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平成１９年度 第１回でん粉に関する協議会議事概要

１ 日 時：平成１９年７月１３日（金）14:00～15:45

２ 場 所：農林水産省第２特別会議室

３ 出席者

委 員：別紙のとおり

事務局：道上大臣官房審議官、水田特産振興課長、

酒井砂糖類調整官、後藤課長補佐

４ 議事概要

冒頭、道上審議官の挨拶、関川座長から有田委員の欠席の報告があった後に議事

議事に入り、水田課長から配布資料の説明が行われ、各委員から以下の発言等が

あった。

座 長： 事務局から説明のあった資料等に関し御質問があればお受けする。

大木委員： 資料２の１頁の需要量の欄にある化工でん粉の用途とは何か。また、その

下段にある「その他」の用途とは具体的にはどのようなものか。

水田課長： 化工でん粉は、製紙の接着用や加工食品などに広く使用されている。「その

他」の用途には、糖化製品用及び化工でん粉用以外の用途すべてということに

なる。具体的には、２ぺージにあるとおり繊維・製紙・段ボール用、ビール用、

水産練製品用など。

大木委員： 「その他」では消費者には用途がわかりにくい。

水田課長： その他の欄に括弧書きで用途を記載するなど、今後工夫したい。

座 長： 他に質問もないようなので、各委員からそれぞれの御立場から見た現在の状

況などについてお聞かせ願いたい。

永井(則)委員： ばれいしょの生育状況についてであるが、１９年産の作付状況につい

ては、未だ発表されていないが、生産者団体であるホクレン（ホクレン農業

協同組合連合会）が行っている作付動向調査によると、加工用・生食用で昨

年に比べ1,000ha増加しているが、でん粉原料用については、約300haの減少

となっている。したがって、北海道のばれいしょ全体では、系統のみではあ

るが、18年産が52,720haに対し19年産は700ha増加の53,419haとなっている状

況である。

生育状況については、我々は現在のところ平年並みと見込んでいるところで
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あり、北海道農政部においても生育状況については平年並みと見通している。

我々としては平年以上の作柄を期待しているところ。

松本委員： かんしょについては、６月末で植え付けが完了しているが、今年は平年より

気温が低いこともあり苗の生育が悪く、植え付けに３～５日程度の遅れが出て

いた地域もあったようだ。かんしょ全体の作付状況としては、平年より100ha

以上の増加が見込まれているが、でん粉原料用については、平年と変わらない

5,700ha程度と見込んでいる。

生育状況については、先日の集中豪雨が心配ではあったが、恐らく被害は少

ないであろうと考えており、平年並みの収穫が期待できると考えている。生産

計画どおり６万トンをしっかり確保していきたい。

市丸委員： かんしょでん粉生産見込み６万トンという数字について何も言うことはな

い。先日、全農からは現在のかんしょでん粉の品質のままでは４万トンしか

購入希望がないと言われた。会員工場は非常に心配している。かんしょでん

粉は、ばれいしょでん粉に比べ臭いがあり、品質が落ちると言われているこ

とは理解している。品質向上のためにはばれいしょでん粉の工場のように近

代化が不可欠であり、大規模な設備投資が必要。しかし、工場経営者は高齢

者が多く、でん粉の製造に関して熱意がなくなってきており、工場の設備投

資をしようとしない。銀行も抱合せ制度廃止以降は、でん粉工場の設備投資

に対する融資を行わないと言ってきており、このことも設備投資が行われな

い原因になっていると考えている。新しい制度の下、この３年間のうちに工

場数が減るかもしれず、私も心配している。工場がなくなれば、いも農家に

迷惑がかかる。そのようなことにならないためにも、工場の能力を上げ、歩

留り、品質を上げて良い品を造っていきたい。

渡苅委員： 今、市丸委員からお話のあった４万トンの詳細については、でん粉工場の

合理化、かんしょでん粉の品質向上を図っていただきたいという産地側に対

する要請の意味を込めてお話ししたものである。全農も引き続き販売拡大に

向けて努力するので御理解いただきたい。

市丸委員： かんしょでん粉の品質を向上するためには、同時乾燥機を導入するしかな

い。そのためには、資金が必要。また、機械による同時乾燥になれば、操業

期間が大幅に短くなり、その結果工場の従業員の職が無くなり、従業員が困

ることになる。

渡苅委員： 産地側の状況は理解できたので、より品質の向上を図っていただき、全農

としては販売拡大に努力をしていきたい。

永井(司)委員： 3 ページの表に関して、新制度の仕組みをスターチ･糖化工業会の会員に
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わかりやすく説明する為に作成した資料を用意したので、これで説明したい。

国内産でん粉は全部で３０万トンできる。鹿児島でかんしょでん粉が６万ト

ン、北海道でばれいしょでん粉が２４万トンでき、そのうち１０万５千トンの

ばれいしょでん粉は交付金無しで独自に売られている。残りの１３万５千トン

と６万トンはコストそのままの価格では売れないため、交付金の対象となって

いる。交付金は主にコーンスターチ用の輸入とうもろこしに調整金が課せられ、

コーンスターチメーカーが農畜産業振興機構に納付し、農畜産業振興機構はそ

れをプールし、交付金として、生産者、かんしょでん粉製造業者に交付してい

くことになる。交付金交付対象のうち、かんしょでん粉の５万７千トンとばれ

いしょでん粉の１３万５千トンのうち７万８千トンが糖化用に、４万トンが化

工でん粉用に、１万７千トンがその他用に仕分けられている。この表から新し

い制度における金の流れと、物の流れが大まかに解るようになっている。

この新しい制度をフェアーに長く続けるために、日本スターチ･糖化工業会と

して、交付金対象用途、かんしょでん粉、ばれいしょでん粉、品質管理の４点

についてお願いしたい。

まず一点目として、交付金対象用途について、糖化製品向け、化工でん粉向

けとその他向けに３分類されており、その中でも糖化製品向けがもっとも安い

価格で取引されているし、それをベースに制度設計されていると了解している。

国産いもでん粉全体がどの程度の価格で販売されているのかを知る必要があ

り、化工でん粉向け、その他向けのそれぞれの用途別販売価格、数量を教えて

もらいたい。徴収された調整金がどのように使われたかトレースできるし、新

しい制度の透明性の確保につながると考える。

二点目として、かんしょでん粉については、一般用に３千トンだけでなく、

できるだけ以前のように１万トン売るようにしてもらいたい。かんしょでん粉

については、品質が悪く、臭いもさることながら、水分のばらつきが大きい。

水分値が規格外の場合もある。もっと品質改良に取組んでもらいたい。

かんしょでん粉工場の操業率も問題である。１年間のうち２ヶ月の操業が基

準としても、実際の操業率は５割から６割ぐらいしかない。たった１ヵ月か１

ヵ月半しか操業していない。これでは赤字になっても仕方ないのではないか。

でん粉工場の再編統合は避けて通れない。至急着手する必要がある。その上で、

品質改良も進めないと、かんしょでん粉の需要がどんどん減っていく。

三点目として、１３万５千トンのばれいしょでん粉のうち、糖化向けには横

流し防止のために炭が入っている。化工でん粉向け生でん粉４万トンとその他

向け生でん粉１万７千トンには、塩が入っているものと入っていないものとが

ある。塩が入っているものはいいが、何も入っていない生でん粉を、高く売れ

る１０万５千トンの固有用途用の中に投売りされては困る。とくに全農には横

流し防止をしっかり監視してもらいたい。もともと新しい制度の目的の一つで

ある輸入化工ばれいしょでん粉の国産でん粉への代替を、取り進めてもらいた

い。

更に化工でん粉向け生でん粉を、化工度を低くして、固有用途を侵食しよう
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とする動きもあるのでしっかりウォッチし、阻止してもらいたい。

交付金をもらっている国内産いもでん粉を、調整金を払っているコーンスター

チより安く売って、市場を乱すことはやめてもらいたい。

四点目として、食品業界では納入ロット毎に品質の分析票を添付するのは常

識であるが、国産いもでん粉については、糖化製品向けに引き取る我々が自主

分析をしている。製造者が自ら品質検査を行い、品質管理を徹底してもらいた

い。

松谷委員： 化工でん粉はどのような用途に使用されているかという質問があったが、

工業製品から食料品まで使われている。この会議室のカーペットの糊、天井

ボードの糊、壁にも、みなさんのお手元にある紙にも使われている。食料品

では、かまぼこ、ちくわ、うどん、ラーメン、パンなど、化工でん粉無しに

は現在流通する加工食品はできない。でん粉の原料にはばれいしょ、かんし

ょ、とうもろこしだけでなく、タピオカ、くず、シイ（どんぐり）の実など

が使われている。かんしょでん粉は水分が不安定であるがこれには工程管理

が重要である。先程かんしょでん粉の臭いの話が出たが、一部の加工食品に

は重要な特性であり、今この臭いを利用して、その特性を活かした商品の製

品化を図っている。化工でん粉用には塩を入れると言っているが、塩を入れ

られては純粋な化工でん粉は造れない。我が業界は強く反対をしている。生

でん粉に塩が入っていて良いのならば程度の低いでん粉でも良いことになる。

化工でん粉は世界的にも注目されている。今後の人類の発展や寿命の延命に

ついても化工でん粉が重要であると考えている。

ばれいしょでん粉の輸入は年間４万トンあり、新たな制度は国内産と外国

産が同じ価格で販売されるということから出発しているが、最近は輸入ばれ

いしょでん粉が不作のため品薄で値上がりしているものの、今年はばれいし

ょが順調に生育しており、２万トンくらいは日本に輸出できると聞いている。

製品価格について、なかなか値上げには応じてもらえないが、他の食品業

界は値上げをしてきており、食品業界も値上げに応じてもらえるようにはな

ってきたと感じている。これからも、高いでん粉を使い皆様に御理解、御協

力をしていただきながらでん粉の消費に努めてまいりたい。

渡苅委員： 固有用途の需要確保のために、製品に影響が出ないものには塩を入れるこ

ととしている。塩を入れられないものは、全農が流通の管理に努めるが、同

時に化工でん粉製造者から役所に対して製造した化工でん粉の種類及び製造

数量等について報告することになっており、適正に使用していただけると考

えている。

近藤委員： 需要量の見通しについて、糖化用とその他用途用ではビールと第３のビー

ル、異性化糖が取りあげられているが、第３のビールと発泡酒は一緒に伸び

ることはなく、また、どちらも頭打ちとなってきており両方が伸びることは
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大変な猛暑にでもならない限り難しい。一切でん粉を使わない麦芽１００％

のビールの方がもてはやされている状況にあり、１００％麦芽でないビール

のことをいっているのであればどのような理由で伸びると見込まれたのか説

明願いたい。

また、異性化糖についても、これまでは炭酸飲料などに使われ伸びてきた

経緯があるが、消費者はカロリーに関心があり、コーデックスやＷＨＯも清

涼飲料の取り過ぎについて問題視しており、国際的にも低カロリーに向いて

いる中、清涼飲料も糖類を使用しないものが注目されてくると考えている。

今後、需要を見通す際はこのようなことも考慮すべきである。

また、食品の品質に関して騒がれている状況にある中、いもでん粉生産者

は、のちのち後悔しないように品質管理について対応をしっかりしていくべ

きである。

大木委員： 市丸委員のお話を聞いて、でん粉生産者の御苦労はよくわかった。消費者

にとって品質は重要な問題。また、輸入品ではなく国産品の生産が伸びるよ

う期待している。

座 長： それぞれのお立場での御意見も出尽くしたようなので、今般のでん粉需給

見通し（案）について御意見をいただきたい。

市丸委員： ６万トンであれば生産と見合った納得のいく数量である。品質向上には設

備投資が必要と考えている。設備投資には資金が伴う。ほとんどの工場が赤

字経営であり銀行の融資が受けられない状況。いい品物を造るには設備投資

が必要だが、でん粉工場は零細なため思いどおりに行かないことが多いこと

を御理解いただきたい。

大木委員： 案については異議なし。

近藤委員： 現状案については異議なし。

渡苅委員： 今後さらに関係者の御理解と御協力を得ながら販売にむけて努力していく

ということを決意表明する。需給案については異議なし。

永井(司)委員： 案については結構。

永井(則)委員： 需給見通し案につては異議なし。生産サイドから一言。

１９年産から品目横断的経営安定対策が導入され、農政の大転換を迎えて

いる。私どもとしては今後とも北海道の畑作農業が日本の食料生産に寄与し

た中で、消費者、実需者に支持される安心・安全な畑作物の安定供給に取り

組んでいく。また、需要動向を踏まえた中でコストの低減や品質向上にも積
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極的に取り組んでまいりたい。１９年産以降についても、持続可能な畑作農

業の確立を基本理念に、適正な輪作体系の確立、良品質の農産物の安定供給、

畑作物の作付け指標を引き続き設定した中で、これらの推進に努力している

ことを御理解願いたい。

でん粉については、抱合せ制度が廃止されたことで生産者はこれまでどお

りに販路が確保できるのか心配している。北海道農業にとっては、でん粉原

料用ばれいしょは必要不可欠な基幹作物である。消費者、実需者の御理解を

いただき、ばれいしょでん粉の販路拡大に特段の御高配を賜りたい。

林 委員： 案についてはこれでよい。

ほかの需給などと比べても、きっちりとした数字で見通しが立てられてお

り、この見通しのようになればよいと考えている。とうもろこし価格が高騰

する中で、このような見通しが立てられることはすばらしいこと。かんしょ

でん粉の製造については、鹿児島のかんしょでん粉工場を視察したが、工場

はもう少し再編統合を進めなくては、これからの状況には対応できないので

はないかと考えている。ばれいしょでん粉の１０万５千トンは交付金交付対

象外で売れる良質なもの、焼酎用にしても同じように需要があり売れている

ものであるが、生産されるものはすべてが一級品ばかりではない。そのため、

交付金で支えていかなければいけないものがあるのも事実。でん粉の用途に

は食品から工業品まであり、でん粉の世界はいろいろと難しいが、質のよい

ものであればどこの世界でも渡り合える。そうでないものをコーンスターチ

等から徴収した交付金で支えていかなければならないが、それには限度があ

り、いろいろと効率化を図ることも必要。それぞれやるべきことがなされて

いるかが確認できるよう透明性を高めていつでも説明できるような状況とし

ておくことが必要。まずは、かんしょでん粉の再編合理化が必要なのではな

いか。

とうもろこし価格がどこまで上がってもこの制度は大丈夫なのか。

水田課長： とうもろこしの価格について、コーンスターチメーカーにとっては、価格

が上がればその価格の原料を使わなければならず、さらに調整金を負担しつ

つ、食品製造業などの実需者に販売して、利益を上げていかなければならず

厳しい面がある。また、とうもろこし価格が上がれば調整金の単価は減額さ

れ、逆に価格が下がれば調整金単価は増額されることとなるという点で、調

整金収入にも影響はある。

林 委員： すべての供給量からみるとコーンスターチが圧倒的に多く、コーンスター

チが２５０万トンあり、ここさえきちんと押さえておければ大きな問題には

ならないということか。

永井(司)委員： とうもろこしのバイオエタノール以外の主な用途はエサ用。１千万ト
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ン強がエサ用に輸入されており３５０万トンがコーンスターチ用に輸入され

ている。価格が上がればエサ用の需要の減退はあってもコーンスターチ用の

需要は減らないと考えている。アメリカの生産、輸出能力から見ても３５０

万トンは十分対応可能な数量で問題ないと考えている。

松谷委員： 需給案については結構。

国内産ばれいしょでん粉は、品質面では世界一といえる。ただし価格も世

界一高い。値段さえ見合えば北海道のばれいしょでん粉を使いたいと考えて

いる。コストをできるだけ下げる努力をしてもらいたい。

松本委員： 需給見通しについては異論無し。

工場再編については、私どもＪＡでもいろいろと検討をしており、１８年

に１工場閉鎖し、１９年にも１工場閉鎖、２０年に１工場閉鎖の予定となっ

ている。平成６年のウルグアイラウンドより工場の整理を進め、現在８工場

となっているがおおかた赤字経営である。鹿児島県では、種子島、大隅、南

さつまに１カ所づつ近代工場ができればよいと考えているが、何十億もかけ

て近代工場を建ててもでん粉に関しての将来的な見通しが立たない中では難

しい。焼酎ブームも一段落しており、でん粉用の原料確保も可能と考えてい

る。また、新たな工場再編に向けた取り組みが必要であると考えている。市

丸委員の意見にもあったが、設備投資をしながら品質改善にも取り組んでい

く必要があると考えており、我々ＪＡグループの中では、新たな工場再編に

向けた検討を行っているところである。

事務局より、欠席委員（有田委員）から事前に提出された、でん粉の需給見通し

（案）については異存はない旨、新たな制度を安定的に運用していくためには、

かんしょでん粉の品質向上が不可欠である旨の意見が紹介された。

座 長： 各委員からの意見を集約するとでん粉の需給見通し（案）については原案

で妥当ということになるが、よろしいですね。（異論無し）

それでは、事務局から何か発言があればどうぞ。

水田課長： でん粉の需給見通し（案）について御承認いただきありがとうございまし

た。かんしょでん粉の品質向上対策については、市丸委員からもお話があっ

たように、農林水産省としても１９年度から国内産糖といもでん粉の供給円

滑化事業を新たに措置したところであり、かんしょでん粉の製造工程の行程

管理の高度化、排水処理の改善についてしっかりと支援していきたいと考え

ている。補助率についてはなかなか難しいところもあるが、このような事業

を活用してやっていきたいと考えている。

かんしょでん粉工場の再編整備状況については、市丸委員、松本委員から

もお話があったが、焼酎ブームので原料が減る中、工場の操業率が低下して
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きており、鹿児島県内でも工場の再編を進めていただいており、また今後も

検討していただいているところであるが、事業の採択期間が２０年度までと

なっているので、それぞれの産地とも御相談しながら取り組んでまいりたい。

永井委員から御指摘のあったかんしょでん粉のその他用の販売見通しにつ

いて、１万トンから３千トンの見通しとなったことについては、でん粉価格

が上昇する中で、新たな制度の下では高い価格で販売しなくてはならず販売

量が減少せざるを得ない部分がある。これについては販売努力に期待したい。

ビール用の需要については、細かく見えていないところもあったが、今後

はしっかり細やかな状況把握を行っていきたい。

化工でん粉の横流れ防止については、四半期に一度化工でん粉の生産計画

を提出していただくことになっており、状況の把握に努めてまいりたい。

１０月から新しい制度へ移行することとなっており、とうもろこしの価格

が高騰している厳しい状況の中で、新制度への移行が円滑に行えるよう今後

とも関係者の皆様の御理解と御協力を賜りたい。

（最後に道上審議官から御礼の挨拶）

－以上－


