私は賛成いたします。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 細野委員。  
○細野委員 13年産と14年産の政府買入価格に関する諮問案については賛成いたしますが、今後の
方向につきましては、先ほども言いましたけれども、需給を反映した価格がきちんと、そのシグナルあ
るいはインセンティブになるように制度を改善していただく方向に検討していただきたいと思います。  
 以上です。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 平沢委員、お願いします。  
○平沢委員 諮問につきましては、これまでと同じ方式で算定されておりますので、基本的には賛成い
たします。  
 今後の方向につきまして、少し、私の意見を述べさせていただきます。自給率を高めていくということ
は国の方針であるわけでございますが、将来に安定して自給率を高めていくためには、先ほど来、御
紹介がありました対策に加えまして、やはり麦作を考えて土地の基盤を確立していくことが、特に雨の
多い我が国においては重要なのではないかと思います。気象条件は変えられませんが、土壌条件は
ある程度変えられますので。  
 これと関連したことは、午後にも、機会がありましたら申し上げたいと思いますが、基盤というのは一
朝一夕に変えるということはできませんけれども、これから求められる麦作を実現して国内生産を高め
ていくためには長期的視点が必要で、基盤となる土地を必要となる条件を考慮して、整備しておくという
ことが重要だと考えます。  
 そういった基盤を整備することによりまして、いろいろ御努力されて、新しい品種がどんどん出てきて
おりますが、そういった品種の特徴をより生かせるということにもつながり、それから、いろいろな政策
が、また有効に生かされてくるのではないかと思います。これは生産者のレベルではとてもまいりませ
んが、国の事業として、十分に取り組む必要があると思います。  
 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。  
 竹内委員、お願いします。  
○竹内委員 さっき少し申し上げたので簡単に申し上げますが、諮問案は、やむを得ない適切なもの
だと思います。  
 いろいろ出てきた問題というのは、いずれも大変ですが、私自身は、これが中期的に解決する方向に
向いているかどうかということが一番大事だと思います。全般的には、民間流通その他、いい方向に向
いているわけですが、一つ気になるのは、中期的な方向に毎回、毎回の施策が向いているという観点
から見ると、やはり、今回の価格のシグナルというのがありましたけれども、農家段階での手取りという
のが下がっちゃうと、そこらに対する対応策だという11ページの関連対策ですか、細かい点はわかりま
せんが、結果的には農家段階の単価が上がっているというような今年の措置になっているのではない
かと思うんです、程度は別ですけれども。  
 そうすると、価格のシグナルが今年は逆を向いているというようなことに数字上はなっているのではな



いかと思うんですね。ですから、そういうことは実際上、この運用をどういうふうにしていくのか。そういう
意味では、諮問案には賛成ですけれども、11ページのところまで含めて考えると、非常に中期的な方
向と矛盾しているので、何て言ったらいいかわかりませんが、非常に疑問があるなということを申し上
げておきたいと思います。  
 全般的には、麦対策ということで中期的に解決する方向に－－さっき、10年間で３割とおっしゃいまし
たか。３割ぐらいコストを下げようと、そういう方向で向いてやっていこうというわけですから、コストが下
がったら諮問案の価格が下がる、これは適切だ。しかし、農家段階では上がっちゃうというのでは、ちょ
っと、どっち向いているのかわからないということでございます。  
○八木分科会長 今の点について、企画課長。  
○長企画課長 先ほどの説明が、ちょっと不十分でしたので……。  
 農家段階の手取りが上がるということではございませんで、１年前の農家の手取りは確保する、この
麦作経営安定資金に関連しては。昨年から比べればダウンしますので、その部分については一定程
度の絞り込みを行った上で、その手取りを確保するということですから、昨年よりもまた、飛び抜けて上
がるということではございません。  
○竹内委員 要するに、昨年と手取りの単価は下がらない状態になっているということですか。  
○長企画課長 昨年と同じだけの手取りを確保できるように措置しているということです、一定の絞り込
みを行って。  
 ですから、委員おっしゃるように、昨年よりも飛び抜けてよくなるということではありません。  
○竹内委員 飛び抜けているかどうかはよくわからないんですけれども、いずれにしても、その趣旨
は、中期的な方向に毎回の施策が向いているということが非常に大事なので、その点からすると、今度
のものは、細かい点は正確に理解しているかどうかわかりませんが、ちょっと心配だなということであり
ます。  
 もし、据え置きというところに大きな意味があるということであれば、そのことも同じですね。つまり中
期的には、そういう形で今後のことを解決していこうと。それが自給率の向上であり、麦作の振興であり
というきょうのお話ですね。それと矛盾することがないように毎回の措置をやっていくことが大事なの
で、そういう意味で心配だということです。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 上田委員、先ほどの御発言で、御意見を承ったということでよろしいでしょうか。追加の御意見はござ
いませんか。  
○上田委員 結構でございます。  
○八木分科会長 それでは、以上で御意見の表明がすべて終えましたので昼食にいたしたいと思いま
す。  
 世話人の方々には、午後１時から答申（案）の作成に入りますので、起草委員会会場の方へお集まり
いただくよう、よろしくお願いいたします。  
 なお、答申の起草に当たりましては、田中分科会長代理に起草委員長をお願いしたいと思いますが、
よろしいでしょうか。  
〔「異議なし」の声あり〕  
○八木分科会長 それでは、よろしくお願いします。  
 また、審議の再開は、おおむね午後１時30分を目途としたいと思いますが、答申（案）の作成状況を
踏まえ、改めて事務局の方から御連絡申し上げたいと思います。よろしくお願いします。  

休憩（午後０時30分）  
   
   
   

再開（午後１時30分）  
○八木分科会長 それでは、再開をしたいと思います。  
   

答申の取りまとめ  
   
○八木分科会長 昼休みの間に世話人の方々にお集まりいただきまして作成しました答申（案）を起草
委員長の田中分科会長代理から御披露いただきたいと思います。  
○田中分科会長代理 それでは、ただいま取りまとめました答申（案）を朗読させていただきます。  



   
答   申（案）  

   
 平成13年産麦及び平成14年産麦の政府買入価格の諮問に対し、次のとおり答申する。  
   

記  
   
 平成13年産麦及び平成14年産麦の政府買入価格については、現行算定方式に基づき諮問されてお
り、諮問案どおり決定されたい。  
 なお、平成15年産麦以降の民間流通の仕組みをはじめとした麦対策のあり方について、関係者の間
で幅広く検討されたい。  
   
平成13年10月３日  
農林水産大臣 武部 勤殿  
   
               食料・農業・農村政策審議会  
                      主要食糧分科会会長 八 木 宏 典  
   
○田中分科会長代理 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。  
 ただいま、田中分科会長代理から報告されました答申（案）をこのまま決定してもよろしゅうございま
すでしょうか。  
〔「異議なし」の声あり〕  
○八木分科会長 それでは、そのように決定をいたします。  
 なお、この答申につきましては、後ほど、私の方から大臣にお渡しいたしたいと思いますが、そのよう
な取り扱いでよろしゅうございますでしょうか。  
〔「異議なし」の声あり〕  
○八木分科会長 どうもありがとうございます。  
   

米政策の見直しについて  
資料の説明  

   
○八木分科会長 それでは、続きまして、米政策の見直しについての方に入りたいと思います。  
 計画課長から説明をお願いします。  
○針原計画課長 計画課長でございます。資料ナンバー８番、９番、10番、３種類の資料を用意してお
ります。  
 まず最初に、資料№10、カラーの１枚の紙をごらんいただきたいと思います。この１枚に即しまして、
私どもの問題意識なり、今後の対応につきまして御説明いたします。  
 21世紀における水田農業を確立するという作業を、今後、真剣に取り組んでいかなければいけないと
思っておりますが、右の方にございますように、目標といたしましては、水田農業の安定なり、食料自給
率の向上、水田の多面的機能の維持、新しい基本法の理念に即した水田農業の確立をするために
は、緑のところにございますように、まず担い手をきちんと育てていかなければいけない、あるいは構
造改革による生産のコストダウンを実現しなければいけない。需要に応じた生産を行うことによって農
家手取りを確保していく必要があるだろう。それから、麦・大豆の品質向上、耕畜連携による水田利用
の高度化を図る必要がある。それから、流通コストの低減、需要と供給のミスマッチの解消による農
家・消費者双方の経済的利益を向上する必要がある。備蓄コストを軽減して効率的な米システムを実
現する必要がある、こういうことを目標にして見直しを検討しているところでございます。  
 他方で、この現状を申しますと、青の欄をごらんいただきますと、依然として生産構造が脆弱である。
野菜や生乳につきましては主業農家の割合が多いわけでございますが、米は36％にとどまっておりま
す。その中で米価が大幅に下落しております。自主流通米の価格は、この６年間に、大体、１俵5,000円
ぐらい下がっている。その影響を受けまして、稲作所得が2.9兆円から1.9兆円で１兆円の減収でござい
ます。  



 他方で、生産調整の限界感が強く言われておりまして、現在は101万ヘクタール、38％の転作をやっ
ておりますが、縮小・計画外流通の増大と不公平感の拡大、あるいは生産数量そのものになかなか効
果が及ばないとか、銘柄別需給への配慮が十分行き届いていないというような問題が指摘されており
ます。  
 また水田利用につきましても、作付けのない転作、水を張った水田等々でございますが、12万ヘクタ
ールが24万ヘクタールに拡大する、あるいは麦・大豆の品質向上についておくれが見られるというこ
と。  
 それから、ここ数年間、流通・消費の構造変化が見られると考えております。価格形成の主導権が川
下にどんどん移っております。また、食品群間の熾烈な価格競争で、ほかの品目との競合が生じてお
ります。ですから、価格を無理やり維持したり上げようとすると、消費のものが減少するということでござ
います。  
 また備蓄運営につきましては、在庫が積み上がり、財政負担が増嵩しておりますし、在庫自体が圧力
になりまして米価の低落を招いている、こういう事態の中でどのような処方せんを描くかということをい
ろいろ考えておるわけでございます。  
 現在の政策は、需給を引き締めて価格を維持するなり、上げる。それによって全体の調整を図ろうと
いう政策でございますが、このような生産構造、あるいは流通・消費の構造変化を踏まえますと、一番
左側のところにありますように、価格の下落に対して生産調整を強化して対応しようとする。そうする
と、規模拡大が阻害される、あるいは生産調整の推進自体に大きなエネルギーを割かざるを得ない。
しかしながら、その結果、価格が期待どおり上昇しない、担い手の農家の経営に打撃を与える。  
 その中で、最近伸びております業務用需要、比較的安い需要の方に対応がおくれ、ますます消費が
減少する。要は、価格を維持することによって市場が狭まり、それに対して、また価格が下がる。それで
また生産調整を拡大せざるを得ない、こういうような果てしのない縮小サイクルを展開しているのでは
ないかということで、これに対して、構造改革なり、流通のコストダウン、それから、市場実勢に応じた生
産体制をつくっていくという中で、米全体の所得の確保あるいは消費者への安定的な供給、水田の高
度利用等々を図っていきたいというのが我々の問題意識でございます。  
 少し、この点、詳しく数字を押さえさせていただきたいと思います。資料番号８番、厚い資料をお配りし
ておりますが、主なデータだけかいつまんで御説明いたします。これは32枚ございますので、すべて御
説明すると時間もございますので、残るところは、後ほど、質疑応答の中でも御紹介したいと思っており
ます。  
 まず３ページをお開きいただきたいと思いますが、流通・消費構造が変化しているという中で、食品群
間で食の選択が行われ、価格を上げようとすると、どうしても消費が逃げてしまうという状況でございま
す。昔は、お米を炊いて副食を考えればいい。ですから、価格を上げても米の消費は減らないという前
提で、これまでの政策というのは仕組まれていたのかもしれませんが、ここにございますように、小売
店における品目別販売数量、例えば、パン類、めん類が伸びたときに御飯類の売り上げが落ちる、逆
の現象が起こるというような相対的な関係が見られるわけでございます。  
 また、牛丼Ａ社の営業状況とございますが、400円の週、250円の週、280円の週、それぞれ１日当た
りの平均来客日数が、２倍、３倍の違いがあるということで、消費が価格に敏感に反応しているような状
況でございます。  
 したがいまして、米の需要を前もって予測することが極めて困難になっている。また、主食米も価格の
上下によって需要が増減するというような状況になっている。また、需給の均衡による価格の回復とい
うのが、なかなか思うとおりにいかないという状況がここに見られるわけでございます。  
 次に生産調整の状況について、７ページ以降に記載しております。７ページ、８ページは、仮に生産調
整を実施しない場合に、どのような状況になっていくかという試算を－－とりあえずの試算でございま
すが－－しております。生産調整につきましては、７ページの右下の棒グラフにありますように、昨年、
97万ヘクタールの内訳として、物理的に定着したものが26万ヘクタール、これは水田の状態ではないと
いうものでございます。それから、団地とかブロックローテーションということで、経営の中に組み込まれ
て安定的な生産が行われているものが大体38万ヘクタール。  
 ただ、定着と同時にあるものが12万ヘクタール、また生産調整として定着していないもの、すぐにでも
稲作に復帰できるような状態にあるものが、大体21万ヘクタールあるのではないかという分析のもと
に、仮に目標面積だけを示して、実際の推進なり補助金の交付を行わない場合、まず、一番右側の21
万ヘクタールが米に戻る可能性があるのではないか。  
 また、全く目標も設定しない、すべて自由にすると、この33万ヘクタール、右から二つ目のところまで



戻る可能性があるのではないかと、一応の目安として考えておるわけでございます。  
 そうなった場合に価格がどうなるかということでございます。８ページでございますが、これは、いろい
ろな研究が行われておりまして、これはというのを行政としてお示しするのは非常に難しいわけでござ
いますが、あえて一つの試算ということで御紹介いたしますと、この33万ヘクタールが水稲作付に復帰
した場合に、大体、170万トンぐらいが余分にお米がつくられるだろう。そうなると、一時的に米価水準が
8,000円ぐらいまで－－1万6,000円ですから、半分ぐらいまで下がるのではないか。その後、いろいろ調
整が行われ、その米価水準では、なかなか生産が継続できないということで稲作から離脱が行われ、
最終的には、上下を繰り返しながらも１万2,000円水準で均衡する可能性がある。これは、一つの試算
ということで御紹介しております。  
 そういう中で、９ページ以下、生産調整の問題点いろいろありますが、項目だけ御紹介いたしますと、
まず、生産調整に対する限界感がございます。それから、計画流通米の負担が増大しております。不
公平感ということが叫ばれているわけでございます。  
 10ページに参りまして、需給調整効果の減殺ということで、どうしても、101万もやりますと残る水田と
いうのは、非常に生産力の高い水田になりますし、残るところで一生懸命、農家の方はつくられますの
で、生産調整の規模を拡大しても、需給に直接はね返る状況に昔ほどはならない。  
 ４番目でございますが、銘柄ごとの需給なり販売状況を踏まえた調整が必要になってきている。例え
ば、昨年から今年にかけて生産調整を拡大しておりますが、コシヒカリ等々の作付けは減っていないと
いう状況でございます。流通の実態では、このコシヒカリが若干だぶついているという状況でございま
すので、こういう銘柄別の状況にも配慮しながら、市場からどのような手取りを確保するかという戦略と
いうものも必要になってくるのかと存じております。  
 また、これは生産調整が始まって以来、随分言われることですが、生産調整があるがゆえに規模拡
大が阻害されるのではないかということも言われているわけでございます。  
 このような問題もございますので、ひとつここは、生産調整の面積を調整する手法から、作付けの数
量を調整する手法に切りかえていってはどうかという点を11ページ以降しているわけですが、それによ
って、お米の生産そのものに着目し、その数量の中で何を作付ければいいのかということを、地域な
り、あるいは個人の経営の中で考えていただくという体制ができないものかという問題提起をしている
わけでございます。  
 それから、14ページ以下は稲作経営安定対策について、主に２つの問題提起をしております。稲作経
営安定対策につきましては、確かに、米価の下落に対して一定の安定効果といいますか、経営対策と
して有効な役割を果たしているわけでございますが、例えば主業農家と副業的農家の間において、こ
の効果というのが、少し違いがあるのではないか。例えば、主業農家の補てん金は62万円でございま
すが、副業的農家は、平均的には６万円の補てん金、農外所得が相当ございますので、それから比べ
ますと、経営を維持するという効果としては、どう考えたらいいのかということが第１点でございます。  
 15ページでございますが、そういう中で、ただ、副業的農家、数は多うございますので、補てん金の交
付額の３分の１ぐらいが副業的農家に支払われているという実態がございます。  
 また16ページに参りますと、生産調整の推進に一定の役割を果たしているという機能がございます
が、確かに、規模の大きな農家は生産調整の参加率も高いわけですし、稲経に依存する農家の割合も
多いわけですが、規模の小さい方々は、生産調整は、かなり協力していただいております。ただし、稲
経の加入率はそれほど高くない。生産調整に果たす役割という面からも、少し考える余地があるのか、
あるいは、最近の米価の下落によりまして、資金収支の状況が悪化しているということに対して、どう対
処するかという問題がございます。そういう問題提起を、まず第１点としてやっております。  
 第２点目の問題提起は、補てん金と販売行動との関係でございます。もともとこの対策を始めます際
に、価格に対して補てんすることによって、市場実勢が生産に伝わりにくい可能性があるという指摘が
されておりました。ただ、そこは８割の補てんという、２割の分は補てんしない分があるということと、基
準価格を３年間の過去の平均ということで、調整という形でタイムラグをやりながらも、市場実勢が徐々
に農家に伝わるということで対策を講じたわけでございますが、昨年の決定によりまして、13年産の補
てん基準価格が12年産と特例的に同額にしようと、基準価格の固定という決定をなされております。そ
の際に、やはり価格を下げても農家の方に御迷惑をかけるわけではないということもございまして、産
地が競い合って価格を下げて売れ残りを防止するという、ここではモラル・ハザードということも書いて
おりますが、そういう行動に出るということが実際の例、今年の例として見られた。したがいまして、この
補てん金と販売行動との関係からいって、健全な制度のあり方というのは、どういうふうな改善を加え
ればいいのかということについて問題提起をしているわけでございます。これが稲経の問題でございま



す。  
 19ページ以下は備蓄運営の状況を書いてございます。これは前回、資料で御説明しておりますが、
現在、150万トン±50万トンの幅の中で運営しておるわけですが、実際には、この適正水準を超える状
況で在庫が推移しております。  
 その結果、20ページにございますように、自主流通米価格の低下を来す要因の一つになっているの
が第１点。  
 もう一つは、備蓄経費がかなりかかってしまっている。これは援助に要する経費も含めての話でござ
いますが、６年産では2,000億弱、７年産では1,500億という膨大な財政負担を余儀なくされているという
状況にございます。  
 したがいまして、21ページにございますけれども、この備蓄運営につきましては、備蓄の役割、機能に
関する考え方を明確にした上で、備蓄水準の基準時期を10月末から６月末に前倒しする、あるいは、
備蓄水準につきましては150万トンから現実的な水準に引き下げる、売り渡しにつきましては入札への
参加という形で弾力的な販売ができるようにするといった改善を加える必要があるのではないかと考え
ております。  
 22ページ以下は流通の問題でございます。これは何点か書いてございますが、流通の効率化によっ
てコスト削減を図り、農家手取り、消費者の家計の安定を図る必要があるという問題点を22ページにし
ているわけでございます。  
 また流通段階においても、売れ筋銘柄を見極めながら、流通の入口あるいは流通の途中において戦
略的な調整を行って、市場からの最大の利益を得るということが今後必要になってくると考えられるわ
けでございます。  
 23ページ以降は計画流通制度でございます。これは、計画外流通が大幅に伸びているという現状
が、23ページ、24ページに書いてございます。  
 その原因として、25ページにございますが、計画流通制度につきましては種々の制約があるわけでご
ざいます。計画外については、登録義務も、流通規制もないわけですから、かなり自由でコストダウン
が図られた流通が行われる。それで、規制のある流通と規制のない流通を同じマーケットで競い合わ
せるということによって、本来は安定供給のためにあるはずの計画流通が、競争の中において不利な
扱いを余儀なくされている可能性がございます。その点を是正するために、この計画流通制度に係る
規制について抜本的な見直しが必要になってくるのではないかと考える次第でございます。  
 また26ページでございますが、業者規制ということで、例えば、販売段階においては卸・小売の２段階
になっておりますが、実際には兼業も認めております。また、卸の方の広域展開が進み、都道府県の
区域を超えた流通、あるいは業者の活動が行われております。それに対して、都道府県知事が、例え
ば表示の指導なんかをやった場合に、なかなかちぐはぐな状況になっている、こういうような状況にあ
るわけでございます。  
 また27ページにございますように、もともと計画外を扱う方は登録義務はないわけですから、そういう
無登録な業者さんはたくさんいらっしゃるわけですが、表示の問題ですと、なかなか規制が行き届かな
い、指導が徹底されないという問題がございます。  
 このような理念と実態とのギャップについてどう考えるのかという問題も、今後考えていかなければい
けないと考えております。  
 28ページ、29ページは、現在のお米の需要がどのぐらいあるのかという試算をしておりますが、先ほ
ど申しましたように、かなり－－昔は過去からの趨勢で、今後、このくらいあるのではないかと見込んで
おりましたが、なかなか難しくなっております。ですから、直近時点でどの程度あるかという試算を出し
ておりますが、例えば、去年から今年にかけた生産量と期首在庫、期末在庫の関係から見ると、901万
トンから906万トンではないか。  
 あるいは29ページにございますように、過去３年間の供給量と在庫調整をかけまして、３年間にどのく
らい食べているのかというのを見て、それで３で割ったら、大体、901から903程度になるのではないか。 
 あるいは、家計調査等々で積み上げていくとどうなるかということで、これは904万トンなり、900万トン
程度のものになる。  
 現在、基本計画では、これを930万トン程度の需要と見込んでおりますが、米の消費の減少というの
は予想外に進んでいると思わざるを得ないという数字を出しているわけでございます。  
 最後に、32ページをごらんいただきますと、お米に関する主な予算を表にまとめております。稲作経
営安定対策、あるいは金利倉敷料の助成を行う稲作経営安定資金運営円滑化対策、あるいは水田農
業経営確立助成、とも補償助成、この２つが、いわゆる転作助成金と言われるもでございますが、等々



積み上げますと、全体で3,000億円の予算を計上しているわけでございます。  
 こういう前提に立ちまして、資料№９でございます。９番につきまして、これは、政府あるいは農林水産
省として、見直し、見直しと言うけれども、一体、どのようなことを考えているのか、一度、ちょっとまとめ
る必要があるのではないかということが各方面から指摘されております。これは政府全体の決定でもご
ざいませんし、政府与党間で調整を行ったものでもございません。あくまでも今後の議論のたたき台と
いいますか、御論議に供するためのとりあえずのまとめということで、現在の考え方を大枠的に書いて
いるわけでございます。  
 見直しの目的なり、基本的な視点は、先ほど、１枚紙で御説明したとおりでございますので、見直しの
方向について２ページ以下で紹介しておりますので、かいつまんで御説明させていただきたいと思いま
す。  
 まず、水田農業の構造改革の手法でございます。これは、集落等の地域の個性を生かしながら、地
域、地域で構造改革の取り組みをやっていただく必要があるのではないかということで、地域水田農業
再編緊急対策、日本型ＣＴＥと書いてございますが、そういう事業を新たに、３年間に限って創設すると
いう予算要求をしております。これは構造改革特別要求枠で要求いたしまして、調整の結果、新規に
400億円の概算要求をすることになっております。決定ではございませんが、400億円の概算要求をし
ております。  
 事業の仕組みは、地域水田農業再編計画ということで、集落程度の広がりを持った地域で、例えば、
担い手への生産の集積に関する目標をつくっていただく、あるいは有機農業などの取り組みの目標を
つくっていただく、耕畜連携の取り組みの目標をつくっていただく、具体的な取り組みの目標をつくって
いただいて、そういう地域が、地域として生産調整の達成をした場合に、集落に直接支払い、集落交付
金を払おうと。その交付金でもって前向きの取り組みをしていただこうということでございます。これを14
年から16年度の間、３年間、実施する。  
 ただ、これが万能薬だとは考えておりません。これを一つの、いわば起爆剤にしていただいて、先ほ
どの生産調整の見直し、あるいは稲作経営安定対策の見直しと相まって、総合的に構造改革への取り
組みを行っていただきたいという思いで要求しているわけでございます。  
 ４ページでございますが、需給調整対策の見直しでございます。先ほど申しましたように、生産調整、
いろいろな御指摘がある中で、この機会に、ポジ数量管理への移行に踏み切ってはどうかという御提
案をしているわけでございます。  
 この仕組みにつきましては、まず目標を国から県段階において、生産調整面積ではなく生産目標とい
う形で配分する。これを農家までお伝えいただいた上で、農家から「生産出荷計画書」を作成していた
だく。  
 それで豊作の場合には、生産数量のところまで農家段階で、青刈り等によって調整をしていただこう
ということでございます。  
 ただ、技術的に実績確認がなかなかうまくいかないだろうということで、こういう議論、前からあったわ
けですが、なかなかその点で難しいという御指摘もいただいております。  
 ここでは、初めから個人単位で数量を確認するというのはなかなか難しい問題がございますが、集落
単位で、ある程度、お米の作付状況を確認する。確認していただいて、地域でどのぐらいの生産が行
われたかということを把握しながら、生産者の方々の申請とつき合わせながら確認をしていくという方
式にしてはどうかという御提案をしているわけでございます。  
 また、生産調整に係る助成金につきましては、転作面積を確認することをしませんので、転作面積ご
とに支払われる、とも補償助成金につきましては見直しが必要になると考えております。６ページにござ
いますが、豊作対応も含めた基準数量からの減産分に対して１俵幾らという形の助成金という形で、新
たな仕組みを検討してはどうかということでございます。減反面積１反幾らではなく、減産数量１俵幾ら
ということで補助方式を変えてみてはどうかということでございます。  
 また、水田農業経営確立助成につきましては、これまでの本作化の進展状況を踏まえながら、品質・
生産性の向上、あるいは担い手による安定生産への取り組みの一層の促進を図る観点から、あり方を
検討してみてはどうかということでございます。  
 それから、稲作経営安定対策でございます。先ほど、２つの問題点を御指摘させていただいたわけで
すが、それに則りまして、まず、担い手により焦点を当てた見直しということで、生産構造を改善する観
点から、より有効な仕組みに改組してみてはどうかということが第１点目の御提案でございます。  
 二つ目は基準価格の取り扱いでございますが、先ほどのモラル・ハザードという問題がございますの
で、14年産以降につきましては、補てん金の基準価格の据え置き措置を適用しないことにしてはどう



か。そのかわりと申しますか、あわせて、先ほどの400億円の対策を集落に交付することによって、より
前向きな取り組みを実施していただいてはどうかという御提案をしているわけでございます。  
 国による備蓄運営は、先ほどの御説明のとおり、役割機能の明確化を図る。在庫水準につきまして
は、150万トン、100万トン程度まで引き下げる。年間販売数量を50万トンぐらいにして、２年間で回転す
る。１年回転ではなく、２年間ぐらいで回転していく。それから、基準時期を６月末に前倒しする。買入・
売却方法を、特に売却につきましては、入札への参加という形で弾力化するということでございます。  
 ８ページでございますが、米流通システムの改革ということで、第１点目が、計画流通制度の抜本的
な見直しを図りたいということでございます。先ほどの御説明と重複いたします。  
 もう一つは、米流通システム改革促進対策ということで、これも特別要求として出して、その結果、調
整後でございますが、162億の新規予算を要求しております。これは、基本的な仕組みは、需要と供給
のミスマッチを回避する地域の取り組みに対して支援を行う。その支援の仕方は、９ページにございま
すが、国と出荷団体等の造成する全国資金を用いまして、例えば、この流通の段階で、ある一定の銘
柄が、どうも過剰感がある場合に、それに対して機動的な生産調整を行っていただくという仕組みでご
ざいます。  
 この資金の使途でございますが、無用な流通コストの発生を防止するための計画的・安定的な販売、
要は、１年１作のものを通年、安定的に販売するために金利倉敷料を見据えての助成を行ってはどう
か。もう一つは、予期せぬ過剰分について、市場規模への迅速な適用を行うための調整保管等の取り
組みに対して助成を行ってはどうかということでございます。  
 ６番目でございますが、消費者から信頼される米政策の実現ということで、一つは、生産から流通・消
費に至るいろいろな段階の情報をきちんと川下まで伝えていく。逆に、消費者から何か苦情が出た場
合に、どこに原因があるかが川上にたどれるような、トレースできるような体制ができないものかという
ことが第１点でございます。  
 それから、説明責任の確保ということで、誤認を招きやすい表示を規制する、あるいは奨励的な表示
を検討するということが内容になっております。  
 それから、多様な取引の促進ということで、販売業者の活性化を図るために、消費者ニーズの多様
化、業務用需要の拡大に対応するための経営環境の整備を図っていただいてはどうかということでご
ざいます。  
 これだけ大きな改革でございますので、実施時期について、今後、検討する必要がございますが、現
在のところ、場合によっては法制度的な手当が必要な事項がございます。法制度の改正も含めて、で
きるだけ早急に実行に移したいと考えているわけでございます。  
 ただ、３番目にございますように、今後の需給フレームに関しましては、適正備蓄水準を100万トンと
いたしますと、現在、200万トン程度の在庫をどのようなプログラムで適正水準まで持っていくかと。これ
は生産調整の規模と密接な関連がございますので、慎重な検討が必要だろうと考えている次第でござ
います。  
 以上でございます。  
 ありがとうございました。  
   

質     疑  
   
○八木分科会長 以上が、事務局からの米政策の見直しについての資料説明であります。御質問、御
意見等ございましたら、御自由に御発言ください。  
 細野委員、どうぞ。  
○細野委員 制度については、またいろいろとお伺いしたいこともあるんですが、とりあえず、いただい
た資料8の8ページ、生産調整を実施しない場合の米価水準の試算をされていて、これは、あくまで一
つの、言ってみれば、機械的な試算だというふうに受けとめるべきだとは思うのですけれども、そうは言
いましても、170万トン当たり増産されると価格が、今、１万6,000円から8,000円ですか。ですから、価格
が半減するという、かなりドラスティックな試算結果になっているんですけれども、これは言うまでもない
んですが、こういった供給がふえたときに、どの程度、価格が下がるかというのは、需要の価格弾力性
に決定的に依存するわけですね。それで、その前の御説明のところで、最近では、需要の価格弾力性
がかなり上がってきているのではないかというような御趣旨の説明があったと思うのですけれども、ここ
で用いられている試算については、ざっと試算すると、多分、弾力性が0.3とか0.4とか、それぐらいの数
字になっているようですが、最近の構造変化といいますか、弾力性の上昇というのは、ある程度、織り



込まれているのかどうかということについてお伺いしたいと思います。  
 というのは、弾力性が高ければ高いほど、価格の下落というのは小幅でとどまるはずですので、その
点についてお伺いしたいと思います。  
 もう１点、短期ではこれだけ下がるけれども、長期的には、ある程度、回復するだろうということです
が、ここで言う短期、長期というのは、基本的には農家の方が、価格の変化に対して、自分たちの生産
する、作付けする量を、どの程度、迅速に変化させるかということで、均衡にどれくらい時間がかかるか
ということが依存すると思うのですけれども、その辺について、実際に－－つまり農家の方が、価格
が、例えば、極端に言えば下がると思えば、これほど稲作がふえることもないかもしれないので、具体
的に、どの程度の期間を要するか。均衡に行くまでですが、どの程度の期間を要するというふうに大体
考えられるのか、何か、お知恵があれば聞かせていただきたいと思います。  
○八木分科会長 計画課長、お願いします。  
○針原計画課長 この試算を行います際に、いろいろな研究者が、いろいろな弾性値、弾力性の試算
をされておりまして、最近の傾向で一番合いそうな研究成果を採用しております。したがって、採用する
過程で最近の状況が加味されているということかもしれませんが、この価格が１％増加したときの需要
の減少率を、価格弾性値をマイナス0.25程度と見ております。供給の増加率をプラス0.39程度と見てい
るわけでございます。  
 ただ、実際に主食用に供給される米がこれだけ売れるようになるか、実際問題としては、むしろ価格
が下がることによって、いろいろな代替需要の方に需要が拡大していく。今まで、日本のお米が高くて
入り込めなかった需要先に、安くなることによって入り込んで全体の調整が行われる。したがって、平
均的には、この１万2,000円なり8,000円の価格でございますが、かなりバラエティがある。今でも、お米
の価格は加工用から食用まで、かなりバラエティがありますけれども、そういう幅の中で需要の増大と
いうのが行われるのではないかと考えるわけです。  
 そう考えますと、調整の期間がどの程度になるかというのは、これは、あくまでも理論でございますの
で、どの理論を採用するかによって－－ここでは需要曲線を固定しておりますので、比較的早く、8,000
円から１万2,000円になるわけですが、例えば、クモの巣理論なんかを採用しますと需要曲線自体が変
化しますので、調整期間は、理論上はかかることになると思います。  
 ただ、現実問題としてどの程度かということになると、まだ確たることを申し上げられるような状況では
ないのかなということでございます。  
○八木分科会長 よろしいでしょうか。  
 そのほかにございますでしょうか、米政策全般に関して……。  
 五月女委員、どうぞ。  
○五月女委員 資料９の２ページで聞きたいんですけれども、見直しの方向の中で、ねらいとして水管
理を集落でという言葉がありますが、この中で、全国の水田面積の何パーセントぐらいが集落単位で
行われているのか。ただ、そういう背景がなくてお話ししていることではないでしょうから。  
 それから、全国の稲作農家の分布状況ですが、耕作の面積でどれくらいの水管理が行われているか
ということを把握しておるのでしょうか。  
○針原計画課長 水管理を共同で行っているという調査は、私の記憶している限りはないと思います。
あったら申しわけございませんが、ここで言っておりますのは、戦後、農村集落において、集落の取り
組みとしていろいろあるわけですが、最後に残ったのが、この水管理の問題が集落の機能として、混住
化が進んだとしても、この機能だけは維持されているという一般的な御指摘に基づいて、こういう記述
をしているわけでございます。  
○八木分科会長 五月女委員、よろしいですか。  
○五月女委員 はい。  
○八木分科会長 ほかに、ございませんか。  
 どうぞ、中村委員。  
○中村委員 お米について素人なので、ちょっととんちんかんな質問になるかもしれませんが、資料
№８の３ページのところに「販売価格の変化等によって、米飯とパン、めん類など食品群間での消費者
の選択が変化しやすい状況となっている云々」と書いてありまして、その下に、流通施設開発センター
の調査したスーパー400店舗の販売数量が書いてあります。確かに、この一つのデータだけで言うと、
矢印の方向が、米飯類とパン、めん等で逆ベクトルになっているので、言われていることはそのとおり
だと思いますけれども、ただ、本当にこのデータ一つだけで、そういう米飯とパン、めんという、いわば、
お米と麦製品との関係が、その昔、その昔言われていたような、対米価比論を今言わなければいけな



いような、本当にそういう関係になっているのかどうかということで、これは一体全体、なぜ、こういうデ
ータと言い方を出しているのかというのがよくわからないんですね。  
 一般的に言われているのは、お米が減退してきたのは、糖質と脂肪と肉がふえたからお米が減って
きた。それで、実際にお米の消費量の減退した百何十キロの場合は別にして、90キロから60キロまで
下がってきた間の一人当たりの小麦消費量というのは31～32キロとほとんど変わっていないんです
ね。ですから、この何カ月間かの、牛丼だ、ハンバーガーだということだけを例にとって、米と麦製品が
相対峙するような、こういうデータというのはどういう意識かなと。  
 したがって、お米の消費をふやすためには麦の売渡麦価を上げなければいかんと、こういう結論でも
ないだろうと思うのですが、（笑声）ちょっと、どういうことかお聞かせいただきたいのですが。  
○八木分科会長 計画課長、お願いします。  
○針原計画課長 そういう意図ではございません。  
 その前の２ページをお開きいただきまして、右上の折れ線グラフを見ていただきますと、平成元年、２
年、３年、この辺までは、過去の傾向値から米の消費量というのは、大体はじき出せる。例えば、過去３
万トンなり、５万トン減っているのなら、その延長線上で物事を考えるということができたわけですが、最
近、このように３年移動平均するとなだらかなんですが、毎年の生データ－－これは、生データをつな
いだ初めてのグラフですけれども、乱高下しているわけですね。  
 これは、どうしてこうなっているのだろうかというのを我々なりに議論したわけですが、その大きな要因
としては、その次にございますように、中食なり外食の割合がだんだんふえてくる。そうすると、家庭食
ですとまず、先ほど申しましたように、御飯を炊いておかずを考えるという食生活ですけれども、外食な
り中食は、例えば、きょうは中華にしよう、あるいは洋食にしようということで、食の入口のところから選
択が行われてしまうということで、いろいろなところで調査をいたしますと、これは一つの例ですが、スー
パー400店のＰＯＳ（ポス）データというものをまとめた資料がございます。それを許可いただきまして、こ
こに載せさせていただいたわけですが、こういうものもある、あるいは牛丼やさんの売れ行きもいろいろ
ある。また今年の６月、７月、これは乾めんが、相当売れ行きがよくて、お米の消費がかなり減ってい
る。暑いので、朝、御飯を食べずに、そうめんなり、おそばをお食べになった家庭が多いということがご
ざいます。  
 中村委員がおっしゃったのは、長期的な傾向で米が下がってほかが伸びるという御指摘で、そういう
ことは、わざわざ言うつもりはございませんが、短期的に、そのような食品の選択が行われてしまう。し
たがって、先が非常に不明確な状況になっているということをここで言っているわけでございます。  
○中村委員 多分、そうだろうと思いますけれども、米飯と麦製品だけではなくて、お米の消費が乱高
下する要因は、ほかにもたくさんあるのだろうと思います。例えば、どこかの牛丼屋さんがものすごく値
下げすると、0.1％、消費がふえましたと。だけど、その次になったら減りましたと。やはり何か、いろいろ
な要因があるのだろうと思います。  
 ですから、一つのデータだけでこういう出し方をすると、私みたいに麦の世界にいる人間は－－私
は、米と麦はでん粉連合だと思っているわけですよ。米と麦は同じでん粉ででん粉連合。そのでん粉を
バランスよくとってきたのは日本人の食生活であって、やはり、そういうようなことであれすると、同じで
ん粉の中で米と麦と相対峙するようなデータのとり方は、できるだけ……。それで、なおかつ水田を転
作して麦をつくると言っているというのは、何だか、言っていることがいろいろさまざまになり過ぎるので
はないかという気がするものですから。  
 以上です。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 ほかに、ございませんか。  
 平沢委員、どうぞ。  
○平沢委員 意見ですが、よろしゅうございますか。  
○八木分科会長 どうぞ。  
○平沢委員 現在の米をめぐる情勢につきまして、先ほど、生産者側にかなり閉塞感があると伺いまし
たが、これは、生産者が稲作のみに立脚せざるを得ず、その結果、対応が経営的に困難になってきて
いるということを示していると私は認識しております。前回の８月の分科会でも意見が出されましたよう
に、これからは水稲だけではなくて、ほかの作物もあわせて、一緒に米をめぐる現在の状況に対応しな
くては対応し切れないのではないかと思っております。  
 そのためには、水田に水稲だけではなくて、ほかの作物の栽培、現在でもやられておりますが、それ
が個別の生産者でいつでも可能となる。そういった根本的な条件を整えていくことが必要なのではない



かと思います。  
条件の中にはいろいろな分野が含まれますけれども、その中の一つとして、水田に畑作物をローテー
ションとして入れていくことができる土地基盤を十分につくっていくということが大変重要なのではない
かと思っております。  
 田畑輪換あるいは水田輪作と申しますが、それによって土壌条件が著しく変化し、病害虫や雑草の
発生を抑えるなど、生態的に見て、いろいろな利点があると言われております。  
 そういったことで、水田に他の作物をローテーションで入れていくということを確立することは、生産の
場面で重要であるだけではなく、現在、農業に求められております環境保全型の生産という点でも、大
変重要と思います。また、消費者の求める食糧を生産する上でも、大変意味があって重要ではないか
と考えます。  
 水田輪作を取り組んでいくに当たりましても、いろいろ解決すべき問題が多く残っていると思います
が、やはり現在の米問題を根本的に解決するためには、一つの重要な方策じゃないかと私は認識して
おります。これは先ほども申しましたように、生産者のレベルでは、条件を整えるということは困難です
ので、国としてもやはり、これを積極的に導入する、整えていくことを考えていただきたいと思っておりま
す。  
 栽培面からしますと、残念ながら、水田輪作のための土地基盤は、現在、十分に整っているとは言え
ないのではないかと私は認識しております。  
 そういったことで、必要に応じて、柔軟に水稲と畑作物を栽培していくということができる基盤を国とし
て、これは長期的な方策ということになりますけれども、考えていっていただきたい。これが水田を活用
して、安定した作物生産を築いていくために、今後、大変必要なのではないかと思っております。  
 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。  
 農産振興課長、お願いします。  
○西川農産振興課長 今、水田の利用の将来的なあり方ということで、土地基盤整備をまず行って、そ
の中で展開する農業については田畑輪換といったものが、非常に生産性の上でも、環境保全の上でも
大事じゃないかという御指摘だったと思います。まさに、そういうことだろうと思っております。  
 ただ、現在も、基盤整備というのは相当程度、用排水分離ができておりますし、私どもが現在、転作を
行っている中で、完璧な田畑輪換ではないんですけれども、ブロックローテーションということで麦とか
大豆を団地化して行っているというのが、かなりの規模であるわけです。これは昭和50年代から進めて
きているわけでありまして、社会的にも地域の中で定着した営農方法として、地域輪作農法といったよ
うな言葉でも、かつて呼びましたけれども、行っています。これは、これからも進めていきたい。  
 あと、田畑輪換と言った場合に、これはまた、極めて技術的になるんですけれども、北海道なんかで
も田畑輪換ということをやりますと、今度は、水稲に返したときに玄米の窒素分が上がるということで、
なかなか有利販売ができないということがあります。また、固定的な団地になって田畑輪換が難しいと
いうこともあったりしまして、どこでも田畑輪換ができるかというと、どうもそうでもなさそうだと。そういっ
たことで、地域の土地条件にあわせた土地利用の方法というものを、それぞれの地域が、自分の農地
をよく理解して展開するということが必要だろうと思います。  
 ただ、原則は、やはり畑作物を植えるわけですから、水の横浸透は防止する。その中で、担い手がし
っかりと栽培管理を行う、これが基本だろうというふうに思っております。したがって、田畑輪換も含めて
水田の有効な土地利用の方策というものを進めていきたいと思っております。  
○平沢委員 わかりました。ありがとうございました。  
○八木分科会長 加倉井委員、どうぞ。  
○加倉井委員 私は、米政策を総合的に見直すという時期が来ているし、全体としては賛成だというふ
うに考えております。  
 ただ、いろいろ難しいことがあって、例えば、これを農協の組織の中では「副業農家切り捨て論」という
ふうにとらえるんですね。これは、そうじゃなくて、主業農家を大事にするということだろうとは思うんで
すが、センセーショナルに言うと、やはり、副業農家切り捨て論みたいなことになって反対だと言う方が
多いということがあると思うんです。  
 農協の組織というのは、基本的に多数決原理、組合長の選挙にしろ、意見の統一にせよ多数決原理
で、多数を握っているのはだれかというと、実は副業農家、数で圧倒的に多いわけだから、多数決をや
れば副業農家の意見が農協の意見なんですね。ですから、これが反対をすると非常に難しいというこ
とになると思うのですが、ただ、その段階で私は、農水省がやれることがいろいろあると思って、一つ



は、これはアメリカがやったやり方ですが、制度を変えるときに予算は減らないんだということを約束す
るんですよ。制度は変える。しかし、予算減らしのためにやっているんじゃないよ、金はちゃんとあるん
だよということを言って納得をしてもらうというのが一つのやり方です。  
 それからもう一つは、意見を言うなら、その意見に責任を持てということなんですね。例えば、ここに果
てしない縮小生産のサイクルと書いてあります。こういう言い方がありますけれども、確かに、そのとお
りなんですね、米というのは。じゃ、あなたはどうするんだと。それが反対だと言うのなら、あなたはどう
するんですかという意見を吸い上げようとすると、意外にない。例えば生産調整が限界に来ているとい
うのは、実はみんな言うんですよ。農協の方も言う。それから、一番言うのは市町村長さんで、もうどう
にもならないと言うんですね。これを農協さんにやってもらう。これは、無理と知っていてあえて言うんで
すが、反対なさるなら、あなたがやりなさいと。だって、生産調整した方が米価は上がるんですから。そ
れで、できるかできないかという話になるんですね。  
 だから、現場の市町村の段階に行くと、どうせできないからおれたちやるしかないんだと必死になって
説得しながら、何とか、今年またふえました、お願いします、お願いしますとやっていて、市町村長さん
は我々には文句を言うんですね。こんなものはできませんよということを言うわけです。だから、言った
発言には責任を持ってもらうということで反対提案をもらったらどうでしょうか。じゃ、どうしたらいいんで
すか？ということをしないと、なかなかこれは、多数決で反対されると、大変難しいということがあると思
います。  
 それで、大きいことはそれでやめて小さいことを２つだけ。  
 一つは、備蓄水準を切り下げる、縮減するというのですが、そもそも150万トンを水準としてプラス50万
トン、つまり200万トンまでだと決めたのは政府じゃないですか。それが290万トンまでふやしたというの
は、一体どういうことなんですか。だったら、今度100万トンにしたって、50万トンにしたって、またふえる
じゃないですか、同じじゃないですか。それは、どこがどう担保するんでしょうか。それだったら、制度な
んか変えないで、今までのままにしておきます。ただし、きちんと守りますと。いろいろな圧力があって
も、あえて耐えますということをやったら同じじゃないですか。ですから、この辺は、言っていることをよく
わかっての上ですが、あえて言いたいですね。  
 もう一つは、不適正表示というものがありまして、これは本当に難しくて、米をやっている方もいらっし
ゃるけれども、私、米を買ってみてびっくりしたんですね。最初「魚沼コシをください」と－－念のため、テ
レビで見せるために米屋で買ったんですが。そうしたら、はいと言って袋に入れてきた。次に「有機栽培
米ください」と言ったら、同じところから米を持ってくるんですよ。袋は違うんですね。それで僕、びっくりし
て、僕の顔知らないでよかったなと思ったんですけれども、そういうところですよ、基本的に。ですから、
不適正表示をきちんと調べたら山ほど出てきたって当たり前です。  
 ただ、これはテレビでも言いましたけれども、難しい部分はあるわけですよ。だって、魚沼コシよりもも
っとおいしい米もあるかもしれないんだね。実際にあるでしょう。だって、あれは極端に言えば、土地ご
とに違うわけだから、条件は。それで、隣接するところは、すごい値段は安いけれども、会津コシだって
おいしいし、そういうこともあるわけですね。だから、本当に味と値段とブランドが一緒になっているかと
いうと、必ずしもそうじゃないから、米屋さんがいいかげんにやるのもわかるけれども、しかし、表示した
以上は、それが守れなかったら消費者は怒るし、それから、制度としてなっていないし、それが普通に
行われるということはおかしいわけですね。  
 ですから、これをどうするかというのは、本当は完全にやめちゃって、自由化して、その表示で、その
お金で買ったのが気に入らなければやめる。それで、魚沼コシというのがおいしいということだけれど
も、それは魚沼で責任持ってやる。にせ米の摘発もやる。何なら告訴するというようなことでやっていけ
ばともかく、これは、なかなか難しいけれども、やると政府が言ったらやらなければいかんと私は思うん
ですね。ですから、これは制度改革とかそういうのではなくて、ずっとある問題ですけれども、やらない
かやるかで、やると政府が言ったのなら責任を持たなければいかんと、私はそう思います。  
○八木分科会長 長官、お願いします。  
○石原長官 前の方は、私からお答えしたいと思います。  
 我が方が、こういう素案をつくりまして、あるいはここに至るまでも、いろいろな農業団体の方、県の農
政担当の方、マスコミの方も含めていろいろ説明したりしております。それで今、いろいろ御意見をいた
だくわけでございますけれども、そのうち大半が、今、加倉井委員がおっしゃいました、稲経についての
副業的農家の取り扱いの問題だと思っております。  
 それで我が方は、きょうの資料の６ページにもありますように、稲作経営安定対策のあり方の見直し
とありまして、担い手により焦点を当てた見直しということで、稲作経営安定対策について、要するに主



業農家ですが、それの経営安定に資するとともに、脆弱な生産構造を改善する観点から、より有効な
仕組みへ改組し、立ちおくれている稲作の構造改革を推進するということで、決して、副業的農家を除
外するとか、そういうことは、我々は言っておりません。大臣は、経済財政諮問会議でそういう趣旨の発
言はしておられます。これは正直に申し上げますけれども。  
 ただ、これは農業新聞も、そのことについて非常に批判する記事を書かれたことがあるんですけれど
も、経済財政諮問会議－－我が方の主要食糧分科会のような農業のことをわかってくださる方の場で
すと、比較的、理解があるわけですけれども、経済財政諮問会議になりますと、必ずしも、農業のことを
知らない方が多いわけですね。そういうときに、農林水産省、農業団体すべてが、総理の言い方により
ますと抵抗勢力、反対勢力というふうに思われているわけです。そういう場で、いろいろ予算の問題と
か何かを取り上げるわけですので、そこではっきりした物言いをしないと、なかなか理解が得られない
ということで、あくまで問題提起としておっしゃったんだというふうに我々は理解しております。  
 それで我々は、決して除外とか、そういうことは言っておりません。そこは、これからも団体の皆様方、
あるいは関係者の方々の協議の中で、おのずと答えが出てくる問題だと思っております。  
 それで今、加倉井委員がおっしゃいました２点、そのうちの最初の、予算は減らさないんだということ
は、まさしく、おっしゃるとおりなんですね。これは中立的な委員、あるいは消費者、納税者の立場から
しますと、何だというお叱りを受けるかもしれませんけれども、我々は、仮に稲経についての副業的農
家について、今までと違う取り扱いをして予算が浮いてきます。それは、決して財務省に、これだけ合
理化しました、お返ししますと言うつもりはないわけです。あくまでもこれは、６ページの（１）にも書いて
おりますように、一番、米価低落の影響を受けているのは主業農家ですので、その主業農家により焦
点が当たる、そういう形で使えないかというふうに思っておりまして、我々は決して、副業的農家につい
て、仮に取り扱いを変えた場合、それをそのまま国庫に返納するのではなくて、あくまで、より大きなダ
メージを受けている。そしてまた、５年先、10年先、20年先の農業を考えた場合、それを担っていただけ
る、そういうところにより向けられないかということで考えているということです。  
 それで、加倉井委員がおっしゃったことは我々、これまで、十分その辺が伝わっていないかと思いま
すけれども、農業団体の皆様方にも、あるいは農家の皆さん方にも、それは積極的にこれからも言って
いかなければならんと思っております。  
 それから、意見は責任を持って言えという話でございますけれども、我々は、決して団体の方にも、検
討素案に書いてある内容を、これは、まだ粗いところもありますので、押し付けるつもりはありません。
あくまで、これを検討の材料にしていただいて、むしろ、ここはこういう問題があるという問題提起をいた
だいて、その中で答えを見出していきたいと思っておりまして、決して、これを一方的に押し付けて、
我々は、やれ改革をするんだと言うつもりはありませんので、その点も、これからも引き続き、団体の方
あるいは農家の方には言っていきたいと思っております。  
 あと、備蓄のことは……。  
○針原計画課長 備蓄について、決めたって守られないのなら決めない方がいいということでございま
すが、確かに、150万トンプラスマイナスと言って、実際は二百何十万トンと、これは運用の心がけの問
題もございます。その点は反省しなければいけないことだと思いますが、ただ、それがルール自体に、
そういうような危険性が内在するようなルールですと、ルール自体を変える必要があるのではないか。
そこのルールの問題として考えれば、プラスマイナス50万トンということで、食糧法では明記されていな
い需給調整の機能を国の備蓄に持たせてしまったこと、それから、古米150万トンを１年で売れるという
ことで取り組みを始めたこと、この２つについては、ルールの中の問題として考えざるを得ない。  
 というのは、豊作と不作が変わりばんこに来れば調整してもいいんですけれども、豊作は連続して来
てしまいます。したがいまして、需給調整で200万トンまで買ってしまった。ところが、翌年も豊作になる。
そうすると、どうしても生産調整の取り組みの限界から、その取り組みを加速するとしても段階的な取り
組みにならざるを得ない。ということは、在庫減らしのための生産調整の拡大と、豊作処理のための生
産調整の拡大、常に二重に行う必要があった。それが対応をおくらせた原因になっている。  
 それから、150万トン、古米で売るんだということも、やはり現実的な売却実績に即した、身の丈に合
わせたルールにしていく必要があるだろうということで、これも50万トン程度を、入札によって市場の価
格動向を見ながら売ることによって自然に回転できるのではないかということで、心構えと同様にルー
ルも正常化していかなければいけないということで御提案申し上げているわけでございます。  
○八木分科会長 消費改善課長、お願いします。  
○涌野消費改善課長 消費改善課長でございます。表示の改善でございますけれども、これは、確か
に加倉井委員が言われたとおり、４月以降、ＪＡＳ法に基づいて精米表示の適正化を図ると政府が約



束をいたしましたので、精力的に取り組んでいるところでございます。  
 27ページにございますけれども、これは４月から５月までの分ですが、その後もやっておりまして、４
月から７月の間に、大体、日本の小売屋さんが約９万4,000業者ございます。その方々を対象に、４カ月
間の間に、３万9,458業者に巡回点検並びに立入検査を実施したところでございます。このうち、軽微な
ものから、かなり問題があるものまでがありますけれども、不適切な表示を行っていた業者数というの
が１万224業者ということで、26％の業者が何らかの不適切な表示を行っていたという状況にございま
す。  
 このあと、すべてを確認している時間はございませんでしたけれども、そのうちほぼ半分ぐらい確認い
たしましたところ、52業者が内容と表示の不一致があるということで、ＪＡＳ法に基づく指示書－－これ
は、広域的に展開しているものは食糧事務所、それから、同一県の間で商売されている方には都道府
県知事が出す指示書ですけれども、都道府県知事が出す必要があるものが40業者です。このうち、実
際に出されたものが２業者しかありません。現在、出ておりませんけれども、なかなか都道府県によっ
ては対応がまちまちであるということで、少しおくれ気味であります。それから、食糧事務所が出すべき
業者は12業者ありましたけれども、これはすべて、指示書を出しております。  
 その結果ですけれども、指示書が出ますと、さらに確認に行くわけですけれども、出た指示書、14業
者出ておりますが、すべて改善されているということで確認をしております。  
 それから、その後に、13年産の早場米が出ておりましたので、その早場米の流通状況の調査と、そ
れから、一部、外国産米が入ってまいりますけれども、これが多少、日本の米と混ぜられて売られてい
るのではないかというようなうわさもありましたので、これも調査いたしました。これは、７月から８月31
日まで実施したもので、延べの業者数ですけれども、取り扱っていた、卸さん、小売さん、1,831業者に
調査に入りまして、ここで問題があったというものが、18業者でございます。そのうち、指示書の発出が
必要なもの３業者ありましたけれども、これは、すべて発出いたしました。それから、指示書までは必要
ないんですが、不適正表示があったもので厳重注意を行ったもの、これが15業者ということでございま
して、都合18業者を改善指導したところでありますが、現在のところ、すべて指摘事項は改善されてい
るという状況でございます。  
 これからも、さらに続けていくつもりでございますけれども、消費者の皆様の御支援と情報提供をいた
だければ、さらに信頼される表示ができると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  
 以上でございます。  
○八木分科会長 ほかに、ございませんか。  
 倉持委員、どうぞ。  
○倉持委員 二、三お聞きしたいのですが、資料９でございます。  
 最初のところで水田農業の構造改革というお話がありまして、そこの説明の中に「水田農業を営む複
数の者が云々」と書いてありまして、「地域で、担い手への生産の集約に関する云々」と書いてあるんで
すが、この担い手というイメージは、これまで何回もいろいろな場で私どもは伺っているのですが、担い
手だとか、主業農家だとか、副業的農家だとか、中核的農家だとか、いろいろなそういう言葉が大分、
この間に出てきているんですけれども、この担い手への生産の集約という場合のイメージはどういうふ
うになるのかなというのがはっきりしないので、主業農家あるいは副業的農家などの関連などについ
て、ちょっと説明をいただきたいということ。  
 それから、この農業構造改革の問題で、いわゆる地域で水田農業再編計画をつくりなさいということ
だろうと思うのですが、これは、いわゆるすべての集落でこういうものをつくって、もう一度、水田農業の
あり方というか、米の生産も含めて、まさに再編をしていくんだということでしょうか。つまり、すべての集
落でこういう計画をつくって、それに伴って交付金を交付すると書いてありますけれども、そういうふうに
なっていくのか。それから、それが達成しない場合には「違約金」と書いてあるんですけれども、これは
罰金みたいなものを払わないといけないのかどうか、そんなようなことですね。そこのところを、もう少し
イメージをお話いただきたいということ。  
 それから、もう一つの質問は６ページです。いわゆる生産調整にかかわる助成金の見直しの中で、と
も補償事業を廃止するというふうに書いてございますが、その後、２、３と、これにかえてということで説
明がしてありますが、これは、具体的にはとも補償という構想ではなくて、全く別個の国と生産農家の拠
出で何かをやるという、いわゆる、この制度の中身は、とも補償と全く別なものなのか、あるいはとも補
償のもう一つ、新たな形態を追求しているのかということですね。  
 それからもう一つは、その後、イに麦・大豆等についてということが書いてございます。それで、現在
やられている、いわゆる本作化の中での麦・大豆に対する政策というのは、この際、ここでもう打ち切り



をして、助成のあり方も含めて見直しをしていく。つまり、よりよい制度に変えていくのだと、こういうふう
に理解をしていいのかどうかということであります。  
 それから最後に、この見直しの実行時期の問題ですが、例えば、できるだけ早くというふうにおっしゃ
っておりますが、来年の米づくりについては、この新しい見直し政策で間に合うように行くのか、あるい
は今年の政策が来年にも、当面、引き続いていって、その後に見直しの方向というか、実行があるの
かどうか、そこら辺のめどをあわせてお聞きしたいのですが。  
   
○八木分科会長 企画課長、お願いします。  
○長企画課長 最初の担い手のイメージに関連してですが、最初のところの新しい特別枠で、現在概
算要求を追加しております400億円の事業につきましては、今概算要求を出したばかりでございますの
で、これから財務省のもとで詰めを行っていきます。ただ、イメージとしては各集落ごとの担い手、これ
は地域によって相当規模も対応もまちまちだと思います。平均的なイメージで言えば、100戸ぐらいの
集落があったときに、認定農業者の方が数戸いらっしゃるとした場合に、そういった農家の方々に米生
産を集約化して、全体として土地利用を高度化していく、そういうイメージでおりますけれども、そこにつ
いてはさらに詰めが残されているということでございます。  
 そういった担い手への生産の集約ということと関連して、稲経の方の主業農家、副業農家という御議
論を今いただいておりますけれども、主業農家へより焦点を当てた稲経の使い方ができないかというこ
ともあわせて、これから具体的な対象、あり方を検討していかなければいけないということで、まだまだ
これから詰めの議論が残っている状況でございます。  
○針原計画課長 このペーパー全体を通して、「担い手」という言葉を使っておりますが、これはまだ十
分定義が確立してないけれども、「担う方」という意味で使っておるわけでございます。実際に通達レベ
ルになると、今度は定義を非常に明確にしなければいけないので、そのときには「担い手」というあやふ
やな言葉ではなくて、もう少し確定的な言葉を使わなければいけない。これは最初の御提案ということ
で、発想的には、担い手という形で御提案しているという用語の問題としてまず御説明いたします。  
 それから、とも補償の部分でございますが、これもまだ発想の原点段階の書きぶりでございまして、
例えば生産調整の実施面積の確認、あるいは、そこに何を植えているかどうかという確認が、今後の
体制では行われない。とすると、生産調整面積１反当たり幾ら、それは作物別に幾らというような補助
金が出しづらいといいますか、その根拠がなくなっています。ですから、それにかわる新しい発想とし
て、減反面積ではなくて減収数量。一定の時期から、昔250俵つくっていた方が200俵に減らされる。そ
の50俵に対して一定の補償をするという発想に変えることがこの内容でございます。ただ、その基準数
量をどこでとるか、単価をどのぐらいに設定するか、等々についてはこれからの問題です。その際に現
在のとも補償方式の、例えば水田面積割りの一定の拠出も合わせた形の助成にするのか、それはそ
れで別途やっていただくのか、これもこれからのお話し合いといいますか、協議の中で詰めていきたい
と思っております。  
 それから、先ほどの事業の全集落でつくるかどうかということでございますが、生産調整推進上の地
区は大体全国で11万集落ございます。呼び掛けは11万集落全体に呼び掛けていきたいと思います
が、実際にお取り組みになるのはどのぐらいになるかというのは、例えば生産調整の実施集落は大体
３分の２ぐらいでございますので、実際にはその３分の２ぐらいが対象になっていくというアバウトな感じ
を抱いております。  
 それから、確立助成は西川課長からお答えいたします。  
○西川農産振興課長 続きまして、確立助成を打ち切るのかというお話だったわけですが、そういうこ
とを申し上げているのではなくて、この確立助成については、この要件というのはずっと同じではなく
て、より生産性向上なり品質向上を図れるようにということで見直しをしていく、そういう仕組みにもとも
となっております。  
 きょうの午前中も、麦のミスマッチの話とか、ミスマッチという言葉を使うかどうか別にして、品質問題
が話題になっておりました。実は大豆についても量は相当増えました。しかし、実際出荷されている大
豆の品質を見ると、実は低品位のものが半分を占めている状況になっておりまして、12年産は11年に
比べて集荷量は1.5倍になりました。なったんだけれども、ただし低品位のものが多いということで、売る
には非常に苦労しているという状況があります。国産については、その品質については、輸入物につい
ていいという評価は得ているんだけれども、ただ、低品位のものは苦戦するというのは事実でございま
す。そういったこともあります。  
 もう一つは、流通する場合に一定のロットが必要なんですが、依然として極めて小さなロット、１品種



で10トンにも満たないというのが結構多くあることも事実であります。そういった面から本作化して、国
内で麦、大豆を生産するために、本作をするためにどうすればいいのかということについては経験をし
ているわけですから、そういう視点からきちんと評価して、見直すべきところは見直すべきではないかと
いうことを申し上げております。  
○針原計画課長 最後に、移行プロセスというか移行期間の話でございますが、これも重要な論点だ
ろうと思っております。特に生産調整の問題については、実際に現場の方々に納得いただいた上で円
滑にやっていく必要がございます。したがいまして、そういう現場の方々の理解を求める部分と早く効
果を発現したい部分との調整の中で、円滑な移行を図っていく必要があると思っております。特にポジ
数量管理への移行は、４年前の「新たな米政策大綱」において、将来的にはこのポジに移行するという
ことを既にうたっております。「土地利用型活性化大綱」においてもそれはうたわれておりまして、実際
に昨年の生産調整の配分は、生産調整の面積と生産目標数量を両論書きまして、両方を配分する取
り組みを既に実施しております。  
 来年でございますが、今の食糧法では生産調整の目標面積が書かれておりますので、数量だけの
世界にいくのは、まず食糧法の改正が必要だろうと書いております。その上で、場合によっては法制度
的な手当てが必要な事項も含め、とこう書いてあるわけです。ですから、14年産、ことしの秋に配る際
には昨年と同様、法制度上は面積と数量の両方配分する必要があるのではないか。ただし、その確認
なり予算手当てを数量でやるのか、面積でやるのか、これについては今後検討していかなければいけ
ない問題だろうと考えております。  
○八木分科会長 五月女委員。  
○五月女委員 きょうは説明だけ、あるいは質問だけということでしょうから、ぜひともこのような政策の
転換を私たちも望んでおりますし、集落の中で問題のないように進めていきただきたいと思っておりま
す。  
 この８月の委員会の中でもお話ししましたが、多分本年度の計画外の米は50％を超えると思っており
ます。それはなぜかというと、今年の品質が非常に悪い状況下です。品質が悪ければ、お米の検査を
受けないで計画外に流すという状況があらわれておりますから、50％は必ず超えるんじゃないかと思っ
ております。今回のこの政策ですけれども、計画外を余り入れないで検討しておりますから、米全体の
ことを考えたときには、やはり計画外の米も十分範疇に入れて政策を考えていただきたいと思っており
ます。  
 それから、集落単位の問題ですけれども、私は農家ですから、例えばこれを担い手なり認定農家に
任せるということになると、15町歩、10町歩つくっている農家へは行かないと思います。私の集落は21
戸です。平均４ヘクタールあります。そうすると全部が機械導入して売りますからね。大きい農家よりも
小さい農家が機械の更新率がいいんです。お金を持っていますから。それで、小さい農家の方へ面積
を集約したように見せかけて入って行きますよ。見せかけてこの３年間はそれで逃げ切るという方法を
とると思います。この３年間のために我々が機械導入してという単純な考えはしない。やはり10年、20
年先を見据えた政策が出れば、投資はしていきます。  
 過去に投資してひどい目に遭っているんです。集落内で農地はまとまらないです。隣に蔵が建てば腹
がたつというぐらい。商人もそうですよ。ですから、集落内で農地を集めるということは至難のわざだと
思います。ちなみに私の農地は２市２町１村にまたがっています。いつかも言ったかもしれませんが、
水管理で45キロかかります。そういう範疇をまとめることはできないです。ここ20年間やってできないん
です。３年間では、ましてできないと思っているんです。  
 それと畜産との連携です。私の町の近くには友だちですけど、兄弟合わせて１万頭の頭数を飼ってい
る農家があります。富山県の乳牛頭数が2,000頭ぐらいです。富山県で有畜農業をやれと言ったら私は
無理だと思うんです。できるところでやることになるんですけれども、口蹄疫の問題もありましたけれど
も、堆肥を使おうということになりますと、前もお話ししたかと思いますが、堆肥を効果的に使うことは非
常に難しいです。今年のような天候ならよかったんですが、入梅が長くなりますと、稲は倒伏して品質
が悪くなります。品質が悪くなれば計画外のお米に流れて行くことになりますから、難しいなと思いま
す。  
 それから、９の２ページに銘柄ごとの販売戦略とあります。私も販売戦略を持って計画外のお米を売
っていますけれども、こんなのはほかの人に話せるものではないです。話してもまねができないです。
販売戦略というのは、どんな業種においても公開するものではないですね。こっそりやることですよ。だ
と私は思うんです。  
 一番大事なことは、実需者に合う品質ということです。技術会議の方で非常に骨折ってつくっていただ



いておりますけれども、必ずそれに合った品種ができているかというのは、予算の方もあるし、人材の
手当てもあるから、万全な対策で臨んでいただきたいと思っております。ぜひともそういうところを解決
していただきたいと思っております。  
 それから、我々はお米を売っていまして生産量が追いつかないんです。転作はしていますよ。生産量
が追いつかないんです。どんどんお米が欲しいという状況なんです。そういうものに対しても、なおかつ
競争原理は抑えておいてということになりますと、生産意欲は損なわれます。転作はします。だけど、集
落は入らないで転作し、とも補償も入らないでお米は自由に販売し、消費者へ農業の理解をしていただ
くというのは、どうも我々の選んだ道のような気がしてならないんです。  
 ただし、私は集落の転作の委員もやっておりますが、この方策を浸透することになれば、自分の販売
戦略を人さまにあげてということになりますから、それは私はしないと思います。しないしないということ
ではなくして、こういう大きな方向づけは非常に結構なことですから、我々の集落、日本じゅうの集落
へ、もめごとを起こさないようないい方向を検討していただけたら幸いと思います。  
○八木分科会長 上田委員どうぞ。  
○上田委員 意見というかお願いですけれども、さっき水田と畑の輪作とおっしゃいましたが、私の地
区は山間地から平たん地まであります。基盤整備して１枚物になったところは園芸でも何でもできます
し、後継者も少ないけどいますけれども、中山間地の方は、後継者はほとんどいません。そこでは米な
らつくれるんです。野菜などは、労力がない、体力がないのでつくれないんです。そこのところをなくして
しまったら、環境も水管理もあったもんじゃない、中間山地の農家はつぶれてしまうというのが現状で
す。そこのところも配慮した経営安定対策とか稲経のことも考えてほしいなと思っております。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 ほかに。甲斐委員どうぞ。  
○甲斐委員 今の上田さんの御意見は私もわかるんですけれども、それは地域で考える問題という
か、もう大分入っているんじゃないかなという感じがするんです。国全体として生産調整の見直しが、手
法の見直しが量の問題に入って行ったということは、私はこれの方が正しいと思います。  
 というのは、今までも自分の耕すところが少なくなれば、農家はたくさんおつくりになるという努力をな
さるから、量は減ってない。面積は減った割にそれだけの量は減ってないということがありました。それ
から、面積は農耕地としてとっておく必要がある。環境の問題からしても。ほかの作物をいざというとき
にはつくりたいというときに、農地をただ遊ばせるのではなくて、何らかの形でとっておくというときに
は、量で押さえれば農家の方が御自分で考えてお使いになるだろうと思うんです。だから、お米の量で
押さえるということは賛成です。  
 ただ、今までの補償制度のとも補償につきましても、現場を知らないのでどういうふうにやられていた
かわからないんですが、そういうものは全部見直して、全体の予算では削らないけれども、有効なとこ
ろにそれを持って行くということは賛成です。副業農家のことがよく問題になりますが、この14、15ペー
ジで見ましても、１戸についてはたった６万円と言いましても、副業的農家は数が多いですから、額で言
うと主業農家へ払っているより多い補助金が行っていることになっています。  
 だれでも、自分のところのいただき分が少なくなるのに賛成する人はいないかもしれませんが、日本
の農業のこれからの問題の危機感というのは、温度差がみんな同じような危機感を持てれば、副業農
家は今食べられないで困っているわけではないんだから、それは返上してもほかのことでやりくりして
いこうとか、ほかの生き方を模索しようとか、お互い農家同士が足を引っ張るのではなくて、農家として
生き残るための共同作戦ができるような形がとれたらいいのではないかと思いますので、ぜひここのと
ころは主業農家に手厚く。  
 例えば定義がまだ決まってないとおっしゃるので、確かに農家の方にしてみたら、一体だれが担い手
なんだとか、いろんな問題があると思います。今根本的な一番主なところがぼかされているので、私も
何とも言いようがないんですけれども、方向としては私はこうあるべきだろうと思いますし、将来の日本
の農業の問題を考える上では、国内のことを整理しておかなければいけないし、今五月女さんがおっし
ゃったように、各地で相当状況が違うんです。外国を幾らまねしてみたって、そんな平たん地が日本に
あるわけないですし、こんな特殊な地形を持っている国なんです。それを逆手にその特殊性を生かすよ
うな点が見出せたら、また付加価値としていいのではないかという気がしております。  
 何かちょっと問題がそれているかもしれませんが、消費者としてはそんな気がいたしております。よろ
しくお願いします。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 岡本委員、お願いします。  



○岡本委員 言いたいことはほとんど五月女委員さんの方から言ってもらいまして、ありがたいと思っ
ております。へたな言葉で説明するよりよかったと思っております。その中で思うのは、どこまで生産調
整したらいいのか、米の価格が維持されるのか。限界だと言っていても、どんどん進んでくるのに、どこ
までやったら価格は維持できるのかということ。それから、これを見せていただいたように、改革は本当
に大事だと思うんですけれども、集落をまとめていく者にとっては、私も夫もその立場におります。五月
女さんが言われたように、それを進めれば自分の首を締めるというか。今、主業的農家とか担い手とい
うことで進めていくと、どうしたら地域の人に理解を求められるか。  
 私たちの地域はあんなに多くはないです。もう本当に５～６反が平均です。うちの場合は小さくはない
という規模です。麦作が15、水稲が20、あと加工とか米の登録をして販売なんかやっております。いろ
んな形の農家があって、皆さんにこれからの改革をどういうふうに理解してもらえるか、説明のつくよう
な。また変わったのか、みたいなことを聞きますので。制度が変わるたびに、名前が変わるたびに、ま
た変わったのかということで、なかなか納得してもらいにくい。もうむりやり引っ張っているというところで
す。小麦だってローテーションを組んでやっている。これも適地ではないところを無理やりにというか、こ
れを崩せば減反できないということで、相当苦労しております。  
 そんなことでいろいろ難しいことはあるんです。現場では難しいと思うんですけれども、もう一遍重ね
て言いたいのは、計画外で流通している米ですが、これは制度で認められている米です。だから、これ
はある程度というか、ある程度ではいかんのかもしれませんが、数字を把握して、やみ米と混同しない
ような議論をしていただきたい。皆さんはおわかりだと思うんですけれども、どうかすると私たちの地域
でも、やみ米を扱っているみたいに。小売業の登録をして、食糧事務所にどれだけ売りますよと出して
いても、なおかつ悪者扱いというのはたまりません。そうしたら、最初からそんな制度をつくらなければ
いいということに、これは極端ですけれども、もう捨て鉢になってしまいますので、そういうこともお願い
したい。  
 それから、これは本当に自分事なんですけれども、30年近く農業をやってきまして、やり始めたころか
ら減反政策が始まっているというか、その中で初めの何年間は、こうしようああしようと夫も私も夢を描
いていました。この今の状態になって若い担い手が夢が描けるような農政かどうか。若い担い手が夢を
描かれるような農政、米政策にしてもしてもらいたい。30年、農政を信じてというと大げさですけれども、
それに沿った経営をしてきまして、今ここでこの政策によって――政策によってと全部責任を押しつけ
るわけではありませんけれども、信じてきたことが、今農業がというか農家がつぶされそうになっている
というのは、これは大げさかもしれません、言葉も悪いかもしれませんけれども、現状かなと思っており
ますので、そんなことも考えて、この改革をぜひともいい方に進めていただきたいと思います。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 ほかに。細野委員どうぞ。  
○細野委員 きょうの御説明で、米の問題とか、特に減反とか生産調整の問題等初めとしていろいろと
理解できたんですけれども、ここで改革の方向で提案されている施策で、今の問題がどの程度解決で
きるのかということについては、必ずしもきょうの説明ではまだ私自身よくわかりませんでした。  
 もう少し具体的に言うと、例えばポジ数量管理への移行ということで、数年前からこういう方向でとい
うことのようなんですけれども、基本的には面積から数量へという違いはあっても、国が数量を管理す
ること自体は維持されているわけで、そこに価格を使って何かシグナルとして機能させようということに
は必ずしもなってないように思います。  
 まず最初に、全国計画、全国の生産目標数量を配分するときも、情報というのは生産者団体から集
めてきてやるということで、そこは中央集権的な価格の処理プロセスに基づいているように思いますの
で、果たしてこれで今の問題がうまく解決できるのかどうかというのは私にはよくわかりませんでしたの
で、もし何か具体的な効果として説明していただければ、よりわかりやすかっただろうと思います。  
 それから、米をめぐる問題を考えるときに、米の制度そのものを改革していくことももちろん必要なん
ですが、関係する土地利用規制の問題とか、経営組織の問題とか、もう少し幅広く議論すべき問題が
まだ残っているように思えるんですが、その辺についてもし何かお考えがあればお聞かせいただきたい
と思います。  
○八木分科会長 計画課長。  
○針原計画課長 確かに御指摘のとおり、面積から数量へということで、管理すること自体については
変わっていないという御指摘でございますが、そういう面はあるかと思います。その背景には膨大な潜
在的な過剰があることが影響しまして、いきなり価格だけで調整を行うことになると、先ほど申しました
ように、いきなり8,000円の水準というのが見え隠れしてしまう。そうなった場合に農業の維持という面か



ら、果たして責任ある選択と言えるのかどうかということがあるものですから、このような御提案になる
わけでございます。  
 ただ、数量を配分することによって、経営の選択権がそれなりに広がるだろうということも期待しており
ます。経営としても自由度が広がる。例えば200俵という割り当てをもらった生産者は、その単収を下げ
て粒ぞろいの米で出荷する方もいらっしゃる。他方で、多収米である程度の需要にこたえる。それで残
りの土地を有効に使って、ほかの作物をつくるという経営をなさる方もいらっしゃる。あるいは生産調整
の面積の割り当ての場合には、残る面積でさまざまなコストをかけてどうしてもつくってしまう。結局200
俵なら200俵をどれだけ安くつくるかということの取り組みもやっていただけるのではないか。  
 それから、集落において4,000俵なり5,000俵という割り当てがあった場合に、その  
4,000俵、5,000俵をどの方に担っていただくか。これは生産調整の問題だけではございませんが、先ほ
どの新しい事業の活用もやっていただきながら、その地域で集約の取り組みもやっていただけるので
はないか。さまざまな取り組みをやるきっかけ、契機になり得るということで、この際、数量の問題に取
り組んではどうかという御提案をしているわけでございます。  
○八木分科会長 竹内委員、お願いします。  
○竹内委員 全般的には幾つか掲げられている項目、私は個人的にはいずれも、歴史的に正しい課
題、取り組みではないか。歴史的にと申し上げた理由は、先ほど30年来稲転をやっていると。長期微減
需要低落商品ですから、したがって全体としてお米の位置づけから言って、いわば供給カルテル、かつ
国が直接あるいは国がバックアップする供給カルテルが必要だと。そういう商品、かつ30年続けて、ま
だずっと続けていく。一体いつまで生産調整をやっていけばいいのか、どこで強化したらいいのかとい
うのを教えてもらいたいと。私も教えてもらいたいと思います。しかし、これはだれもわからないわけで
す。消費行動の結果出てくるわけですから。  
 ですから、そういう商品を扱っていく上で、10年、20年前に比べて随分大きな変化がありますが、１つ
はＷＴＯの問題も非常に大きい。それから、米管理について政府のコミットの仕方は大分変わっていま
す。あるいは１番目と同じですけれども、生産農家、農家経営サイドにおける米のウエートも、10年、20
年、30年と大分変わってきています。食糧消費の中での米のウエートも大分下がってきている。そうい
う大きな変化に今までやってきたことが大分合わないものが幾つか出てきた。加えて今度は、構造改
革が必須な課題だと。所得も全然伸びない。経営上も苦しい。今のままで経営改善ができるかという
と、構造改革以外にない。その条件も、世代交代であり得るなと。  
 そういう背景のもとに大きなテーマを出されたので、いずれも私はこれ、方向としては正しい方向だと
思うんです。ただ、技術的に一番難しいのは、ポジ数量配分に変えるというところが一番難しいので。
面積は目に見えるわけですが、数量は田んぼほど目に見えないわけです。かつ数量も潜在供給能力
を数量化して、これは今と同じような計算の仕方をすればいいのかもしれません。その上、実際に顕在
化した生産化したものが計画流通、計画外とあるというわけですから、恐らく面積を一番管理できるの
は地元、市町村。  
 したがって、そういうルートを中心として今まで実行してきましたが、今度は加えて、数量が一番わか
っているのは流通業者ですから、圧倒的に系統ですから、計画流通はしっかり把握されている。計画外
も実際は扱っている。それ以外に、もっとよくわからない流通、自家消費というのは一番わからないん
ですが、自家消費等というところはよくわからない。そういう供給の方が、よくわからない部分からかな
りよくわかる部分まで、そういうところを全部数量で、潜在供給数量と顕在化したものの差額が稲転の
実効数量ベースということになるんでしょうか。それを実際にきちんと管理していかないと全体が壊れて
いってしまう。さっきの試算のようなことが理論的にあり得る。それは避けるべきだということですから。 
 そこで、これからいろいろ知恵を使われて、１つは流通段階の方がこれについて実際上のスキームを
実施する上で貢献を従来以上にしていただかないと、数量ベースでというのはなかなか実効性が難し
い。そこがこれから知恵の出しどころではないかと想像しております。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 ほかに御意見ございますか。甲斐委員どうぞ。  
○甲斐委員 やはり原則的に、つくったものは食べられなければいけないわけですから。本当はパッと
自由にすれば、一たんすごく下落して、これではうちはとってもお米はつくれないと自覚なさるんだと思
うんです。そういう打撃が一遍にこないように、いろんな手当てをしながらここ何年間か来たわけです
ね。だけど、それをいつまで続けたらそういう危機感が本当に耕やしている方たちのところに来るのか
というのは、難しい問題だと思うんです。  
 先ほどおっしゃった上田さんの問題も大事な問題でして、それは私どもも土地の環境保全とか、いろ



んな意味合いでどうしても重要だと思うところは、そこの市町村長さんとか県の関係の方が一番よく地
形や何かを御存じだろうから、そういう形で残すんじゃないか、残すべく申請するんじゃないかと思うん
です。それが、米しかつくれないところだからということでお米をつくっていたのでは、やはり余ってしま
う。そこら辺私は農家の人間ではないので、机の上で考えていて大変申しわけないんですけど。  
 全体を見回すと、どうしても余っていたら下がるのは当たり前なんですけれども、今までがずっと買っ
てもらえていたのがずっときてしまって、いつでも買ってもらえると思っておられたところが、一遍にドカ
ーンとなった。それも国内だけでおさめられるならいいんですけど、ＷＴＯがあって世界を見渡せば、ず
っと安いお米を同じような味でつくられている国があるとなると、国のお米とか国の農業を守るにはどう
したらいいかということは、みんなが同じ土俵で考えなければ回っていかないことだと思うんです。  
 私は確かに経済界の方が言うように、何でもかんでも価格で解決するというふうに思っておりません。
食糧は同じ土俵に上げるべき問題で、工業製品と同じところに上げるべき問題ではないと思っておりま
すけれども、でも、ある程度のところまでレベルアップしていかなかったら、消えていってしまうのではな
いか。どこに線引きしたらいいかということは素人でわかりませんけれども、何しろ共通の認識を持たな
ければいけないと思うんです。自分が今これで食べられるとか食べられないとか、こっちに行ったら余
計にお金をもらえるという問題では解決できないところまできてしまっているんじゃないかと認識してい
ます。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 よろしゅうございますか。それでは、岡本委員、最後に。  
○岡本委員 反論するわけではないんですが、これを言うと自分たちの首を締めることになるかもしれ
ませんが、工業製品とは比べられないと。もしそれと同じに考えていたら、今農家は米なんてつくってら
れませんよね。農外収入を当てて機械を買って、農地を維持しているんです。「農家は農地持っていて
いいね」とよく言われますけど、その農地を維持するために、どれだけ税金を払って、農外収入から機
械を買って、農地の持つ役割なんかを。そんな大げさなことは言いませんけど、まず農地を維持するの
に大変だということ。それから、コストを考えればやってられない仕事、それでもやらざるを得ないという
か、やめられないという部分ですかね。工業製品と同じようにコストを計算して米をつくっていたら、とう
にやめています。そんなことをしている農家はばかだと言われればそうかもしれませんけれども、それ
でもやめられないというところも、理解してくださいというのもおかしなものなんですけれども、それが現
状ですよね。  
○八木分科会長 ありがとうございました。  
 よろしいですね。  
 長時間にわたり活発な御意見、御質問いただきまして、ありがとうございました。本日、委員の中から
出されました「米政策の見直しについて」の意見は、ぜひとも今後の検討に役立てていただきたいと思
います。  
 それでは、予定の時間ともなりましたので、以上を持ちまして主要食糧分科会を終了いたしたいと思
います。どうもありがとうございました。  
                

閉       会（午後3時25分）  
   


