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平成２０年度 第１回でん粉に関する協議会議事概要

１ 日 時：平成２０年７月１４日（火）14:00～15:30

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、水田課長から委員の交代及び出席状況の報告があっ

た後に座長の選任を行い、高橋委員が座長に就任。高橋委員から座長就任の挨拶

の後、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： 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： でん粉の需給見通し案については特に異論はありません。北海道の２

０年産ばれいしょの作付け動向及び生育状況について説明したい。ばれいし

ょの作付状況であるが、２０年産の作付面積については、まだ農政事務所か

ら発表されていないが、でん粉主産地の作付け動向を見ると昨年と比較して

生食用、でん粉原料用がやや減少の傾向。加工用はやや増加傾向、ばれいし

ょ全体では微減。作柄は平年並み。平年以上の作柄を期待しているが、オホ

ーツク、網走管内で局地的な災害に見舞われている。５月には降雪があり、

また、強い霜もあったところ。６月１０日にはピンポン球大の強い雹が降り、

一部の市町村では麦などが壊滅的な被害を受けたと聞いている。先週にもま

た雹が降った。ばれいしょについても生育の遅れが懸念されている状況。北

海道のばれいしょ生産は、畑作の輪作体型上必要不可欠な重要な作物。ばれ

いしょでん粉についても、２４万トンの計画生産に向け鋭意努力していると

ころ。最近、農業生産資材価格が高騰している関係で、農業経営が厳しい状

況。燃油、肥料、生産資材の大幅な値上げが大きな影響を及ぼしている。さ

らに言うと、原油価格の高騰によりでん粉工場の製造経費、消費地へのでん

粉輸送のための運賃等が上昇しており、農家の直接負担が上昇している。ば

れいしょでん粉の良品質、安定生産に向けて生産努力をしていく所存。実需

の皆様方には深い御理解をいただき、御愛顧賜れればと考えている。

前田委員： ２０年産かんしょの作付け等については、現在、調査の最終的な取りまとめ

の最中であり確定はしていないが、前年よりやや減少といったところ。ほぼ前
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年並みとなる見通し。今後の単収については、現時点では、昨年のように豪雨

で畝が流されたり、台風による被害もなく、今後の天候次第。問題は昨年度か

ら契約取引を徹底してきたが、依然として焼酎用との競合があり、課題として

残っていると認識。焼酎用の需要は、今後まだ詰めていくことになるが概ね１

７万トンほどでコンクリートされていくのではないかと考えている。産地とし

ては焼酎用の需要は一旦止まったと考えている。以上が作付け、生育、需要動

向である。２０でん粉年度の生産量については、我々が計画している６万トン

について、案として御提示いただいたことについて産地側として感謝している。

かんしょでん粉については、第１に安定供給の問題、第２に品質の問題、第３

に生産コストの低減の問題が依然として課題として存在している。そのような

中で、安定供給のための契約的な生産について、また、低コスト化についても

鋭意取り組んでいるところ。ここ数年、２工場程度休止、廃業している。さら

に今年の操業についても、現時点で２工場ストップする見通しである。まだま

だ操業率という観点からすると、工場は多い状況であり、もう２段３段の再編

が必要であると認識している。どちらにしてもしっかりと品質を向上しながら

安定供給に努めていく。農家共々頑張ってまいりたい。

市丸委員： 当初この会合があったときは、でん粉製造コストは工組系の方が安く上が

っていた。農水省の指導もあり、ばれいしょでん粉と変わらない品質のよい

でん粉を作ることが必要であると認識し取り組んでいる。タンクにでん粉を

ためずにいもが擦り終わるときには、同時にでん粉にまで乾燥しておかなく

てはいけないと会員には説明しているが、とんでもないことだと言われる。

永くでん粉製造を続けるにためは、やはり設備投資も必要だと考えており、

私の工場は４年前から取り組んでいる設備投資が今年で終了する予定。私の

工場は、工組系及び農協の工場の方がたくさん視察に来ているが、その際に

も、でん粉の品質の向上は、いも作農家のためになるのだから、悪いところ

は悪い、いいところはいいと意見してほしいと伝えている。この間、農協か

ら我が社と同じような設備で、１日に３７５トン擦りつぶす規模の工場を鹿

児島の大隅、南薩摩、種子島の３カ所に造ると聞いた。１工場の予算は、ば

れいしょでん粉と同じような品質とするため、２０億円くらい掛かるのでは

ないかと聞いている。私の工場もそのくらい掛かっているので、おそらくそ

のくらいは掛かるのではないかと考えている。自分の工場は種子島にあり、

離島なので船賃がかかり、また燃料代が高いので、どうしても本土には後れ

を取ってしまう状況。しかし、島の人たちが、いもを売る値段は本土と同じ

価格。私はそのことを考えて、設備投資をすれば償却費など困ることもある

と思うが、郷土の人のためにでん粉工場をやっていく。いもの値段は本土の

人と同じものが入るのだから、永い将来を見据えてやらなければならない。

今年からは同時乾燥をして、いもが擦り終わる頃にはでん粉の乾燥も終わる

ように計画している。良いでん粉ができるだろうと確信しているところ。そ

こで、農協の３工場も同時乾燥になるということであり、我が社の工場に刺
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激を受けたかどうかは分からないが、みな同時乾燥をするということで、こ

れは非常にいいことだと考えている。そうしない工場は、コストや品質で問

題が出ることが考えられ、設備投資しない工場がどうなるのか心配している。

焼酎ブームの影響で工場の操業率は下がっているが、焼酎ブームもそろそろ

終わるとの見方もあり、農家の収入を維持するためにも、これからも一生懸

命頑張っていく所存。

中川委員： 昨年の秋から新しい制度に変わり１年近くが経過したが、新たな仕組みの

中で農家の所得の確保と関税割当をベースにした需要の確保という政策に移

行したわけだが、この１年間非常に良く検討をしていただいて、スムーズに

国産の販売ができていると思う。このことについて御礼申し上げる。また、

この間、周りの環境が変わり、関係する業界の皆様には厳しい環境の中で国

産を御利用いただいていることについても御礼申し上げる。

新しい制度に変わるに際し、我々ＪＡグループは、農家の所得の確保と、

需要の安定的な確保についてお願いしたわけだが、最近、輸入品の価格が上

昇し供給の不安定さも見えてきており、ある面で、国内産いもでん粉の評価

を頂いたと考えている。そういったこともあり、需給見通し資料にあるとお

り、それなりの販売がされた結果となっている。正直なところ、周りの環境

が大きく変わるため、この仕組みも従前と違って、各業界の皆様の御協力が

あって初めて販売ができるということで、市場からのサインを受け止めて初

めて販売が成り立っているという状況。大きく状況が変われば、国内産いも

でん粉の販売について不安定さも出てくるのではないかとの不安を持ってい

るところ。生産サイドから品質の向上、安定供給について決意が述べられた。

我々が安定的に生産、販売していくためにも、でん粉やでん粉を使った商品

の需要減退を招かないような施策の展開をお願いしたい。６万トンと２４万

トン、併せて３０万トンの需要について、長い目で需要を確保していく所存

であり、行政の皆様、業界の皆様の御理解をいただきたいと考えており、環

境が変わる中で環境に合わせた柔軟な対応をお願いしたい。北、南ともコス

トが上がっており、燃油、肥料、資材、輸送コストについても、生産サイド

の状況も御理解いただき、一定のものは必要経費として認めていただきたい。

有田委員： 前回の会議では、私どもは大変な状況にあり、いろいろお話しさせていた

だた。その後、行政との話し合いの中、我々の窮状を察していただき、今回、

国内産いもでん粉の割当を１０月以降から増やしていただける方向になった

ことについては御礼申し上げる。ただ、同時に需給バランスから見ると特に

需給が大きく変わるということではなく、とうもろこしの値段の上昇から、

私どもの糖化製品、特に異性化糖は、国で売戻し価格を推定していただいて

いるが、現実にはでん粉の大半の需要を司る糖化製品の価格は、値上げはし

ているものの大変苦労しているのが現状。これを考えると、我々製造業者だ

けでなく生産者団体もそうであるが、大変な苦労を伴っているのが現状。こ
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れを考えてみると、どこに原因があるか、価格が上がらなということは、需

給がバランスしていないのではないか。供給が過多になっているのではない

か。このような状況にあることについて原因究明が必要。原料の数量と製品

の数量ではいつも需給はバランスしていることになっているが、現実には、

そこに過当競争が存在しており、価格を下げないと売れない状況にある。関

連業界を含め決して良い方向にない。また、引き続き色々なことを考慮しな

がら、行政と話し合いをしながら解決して行ければと考えている。

永井(司)委員： ２０でん粉年度の需給についてはこれで妥当。私の方から提出した資料

は前回お配りしたものをアップデートしたもの。１ページには水田課長からも

御指摘があったように、とうもろこし相場が急上昇しており、2008年１月から

比べても200ドル台だったものが400ドルを超えるまでになっている。非常に高

いとうもろこしを使ってでん粉を作っている状況。その上、とうもろこしから

でん粉を作る一貫工場は、非常にたくさんの重油を使うが、この重油価格は原

油価格を基準に決められるため、赤い折れ線グラフのように一気に上がってい

る。いろんな意味でコストアップの要因となっている。原油価格が上がるとい

うことは、アメリカのバイオエタノールの採算とも関係するので、これが下が

ればバイオエタノールの生産にブレーキが掛かるが、上がれば上がるほどエタ

ノールを作っていくと言うことで、とうもろこしの需給に大きな影響を与えて

いる。我々はこのように大変高いとうもろこしを輸入してでん粉を作っている。

とうもろこしはアメリカからの輸入がほとんどで、９０％以上であるので、ア

メリカの状況で非常に大きな影響を受ける。２ページはさっきの表の数値であ

るが、３ページについてはアメリカの需給と在庫率である。７月１１日のＵＡ

ＳＡ公表をベースにして作った需給状況である。昨年は大豊作にも拘わらず、

相場が上がった。今年は天候異変でかなり減産するといわれている。４ページ

を見ていただくと作付面積も3800万ヘクタールから3500万ヘクタールまで減

り、歩留まりも落ちるという大きな問題が起きている。それで相場も上がって

おり、サミットでも食糧危機が言われ、非常に大きな問題となっている。特に

在庫率を見てみると6.7％しかない。１年の内、１ヶ月分もない。たった２４

日分しかない。もしこれよりも減ることになれば２週間を切ることもあり得、

非常に大きな問題である。遺伝子組換えの作付け比率については、８割といわ

れているが、種子メーカーの情報では、遺伝子組換えの種子の販売数量からい

って、作付け比率はもっと増えるかもしれないとのこと。ここにお集まりの皆

さんは、でん粉のプロであるため数字を見れば簡単に御理解できると思うが、

一般の方にはなかなか分からないかもしれないので、たとえて言えば、かつて

はこのコップの中に餌用、食品用、エタノール用がうまくバランスして収まっ

ていた。ところがエタノール向けが急に増えて、平成１８年の１０月ぐらいか

ら、あれよあれよという間にとうもろこし相場が上がった。今までは、一つの

コップの中にうまく収まっていたのが一気に需給がタイトになってきた。需給

要因だけならとうもろこし相場も４～５ドルでとまってもおかしくないが、上



- 5 -

昇を加速させたのはファンドなどの投機筋がとうもろこしの市場に参入したた

め、一気に７ドル５０セントまで上がったというのが現状。投機筋が抜ければ

相場はいくらになるかわからない。制度設計当時にとうもろこし相場が７ドル

まで行くとは予想できなかった。我々工業会としても、コストの上昇について

はできるだけ製品価格に転嫁するようにしている。昨年来、販売先に御了解を

得ながら製品価格に転嫁してきているがそれでも十分ではない。会員も苦しく

なることは目に見えている。さらなる価格の引き上げは難しいが、原料価格に

ともなう値上げについては引き続き転嫁の方向で交渉を行っていく。

これだけ原料価格が上がると、制度設計したときと調整金の価格も変わって

くるため、調整金と交付金の収支均衡が望ましいが、現在の状況ではなかなか

難しい。できるだけ収支均衡に近づけるように業界全体で協力して頑張ってい

くべきであるのでよろしくお願いしたい。

松谷委員： まず、先程永井委員から御説明があったが、想像以上に世界的に穀物相場

が上がった。そのこともあって、制度がうまく回っていることについては御

同慶の至り。我々はばれいしょでん粉のユーザーであるが、前はばれいしょ

でん粉をヨーロッパから輸入していた。去年、一昨年の２年間はヨーロッパ

のばれいしょは良いできであった。生産量の割に販売量もそこそこ売れてお

り、それ以上にヨーロッパには在庫があるので、通常なら８月の終わりぐら

いに安い値段でアジア向けに輸出してくるが、今年は安く売る気配がない。

ＥＵから日本に視察に来ているが、なかなか安く売って来るという気配がな

い。まだまだでん粉の原料市場は世界的に強いと考えている。

一方、化工でん粉の大きなユーザーであるラーメン、パン、惣菜等の業界

は余り売り上げが伸びておらず経営が良くない。なぜかというと、小麦粉が

値上げされ、めんにしてもパンにしても商品の価格が上がった。一方、消費

者の月給は上がっていないので生活をやりくりするために生活費を切りつめ

ており消費は伸びていない。御承知のとおりビールも値上がりして、家でビ

ールが飲みたいと言っても第３のビールが出されているような状況。パンの

メーカー、めんのメーカーにしても、同じ状況。そこで、見た目は同じで値

段が少し安いものはできないかとの相談を受ける。非常に無茶な相談ではあ

るが、技術的にできないことはない。そこで、ばれいしょでん粉生産者に要

求を致したいことは、北海道のばれいしょでん粉は、以前は世界一高かった

が世界一品質も良かったのは事実。ヨーロッパの価格も高くなったので世界

一高いということはなくなったが、ただ、品質に関して言えば、我々技術屋

の間では最近北海道産でん粉はちょっと品質が落ちてきたのではないかとい

われている。そのために高くても外国のでん粉をちょっと使わなければなら

ないという傾向ができつつある。産地である北海道でもよく検討していただ

きたい。

座 長： それぞれの御立場での御意見をいただいたところで、今般のでん粉需給見
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通し（案）について御意見をいただきたい。

大木委員： 今、生産者、実需者のお立場の御意見を伺い、需給見通し案については、

これでよいのではないかと思う。

永井司委員から、アメリカの遺伝子組換えとうもろこしの作付け率が８０

％という話があったが、２月のでん粉協議会ではコーンスターチはタンパク

質を完全に除いているので組換えの影響はないといっていた。このようなこ

ともしっかりと説明してほしい。素人の消費者には判断しかねる問題で、多

くの消費者は遺伝子組換えには否定的。できればそういうものを使わない食

品を使いたいといっている。その理由を聞くとなんとなく怖いとか、皆が反

対しているからとかという理由である。本当に理由が分かる人は非常に少な

いのが現実。消費者には遺伝子組換えアレルギーがあるので、これを解消す

るためにも、農林水産省は積極的に消費者を説得する必要があると思ってい

る。もっとわかりやすく情報を伝えていただけるとなおいいのではないか。

せっかくでん粉の品質の向上などにも取り組んでいただいているので、この

あたりについても力を入れていただきたい。

私も色々なものが値上がりして大変だとは思っているが、食糧不足を解消

するためには、遺伝子組換えの技術は欠かせない必要な技術であると考えて

いる。もっと消費者にわかりやすく説明していただけたらと思った。

高橋座長： このことに関して、何か御意見ございますか。

近藤委員： 続けて同じような意見であるが、申し上げさせて頂く。遺伝子組換えにつ

いて決して否定するつもりはないが、安全性について国民がすでに受け入れ

ているという体制で進めてしまうと、世の中は怖いとか不安とかという話の

方が圧倒的に先に進む。そちらをおざなりに進めてしまうとあっという間に

風評被害が起きてしまう。スーパーの店頭でも未だに遺伝子組換え「ある」「な

し」ということが取りあげられた商品が山のように積み上げられているのが

現状。しっかりわかりやすい科学的なコミュニケーションを、これでもかこ

れでもかというくらいにやっていかないといけない。その前にスタートして

しまうと、これまでも色々な商品で安全に拘わらず消費者が「ノー」と言っ

た例は過去にも山のようにある。その辺も踏まえて消費者にしっぺ返しを受

けないようにしていただきたい。でん粉に関しては、特にこの需給見通しに

ついて意見するほどのデータはもっていないが、やはり不景気になればもの

を買わないというのは極めて現実的な話。消費者はものがなければ我慢する、

買い控えるということはするが、ものがあるからといって決して余分にカロ

リーの高いものを平気で買うということにはならない。供給の方はジェット

コースターのように上昇、下降しても、消費者のマインドは同じようにジェ

ットコースターのようにはならない。消費者の安心・安全に対する考えや環

境に対する思いはそうそう変化するものではない。需要の方を決して見誤ら
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ないようにお願いしたい。

座 長： こちらの資料は遺伝子組換え作物の普及啓発について農水省も対応をして

いるということで、参考に配布されているものです。

大木委員： 遺伝子組換えの件については農林水産省も弱腰なのではないか。

水田課長： 農林水産省においても、遺伝子組換え技術について消費者の理解を得るこ

とは重要と考えている。技術安全課で担当しているが、説明会で使用してい

る資料を、今回、参考にお配りしている。さまざまな機会を捉え情報提供を

行っているが、技術安全課においても説明会等情報提供を実施しており、ご

要望等があれば対応をさせていただきたいとのことである。御承知のとおり

遺伝子組換えにかかる食品の安全性については、我が国では厚生労働省と食

品安全委員会で厳格に安全性の審査を行っており、安全性を確認されものだ

けが流通できる仕組みとなっている。安全性の確認がされていないものが混

じることのないように輸入港において厚生労働省がモニタリングチェックを

しており、輸入される業者においてもアメリカで集荷する段階、あるいは輸

出する段階でチェックを行い万全の体制で取り組んでいると承知している。

近藤委員： 安全性が確認されているものだけが流通しているということは当たり前の

こと。消費者が問題にしているのは、その安全性が本当に確かなものかとい

うところが一番の疑問。安全でないものが出回っているはずがないというこ

とは消費者も理解している。安全だという議論が本当なのかということがま

だ十分に伝わっておらず、説明が足らない。本当にこのまま使ってしまうと

経済戦争のように、やむを得ないから使っているのだということになってし

まい、そういう話でマスコミや極めて特定な科学者等が、これは安全でない

というところからスタートしてしまう危険性がある。この辺の状況をしっか

りと御理解いただかないとこの話はヤバイと思う。

大木委員： 一般の人は、ただ怖いから買うのをめようということになる。そこをどう

したらいいかをしっかり考えていただきたい。

近藤委員： マスコミもそれを一番おもしろがって番組にしたがる。それを理解してい

ないと、一般の普通の町を歩いている消費者たち、その人たちは影響力もあ

り、その人たちが安全でないと言い始めたら全然浸透しない。

大木委員： わからないから怖いというのが消費者であるということを理解していただ

き、どうやってうまく情報を伝えるかということに努力していただきたい。

座 長： 本件については、安全・安心の話であり、組換え技術担当の技術会議に意
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見としてしっかり伝えていただきたいと思います。

水田課長： しっかり伝えてまいります。

酒井調整官： 本日御欠席の林委員から御意見を頂いていますので御披露させていただ

きます。林委員から、本日示された需給見通し案については「異存ない。」と

の御意見をいただいています。

座 長： 本日の議題でありますでん粉の需給見通しについては、各委員とも特に異

存ないようですので、本協議会として御了承いただけたものとして扱わせて

いだきます。今回、関連して御意見が出されておりますので、それらを踏ま

えて新しい制度が着実に進むようにお願いしたいと考えております。

それでは以上で議事が終わりますが、最後に水田課長から御挨拶を頂きた

いと存じます。

水田課長： 本日は、平成２０でん粉年度第１回でん粉に関する協議会におきまして、

熱心な御議論をいただきまことにありがとうございました。農林水産省とし

ましては、本日の協議結果をでん粉政策の円滑な運営に活かしてまいりたい

と考えております。御意見も具体的に頂いているので若干コメントさせてい

ただきます。まず、かんしょでん粉に関しては品質向上と工場再編について、

産地の方々からもしっかり取り組んでいくとのお話をいただいたところ。農

林水産省としても予算措置もしているので、できる限りの支援をしてまいり

たいと考えている。ばれいしょでん粉の品質について御指摘を頂いているが、

リンの含有率が高い品種に最近なってきているというお話であると推察する

が、現にコナフブキという品種が非常に多くなってきているという状況にあ

る。このような状況の中で新たな品種の開発も進められており、リンの含有

率の低い北育１３号という品種を育成中であり、こういった品種の普及にも

努めてまいりたいと考えている。調整金の収支について、非常に重要だとい

う御意見を頂いた。私どもも調整金収支を適正に保っていくことは非常に重

要であると考えており、関係者間で共通の認識として共有していくことも重

要であると考えている。収支状況についてはでん粉年度が終了した後に御報

告等させていただきたいと考えている。燃油等が高騰する状況の中で、でん

粉の製造コストが上がっているという御意見を頂いた。そういった事情にあ

るということは承知している。また、製造事業者に対する交付金については、

コスト上昇分を製品価格に転嫁をしても交付金単価では逆に減る方向に行っ

てしまい、コスト上昇分を製品の販売額の増加ではなかなか補えないという

仕組みになっているということは理解している。この様な中で、２０年度の

交付金単価についてどういった対応がとれるのか検討しているところ。

新しい制度に移る中で、様々な国際的なものも含め、需給状況の変化、予

想外の価格の変化等がある中で、なんとか円滑に新制度に移れたところでは
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あるが、一方で様々な問題が出ていることも承知している。こうした中で、

国産でん粉の販売方法等については、これまでのような抱合せというような

硬直的な形ではなく、いろいろ工夫ができる形になってきているので、いろ

いろと御相談しながら調整させていただき、今後とも円滑にでん粉の需給を

見据えた上で、国産の販売が円滑に行われるように取り組んでいきたいと考

えている。

今後ともでん粉制度の円滑な運営に御協力賜りますようよろしくお願いし

ます。

－以上－


