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開 会

○針原企画課長 それでは、只今から主要食糧分科会を開会させていただきます。

委員の皆様には、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

本日は、麦の標準売渡価格について御審議いただきたいと思います。

会 長 あ い さ つ

○針原企画課長 それでは、会長、よろしくお願いいたします。

○八木分科会長 皆さん、おはようございます。ちょっと常磐線の車両故障で遅くなりま

して、大変御迷惑をかけました。

本日は、ただいま企画課長からお話がございましたが、麦の標準売渡価格につきまして

御審議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、審議会議事規則第３条第２項の規定により、会議は公

開することとし、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していた

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きましては、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。

議事の進め方等について

○八木分科会長 本日の議事の進め方につきまして、先ほど世話人の方々に御相談いただ

きましたので御説明いたします。

まず麦の標準売渡価格について諮問をいただき、事務局から麦の政府売渡価格をめぐる

状況等について説明を受けたいと思います。

事務局から説明が全て終わりましたら質疑を行い、概ね質疑が出尽くした後、諮問に対
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する御意見の開陳をしていただくこととしたいと思います。御意見の開陳は正午を過ぎて

しまうものと思われますが、意見表明が終了した時点で昼食とさせていただきたいと思い

ます。

昼食休憩の間に、世話人の方々を中心といたしまして答申案の作成を行い、答申案の作

成が終了した時点で審議を再開し、答申を取りまとめ、午後１時 分ごろを目途に終了30

したいと思います。

なお、世話人をお願いしております甲斐委員におかれましては、御都合により、本日、

御欠席であり、世話人会の方は中村委員にお願いしたいと思います。中村委員には、答申

案の作成についてお世話をお願いいたします。

このような手順で進めさせていただいてよろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○八木分科会長 ありがとうございます。

長 官 あ い さ つ

○八木分科会長 それでは、石原食糧庁長官からごあいさつをお願いいたします。

○石原長官 おはようございます。主要食糧分科会の開催にあたりまして、一言、あいさ

つを申し上げたいと思います。

委員各位におかれましては、御多用中にも関わりませず、また先週に続きましての開催

でございますけれども、本分科会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

麦は、米と並んで我が国農業における重要な農作物でございます。また、麦を使ったパ

ン・麺等の食品は国民の食生活に欠かせないものとなっております。麦につきましては、

平成 年に策定いたしました「新たな麦政策大綱」に即しまして、各般の施策を総合的10

に推進し、生産性の向上、品質の改善等を図ってきたところでございます。

先週、説明いたしました「米政策改革大綱」におきましても、需要に即した高品質の麦

・大豆生産に取り組む生産者に対する支援策を実施することとしており、農林水産省とい

たしましては、麦について、引き続き生産性の向上、品質の改善等に努めてまいる考えで

ございます。

さて、本日は麦の標準売渡価格について御審議いただきたいと存じます。麦の標準売渡

価格につきましては、家計費及び米価その他の経済事情を参酌し、消費者の家計を安定さ
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せることを旨として定めることとされております。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。

以上をもちまして、簡単でございますが、私のあいさつとさせていただきます。

○八木分科会長 ありがとうございました。

諮問及び諮問の説明等

（１ 「諮問」及び「諮問の説明」）

○八木分科会長 それでは、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」及び「諮問の説明」を読み上げさせていただきます。、

諮 問

麦の標準売渡価格について、最近における麦政策の運営の状況、外国産麦の国際価

格、為替相場の動向等を総合的に考慮する必要があるものの、家計の動向等の経済事

情にかんがみ、これを据え置くことにつき、食料・農業・農村政策審議会の意見を求

める。

平成 年 月 日14 12 13

農林水産大臣 大島 理森

諮 問 の 説 明

麦の標準売渡価格は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づき、家計

費及び米価その他の経済事情を参酌し、消費者の家計を安定させることを旨として定

めることとされております。

15麦をめぐる経済事情をみると、国内産麦については、麦作経営安定資金の平成

年産単価について引下げを行ったものの、生産数量は近年増加してきており、また、

外国産麦については、国際価格が主要輸出国の干ばつ等により高値で推移するととも

に、為替相場は円安基調で推移しております。

他方、家計費については、最近の景気動向の下で可処分所得が低迷している等の状
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況にあります。

以上のような事情を総合的に考慮し、麦の標準売渡価格については、これを据え置

くこととしてはどうかということであります。

（２ 「麦の政府売渡価格をめぐる状況」）

（３ 「麦の標準売渡価格の決定内容（案）の概要」）

（４ 「麦の標準売渡価格の決定内容（案 」） ）

○八木分科会長 続きまして 「麦の政府売渡価格をめぐる状況 「麦の標準売渡価格の、 」、

決定内容（案）の概要 「麦の標準売渡価格の決定内容（案 」の資料につきまして、食」、 ）

糧庁流通課長から説明をお願いいたします。

○篠田流通課長 流通課長でございます。

それでは、説明をさせていただきたいと思います。お手元の資料２、３を使いまして御

説明をさせていただきたいと思います。

まず資料２でございますけれども、麦の政府売渡価格をめぐる状況ということで、小麦

・麦の状況につきまして簡単にまとめております。まず、こちらを御説明した上で、資料

３、麦の標準売渡価格の決定内容の概要ということで御説明をさせていただきたいと思い

ます。

既に、委員御案内の部分もあろうかと思いますので、簡潔に御説明をさせていただきた

いと思います。

。 。資料２の１ページでございます 政府売渡価格の設定の考え方ということでございます

右の方にイメージ図ということで図をかいてございます。これも御案内の図でございます

けれども、今回の政府売渡価格の決定の基本的な考え方を図にしてまとめてみたものでご

ざいます。斜線をかけた部分、影がついている部分がございますけれども、そのうちの外

国産麦という文字の下に横長の影をつけた部分がございます。こちらが外麦を購入して売

り渡すときの、言ってみれば――Ｂというところに書いてございますが――売買差益でご

ざいます。

それに対しまして、それの左やや上方に縦に長い影をつけた部分、Ａと書いてございま

すが、国内産麦に対する財政負担ということでございます。今までの価格の算定の基本的

な考え方ということで、下の方にも線で書いてございますけれども、Ａの部分とＢの部分
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との収支に赤字が生じないようにということで一つの算定の基本的な考え方ということで

算定をしてきております。今回も同様の考え方にのっとっております。

ただ、右の図の下線部分にもちょっと書いてございますし、左の文章の方にも書いてご

ざいますけれども、例えば、左の文章の一番下のパラグラフでございますが「家計の安定

が図られる価格の範囲内で」ということでございます。その後で、今申し上げましたよう

に 「収支に赤字が生じないように価格を設定することを基本とする方式（コストプール、

方式 とございますけれども そのコストプール方式とパラグラフの冒頭にあります 家）」 、 「

計の安定が図られる価格の範囲内で」ということで、この考え方にのっとって算定をして

いくということでございます。

２ページでございます。これまでの状況ということで、ここしばらくの状況を表にまと

めてございます。まず右上の表を見ていただきたいわけでございますが、そのうちのやや

右の方に「政府売渡価格」とございます。これを今回、御審議をちょうだいするわけでご

、 、 、ざいますけれども 価格の推移を見ていただきますと 昭和 年から載っておりますが60

キログラム当たりで 円、それが、だんだん年を経て引き下げの傾向あるいは据60 4,000

え置きもはさみまして下がってまいりまして、昨年のほぼ同時期、 月に御決定いただ12

きました価格は 円ということで４割程度の低下をしてきたということがございま2,308

す。その 円という数字が下に３つ並んでおりますけれども、昨年は据え置き、さら2,308

、 、 、にその前も据え置きということで ２年連続据え置きで来ているということで その右側

対前年増減率という欄でございますけれども、バーが２つ並んでいるということでござい

ます。

それから、為替レートにつきましても表の一番右に掲げてございますけれども、もちろ

ん、これは変動がございまして一本調子ということではございませんが、昭和 年、こ60

の表の一番最初を見ますと 円。それが、最近では 円という水準になっておると224 123

いうことで、こういう為替の動向等もにらみまして引き下げの傾向になってきているとい

うことでございます。

それから、右の下の表でございます。内外価格差の推移ということで、これも表でまと

めてございます。これも 年、昭和 年でございますけれども、買付価格と売渡価1986 60

格の比をとってみますと 倍ということでございました。こちらの倍率も、だんだん傾3.7

向的には縮小の方向に動いておりまして、 年で申し上げますと 倍程度というふ2002 1.7

うに推移をしておるということでございます。
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また、後で御紹介もあろうかと思いますが、左の方の文章にもちょっと触れてございま

すが、最近は外麦の価格の急騰もありまして、内外価格差の数字というのも、短期的には

かなり縮小してきているということでございます。

、 。 、そのお話が 次の３ページにお示しをしてございます 調達コストの状況ということで

外国産麦の状況ということでございます。文章でも書いてございますが、右上の表をごら

んいただくのが一番おわかりいただきやすいかと思います。表に線でずっとフォローして

いるのが２つ出ております。黒い四角を線で結んでおりますのが外国産小麦のＦＯＢ価格

の推移でございます。文章の方にも触れてございますけれども、昭和 年の秋ごろが、12

最近で見ますとやや底かと思いますが、それからやや上がって推移をいたしてきておりま

す。本年の５月、６月の時点で、かなり下の方に推移をいたしましたが、その後、ごらん

いただきますように、買付価格は、かなりの水準まで高騰いたしているということでござ

います。これは、左の目盛りで見ていただきますとトン当たりのドルで表示をしてござい

ますが、かなりの高騰をしてきたということでございます。

こちらの原因につきましては文章の方でも触れておりますが、海外の主要産地、カナダ

・アメリカ・豪州といったところでございますけれども、そういう主要産地で、天候要因

で干ばつが生じまして、その関係を反映した結果であると考えております。

なお、ごくごく最近になりまして、ややＦＯＢ価格につきましてもちょっと下がったと

いう傾向が出ているということでございます。

それから、円レートでございますけれども、こちらは点線でずっと経過を示してござい

ます。こちらの方も一定の幅で変動を繰り返しながら来ておるということでございますけ

れども、この図の始まりのころと最近の水準ということで、これは右の目盛りに出ておる

わけでございますが、円安傾向に振れているということかと思います。

、 。 、それから 右の下の表でございます 外国産麦の調達コストと価格改定率ということで

もちろん価格のお話をこの後、資料３で申し上げるわけですが、この表で整理しておりま

、 。すのは 上のグラフにもございましたＦＯＢ価格の推移を表の中で整理いたしております

それから、為替の動きを載せておりますけれども、この表の右から二つ目を見ていただき

ますと、調達コストの対前年増減率とございます。

ですから、上のグラフにもございましたような調達の価格というものを年々ではじいて

みるとどうなるかということでございます。こちらは、プラスもマイナスもそれぞれ過去

立ってきておりますけれども、下の四角で囲んだ２つの数字でございます。平成 年と14
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いうことでとってみますと、調達コストは約２割上がっているということでございます。

対前年で２割ということでございます。それから平成 年、一番下でございますが、こ15

ちらも四角で囲んでおりますけれども、 ％の対前年の増であるということでござい16.9

ます。

一番右の価格改定率を、これまたずっと経年的に追っておりますけれども、過去２年据

え置きというふうに先ほど申し上げましたように、下から一つ目、二つ目というところは

据え置きということで価格の改定を実施してきたということでございます。

、 、 、 、左の文章にもございますように 価格の上昇 外麦調達コストが一昨年と比べて 去年

ことしということで、かなり高くなっているということは事実で、このとおり示されるの

ではないかということでございます。

それから、４ページでございます。先ほど、冒頭の１ページでもありましたように、売

渡価格を決定するときの要素の一つとして国内産麦の状況ということが出てまいります。

その状況を簡単にまとめたページでございます。９月の段階での御説明と大きく変わった

ものはございませんけれども、右の上の表にございますように国産の麦、これは流通数量

でとらえておりますが、流通数量も右肩上がりと申しますか、かなりふえてきているとい

うことでございます。

なお 年、ことしの麦でございますけれども、作況指数 ということで、平年に比14 108

べましてかなりの豊作という結果になっております。その結果、 万 トンという数78 6000

字が出ているということでございます。

平成 年、これは平年ベースと置いてみますと 万トン余りというふうに見ている15 72

ということであります。

それから、麦作経営安定資金ということで、その下に説明がございます。つまり、民間

流通の麦ということに移行いたしておりますので、生産者手取りの部分、入札で決まって

まいる価格の部分の差でございますが、こちらにつきましては、麦作経営安定資金という

ことで一定の財政措置を講じている。その財源が、今回の売渡価格の水準と関連をしてく

る。財源という意味でございますけれども、そういうことでございます。

前のページで調達コスト、それから、この４ページで国産のコストの関係ということで

関連があるということでございます。

それから、５ページでございますが、こちらの方は、冒頭のページでもちょっと触れさ

せていただきましたように、家計の動向にも一定の配慮をして決定するということでござ
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、 、 、いましたので その家計費等の動向ということで これまた簡単ではございますけれども

まとめさせていただいています。

右上の表を見ていただきますと、 のところに水平線を置きまして、可処分所得等の100

推移ということでグラフで追ってございます。要するに、最近、デフレということでござ

いまして、余り大きい伸び、右肩上がりの伸びは生じていないということだろうと思いま

す。

、 、 。それから 下の方でございますけれども 家計麦価の式ということで掲げてございます

要するに、これも価格の算定で後ほど御説明を申し上げなければいけませんけれども、家

計費等の動向を算定して、家計麦価という数字を計算して、それを価格決定のときの参酌

に使うということでございます。傾向だけ申し上げますと、左下の３行に書いてございま

すけれども、可処分所得が低迷している一方、加工流通経費の減少により、現行売渡価格

とほぼ同水準の試算というふうになろうかと考えております。

それから、６ページでございますけれども、小麦粉調製品の輸入動向ということでござ

います。輸入をして売り渡しをいたします麦で、もちろん小麦粉等の製品ができるわけで

ございますけれども、国内で生産される小麦粉と、言ってみれば競合する存在、それが輸

入の小麦粉調製品ということでございます。

、 。右上の方に主な品目ということで それぞれの関税率とあわせまして書いてございます

関税率、もちろん、やや上下はございますが、大体 ％前後ということでございます。20

こちらの輸入の動向を真ん中の表で書いてございます。小麦粉調製品、マカロニ・スパ

ゲッティ、ビスケットという３品目でとっておりますけれども、これは年々、傾向として

ふえてきているという傾向かと思います。増加傾向にあるということでございます。

それから、左の下の方にもちょっと書いてございますけれども、こういう調製品をどう

いうふうに使っておられるか、あるいはどう見ておられるかということでございます。小

麦との価格が拡大すれば、こういう輸入調製品の使用がふえていくというふうに見込まれ

ているということであろうかと思います。こういう点につきましても、価格の設定時に一

定の配慮をしていく必要があるのではないかということであろうかと思います。

それから、７ページでございますが、製粉企業の状況ということでまとめております。

これも、既にお耳に達しておろうかと思いますけれども、先ほどの家計麦価のところのお

話と共通でございます。デフレの経済のもとで２次加工メーカー、川下のメーカーさんか

ら値引き要求というものがかなりあるということで、小麦粉の販売価格をとってみたのが
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右上の表でございますけれども、これも、やや低下傾向にあるのではないかというふうに

把握をいたしております。

それから、下の方には製粉各社さんの営業利益率ということで、利益率に応じた企業数

のまとめをさせていただいております。

それから、８ページ目でございます。これも 月の分科会での御説明と重なる部分が10

多うございますけれども、 年産、先ほども触れましたように、かなりの豊作でござい14

ました。こちらの 年産の麦につきましては、収穫後、実需者の方々の方に引き取られ14

ていくということでございますけれども、ほぼ順調に推移をしているということでござい

ます。

９ページの方には、今、播種が終わっておろうかと思いますけれども、 年産麦の結15

びつきの動向ということでございます。これも前回、 月の分科会のときに多少触れさ10

せていただきましたけれども、入札を夏にいたしましたときは、一定の数量、ミスマッチ

ということで結びつきができなかった部分がございましたが、その後、結びつきというこ

とは順調に推移をしているのではないかというふうに聞いているところでございます。

、 、 、以上が 資料２の御説明をさせていただいている部分で それ以下は参考ということで

適宜、必要があれば御説明の過程で触れさせていただきたいと思います。

次は、資料３によりまして、価格の算定の決定内容（案）ということで、そちらの概要

を御説明したいということでございます。

基本的な考え方は、資料２の１ページで簡単に触れさせていただきましたけれども、設

定方法ということで、そこでまた四角で書いてございます。イメージ図、右の方にありま

すのは、先ほどの資料２のものと共通でございます。やや詳しく、言葉と説明等が入って

おりますけれども、そのイメージ図の外国産麦という部分、横長の影をつけた部分でござ

いますが、そちらの右を見ていただきますと、下の①という部分が買入価格プラス管理経

費であるということ、その上の②という部分、これは、言ってみれば売買差益ということ

で、上の水準両方合わせたものが売渡価格でございますけれども、その価格を決定してい

ただきたいということでございます。その横長の斜線をつけた部分が縦長の部分、３の国

内産麦に対する財政負担ということの原資になっていくという考え方で算定をいたしてお

ります。

左の方に、コストプール方式による算定ということで算定の数字を掲げてございます。

外国産麦のコストということで３万 円、トン当たりでございますが、そちらの数字6121
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が一応算定をされてくる。内訳も、そこにお示しをいたしております。外国産麦の買入価

格、そちらの絵で言いますと、①の部分の右に書いてございますが、買入価格プラス管理

経費のうちの買入価格でございます。こちらが３万 円。それから、政府管理経費と461

いうことで 円でございます。こちらのトータルは３万 円ということになるわ5,660 6121

けでございます。

それから、②でございますけれども、国内産麦のコストということで、これが右のイメ

ージで言いますと②と③、これはイコールという形になりますが、置いてみたものでござ

います。１万 円ということになっておりまして、その内訳が、国産麦の麦作経営安8060

定資金ということで、一定の額を生産者の方々に交付しておるわけでございますが、その

原資ということになりますが、それに充てる部分が１万 円。それから、政府買入経8031

費が 円ということでございます。29

３のところに算定結果と書いてございます （①＋②）ということでございますけれど。

も、これが右の絵で申し上げますと売渡価格、一番右のところに出ておりますが、①と②

を足した部分の水準ということになろうかと思いますが、先ほどの①、②を足した結果、

５万 円という数字が出てまいります。4181

そこの括弧につけておりますけれども、現行価格に比べて ％のアップということ11.8

になります。これは幾つか要素がございますが、先ほど申し上げましたように、外麦の調

達コスト、外麦の価格が海外の干ばつ等の状況によりまして上がっているという要素を反

映して、こういう数字が出てくるということがございます。

それから、細かいお話でございますけれども 「現行価格に比べ」ということがござい、

ます。ここの点で若干、御説明を申し上げておくべきかと思います。先ほど価格の推移の

ところで、最近、２年連続据え置きをしてきているということを申し上げました。実は、

１年前のこの分科会の場でも売渡価格について御審議をいただきまして、据え置きという

ことにしたわけでございますけれども、そのときも同様に、一定額引き上げの試算という

のが試算上は出ておりました。 ％の引き上げという、この計算にのっとった場合でご7.6

ざいますけれども、数値が出ておりましたが、結果的には、後で出てまいります家計麦価

の考え方をとりまして、デフレ経済のもとでの状況というのを反映させまして、据え置き

ということにしたわけでございます。

さらにさかのぼって、今から申し上げますと２年前でございますけれども、２年前の段

、 、 、階で同様の計算をいたしまして このときは ほぼバランスするということで現行の価格
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現行まで適用されている価格を設定したわけでございます。ですから、この現行価格に比

べプラス 円、 ％の増と書いてございます、この現行価格というのは、もちろ5,718 11.8

ん、現在の昨年決めていただいた価格でもございますけれども、さらにその前の価格、据

え置きをした最初の年の価格に比べという意味でございます。そういう意味で 「現行価、

格に比べ」ということで書いてございます。

いずれにいたしましても、今回、この機会に計算をしてみますと、コストプールによる

方式ということでやってみますと、 ％の増ということが数字上は出てくるというこ11.8

とでございます。

それから、これもやや申し上げるのがおくれてしまいましたけれども、イメージ図の下

の方に、それぞれ一定の数量を書いてございます。内麦民間流通数量 万 トン、72 1000

内麦政府買入数量 トン、外国産麦政府買入数量 万 トンということでござ1000 481 8000

いますけれども、こういう見込まれる数量を前提にいたしまして、先ほどの買入価格であ

りますとか、管理経費でありますとか、そういったものをあわせて計算をしてみたという

ことでございます。

11.8以上が、コストプール方式ということで物差しを当ててみたときの算定の結果、

％のプラスということでございました。

それから、２ページでございますけれども、これは先ほど資料の方でも申し上げました

ように、最近の家計の状況でありますとか、そういった状況を同時に考慮しなければいけ

ないだろうということで、そのための算式が決められておりましたので、それにのっとっ

て計算をしてみたということでございます。算式ということで、右の方に点線で四角く囲

った部分がございます。そのＰ というものを求めてみるわけでございますけれども、右e

辺の方に一定の式が書いてございます。Ｐ 、これは直近３カ年の全国の小麦粉消費者w

価格である。その次に、Ｉ 分のＩ ということで、可処分所得の推移でそれを修正し0 1

ているということでございます。それから、マイナスＣということ、Ｃは流通加工経費で

あるということでございます。

その計算の経過が左の方に出ておりますけれども、家計費の方はマイナス ％――可1.7

処分所得でございますが、マイナス ％ということで、これは最近の経済情勢を示して1.7

いるのだろうということでございます。そういう係数をＰｗに掛けてみまして計算をして

いくわけでございますけれども、Ｃの部分につきましては、そこに出ておりますように、

１万 円であるということ。これは小麦粉 キロでございます。3067 100
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その数字を使いまして、今度はＰ を出しておるわけでございますけれども、やや複雑e

でございますが、小麦粉の価格を原料の玄麦、小麦の価格に戻すという過程を④のところ

でいたしております。大体、小麦粉 キロをつくるのに玄麦 キロがいるという換100 120

、 。 、算の係数がございますので その分数を掛けまして算出をいたしております その結果が

原料小麦の上限価格（玄麦 当たり）ということでございますように、 円とい100kg 4,595

う数字が出てまいります。これも現行価格と比較をいたしますと、プラス 円というこ16

とで、 ％の現行価格に比べて増ということになります。0.3

ちなみに、前のページと同様に、これを昨年の算定の数字と比較する必要があろうかと

思いますが、昨年お示しした数字はプラス ％でございました。そういうことで、昨年0.4

が 、ことしが ％ということで算定の結果が出てまいります。0.4 0.3

下の方に米印を付しまして、大麦、はだか麦について同様に計算をしておりますけれど

も、ほぼ同様の数字が出てくるということでございます。

以上が、大きな算定のルールにのっとったやり方の要素でございますけれども、３ペー

ジの対米価比ということ。こちらも、今までの算定のルールで対米価比でどうかというの

も見るというのがルールでございます。その結果は表にあるとおりでございます。 ％45

あるいは ％というところで、ほぼ横ばいかというふうに考えております。47

そこで４番のところ、改定率の考え方ということでございます。これも、今まで御説明

してきたものを総合的に判断してどうするかということでございますけれども、算定の考

え方、ルールということでコストプール計算をしてみますと、現行価格に比べて ％11.8

。 、 、の増であるという結果が出てまいります ですから その考え方だけで適用いたしますと

％という考え方もあるわけでございますけれども、改定率、ここに書いてございま11.8

すように、あるいは先ほど御説明いたしましたように、家計の状況ということをあわせて

評価をいたしますと、先ほどの ％という数字がございましたけれども、そういった数0.4

字をあわせて考えますと、対前年同というのが妥当ではないかということで、対前年同額

ということでいかがかということでございます。

その結果を下の表にも書いてございますけれども、具体的には前年と同額の数字をそこ

の表に掲げておるということでございます。

かいつまんで御説明をいたしました。若干、わかりづらい部分もあったかと思いますけ

れども、価格の算定の内容につきましては以上でございます。何か、御質問等がありまし

たら、またお答えをさせていただきたいと思います。
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とりあえず、以上のようにさせていただきます。

質 疑

○八木分科会長 事務局からの資料説明が終わりましたので、それでは、まず質疑を最初

に行い、その後、諮問についての意見開陳とすることとしたいと思います。

どなたからでも結構ですので、質問等ございましたら御自由に御発言ください。

中村委員、どうぞ。

○中村委員 一番最初に話をするのは余り好きではないんですが、一つは、今回の計算で

見ますと十一、数パーセント上げなければいけないところを、諸般の情勢を考慮して据え

置きにしたということですので、実需者を含む消費者側としては大変ありがたいことだと

いうふうに思わざるを得ないと思っております。

それで、この資料の中にもありましたけれども、小麦粉の値下がりも、最近はえらい幅

で下がってきておりまして、粉１袋、 キロ１袋 円、去年に比べると下がっておりま25 38

す資料もありました。年間で、小麦粉の売られている袋の量は１億 万袋売られてい5000

ますので、 円掛けると約 億円ぐらい、去年に比べて値段が下がった。すなわち、製38 60

粉業界の利益がその分減ったというようなことになるぐらいに、デフレというのはいろい

ろなところに及んでいるわけであります。

多分、製粉業界、そのままでは全部赤字になって倒産してしまいますので、いろいろな

物資についての調達コストを下げるようにしておるわけですね、いろいろなものを使って

いますので。あるいは人件費についても、ボーナスを減らすというようなことでしのいで

いるのだろうと思います。

一方、国内産小麦、これも資料に出ておりますように、３年前までは ～ 万トン52 53

、 。の使用量だったんですが 年産は大豊作ということで 万トンまで使うことになった14 78

このところ、製粉業界の各社が内麦の新製品をどんどん出しておりまして、来年、またと

れる秋までに、できるだけ、ことしとれた内麦の消化を促進しようというように、結構、

死に物狂いで新製品を発売しているような状況であります。

そんな状況ですので、今回の決定措置については、大変ありがたいことだと思っており

ますが、質問を２つほどさせていただきたいと思っておりまして、一つは、これは資料２

でも３でもいいんですが、イメージ図の右側のところですね。右側の外国産麦の黒く塗り
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つぶしたところに売買差益と書いてありまして、その下に買入価格プラス管理経費という

ふうに説明がされておりますけれども、我々民間では、一般的に売買差益というのは、買

った価格と売った価格の差を売買差益と呼んで、その売買差益の中に管理経費があるとい

うことを普通に考えております。そうすると、買入価格プラス管理経費のところの線がも

う少し下に下がって、売買差益というのはもっとあるというのが普通ではないかなと思っ

ておりますので、ささやかな質問ですが、そういうことが一つ。

それからもう一つは、実はことしの 月４日に政府買入価格について答申をこの分科10

会は行っておりまして、その本文に「なお、新たな麦政策大綱の実施状況について検証を

行い、今後の麦政策のあり方について関係者の間で速やかに検討されたい」という答申が

出されております。私も、こういう審議会その他の委員というのは余りやったことがない

ので、この答申の文言は今でも生きているものなのか、あるいは本日の答申の中に、もう

一回、こういう文言を書かなければ、この分科会で書かないで過ぎてしまうと、 月４10

日の答申の「なお」以下の効力はなくなってしまうのか、あるいは、なお引き続き効力は

あるというふうに考えるべきなのか。であるとすれば、どういう方向で、この「なお」書

きに対応していくのか。

大変、お忙しい状況だというのはわかっておりますので、何も１月１日からすぐ始めな

ければいかんということでもないでしょうけれども、どういうふうに解釈をすればよろし

いのかということ、この２点について教えていただければありがたいと思っております。

○篠田流通課長 １点目の売買差益と管理経費の分類といいますか、どちらに入れて考え

るかということでございますけれども、それは、確かに民間で実際、整理されるときの考

え方というのは、そういう考え方もあろうかと思います。

ただ、ここで整理いたしておりますのは、先ほども御説明の過程でさせていただいたと

思いますけれども、売買差益、そこにあります②の部分を③の部分に充てていくというこ

とで、国内産の麦に対する財政負担に使える部分ということで、一定の管理経費について

は買入価格と一緒に計算をしているということであろうかと思います。

資料３の１ページ目の下の部分、ちょっと説明を省かせていただきましたが、①の総額

幾ら幾ら、②の総額幾ら幾らというふうに書いた部分がございます。こちらも、先ほどの

御説明で申し上げましたように、現行価格との比較ということで整理をいたしているわけ

でございますけれども、今回、管理経費につきましては、かなり一定額の減少ということ

も織り込んだ結果になっているかと思っているところでございます。国内の麦を使う部分
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ということでの整理をしているということでございます。

それから、２点目の部分でございますけれども、確かに、御指摘のとおり、答申に当た

りまして、その時々で、答申の数値以外の部分についても御答申をいただいていることが

ございます 「新たな麦政策大綱」の結果を検討して、その進行状況を検証していくとい。

、 、 、うことは やはり必要なことでもございますし 答申でも盛られたわけでございますので

それは我々やっていかなければいけないことだろうと思います。

民間流通のあり方ということになるのかもしれませんが、民間流通になりますと、民間

流通協議会ということで実需の方々と生産者の方々双方入りまして、民間流通のあり方あ

るいは麦政策大綱の中身に照らしまして、どういうことをやっていくべきかということを

意見交換しながら進めてきております。そういった場での検討ということもありましょう

し、あるいは農政自体、大きな曲がり角といいますか、いろいろな点で見直しを進行中で

ございます。そういった点と整合性をとりながら、麦についても考えていくべきものがあ

れば、また考えていく必要があるだろうというふうに考えております。

ですから、答申につきましては、それぞれいただいたものにつきましては尊重した上で

我々としては対応し、また関係者の方とも御協議をし、御意見を伺う必要もあろうかとい

うふうに考えているところでございます。

○八木分科会長 長官、どうぞ。

○石原長官 補足させていただきたいと思いますけれども、今、流通課長が申し上げたと

おりでございますが、 月の答申を我々は受けとめて、関係者の間で速やかに検討しな10

ければならないということで行われております。決して、我々はこれを無視するものでは

ないと思っております。

ただ、１週間前に申し上げましたように、正直申し上げまして、ちょっと米にかかりき

りになってきたということで、麦についての検討がその分、ややもするとおくれてきたと

いうことであろうかと思います。

ただ、最初の私のあいさつの中でも申し上げましたように 「米政策改革大綱」には麦、

の部分も入っております。そういうものもあわせまして、我々は麦政策のあり方を検討し

なければならないと思っておりますので、この 月の答申を受けまして、より力を入れ10

て、麦政策をどうするのかということは考えていきたいと思っております。

○中村委員 よろしくお願いいたします。

○八木分科会長 ほかにございますか。
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五月女委員、どうぞ。

○五月女委員 まことに単純な御質問でありまして、非常に恐縮するところでございます

けれども、資料２の７ページにあります、今もお話になりました大手から次の段階にわた

る値引きの要求、価格の要求ですけれども、もっとこれを具体的に――ただ一辺倒の価格

の要求ということではなしに、具体的にどのような要求があるものか。

それと、６ページあたりにある輸入麦関係ですけれども、海外の輸入麦の生産年度、あ

るいは加工してある調製品の麦の原料の生産年度と加工年度、そういうものはどういう把

握の仕方をなさっているのか教えていただきたいのですが。

、 、 、それともう１点ですけれども 海外での加工流通経費 ここでも加工流通経費が非常に

先ほどのお話のように緊迫している状況はわかるんですけれども、海外ではどういう加工

流通経費のあり方をとっているのか教えていただきたい。

○篠田流通課長 御質問にあった部分の第１点でございます。値引きの要求を具体的にと

いうことでございます。実は、私どもは取引しているということではございませんので、

なかなか現実にどうこうというのは――いろいろなところからお聞きをするとか、あるい

はここにお示ししたように、調査をした上で、そこから伺うといった方法によらざるを得

ないということでございます。

ただ、若干補足で申し上げますと、これは、どこの農産物あるいはほかの品目について

も共通かと思いますけれども、やはり大手のスーパーさんといいますか、そういうところ

での商品間の競争というものが、かなり激しい。もうちょっと端的に言ってしまえば、Ａ

、 、社のものがこれだけだ Ｂ社のものがもうちょっと安いんだったらそっちにしますよとか

あるいは置く位置を、より売れやすいところにはそういうものしか置きませんよとか――

これは、小麦粉というより一般の話ということでお受け取りをいただきたいのですが、そ

ういったお話が、小麦粉に限らず関係の方からはお聞きをすることがあるということでご

ざいます。

それから、輸入麦の加工生産年度というお話がございました。ちょっと御質問に答えら

れるかどうかわかりませんけれども、６ページで示しております輸入の動向ということで

ございますが、そこにもちょっと書いてございますように、貿易のデータの方から推移を

とっているということでありまして、海外で調製品なりに加工されてくるもののさらに原

料が、いつごろ海外で生産され、加工されということになりますと、正直言って私どもと

しては、なかなかそこのところまではつかみがたい部分がございます。
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それで、今回の議論の中心の小麦の価格との関連で申し上げますと、確かに、そういう

一定の競合関係というものがあると思うのですが、その競合している小麦粉の調製品とい

、 、 、うものの存在の中身 あるいは具体的なところというのが こう言っては何ですけれども

かなりわかりづらい。例えば、どういう価格で、どういう使途で、どういう方々が、どう

いう意図でお使いになっておられるのか、あるいは転換しようとしておられるのかという

ところになりますと、統計上出てまいります限りでは、もちろん、私どもも把握はできま

すけれども、個々の業者さんなり産業の中で、どういう御商談といいますか、交渉されて

おられるのかという部分になってくるのだと思うんです。

ですから、特に調製品の産地であります韓国とか何とかは、国内で麦をほとんどつくっ

ておりませんので、お話がありましたように、どこからか輸入をして、そこで加工して、

その一部が我が国に入ってくるということだと思いますが、そこのプロセス、あるいはど

ういう原料、どういうコスト構成といった点になりますと、正直言って、なかなかつまび

らかにできるという部分が少ないというふうに言わざるを得ない部分があります。

私どもも調製品のお話を、こういう機会あるいは別の機会でお聞きをしますし、またお

話をするわけですけれども、どうも競合相手とは言いながら、情報を得ようとすると、そ

ういった点が、私どもとしてもやや歯がゆい点があるということで、委員の御質問になか

なか、こうなっていますということでお答えができないんですが、私どものあれしている

ところでは、そんな程度というふうに申し上げざるを得ないということでございます。

それから、海外での加工経費――これは、調製品の加工経費でございますか。

○五月女委員 そうです。

○篠田流通課長 ですから、そこら辺が、今申し上げたような状況でして、正直言って、

コスト的にどうなんだろうか、私ども国内でつくる小麦と競合するようなコストで本当に

できているのだろうかと。

あるいは、さらに申し上げれば使い道ですね。やはり特定のところへ使うということに

なると思いますけれども、品質の差とか、国産でそれなりのかなり高い品質ができると思

うんですが、そういうものと比べて、入ってくる調製品の品質というのはどの程度のもの

なんだろうかと。

だんだん向上してくるということは見込まれるわけですけれども、それが実際、さらに

加工されるところで、使用されるところで優位の差が出てきているのではないかという期

待もあるんですが、どうもそこのところがよくわからない。
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ちょっと、わからないという話が続いて申しわけないんですけれども、調製品について

は、なかなかわからない部分が多いということは申し上げざるを得ないと思います。

○八木分科会長 よろしいでしょうか。

中村委員、どうぞ。

○中村委員 ちょっと製粉業界の名誉のためにというのもおかしいんですが、資料３の２

ページ目に、家計麦価のところで「家計費の動向を踏まえた小麦粉価格」というのがあり

まして、 キロ当たり１万 円と書いてありますね。その下に、加工流通経費等と100 8000

いうことで１万 円と書いてあります。そうすると、七十何パーセントが加工流通経3000

費だということになるわけですが、これは一般の小麦粉の話ではなくて、五月女さん、こ

、 、んな１キロとか グラムとか小さいものがありますね スーパーなんかで売っている500

あの小麦粉のことなんです。

そうすると、スーパーとか何とかに売るときの値入率そのものが、卸からそういうとこ

ろに売る値段は ％掛け、だから、 ％引きぐらいでやっているわけです。さらに、そ65 35

ういう小さな袋ですから、きちんと袋に入れて、段ボールに入れて、それで量販店の方に

ずっと迂回して持っていくということですので、この加工流通経費のところだけ見て、何

だか、日本の製粉業界はえらいむだ遣いしているのではないかと思われますが、決してそ

うではありませんので、ひとつ、そのように御理解いただければありがたいと思います。

よろしくお願いします。

○八木分科会長 長官、どうぞ。

○石原長官 今、五月女さんがおっしゃいました調製品の話、今、流通課長が正直に申し

、 。 、 、上げましたように よくわからないわけでございます それで 我々が得ている情報では

日本の企業の方に値上げしたいと。向こうも円安とか、いろいろそういう事情があるでし

ょうから――そもそも輸出国が干ばつなわけですから、価格が上がっているということで

値上げしたいという声が来ているようでございます。

ところが、向こうも日本の状況を見ておるわけです。それで我が方も、円安、現地の価

格の高騰、また財政事情を考えますと、若干の値上げをお願いしても消費者に理解される

のではないかということも考えたんですけれども、何といいましても、結局調製品が入っ

てくれば元も子もないわけです。要するに、これはどちらかというと、がまん比べみたい

なものですね。向こうはこちらを見ているし、こちらは、向こうが先に値を上げるんじゃ

ないかということで期待しておりまして、そういうこともありまして、今回、据え置きと
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いうことにさせていただいたところでございます。

中村委員から別の御意見、実需者からいろいろ御意見はあるでしょうけれども、我々は

そういう判断をしているということを申し上げておきたいと思います。

○八木分科会長 加倉井委員、どうぞ。

○加倉井委員 資料２の７ページのところに製粉企業の営業利益率が出ておりますが、製

粉部門と書いてあるんですね。今の製粉企業というのはいろいろなものを売っておられる

ようなので、そもそも製粉部門とそれ以外の部門と、どういう比率なのか。

なぜ、そんなことを聞くかというと、製粉部門は政府が売り渡す小麦で商売しているわ

けだから、多分、これでやたらに儲けたらおかしいということになるだろうと。だって、

政府から買ったもので大儲けというのはあり得ないんだから。しかし、もちろん製粉企業

はきちんと存続させなければ、競争しながら存続させなければいけないという両方がある

わけだから、これは一体どのくらいになるのか。

極端に言えば、製粉部門というのは、そもそも利が薄いものであって、それ以外もいろ

いろやっていただかないと、今の時代で食べていけたらかえっておかしいんじゃないかと

いうぐらいのことが一つあります。

それからもう一つは、ここの利益率ですが、昔、トヨタ自動車の利益率は１％と聞いた

ことがあるんですね。ですから、利益率だけで、その企業がどうだということはわからな

いんじゃないだろうか。それで、政府は一体、これは幾つぐらいがいいとお考えになって

いるのか。トヨタ自動車よりすごくいいわけだけれども、これは、一体どう思っておられ

るのか。

そもそも、この数字は余り役に立たないんじゃないかということで――ごめんなさい。

ある委員に悪いような言い方をしますが、ちょっと御質問します。

○八木分科会長 加工食品課長、お願いします。

○紺野加工食品課長 最初に後の方の御質問からお答えしたいと思うんですけれども、き

ょうお配りしている麦価に関する資料がございます。これの ページをあけていただ116

きたいのですが、そこに食料品製造業の売上高営業利益率及び売上高利益率の推移という

ものがございます。そこに、左側の方ですけれども、売上高営業利益率というものが書い

。 、 、 、 、てございます それで一番上の段ですけれども 全製造業 年度でごらんください13 3.2

それから、食料品製造業が 、その下に小麦粉と書いてございます。これは、いろいろ3.1

な部門が混ざった数字ですけれども、ここが となっております。これは、何パーセン2.3
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トがいいとか悪いという話ではなくて、これが実態だと思うんですけれども、客観的に見

ますと、小麦粉の分野は相対的に低いということが言えるかと思います。

それから、最初の御質問ですけれども、製粉企業、大きく分けて大手さんと中小さんと

大分違うんですが、大手企業さんの方は、非常に多角化に今努められております。それで

具体的に、今集計したものはないんですが、ちょっと御参考のために、ある会社のという

ことで、売り上げがどういうふうに構成されているかということを申し上げますと、パー

セントで言わせていただきますと、例えば製粉部門が 、食品が同じく 、飼料部門が38 38

、その他部門、これは、ちょっと中身がわからないんですが、大体、それが８％です16

か、そんな形で、各企業さん努力されて、バランスをとって今企業経営をされているとい

うふうに理解しております。

○八木分科会長 よろしいでしょうか。

○加倉井委員 結構です。ありがとうございました。

○八木分科会長 生源寺委員、どうぞ。

○生源寺委員 諮問の内容が、コストプール方式によるアプローチですと ％のアッ11.8

プですが、家計麦価によるアプローチですとほぼ据え置きということで、後者を重視する

という形になっていると思うんですけれども、その場合に、概算でいいんですが、コスト

プール方式を厳格にというか、文字通り維持した場合と、今回の諮問の内容による売渡麦

、 、価の決定をした場合で 財政負担としてどれくらいの差が出てくるかということについて

ちょっとお聞きしたいのですが。

、 、○篠田流通課長 どれくらいの負担になっていくかということだと思うのですが 例えば

先ほど申し上げましたように、現行価格というのが平成 年に見通した価格で設定をし13

たわけでございます。それから、さらに２年間やってきたということでございまして、平

成 年――１年前でございますけれども――にやった見通しで言いますと、それからト14

ータルで申しまして 億程度は負担がふえてしまうだろう。それから、 年見通しで185 15

いたしますと、現行価格に比べて 億程度、そういった部分が、言ってみれば財政負276

担、我々の負担という形になろうかと思いますが、さらにふえてしまうということだろう

と、推計でございますけれども、考えております。

○八木分科会長 竹内委員、どうぞ。

○竹内委員 私も、ちょっと同じことをお伺いしようと思ったんですが、麦価に関する資

、 、 、料の ページに 年度までの食管の３勘定の推移が出ておりますが コストプール152 13
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赤字を生じない家計を限度でということですが、このイメージ図の２つの点線の四角いと

ころを合わせて赤字を生じないという計算からいくと、国内米管理勘定の という三921

角があって、輸入食糧管理勘定が ぐらいというのが、恐らく、少し前の推定値だと630

思うんですね。

その後の変化を入れると、もう少し開いておって、国内米はまた、大分よく生産ができ

ましたから、恐らく 億前後になっているんじゃないか。それから、輸入食糧の方は1000

、 。 、相場が上がっていますので これが減って ぐらいが足元の感じじゃないかな 別に1500

それでどうこうというわけではないんですが、そんな感じが今、足元の感じじゃないか。

もちろん、それをどう考えるか、コストプールを基本的な考えとして、今回の諮問は、

それをいろいろな――さっき長官がおっしゃったようなことも含めて弾力的に運用してい

こうと、そう理解することももちろんできるかなと思いますが、基礎的な措置としては、

もうちょっと足元を拡大して、 ぐらいになっているんじゃないかなという気がして1500

いるんですけれども、どうでしょう。

○八木分科会長 流通課長、お願いします。

○篠田流通課長 もうちょっと踏み込んでといいますか、別の数字を申し上げるような形

になりますけれども、麦会計ということで、私ども、国内の麦の関係と外麦の関係で、今

回、こういうふうにお示しをしたわけでございます。あるいは、今まで 年やってきた10

わけでございますけれども、例えば、 年でどんな感じになるかというようなもの、こ14

れも、さらに確定値のお話を申し上げなければいけないと思いますが、当初、 年で考14

えておりましたものと、その後、国内の麦の生産がどうとかいう要因がございましたので

あれしてみますと、大まかに申し上げますと、こんな格好だと思っております。

例えば国内の麦の勘定でございますけれども、 年を当初見込んでおりましたのが、14

麦作経営安定資金等々ございますが、大体出ていくのは 億ぐらい。ところが、この970

場でもいろいろ御報告を申し上げておりますけれども、国産麦の生産が豊作だったという

ことで、単価的な調整は 月の分科会で審議をお願いいたしましたが、量的にはかなり10

1080出ていくだろうということで、これで行きますと、そういう要素を織り込みますと

億ぐらいになるかなということで、そういう要因が一つ、国内の麦の関係で申し上げます

と、やはり出てくるだろうということがございます。

それでは、外麦の方はどうだということで、既にことしの５～６月から価格が上がって

、 、いるということがございまして 差益――さっきの事務人件費の話もございますけれども
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外麦の方での益は 年で、当初見込んでおりましたのが、大体 億ちょっと、それが14 500

、 。外麦の価格の引き上げ等がございまして 縮小いたしまして 億ぐらいになるかなと440

それで、先ほど申し上げました国内の麦との関係で申しますと、小麦についてでござい

ますけれども、 年に見込んでおりましたのが 億程度の赤――トータルいたしまし14 460

て――になろうかと思っておりまして、これがさらに拡大いたします。 億ぐらいにな640

るかなということでございます。

そういう意味では、私ども、会計を預かるという立場はもちろんございますので、そう

いう点から申し上げますと、負担と申しますか、そういう部分がふえてきたかなというの

は否定できない事実でございます。

○八木分科会長 山田委員、どうぞ。

○山田委員 資料２の９ページ、質問ですが、 年産麦の結びつきの動向としまして、15

相当程度のミスマッチが当初発生していて、超過分９万 トンが、関係者の間で契約8000

に向けた前向きな対応がなされたということで、ここに需要と生産のミスマッチは１万

トンに減少する見込みであるというふうに書いてありますが、この前向きな対応と7000

はどういう事情なのか、それをちょっと質問したいと思います。

どうも、昨年のこの場所ないしは今年 月の政府買入麦価のこの場所でのミスマッチ10

についての記述といいますか、整理と大きく異なるのではないかと思いますので、前向き

な対応というのは何なのかをお聞きしたいと思います。

○篠田流通課長 前向きな対応の具体的な中身というのは、いろいろあろうかとは思うん

です。８月の段階では、そこにも書いてございますように、９万 トンということで8000

数字上出てきておりましたけれども、 月を迎えまして１万 トン、さらにそれは減12 7000

少していくだろうというふうに見込んでおります。

確かに、数字上のミスマッチというのはあったかと思うんですが、その後、各地の生産

者サイドの経済連さんであるとか、そういう実際、生産者サイドの販売の御努力といった

ものがだんだん出てきたのではないかと思っております。

特に、民間流通になりましてから数年を経過しておりますけれども、私どもが聞いてお

りますのも、ある意味では部分的なものかもしれませんが、その数年間で、従来のような

――といっては、ちょっと語弊がございますけれども、そういう県でつくったものを販売

する御努力あるいは対応の具体的なアプローチといったものが、だんだん学習効果という

と変ですが、そういった点で、各地それぞれ対応が、ある意味ではお上手になってきたの
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かなというふうに考えております。

同時に、品質のいいものをつくろうということで、産地それぞれ品種の転換等を含めま

して、かなり御努力をされているというのは事実でございます。ですから、そういった生

産者サイドの圃場での御努力、あるいはそれを集荷し、販売するという部分での御担当者

の対応が、年を追うに従って充実してきた。

、 、 、 、そういった点等があって 年産の結びつきの方についても 夏以降 総じて言えば15

順調に推移してきているのではないかというふうに考えているところでございます。

○山田委員 大変、それこそ前向きなお話と評価をいただいてありがたいし、それはそれ

で、多分、そういうことは側面としてあるのだろうと思いますが、外麦の価格の急騰とい

うことと関係していると思うんですよ。そのことがあるんじゃないかということをお聞き

したかったわけです。

前回も前々回も、麦の議論をするときにはミスマッチというものがあるとおっしゃる。

そのミスマッチは生産管理の不備だったり、需要に見合った良品質麦を生産できていない

ということであったり、急に生産量を拡大したということで、生産サイドにミスマッチが

ある、需要に応じた生産ができない問題があるという御指摘で、その都度、私はミスマッ

チの言葉の使い方として適切かということを申し上げてきたわけであります。今回の事情

も私は、こういう形での解消といいますか、結びつきの強化というのは、まさに今おっし

ゃった指摘もあるかもしれませんが、圧倒的に私が聞いている限りは需要サイドの事情か

ら結びつきが拡大しているということでありまして、まさに踏まえるべきなのは需要と生

産といいますか、両方の事情があってのことであるということを踏まえるべきなのではな

いかと思っておりますので、ぜひぜひ――こうした急騰があって、こうした事態が生ずる

というのは常のことではないと思いますけれども、そういう事情は、やはり踏まえていく

ということは大変大事なのではないかと思いますので申し上げたんですが、どうですか、

理解が違っていますか。

○八木分科会長 長官、どうぞ。

○石原長官 そういうことであろうかと思いますけれども、我々、これまで麦につきまし

ては、ミスマッチ、ミスマッチと言ってまいりました。ただ、これも言葉足らずといいま

すか、簡単に言いますとミスマッチなんですけれども、我々、時間があるときには、説明

が丁寧にできるときには、要するに、地域的に大分違いますよと。県によりましても、非

常に前向きに取り組んでいるところと、とにかくつくればいいと。ほかに何をつくればい
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いんだ、麦しかないじゃないかということでつくればいいと、そういうところの地域差が

ありますよということを我々は申し上げてきたつもりでございます。

それと、今の山田委員がおっしゃった点でございますけれども、私は、今山田委員がお

っしゃいましたように、実需者側の対応が大きく影響しているのではないかと思っていま

す。将来的な麦はどうなるのかということもございますし、それから、現在、年末の価格

改定を踏まえて、ある程度、実需者側の方でも努力していただいたのではないかと思って

おります。この辺は、中村委員から御説明していただいた方が正確なところはわかると思

いますけれども、私は、そういうところがあるのではないかと思っているところでござい

ます。

○中村委員 会長、よろしいですか。

○八木分科会長 どうぞ。

○中村委員 やはり、いろいろな要素があるのだろうと思いますけれども、少なくとも、

外国産小麦の価格が急騰したから内麦に需要が移ったということではないと思うんです

14ね。むしろ、契約行為というのは夏からずっと行ってきておりまして、夏のころは、

年産の数量も ～ 万トンだということで我々は理解しておったわけです。その程度71 72

であれば、 年産の ～ 万トンはこなせるだろうということでずっときた。15 72 73

ところが、だんだん日がたつにつれて、北海道を中心にして大増産になって 万何千78

トンになってきたということなので、それで製粉業界も、さっきちょっと申し上げました

ように、ことしとれた内麦をぜひきちんと使用していかなければいかんということで新製

品の発売その他を今、一生懸命やっているところであります。

それから、根底にありますのは、やはり去年８万トンとか９万トン残ってミスマッチだ

といろいろなところで騒がれたわけですが、そういうようなことが毎年あった場合には、

民間流通という、せっかくつくった制度が崩壊してしまうのではないかということで、や

はり大事にきちんとそれを育てていこうというふうな生産者と我々実需者の間の基本認識

がそこにはあるということだろうと思っております。

それから最後の、先ほど長官が、そういうことではないだろうかということで、売渡麦

、 、 、価の関係であれしましたけれども 我々も やはりできるだけの努力をすることによって

行政あるいは関係の皆様方に理解をしていただきたいということで、契約についてはどん

どん進めさせていただいたということであります。

以上です。
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○八木分科会長 流通課長、どうぞ。

○篠田流通課長 山田委員の方から、今、内麦の引き取りの話と外麦との関係のお話で御

質問等をいただいたわけでございますけれども、その場合は、外麦の方の供給は国がやっ

ておるということになりますので、どういう状況かというのを申し上げておいた方がよろ

しいかと思います。

確かに、価格的には、資料で御説明いたしましたように、外麦買付価格ですが、こちら

の方は、最近高くなっているということが事実としてございます。

ただ、これも我々の今やっている仕組みの結果だと思いますけれども、国から売却して

いる価格は一定できているということでありますし、それから、外麦の供給自体は、必要

な量については国内に供給が国を通じてできているという状況が事実としてございますの

で、そういう意味で、外麦の供給なり、価格なりで国内の方に御心配をかけるような状況

にはないと思っておりまして、それが引き金になってあれしているという部分は余りない

のではないだろうかというふうに私どもの方はちょっと考えているところでございます。

○山田委員 そうすると、コストプール方式というのは、いかにも、いつも悪者みたく言

われて、それは生産サイドの国内産麦対策としても、えらい大変なことをしているんだよ

と言われていて、事実、そういう側面はあるわけでありますけれども、そうじゃなくて、

現段階のような側面では、コストプール方式がいかにも有効に機能しているというふうに

評価していいんですか。

○篠田流通課長 コストプール方式を採用して何年か経過しておりますし、そういうもと

でやってきておりますから、先ほどの御説明で、内外価格差の縮小に努めてきたという面

ももちろんございます。

それから、これは意図してそうなったかどうかということは、もちろんございますけれ

ども、安定した価格で、日本国内の中小製粉の方々を含めて麦を供給できているという面

もございます。

ですから、短期的に変動というのは、今までは、ある意味では国が吸収をしてきたとい

う点がございますので、そういった面で一定の安定的な効果といったものは、やはり事実

としてあるのではないだろうか。

同時にバランスをとってということで、国内の方とのリンクを図りながらやってきたと

いうこともございますけれども、そういう一定の役割というのは果たしてきた仕組みでは

ないかなと考えております。
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意見開陳

○八木分科会長 大分質疑も出てまいりましたので、これから諮問に対する意見開陳も含

めて御発言いただければと思います。

○細野委員 麦の価格決定の仕組みについて、これまで何度も御説明いただいているんで

すけれども、ちょっと複雑で、まだちゃんと理解していない面もあるので、初歩的なこと

ですが、お伺いしたいと思います。

先に、 月ですか買入価格を決定して、それで経営安定資金が幾らかということが決10

まって、その後、売渡価格をこの時期に決めるということで、結果的に財政負担が幾らか

というのが事後的に、言ってみると、そこの差額というか、しわ寄せみたいなものが最後

に出てくるという仕組みになっているように思ったんですが、そこ自体、理解が間違って

いるのかもしれないんですけれども、そういう仕組みというのは、もう少しフレキシブル

にというか、どれくらい経営安定資金として出して、どれくらいの財政資金を出してとい

、 、うような全体のバランスを見ながら決定するという あるいは１年間固定してではなくて

もう少しフレキシブルに見直すとか、そういう決定の仕方自体が、今の最終的に財政負担

、 。に全部しわ寄せが行っているように見えるこの仕組みでいいのかどうか 御質問ですけど

○石原長官 これは去年も議論があったところでございまして、我々、去年の 月でし9

たか、買入麦価を決めるときに、途中までは売渡も同時に決めようかなということで作業

をしたことがございます。そのときには実需者側の方が、必ずしもそういうものに乗って

こられなかった。それは、買入になりますと、かなり政治的な判断も入りますので、そう

いうものに巻き込まれたくないという判断があったのではないかと思いますけれども、そ

ういうことで去年も切り離してやりました。ことしは去年の経験から、当初から買入と売

渡を一緒にするということは考えずに切り離してやってきたということでございます。

それからもう１点、細野委員が言われました、年間を通じて１本でやるのではなくて、

これだけ為替レートも変わりますし、ＦＯＢ価格も変わりますので、そういうものを配慮

してもいいんじゃないかという議論もあったところでございますけれども、これも実需者

側で、一部の人で、年間何回かに分けてやるということを考えてはどうかということをお

っしゃいましたが、実需者側の体勢としては年間１本でやってほしいと。いろいろ経営の

、 。 、安定ということもあるんでしょうけれども そういう判断があったと思っています 我々
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それは一つの課題だと思っております。

○八木分科会長 平沢委員、どうぞ。

○平沢委員 質問でございますが、よろしいでしょうか。

小麦の生産量のこの数年間の推移を見ますと、大変、急激な勢いで伸びており、当初の

予測よりもかなり早く目標値を達成される見込みであることになりますが、これは、先ほ

ど来いろいろな方の御指摘にありますように、関係各方面の大変な御努力によって、そう

いった急激な生産量の伸びとともに、ミスマッチもある程度解消されつつあるということ

で伺いました。

そういたしますと、次のステップとして、小麦の生産拡大にむけて新たなステップを今

後どのように考えていくのかということが、大変気になりますけれども、その辺、今後、

次の目標としてどのように進めていくかという御検討を現在なされているようでしたらお

聞かせいただきたいと思います。

○八木分科会長 農産振興課長、お願いします。

○吉田農産振興課長 今の御質問の、現時点では平成 年度の目標を持っているわけで22

ございますけれども、それを面積・量とも既に超えておるという中で、新しい、次の拡大

目標をどうするかというお話でございますが、これはいずれにしましても、長期見通しの

改定なりの中で全体の需給率の問題、あるいは需要がどこまで本当にあるのか、そういっ

たものを含めて検討していくしかないかなと考えております。

現時点では、明確に次のステップとして、具体的なものを御説明できるものはございま

せん。

○八木分科会長 よろしいでしょうか。

諮問に対する意見開陳を含めて結構でございますし、また、質問あるいは御意見等を含

めても結構でございますので、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 それでは、私は、意見開陳も含めて申し上げたいと思います。

諮問につきましては賛成であります。

関連しまして、御意見を申し上げたいと思います。今回の米政策の改革にも関連するわ

けでありますが、米の需要減で生産調整は拡大するわけであります。その際、水田をどん

なふうに利用するか、さらに自給率をどう向上させていくかという観点、そういう国民的

政策課題にこたえるという観点から、需要サイドも、量がふえましても国内産麦を今回の



- 2 8 -

。 、 、ように受け入れていってもらう もっとも今回につきましては 先ほど御質問申し上げて

若干、需要についての判断は異なるわけでありますけれども、今回は干ばつによる外麦の

逼迫といいますか、高騰ということがあったのではないかと私は確信しているんですが、

どうもそうでないということもおっしゃいますので、それはそれでいいのですが、ともか

く、国内産麦を引き受けていくという環境をどんなふうにつくるか、さらに、それを支え

る制度的な仕組みをどうつくるか、という観点での検討がどうしても必要だと考えており

ます。

、 、 、これは 単に麦だけではなくて大豆についても同様でありますが ぜひそういう観点で

今後の麦対策につきましての御検討を進めてもらいたいと思います。

○八木分科会長 五月女委員、どうぞ。

○五月女委員 前回の買入麦価のときに、中村委員さんから現場での取り組み方の御指摘

がありまして、私たちも品質改善等々を進める中では十二分な対応をしているつもりです

けれども、今、外麦が２割、干ばつで上がったというように、我々のところも、特に収穫

時期の雨――あのとき、お話のように、雨の状況によりまして生産量が減る、品質が低下

するというお話をしました。非常に我々農家サイドも、そういう天候に左右されるところ

があるんですけれども、実は、私は今、資料をお配りさせてもらったように、現地ではこ

ういう取り組みをやっておりますよということをお知らせしたくて、何かの参考にしてい

ただければ幸いかと思います。

それで、今回の意見開陳ですけれども、価格については十分な理解ができて、私はよか

ろうと思います。

ただし、実は私のところで、ここにもありますけれども、一部トレーサビリティの導入

を図る動きが、これは私たちのところではなくて農産物全般について起きているわけであ

りまして、その価格の吸収――生産原価に響くものですから、当然、生産原価の中でそれ

は消化しなくてはなりませんし、農家サイドでもみずから努力しようという機運はあるん

ですけれども、参考までに、例えば我が栃木県の平均麦作面積でトレーサビリティを導入

した場合に、１戸平均どれくらいの支出になるかというところをお話したいと思います。

実はトレーサビリティを導入するに当たっては、一番単純な減化学肥料、減農薬を投入

したとするならば、導入に当たって申請費用が１農家２万円、あるいは１筆 円かか2,000

。 。 、ります 平均男子 俵としても 円高に１俵当たりなるわけであります これは多分7 4,000

再来年、麦価の買入というときには非常に話題になる向きがあろうかと思います。そのと
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きどうするかということになって、今もってお話をしておいて、先ほど中村委員さんから

お話のように、また前回の麦価の買入のときに答申で出たような対応の中で十二分なお話

し合いがされて御検討されれば幸いかと思います。

以上です。

○八木分科会長 立花委員、どうぞ。

○立花委員 まず諮問に対する考え方ですが、私も、今回の据え置きという考えはそのと

おりだろうと思いますので、これに賛成です。

それから、２つばかり、ぜひ政策当局に御判断をお願いしたい点がありますので、その

点について申し述べたいと思います。

。 、一つは内外麦のコストプール方式ですね 土光臨調のときの昭和 年以降導入されて55

約 年以上たってきたわけですが、私は、この内外麦のコストプール方式は、正直申し20

上げて持続可能なものではないだろうと、昨今の状況を見ますと、そういうふうに判断し

ています。

それはなぜかといいますと、一つは、御案内のとおり輸入麦を海外からできるだけ安く

買って、高く国内で売って、その差益を国内麦につぎ込むという仕組みなわけですが、私

は、やはりこれはいろいろ矛盾を抱えているということで、一つはいろいろ前提条件はあ

るにしても、国内麦がこれからふえていく、消費がそれほど増えなければ、輸入麦はそれ

ほどふえないだろうと。

、 、 、一方では 先ほども資料にありましたとおり 年間で 万トンに上る小麦粉の調製品10

これは、恐らく近隣の韓国等々からとうとうと入ってくるのだろうと思います。こういっ

た中で、値段が下がらない以上はどんどん、ダムの堤防のアリの一穴じゃありませんけれ

ども、浸食されてくるというのが想像できるわけです。もちろん品質の問題、単に価格だ

けじゃないというのはわかりますが、そういった中で、私はやはり、農政当局が考えるべ

き点は、国内で農業生産者と、それを使って加工食品をつくる食品産業と、できるだけ対

立の図式をつくるべきではないというのが私の基本的な考え方でありまして、なろうこと

ならば、農政当局としては、農業生産者の努力と食品加工業の努力が、決して矛盾しない

ような政策なり仕組みをつくることに、ぜひ頭を絞っていただきたいということです。

これからＷＴＯ等々の交渉が本格化すると思いますけれども、前回のときも申し上げま

したが、よく日本の産業界は国内農業に対して非常に冷たい。後ろから鉄砲を撃つような

ことは絶対してもらいたくないと。これはこれで私、心情としてはわかるんですが、やは
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り欧米の農業保護の仕組みと比べて、日本の場合には、国内の消費者あるいは国内の食品

工業にツケを回して――ちょっと言葉が過ぎるかもしれませんが、それでもって国内の農

業生産を支えるということで、内在的に国内の農業生産者と食品加工業が対立するような

図式がビルトインされているのだろうと思うんです。私は、こういう図式は基本的に望ま

しくないと。やはり、そういった矛盾を克服できるような仕掛けをぜひぜひ農政当局に、

賢明な農政当局が、これから仕組みを考えていかないと破綻を来すのではないかというの

が私の懸念でございます。

それから二つ目は、さっき山田さんが国内麦の増産の条件というお話をおっしゃいまし

たが、私も、もちろん値段の面で可能であれば、それはそれでいいと思うんですが、やは

り前提条件があるのだろうと思うんです。たしか、麦政策大綱の中でも生産性の向上の問

題、値段等々の問題もあるわけで、その辺は、単に実需者の方にミスマッチが出たから、

それを何とかして努力してお互い解消しようと。それはそれで大事なことではもちろんあ

りますけれども、やはり値段の問題、あるいは生産性の問題、こういった問題について、

、 、一体 どういうふうに対応していくのかという点を決して忘れてはならないのではないか

そんな感じがいたします。

以上でございます。

○八木分科会長 生源寺委員、どうぞ。

○生源寺委員 まず、諮問につきましては賛成でございます。

それで２点ほど、少し申し上げたいと思います。

一つは先ほど御質問申し上げた点で、竹内委員に非常に適切にフォローしていただきま

したので、大体、今の実態がつかめたような気がいたします。

それで、先ほどの数字、単年度の数字だけで申し上げるということではないわけであり

ますけれども、コストプール方式による算定という基準からいいますと、これは、もはや

柔軟な運用という域を逸脱しているというふうに言わざるを得ないような気がいたしま

す。過去にも多少の開きがあった時期はございますけれども、先ほどの数字を耳にいたし

ますと、その感を強くしております。

それで今、立花委員もおっしゃったわけでございますけれども、要は、麦に関連する農

業もそうでございますが、製粉、２次加工、全体として日本の麦の産業をよりグレードア

ップするとしてどういう仕組みがいいのかということを本格的に考えるべき時期に来てい

るような気がいたします。
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まず、その際、この方式で 年ということであるわけでありますけれども、少し振り20

返ってきちんと分析をしてみる必要があるような気がいたします。前提の条件で同じもの

もあれば、相当変わっているものもある。変わったものの中には、ほぼ恒久的にこれから

もそうであると思われるものもあれば、また短期的に戻るようなものもある。条件をきち

んと洗い直してみる必要があるような気がいたします。

その関連で一つの例として、これは資料２の２ページに内外価格差の推移という表がご

ざいましたが、これはこれで製品の競争力、麦そのものの競争力という観点からいいます

と、この数字は意味があると思います。

ただ、この内外価格差は、既に政策的ないろいろな措置が行われて、それが全部ミック

スされた最終的な結果でありまして、こういう数字になっている背景には、コストプール

方式プラス逸脱の分、それから、国内の麦の生産費の部分、為替レートの分、国内の麦の

生産量、いろいろな要素がミックスされておりまして、ここのあたりもきちんと分析して

みる必要があるのではないか。それで、持続不可能ではないかという御指摘がございまし

たが、私もそんな印象を持っておりますけれども、そこのところをきちんと検証していく

必要があるだろうと思います。

それから、もう一つでありますけれども、諮問に賛成と申し上げましたのは、現下の国

の経済、消費者の家計の状況を考慮いたしますと妥当だろうという意味合いで申し上げた

わけでありますが、その点で、もう少し２次加工品の価格に関する情報なり、あるいは価

格の動向に関する政府としての評価なり、判断というものをお示しいただいて議論の参考

に供するようなことがあっていいような気がいたします。

この麦価に関する資料の４ページに、そのほかのところにもあるのかもしれませんけれ

ども、４ページに食パン、小麦粉、生麺、乾麺、即席麺という、比較的、麦の材料として

の使用比率の高いものが載っているわけでありますが、このあたりが、実は非常に大事か

と思います。

小麦粉そのものについては、特に小売の小麦粉の価格の状況なんかについては中村委員

からもお話があったわけでございます。しかし、消費者が実際に購入する分量が多いもの

は、むしろ２次製品であります。ここにありますパンとか麺類であります。それで、品目

によって、かなり寡占度といいますか、パンのように、ある種、ガリバーに近いような企

業の存在する分野と、日本麺のように比較的小さなメーカーが多いもの、それぞれ多分違

うのだろうと思いますけれども、要は、こういう形で麦価について、消費者のことを考慮
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しながら決定したものは、実際に消費者のところまで伝達されるかどうかと、こういう視

点も、やはり見ておく必要があるのかなと思います。

これが第２点目ということで、以上であります。

○八木分科会長 加倉井委員、どうぞ。

○加倉井委員 諮問案に賛成であります。

それから、意見を少しだけ申し上げますと、コストプール方式というのが、前から、非

常にすばらしい制度だけれども、麻薬のように依存し過ぎるきらいがあるのではないかと

いうことを再三申し上げてまいりました。

それで、ちょっとだけ悪いことの一つを申し上げますと、これは、国民の金を使ってい

るのに国民に全く見えないという部分があります。国民だれに聞いたって、こんなことを

やっているって知りません。私、一度計算したことがあるんですが、日本の国民が非常に

大事にしている米に対する政府の価格支持と小麦に対する価格支持とどっちが多いかとい

ったら圧倒的に小麦の方が多かったような気がいたします。わかりません。今、皆さんの

方が詳しいかもしれませんが、そういう計算がちょっと出たことがありまして、ええっ、

そんなこと国民は知っているだろうかということがありました。

そういうこともありまして、コストプール方式というのは麻薬であって過度依存症にな

りがちなので、これは考えなければいけないと言ってきたんですが、実は今になってみま

すと、ちょっと私は考え方を変えまして、もし日本の米麦生産の構造改革というのを本気

になってやるということになったら、それを前提とすれば、これはつらい立場に立つ生産

者を守る一つの盾として、なかなかいいものだなという気がします。

ただし、これは前例があって、やはり政府買入価格がだんだん下がってきてとまってき

た。政府売渡価格が下がってきてとまってきたというような、この辺が、さらに将来、も

っと国際的な価格と割にバランスのとれた――私は、国際価格より高くていいと思ってい

ます。国内麦というのはコストが非常に高い。ですから、ある程度は仕方がないとは思っ

ていますが、やはり国際価格に近づけた方がいいと思っております。

したがって、これが国際価格に近づくような方向を考えていくということを前提にすれ

ば、さっきの構造改革をやるんだというのと、その価格が将来下がっていくんだというこ

とを前提にすれば、これはコストプール方式を利用して、とりあえず生産者の苦痛を少し

やわらげるということは意外に、今になってみると意味があるのかなという気がちょっと

してまいりました。
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以上です。

○八木分科会長 細野委員。

○細野委員 諮問については賛成いたします。

それで、先ほど生源寺委員がおっしゃったことと関連するんですけれども、私も、２年

連続して財政的な負担もかなりふえてきているということを見ると、このコストプール方

式というのが、既に形骸化しているようにも見えるんですね。実質的にはコストプールに

なっていないように見えるんです。それが、どの程度、構造的な要因でもたらされている

のか。それから、残りのどの程度が為替レートとか、あるいは外国産麦価格、ドル建て価

格の変動による循環的な要因なのかということを、難しいですけれども、もう少し分析し

ていただきたいというのがお願いです。

もし構造的な要因であれば、やはり国内産の麦の構造対策を推し進めていかないといけ

ないという問題ですし、ある程度、循環的な要因が働いているとすれば、財政部門だけが

為替等のリスクを引き受けている今の仕組みというのが本当にいいのかどうか、先ほども

ちょっと言いましたけれども、見直す必要があるかもしれないので、まずそういう議論を

するためにも、少し分析していただければと思います。

それから、今回、据え置きということで、それ自体は賛成いたしますけれども、家計麦

価による算定方式がいいのかというと、それもちょっと私は疑問でして、この算式を見せ

ていただきますと、家計費が下がって、その家計費と加工流通経費とをにらんで売渡価格

を決定するという仕組み、家計麦価というのはそういう仕組みになっているように見える

んです。そうすると、加工流通経費が仮に上がれば売渡価格は下がるという仕組みに、計

算上はなってしまうわけですね。そういうことがもし定着してしまうと、加工流通経費を

コスト削減しようという努力に水を挿しかねないことになるので、現実には、そういうこ

とは少ないとは思いますけれども、もし、こういう算定方式が定着してしまうと、そうい

うことも考えられる懸念はされるので、この仕組みを定着させるということ自体には、ち

ょっと今の段階では抵抗がありますので、その辺も含めて、もう少し慎重を期さないとい

けないとは思います。

以上です。

○八木分科会長 野村委員、どうぞ。

○野村委員 諮問に対する意見を申し上げたいと思います。

国内産麦コストと外国産麦のコスト、これを基準として算定をされますと引き上げとい
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うことになるようでございますが、家計の問題あるいは米価の動向等を勘案されて据え置

きということにされたということでございますので、本案に対して賛成でございます。

○八木分科会長 中田委員、どうぞ。

○中田委員 私も、難しい算定を基準に従ってされておりますので賛成させていただきま

す。

それで、この麦の動向と国内産麦の用途のところで、かなり品質を高めてきているとい

うお話も聞きましたし、聞いておりながら、まだ輸入小麦に対しては品質面で劣るという

ことだとか、麺にしたとき色がくすんだり、製粉効率が悪いという指摘があるという、こ

の文言を読みますと、外麦に対しての生産者の努力そのものが相当なされているにもかか

、 、 、 、わらず この現状が改善されないということは 本当に取り組んでいる方に対して 何か

、 。 、気の毒のような気がするんですが これは風土的なものが要因なんでしょうか それとも

これはどうしても追いつかないものでしょうか。追いつくことができるのでしょうか。こ

。 。れだけ一つ教えていただきたいなと思っております おわかりにならなければいいですが

○八木分科会長 農産振興課長、お願いします。

○吉田農産振興課長 率直に申し上げまして、今、特に国内産麦の小麦の競争相手となり

ますと、オーストラリア産のＡＳＷというものが競争相手に主体としてなるわけですけれ

ども、これに品質が完全に追いつくというのは、かなり厳しいと思います。それは、やは

り向こうの気象条件、ほとんど雨が降らない、そういうような気象条件の中でつくるもの

と、梅雨というものを持っている日本でつくるものと、どうしても、やはり色なり、そう

いったところで差が出るのは仕方がないかなという部分はあると思います。

ただ、いずれにしましても品種改良、あるいは生産技術の向上の中で、かなりそれに近

いものが出てきているのも確かでございますので、引き続き、近づける努力をしたいとい

うことでございます。

○八木分科会長 よろしいですか。

○中田委員 ありがとうございました。

○八木分科会長 竹内委員、どうぞ。

○竹内委員 諮問については、やむを得ない、ないし賛成ということでございます。

、 、 、 、結論的には賛成ということでいいんですが ただ 今回２年連続やってみると やはり

これだけいろいろな事情が変わってくると、コストプールの評価というのも一概にはでき

ませんが、私自身は、生産量がふえたのは非常に結構だというだけではなかなか済まない
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のは、圧倒的に稲転でふえているわけですね。ですから、米の問題が非常に大きく今、網

羅的、体系的に取り組んでおられる、その話とこの麦の話は、必ず結びついてきちゃうの

で、麦の買入価格、売渡価格、外麦の買入価格、売渡価格を議論しているわけですけれど

も、麦単独で見れば、稲転の麦という問題がもう一つあって、それについての全体の問題

というのは、米政策の中で大いに議論されているということですけれども、麦という観点

から見ると、そこのウエートも非常に大きいし、ふえているのはそこなわけですから、し

たがって、米政策を改革していこうというわけですので、筋から言うと余りずれないで、

やはり麦のあり方というのを基本的なところからもう一回議論しないと、なかなかおっし

ゃるように、そこから先、さらに伸ばす――いろいろな今の基本的な仕組みや基礎となっ

ている考え方からすると、だんだん矛盾が拡大して整合性がとれなくなってくるところに

近づいているかなと。

家計麦価も、恐らく、この考え方そのものは時代おくれで、なかなかわからないんです

ね、何を見せているか。もう少し、自分でも考えてみようと思うんですが、すぐには何の

ことかよくわからない。ですから、やはり今の仕組みをつくったときと、大分いろいろな

事情が変わってきちゃったので、実態に合うように、先行き全体がうまく伸びていくよう

にという意味では、基本的なところから議論を――もちろん、民間流通というのは非常に

すばらしいことで、これが伸びてきたことというのは、非常に僕は歴史的には大きいと思

うんですが、もう一つ先の勉強を、いずれそう遠からず、米の方がありますので、それと

の関連を見てやっていく必要があるかなと思います。

○八木分科会長 上田委員、どうぞ。

○上田委員 諮問に対しては賛成です。

それと輸入麦については、今もですけれども、ポスト・ハーベストが大変問題になりま

した。今の農畜産物についても、トレーサビリティが大変、消費者の方から重要視されて

います。

さっきの説明によりますと、調製品については、どこの小麦がどの年度に、いつ生産さ

れたものかわからないものが加工になって、生産国でないところから輸入されているとい

うような意味だったかなと私は理解していますけれども、国産の麦の品質が問題で、やは

り外国産の麦と合わせなければいい製品にならないこともわかりますが、今はマカロニと

かパンなどについても国産品をほとんど使っていい製品がつくられています。業者の方も

大変努力されていると思っています。
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そういうことで、なかなか品質というか、トレーサビリティの表示のところで難しいと

ころもあると思いますが、そういうところを原産地表示とか、調製品がどこでつくられて

いるとか、そういうことを知らせることによって、もっともっと消費者にも国産麦の大事

さがわかってくるのではないかなと思っています。

さっき五月女委員がおっしゃいましたように、国産麦については、やはり今からは生産

者側としても、それは絶対、記録していくことになると思いますので、外国産との違いを

知らせることは大事かなと思います。

○八木分科会長 岡本委員、どうぞ。

○岡本委員 諮問に対しては賛成いたします。

それでちょっと、こんな質問おかしいのかもわかりませんけれども、コストプール方式

と家計麦価の方と、ことしは家計麦価の方ということで、以前――これは５年前からとい

うことですけれども、変わることがあると。ことしはこうですよ、ことしはこうですよと

変わってきていたのかなということをお聞きしたい。

それから、麦の品質ですけれども、米政策が変われば、麦の取り組み、生産者として取

り組み姿勢が変わってくるんじゃないかな、今までの不適切な土地でしていたのが、もう

やらなくなるんじゃないか、もっと品質がよくなるんじゃないかなということを思ってお

ります。

以上です。

○八木分科会長 流通課長、お願いします。

○篠田流通課長 今の岡本委員に対するお答えということになろうかと思いますが、コス

トプール方式ということをとりましてからかなりの期間たちますけれども、考え方自体は

。 、 。ずっと共通でございます ですから 年によってそこを変えたということはございません

、 、 、ただ これはここ数年と申しますか 昭和 年以降のお話を申し上げましたけれども60

今まではいろいろ要因が、円高その他ございまして、下げられる方向でやってきたという

。 、 、 、面がございます ですから 家計麦価の方で 例えば今回と同じような数字が出ましても

それ以上に、別の要素で下げる要因が出てきたということで、売渡価格の方は、どちらか

というと削減ができてきたということでございまして、物差し自体を変えたということで

はございませんで、その範囲でできる部分が、かなり今までは多かったということで御理

解をいただければよろしいかと思っております。

○岡本委員 ありがとうございます。
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○八木分科会長 平沢委員、どうぞ。

○平沢委員 諮問案に対しましては賛成でございます。

意見を申し上げますと、先日も米政策改革大綱が出されたわけでございますが、麦類、

大豆など畑作物の生産をどのように考えていくかということが、これから米政策の具体化

を考えるときには必ず考えないといけない問題ではないかと思います。

食料自給率の向上、国土の保全といったいろいろな面から考えますと、農業をどのよう

に考えていくのか、土地をどのように使っていくのかについて、長期的視点に立って具体

的に考えていく必要があると考えます。

このような視点から考えますと、麦作の面積は近年増えたとはいえ、まだまだ少ないと

私自身は思っております。今後、麦作をいかに拡大していくかということを、米政策改革

大綱の具体化とあわせて、ぜひ一緒に考えていっ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 中村委員、特に御意見ございますでしょうか。

○中村委員 私も諮問案に賛成いたします。

意見は先ほど述べたとおりであります。

○八木分科会長 それでは、以上で御意見の表明がすべて終わりましたので昼食といたし

ます。

世話人の方々には、ただいますぐにお集まりいただきまして、答申案の作成に入りたい

と思います。

答申の起草に当たりましては、田中分科会長代理が午後から退席なさるとのことですの

で、竹内委員に起草委員長をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

なお、審議の再開については、また後ほど事務局の方から御連絡申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。

〔昼食休憩〕

○八木分科会長 それでは、審議を再開したいと思います。

答申の取りまとめ

○八木分科会長 ただいま、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

を起草委員長の竹内委員から御披露いただきたいと思います。
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○竹内委員 それでは、今、お手元にお配りしました答申案を読み上げます。

答 申（案）

本審議会は、農林水産大臣から諮問のあった麦の標準売渡価格について、下記のと

おり答申する。

記

麦の標準売渡価格については、政府案どおり決定されたい。

平成 年 月 日14 12 13

農林水産大臣 大島 理森殿

食料・農業・農村政策審議会

主 要 食 糧 分 科 会 会 長 八木 宏典

案は以上でございますが、 月の麦の買入価格の答申の記の中に 「なお、新たな麦政10 、

策大綱の実施状況について検証を行い、今後の麦政策のあり方について関係者の間で速や

かに検討されたい」という記述がございますが、この点は何人かの委員の方からもお話が

ございましたように、また起草委員会としても、非常に大事なことなので、中身またはタ

イミングも含めてしっかりやっていただきたいと。

今申し上げましたように 「関係者の間で速やかに検討されたい」という表現になって、

おりますので、しっかりやっていただくことが必要ではないかと、そういう起草委員会と

しての意見でございました。

○八木分科会長 ただいまの後半の竹内委員からの説明も含めまして、報告されました答

申案をこのまま決定してよろしいかどうか。

後半については、長官の方から大臣にお話をいただければと思いますけれども……。

○石原長官 答申、ありがとうございました。

ただいま、竹内起草委員長からお話がありました 月の答申の「なお」書きの部分で10

ございますけれども、食糧庁といたしましても、この部分に対しまして、しっかりと検討

を進めたいと思っております。

○八木分科会長 それでは、この答申案をこのまま決定して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、そのように決定いたします。
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、 、 、 、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したいと思いますが

そのような取り扱いでよろしいでしょうか。

〔 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した。

それでは、本日は活発な御審議をどうもありがとうございました。

以上をもちまして、本日の主要食糧分科会を終了いたします。

どうもありがとうございました。

閉 会


