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Ⅰ 現行の価格政策の評価と課題 

農業基本法においては、農業が本来有している生産条件、交易条件に関する不利を補正するための重要な

手段として、農産物の価格安定を図るための必要な施策を講ずることとされている。  

(1) 価格政策に期待された機能 

価格政策については、このような位置付けの下、主要品目についてそれぞれの需給事情等に応じた措置が

講じられてきているが、それらには、以下のような機能が期待されてきた。 

・消費者家計の安定 

・妥当な農業所得水準の確保とその安定 

・価格水準による需要に見合った生産への誘導 

・構造政策の助長と生産性向上の促進 

 (2) これまでの価格政策の評価 

価格政策は、これまで、農業基本法が求めている「価格の安定」、すなわち農産物価格の過度の変動を防止

することを通じて、農業経営と消費者家計の安定に大きな役割を果たしてきている。  

反面、農政の運営においては、農業と他産業との所得格差の是正が緊急かつ基本的な課題であったことから、

「価格の安定」とともに生産者の所得確保にも強い配慮が払われ、価格政策への依存を深めていくこととなっ

た。  

このような運用の結果、以下のような問題点が指摘されている。 

・需給事情や消費者のニーズが生産者に的確に伝わりにくくなり、これが生産者の経営感覚の醸成の妨げと

なっている 

・すべての生産者に対して一律的に効果が及ぶため、農業構造の改善につながらない面がある 

・長期的な円高傾向とも相まって、内外価格差を拡大させる要因のひとつとなっており、これが製品・半製品の

輸入増加、食品産業の空洞化を招き、国産農産物の需要減少をもたらしている 

○主な品目の行政価格(変化率)の推移  

                       （単位：％） 
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○農産物の内外価格比較(平成９年)  

               （単位：千円/ｔ） 

品目 
輸入品 国内産品 

C.I.F.価格 実需者購入価格 生産者売渡価格 実需者購入価格

米  ７０ ２１１ ２７０ ２９７ 

小麦  ３０  ５３ １５０  ４２ 

粗糖  ３６  ６９ ２７２  ７３ 

脱脂粉乳 

(一般食用) 
２５２ ５２０ － ５２４ 

注：１．C.I.F.価格(運賃・保険料込み着港渡し価格)については、米はミニマム・アクセス 

一般米の政府買入価格、小麦は政府買入価格、粗糖は平均輸入価格である。 

２．実需者購入価格については、米・小麦は政府売渡価格、粗糖は事業団売戻価格、輸入脱脂粉乳は 

  事業団放出時の業者落札価格、国内産脱脂粉乳は安定指標価格である。 

３．国内産生産者売渡価格については、米・小麦は政府買入価格、粗糖は沖縄産の事業団買入価格である。 

４．粗糖については、８砂糖年度(８年 10 月～９年９月)の数字である。 

（参考）平成９年の為替レート(IMF 年平均値) １ドル＝120.99 円 

(3) 価格政策の見直しの視点 

以上のような指摘や諸情勢の変化に対応し、近年の抑制的な行政価格の決定や食糧法の制定等にみられる

ような制度改正や運用改善が行われてきたところであるが、今後の価格政策については、以下のよう 

な視点を踏まえて見直しを行っていくことが求められているのではないか。 

① 国産農産物の需要を確保していくため、 

 ア．品質、安全性等の面で多様化、高度化する消費者・実需者のニーズに、生産者がきめ細かく対応していく必要が

あること 

 イ．国際化の進展による輸入農産物との競合の中で、一層の生産性向上を図る必要があること  

② 経営感覚に優れた担い手を確保し、その自由な経営展開を図り得る環境の整備が重要な課題となっていること  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 国産農林水産物に対する食品産業のニーズ  

 

 



Ⅱ 農業経営の安定のための施策の展開方向 

今後、農業経営の安定のための施策は、以下のような方向で展開していくことが必要ではないか。 

①価格政策における市場原理の一層の活用 

前述のような事情を踏まえて価格政策を見直すことが必要と考えられるが、その方向は、生産者の経営感

覚の発揮、消費者・実需者ニーズへの対応という視点に立って、市場原理を一層重視したものにしていく。 

②担い手の経営安定のための措置の導入 

その場合、価格の変動幅が大きくなり、経営リスクの拡大が想定されるため、別途担い手に重点を置いた農

業経営の安定措置を講じていく。 

③農業災害補償制度の見直し 

また、このような制度の見直しや担い手のニーズの変化に対応して、災害時に損失を補てんし農業経営を安

定させるための手法である農業災害補償制度についても、見直していく。 

④適切な国境措置の設定 

国境措置については、国内生産の確保と消費者や食品産業の要請にも配慮し、適切に設定していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 今後の農業経営安定に向けた政策の方向  

 

  



１ 価格政策における市場原理の一層の活用>  

 (1) 基本的考え方 

今後の価格政策は、経営感覚に優れた担い手が、 

 

・価格というシグナルを通じて、需給事情や品質・銘柄等に関する消費者・実需者の 

 ニーズを的確に把握することができ、 

・ニーズに即した生産物を自由に販売すること等を通じて、経営感覚を遺憾なく発揮することができる 

 

ように見直していくことが必要となるのではないか。 

このため、今後の価格政策については、市場メカニズムを重視した価格形成のウェイトを高めていくことが必

要なのではないか。 

(2) 具体的な見直しの方向 より具体的には、 

・現在、取引価格が行政的に定められている品目については、市場メカニズムに基づいて価格が形成され

るようなシステムを構築していくこと 

・生産者と実需者の間で価格が形成されている品目については、市場メカニズムが一層発揮され、需要側

の評価が生産現場に的確に反映されるような環境整備を行っていくこと 

 

が必要ではないか。 

○価格形成の形態からみた価格政策の類型  

① 政府機関による買入れ、売渡しを通じて価格支持を行うもの

例：麦、砂糖  

② 政府機関による売買は行われないが、生産者と実需者の間の取

 引価格が事実上行政により設定されるもの 

 例：てん菜、さとうきび、加工原料乳  

③ 生産者団体等と実需者の間で価格が形成され、それが行政によ

 り設定される一定の価格水準を下回る場合に、交付金により生産

 者手取を保証するもの 

 

 

 



 例：大豆、なたね、肉用子牛  

④ 生産者団体等と実需者の間で価格が形成され、それが行政によ

 り定められる一定の価格幅を超える場合又は下回る場合に、政府

 機関が売買操作等を行い、価格の乱高下を防止しようとするもの 

 例：牛肉、豚肉、乳製品  

⑤ 生産者団体等と実需者の間で価格が形成され、それが過去一定

 期間の平均水準を下回る場合に、政府助成、生産者の拠出等によ

 り価格下落の一定割合が補てんされるもの 

 例：米、野菜、加工原料用果実、鶏卵  

  

○ 財政構造改革の推進に関する特別措置法(抄)  

第 23 条 

政府は、農林水産業の担い手に対して農林水産業に関する施策を集中的に行い、市場原理の一層の導入等を図ることにより、

農林水産関係予算(中略)について、重点化及び効率化を図るものとする。 

 

２ 担い手の経営安定のための措置の導入  

(1) 基本的考え方 

価格政策において市場原理を一層活用することは、需給事情等の影響による価格変動幅の拡大をもたらす

と予想され、これが大規模農家等意欲ある担い手の経営に大きなリスクを与えることが懸念される。 

このような事態に備え、価格政策対象品目について、その制度の見直しと併せて、担い手の経営安定のた

めの措置を導入することが必要ではないか。  

この場合、 

 

・価格政策において市場原理を一層活用することによるメリットを減殺しないようにする必要があること 

・担い手に焦点を当てた政策展開が求められていること 

 

等に配慮したものとすることが適切ではないか。  

なお、中央省庁等改革基本法においては、自由で効率的な農業経営の展開と生産者の所得を補償する政

策への転換について検討することが求められているところである。 

  

 



 (2) 経営安定措置の手法 

我が国においては、 

 

・品目によって、価格政策の手法、市場形成の程度、需給事情、国境 

 措置の水準・形態等が様々であること 

・営農類型によって、投下資本、収益性等経営構造が大きく異なるため、経営リスクの程度に差があること 

 

等から、担い手の経営安定のための措置は、当面は品目別に講じていくことが適当ではないか。  

なお、品目別ではなく農業経営全体を単位として捉えた安定措置を講ずることも考えられるが、これについて

は、担い手の経営安定を図る上では個別品目ごとの施策よりも効率的である等の長所があることから、品目

別の価格政策の見直しや経営安定措置の実施・定着状況等を勘案しつつ、そのあり方を検討していくことが

必要ではないか。 

○中央省庁等改革基本法(本年６月 12 日成立)  

 (農林水産省の編成方針)  

第 23 条 農林水産省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。 

五 自由で効率的な農業経営の展開を可能とするための施策を推進するとともに、 

これに併せて生産者の所得を補償する政策への転換について検討すること。 

 

(参考) 欧米諸国における直接的な所得補償措置の例  

欧米諸国においても、従来から農業経営の安定のための政策が多様な形で行われているが、近年、価格支

持制度の廃止やその支持水準の引下げに伴い、これに代わる直接的な所得補償措置が導入される等、 

市場機能を重視した政策への移行が進められている。  

このような所得補償措置を我が国においてそのまま導入することについては、例えば以下のような利点・問

題点があると考えられる。  

・直接的に生産者の所得を補償する手法であることから、価格政策における市場原理の活用と矛盾するこ

となく、農業者の経営安定を図ることができる。 

・担い手に焦点を当てた運用や、農業の持つ多面的機能に着目した支払いとする等、政策目的に従って

対象を限定した運用を行うことができる。  

一方、 

 

・我が国は欧米諸国と異なり、農業構造の改善等を通じた生産性向上が極めて重要であるが、支払い

対象者の範囲や補償水準によっては、現状の零細な農業構造の温存につながる懸念がある。 

・混住化が進んでいる我が国においては、農業者のみに対して所得を補償することについて、地域住民

の理解が得られない恐れがある。 

  

 



○欧米諸国における直接的な所得補償措置の例  

類型 施策 概要 

価格政策 

の見直し 

の代償 

米国 

 直接固定 

 支払制度 

・96 年農業法により、不足払い制度の廃止に代わって導入。 

・過去の作付面積を基準として、予め定められた額を毎年農家に支払う。 

・1996～2002 年までの措置。 

ＥＵ 

 直接所得 

 補償 

・92 年の共通農業政策(ＣＡＰ)改革により、価格支持の引下げに代わって導入。

・穀物・牛肉について、生産制限を要件として、面積(又は頭数)に基づいた補償

金を毎年農家に支払う。 

条件不利 

地域対策 

ＥＵ 

 山岳地域 

 等条件不 

 利地域対 

 策 

・75 年に導入。 

・山岳地域等に限定。 

・農業存続による人口維持と景観保持のため農用地面積又は家畜頭数に基づ

いた補償金を農家に支払う。 

環境対策 

米国 

 土壌保全 

 留保計画 

 等 

・85 年農業法以降、様々なプログラムを実施。 

・土壌浸食防止、水質保護、湿地回復等の環境保全行為に対して、農家の費用

の一部負担等を行う。 

ＥＵ 

 環境対策 

・85 年に導入。 

・環境負荷軽減のための農法導入、粗放的な農業推進等を計画に従って実施す

る農家に対し、面積又は削減する家畜頭数当たりの給付金を農家に支払う。 

経営を単 

位とした 

措置 

カナダ 

 ＮＩＳＡ 

 純所得 

 安定口座 

・91 年に導入。 

・農家が、政府の助成の下に農業販売額の一定割合を毎年積み立て、農業所

得が過去５年平均を下回る場合等に、これを取り崩して補てん。 

  

３ 農業災害補償制度の見直し等  

農業生産は自然災害の影響を受けやすいことから、災害時における農業者の損失を補てんし、経営を安定

させるための措置として、保険の手法を用いた農業災害補償制度が設けられている。  

(1) 農業災害補償制度の評価と課題 
本制度は、災害時の農業経営の安定のため大きな役割を果たしてきており、今後とも重要な政策として

位置付けていくことが必要である。  

しかし、農業事情等の変化を踏まえ、 

・価格政策における市場原理の一層の活用に伴い、災害に対応した補償制度の拡充等による農業者の

経営安定機能の強化・意欲ある担い手のニーズ、経営実態の変化への対応(特に大規模農家のニーズ

に対応した補てんのあり方) 

・効率的な実施体制・事業運営の確立 

等が必要ではないか。 



(2) 農業災害補償制度の見直し 

これらの課題に対応するため、現在、農業災害補償制度の総合的な見直し検討が行われているところであ

り、今後、農政の検討の基本方向に沿って、本制度の見直しを具体化していくことが必要ではないか。 

(3) 収入保険の検討 

なお、今後、価格形成において一層市場原理が活用され、担い手の経営安定のための措置の重要性が高

まると考えられる中で、保険の手法を用い、災害のみならず諸々の要因による収入の減少時に補てんを行う、

いわゆる収入保険によって経営安定を図ることが考えられる。  

これについては、 

 

・価格政策の見直しが前提であること 

・担い手の経営感覚の発揮のための環境が整う必要があること 

・保険料率の算定等技術的に難しい課題が多いこと 

 

から、諸外国における制度の定着・運用状況も参考にしつつ、今後の課題として検討していくことが必要では

ないか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○現行の農業災害補償制度の仕組み  

 

○農業災害補償制度の見直しの視点  

①担い手育成の観点からの見直し（家畜共済における新たな事故除外方式の導入等） 

②経営の安定の観点からの見直し（麦共済において、災害時における品質低下に伴う収入減にも対応し

得る新たな手法の導入等） 

③農業生産の変化に対応する見直し（蚕繭共済の見直し等） 

④効率的な実施体制・事業運営の確立の観点からの見直し（農業共済事業を二段階での実施に途を拓く

こと、農業共済基金の廃止 等） 

  

 

 



４ 適切な国境措置の設定  

我が国の農産物の多くは、外国産と比べて大幅な価格差が存在しているが、我が国は、国土の狭小さ、農

業経営の零細性、高地価、割高な人件費・生産資材費等の要因により、諸外国と比べて生産コストが高くな

らざるを得ない面がある。  

一方、我が国の食品産業は、製品輸入の増加等海外との厳しい競争に直面し、原料農産物の内外価格差

の縮小を強く求める一方、これに対処するため、いわゆる空洞化の動きが生じており、原料農産物の内外価

格差の縮小は喫緊の課題である。  

このような内外価格差の縮小は、農業構造の改善等による生産性の向上を通じて行うことが基本であり、こ

れによって、食品産業への供給を含め国産農産物の販路の拡大を図ることが重要である。 

したがって、今後とも、国際的規律の下で、国内生産の確保と消費者や食品産業の要請にも配慮した適切

な国境措置の設定・運用を行っていくことが適当ではないか。  

○農産物の価格に影響を及ぼす諸要因の日米比較  

年 日 本 米 国 日本/米国

農用地面積     (百万 ha) 

農家 1戸当たり農用地面積 (ha) 

農用地価格    (千円/10a) 

1996 

1996 

1995 

4.99

1.5

1,697

392

189.9

15

1/79 

1/127 

113 倍 

製造業賃金      (円/時) 1995 2,208 1,164 1.9 倍 

肥料価格(硫安)    (円/t) 

農薬価格       (円/kg) 

1997 

1997 

34,300

1,465

24,659

1,269

1.4 倍 

1.2 倍 

電気料金      (円/kwh) 1996 17.0 5.0 3.4 倍 

ガソリン価格     (円/㍑) 1996 105.0 35.4 3.0 倍 

資料：農林水産省調べ  

○ 我が国の食料の生産・供給のあり方についての国民の意識  

 

 資料：総理府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」（平成９年１月）  



Ⅲ 品目別の価格政策の検討方向  

以上のような考え方に基づき、これまでの調査会での議論を踏まえて品目別の価格政策の検討方向を整理

すれば、以下のとおりとなる。  

１ 米 

(1)現状  

「新たな米政策大綱」に基づく需給均衡及び稲作農家の経営安定

○食糧法に基づき、毎年策定される基本計画に沿って、生産調整、備蓄・調整保管、計画流通制度の運営

等の措置を講じることにより、需給・価格の安定を図ってきているが、４年連続の豊作等を背景に需給が大

幅に緩和し、自主流通米価格が急激に低落した。  

○このような状況を打開するため、昨年 11 月に「新たな米政策大綱」を策定し、生産調整推進対策 

・稲作経営安定対策・計画流通制度の運営改善(備蓄運営ルールの導入等)を基軸とした施策を総合的に推

進することにより、米の需給・価格の安定を図るとともに、稲作農家の経営安定を図ることとしている。  

○また、自主流通米の価格形成については、本年６月の「自主流通米取引に関する検討会」報告に基づき、

需給実勢を的確に反映した価格形成がなされるよう、値幅制限方式に代わる新たな入札システムを導入し

たところである。 

(2)課題  

「新たな米政策」の着実な推進及び施策の更なる深化

○需給・価格の動向等市場のシグナルと言うべき情報を生産者段階にまで的確に伝達し、これらの情報を

踏まえて生産者等が主体的に経営判断を行えるようなシステムの定着を図ることが必要ではないか。 

○稲作経営安定対策については、その実施状況、農家の意向等を踏まえ、適時適切に見直し、改善を進め

ていくことが必要ではないか。 

○稲作経営安定対策の概要  

 



○自主流通米の取引の改善方向 

 (「自主流通米取引に関する検討会報告(平成 10 年６月)」関係項目)  

１ 自主流通米価格形成センターの在り方 

(1) 入札取引の方法の見直し 

稲作経営安定対策が導入されたことを踏まえ、値幅制限方式に代わり、価格の安定にも配慮しつつ需給実勢を的確に反映した価

格形成が行えるよう、売り手・買い手が入札を通じて値頃感を提示・修正できる仕組みとする(10 年産から実施) 等 

(2) 取引の場の開設者としての主体性の確立  

自主流通米価格形成センターが代金決済等を行う 等 

(3) その他 

自主流通米価格形成センターにおいて試行的取引その他多様な取引を行える途を拓く 等 

２ 農協系統の米関係事業の在り方  

 (略) 

３ 自主流通米の流通業者等の在り方  

流通規制、出荷・販売業者に関する制度区分の一元化 等 

２ 麦  

(1) 現状  

政府による無制限買入れ及び内外麦コストプール方式による管理

○麦は、生産性の高い水田営農や合理的な輪作体系の下での畑作営農の確立を図る上で不可欠な作物で

ある。  

○制度上は自由な民間流通を前提としつつ、生産者の申込みによる政府の無制限買入れ制となっているが、

大幅な売買逆ざや等から、実態上はほぼ全量が政府買入れの対象となっている。また、国内産麦に係る財

政負担と外国産麦の売買による差益との収支に赤字を生じさせないように、内外麦コストプール方式により

管理されている。  

(2) 課題  

「新たな麦政策」の推進による需要への的確な対応

麦作農家の経営安定 

○これまで、生産者と実需者との関係が希薄であったことから、生産と需要のミスマッチ等生産・流通・加工

の各部門で様々な問題が発生している。  

○このような状況を打開するため、本年５月に「新たな麦政策大綱」を策定したところである。今後、本大綱

に基づき、以下のような政策変更を行うこととなっており、その早急な具体化を図るべきではないか。 

・国内産麦の民間流通への段階的な移行(民間流通が定着すれば政府買入れは不要となる) 

・民間流通への移行に際し、今後の麦作の担い手となるべき生産性の高い経営体の経営安定に資する「新

たな措置」の導入 

・品種開発の加速的推進、生産対策の拡充・強化 

・収量変動に対する対応としての農業共済制度の充実・強化(災害時の収入減にも対応し得る新たな方式の

導入を検討) 

・外国産麦、麦加工産業、飼料用麦についての所要の制度変更・運用改善 



○現行制度の概要（内外麦コストプール方式）  

 

○「新たな麦政策大綱(平成 10 年 5 月 29 日 農林水産省省議決定)」の概要  

麦に関する施策について、民間流通への移行を基軸に総合的・全面的に見直す。「新たな麦政策」の推進に当たっては、３～５年

かけ、実態に即した円滑な移行が図られるよう配慮。  

(1) 国内産麦 

  需要に即した良品質麦の生産を推進する 観点から、実

態的にも民間流通に委ね生産者と実需者が品質評価を反

映した直接取引を行う仕組みを導入 

 ① 民間流通の仕組みの構築 

   民間流通を円滑に進める仕組みを構築するため、生産

者、実需者、行政による 「民間流通検討会」を設置 

 ② 生産者に対する新たな措置の導入 

   民間流通への移行に際し、生産者の経 営安定を図る

ための新たな措置として「麦 作経営安定資金(仮称)」を創設

   その水準については、今後の麦作の担 い手となるべ

き生産性の高い経営体の経営安定に資する観点から国内

産麦の生産コストに着目 

 ③ 収量変動に対する対応 

   災害時における収入減にも対応し得る新たな手法の導

入について、農業共済制度全体の見直しの中で検討 

 ④ 研究開発の充実・強化 

  ・品種の開発段階から生産者・実需者の 評価を反映す

るための仕組みを整備 

  ・３年間を目途とする「緊急プロジェクト」の創設  

 ⑤ 生産体制の充実・強化 

   地域毎の目標を踏まえた、担い手を中心とする効率

的な生産体制の整備等 

 ⑥ 政府買入れと政府売渡し 

  ・民間流通が定着するまでの間は政府買入れの途を

残す 

  ・政府売渡価格については、政府買入れ が不要にな

った場合には、透明性の高い新たな算定方式(外麦コスト

価格と内麦生産の安定に係る費用を基に算定)に移行  

(2) 外国産麦 

  国家貿易による計画的な輸入、政府操作の改善  

(3) 麦加工産業 

  麦加工産業の合理化及び近代化の促進  

(4) 飼料用麦 

  専増産ふすま制度及び国内産飼料用大麦制度を廃

止。これと併せ特定用途の麦の一部にＳＢＳ方式を段階

的に導入  



３ 大豆・なたね  

 (1) 現状  

不足払いによる生産者所得の保証

○ 大豆は、畑作輪作体系の一環として、また、米の生産調整の円滑な実施のためにも重要な作物

となっている。  

○ 生産者に対して、生産費等を参酌して再生産を確保することを旨として定められる基準価格と、

一般競争入札による販売価格との差を、国庫交付金により不足払いを実施している。  

○ 大豆については、実需者ニーズを踏まえて、基準価格に種類、銘柄区分、等級による格差を設け、

品質改善や生産性向上を誘導している。 

 (2) 課題  

実需者ニーズが一層反映されるような仕組みへの改善    

売れる大豆づくり              

○ 国産大豆に対する一定量の需要が見込まれる中で、市場評価がより生産者手取りに反映され、

品質・生産性向上が促進されるよう、交付金制度の運用や仕組みを見直していくことが必要ではない

か。  

○ 大豆は、米の生産調整規模の変動等の影響を強く受け、供給が不安定であるとともに、産地規模

が零細なためロットが小さく不均一である等生産体制の確立が不十分であり、売れる大豆生産のた

めの実需者、生産者、試験研究機関等の一層の連携や、安定的産地の育成に向けた施策の重点化

が必要ではないか。また、国産大豆を原料とする個性ある食品づくりが重要ではないか。  

○ なたねについては、生産量が大幅に減少し、特定の地域に集中して地場産業と結びついた生産

が行われている現状を踏まえた制度のあり方について検討していくべきではないか。 

○ 現行制度の概要  

 

 



４ 砂糖・甘味資源作物(てん菜、さとうきび)  

(1)現状  

国内産糖の価格支持を通じた甘味資源作物生産者の最低価格保証

○てん菜は、北海道畑作農業において輪作体系を構成する基幹作物であり、また、さとうきびは、沖縄県及

び鹿児島県南西諸島の離島振興上重要な作物であるため、国内産糖の価格支持を通じ、その生産者に対

して政府が定める最低生産者価格を保証している。  

○国内産糖については、交付金と輸入糖から徴収した調整金を財源に、農畜産業振興事業団(以下「事業

団」)の売買を通じた価格支持を行っている。  

○輸入糖について、価格を安定上下限価格の中に収束させることにより、国内砂糖価格の安定を図ってい

る。 

(2) 課題  

内外価格差の縮小                    

実需者ニーズが生産現場へ反映されるような制度への見直し

○砂糖の需要は、大幅な内外価格差に起因する加糖調製品の輸入増加等を背景として減少してきており、

結果として国内産糖の円滑な引取に支障が生じている。  

○また、甘味資源作物の取引価格は、政府により糖度ごとに定められているが、それ以外の取引条件が価

格形成に反映されていないことから、国産糖業者のニーズが生産者に反映されにくくなっている。  

このため、生産者、国産糖業者及び精製糖業者による生産性向上・合理化努力を促進するとともに、需給動

向や実需者のニーズが生産者により的確に反映されるよう、価格政策を見直していくことが必要ではない

か。  

○また、価格政策の見直し等に併せて、地域性を勘案した生産者の経営安定のための施策のあり方につい

ても検討していくべきではないか。 

  

 

 

 

 

 



○ 現行制度の概要  

 

 

 



５ 牛肉・豚肉  

 (1) 現状  

安定帯価格制度による乱高下の防止  

所得補償措置による生産者所得の確保

○ 指定食肉（牛肉・豚肉）については、安定帯価格制度を設け、これを超えて騰貴する場合には、事業団に

よる売渡し及び輸入豚肉の関税減免措置、低落する場合には事業団による買入れや団体が行う調整保管

に対する助成によって、価格安定を図っている。なお、近年は、豚肉に係る調整保管への助成が行われてい

るが、事業団による買入れ・売渡しの実績はない。  

○肉用牛経営に対しては、輸入牛肉に対する関税を財源として、繁殖経営に対して子牛価格が下落した場

合に補給金を交付する制度や、肥育経営に対して所得低下時に一定額の補助を行う事業を実施している。  

○輸入豚肉については、国境措置として差額関税の機能が維持されている。  

○養豚経営に対しては、豚肉の価格低落時に都道府県毎に国、生産者等が拠出した基金により補てんして

いる。 

 (2) 課題  

国際化や環境問題等に対応した経営安定措置の見直し

○輸入品との競合激化や糞尿処理に伴う環境問題の顕在化等の経営環境の下で、生産者の経営安定の

ための措置について、既存の施策についてそのあり方を見直していくべきではないか。  

○さらに、上記施策や国際化の進展状況等を踏まえ、中長期的視点から価格制度のあり方について検討し

ていくべきではないか。  

○指定食肉（牛肉・豚肉）の安定帯価格制度  

 



○肉用子牛の価格安定制度  

子牛価格が、保証基準価格を下回った場合、生産者に対して補給金を交付(合理化目標価格を下回った場

合は、生産者、国、県があらかじめ積み立てた積立金から補てん)。 

 

６ 牛乳・乳製品  

(1) 現状  

乳製品の事業団売買を通じた価格安定と加工原料乳の不足払い

○バター、脱脂粉乳等の指定乳製品について、安定指標価格を設け、この水準に市況が安定するように事

業団が売買操作する仕組みとなっており、近年は輸入脱脂粉乳の買入れ・売渡しが行われているが、国産

乳製品の売買操作の実績はない。  

○加工原料乳については、生産者が再生産可能な乳価と、乳業者が生産者に支払うことのできる乳価をそ

れぞれ政府が定め、その差額について、限度数量の範囲内で不足払いが行われている。  

○飲用乳については、生産者団体と乳業者の相対取引に基づく価格形成となっている。 

(2) 課題  

需給事情をより反映した価格形成が行われるような制度への見直し

生産者団体の広域化等による公正な取引の助長 

 

 



○ 今後、乳製品の取引について、より需給事情を反映した価格形成が行われるようにしていくことが必要で

はないか。また、その成果を踏まえ、加工原料乳の取引について、同様に見直していくことが 必要ではない

か。  

飲用乳については、生産者団体の広域化を促進し乳業者と生産者団体の公正な取引を助長すべきではな

いか。この場合、広域化の進展状況等を踏まえ、入札等市場取引の導入や相対取引のルール化等、取引

の改善を行うことを検討すべきではないか。  

○酪農における環境保全対策が重要な課題となっていることを踏まえ、経営安定のための施策を検討すべ

きではないか。  

○さらに、上記施策や国際化の進展状況等を踏まえ、中長期的視点から、価格制度や酪農経営の安定施

策のあり方について検討していくべきではないか。 

○指定乳製品の価格安定制度  

 

○加工原料乳への不足払い制度  

加工原料乳について、再生産可能な乳価(保証価格)と乳業者の支払可能乳代(基準取引価格)の差額を、限

度数量の範囲内で不足払い。 

 



(参考) 国際環境について  

１ ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意  

(1) ウルグァイ・ラウンド農業交渉の結果、国境措置（市場アクセス）、国内助成、輸出競争の３分野について、

以下のような合意(1993 年[平成５年])が行われ、1995 年から 2000 年までの６年間でこれを実施することとさ

れている。 

 ① 国境措置については、原則として全ての措置を関税化し、基準期間(1986～88 年平均)に比べて関税を

平均 36％削減 

 ② 国内助成については、助成合計総量(トータルＡＭＳ)を基準期間に比べて 20％削減 

 ③ 輸出補助金については、金額、数量とも削減  

(2) 国内助成については、 

 ① 貿易歪曲的効果又は生産に対する影響が全くないか最小限で生産者に対する価格支持効果を有しな

いこと等から削減対象外とされている政策 

 ② ①に当てはまらず、削減対象とされている政策(市場価格支持や不足払い等。品目毎の金額を合計した

助成合計総量として計算)に区分される。  

(3) 我が国の 96 年度の助成合計総量は、基準期間より 33％減少しており、2000 年の削減約束を既に下回

っている。  

(4) ＷＴＯ農業協定に基づき、助成及び保護の実質的かつ漸進的な削減という改革過程が継続中であると

の認識に立って、この過程を継続するための交渉が 2000 年初に開始されることとされている。なお、この際、

非貿易的関心事項等を考慮に入れることとされている。  

○ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意の概要  

区分 対象 合意内容 (1995～2000 年) 

市場アクセス 
関税 農産品平均 36％削減(品目別最低 15％削減) 

輸入制限等 原則として全ての輸入制限等を関税化し、他の関税と同様に削減 

国内助成 
価格支持、 

補助金等 
価格支持等削減対象の国内助成(AMS)を 20％削減 

輸出競争等 
輸出補助金 金額で 36％、数量で 21％削減 

輸出規制 食糧の輸出規制に際しては輸入国との協議が必要 

  

 

 

 

 



○ 国内助成の区分  

削減対象外 

「緑」の政策 

a.政府の提供する一般サービス等 

 研究、普及、基盤整備、備蓄 等 

b.生産者に対する直接支払いのうち以下のもの 

 生産に関連しない収入支持、災害補償、構造調整、環境施策、 

 地域援助施策 等 

「青」の政策  直接支払いのうち、生産調整を要件とし、かつ特定の要件を満たすもの

最小限の政策 生産額の５％以内の助成 

削減対象 「黄」の政策 

上記以外の国内助成(市場価格支持、不足払い等) 

 （助成合計総量(トータルAMS)を算出し、これを2000年までの６年間で、

基準期間比 20％削減） 

  

○ 我が国の助成合計総量  

 

基準期間 

(86～88 年度) 
1995 年度 1996 年度 

助成合計総量 

(基準期間比) 
4 兆 9,661 億円 

3 兆 5,075 億円

(▲29％) 

3 兆 3,297 億円

(▲33％) 

  

２ 欧米諸国における最近の価格・所得安定のための政策の動向  

(1) 米国  

農産物の価格形成は基本的に市場に委ねられている。価格・所得安定のための主な政策としては、財政支

出削減等の観点から、96 年農業法により、減反を要件とする不足払い制度が廃止され、代わって農家に対

する「直接固定支払制度」が導入された。このほか、価格支持融資制度、作物保険、収入保険が実施されて

いる。  

①直接固定支払制度 

91～95 年度の間に１回以上減反計画に参加し、穀物等特定の作物を作付けていた農家に対し、1996～

2002 年の７年間にわたって、過去の作付面積を基準として定められた額を毎年支払う。 

なお、本制度は、ＷＴＯ農業協定上の「緑」の政策とされている。  

②価格支持融資制度 

30 年代から継続して行われている制度。農家が農産物を担保にして、商品金融公社から、過去の市場価格

を基に定められる融資単価(ローンレート)によって、短期融資を受ける。市場価格が融資単価を下回る場合、

農産物を公社に引き渡すことにより債務が相殺されることから、融資単価が農産物の最低価格を補償するも

のとなっている。  

③作物保険 

農業災害による収量減の際に補てんを行う制度。政府が実施し、農家が一定の手数料を払って加入する。 



④収入保険(パイロットプログラム) 

収量減のほか価格の下落による農家の収入減の際に、補てんを行う制度。96 年度から試験的に導入され

ており、民間保険会社が販売し、政府が再保険している。先物市場を利用し、予測市場価格を基準として収

入を保証している。  

○ 直接固定支払制度の仕組み  

 

○ 価格支持融資制度の仕組み  

 

○ 収入保険の仕組み  

 

  



(2) ＥＵ  

 価格・所得政策は主としてＥＵが共通農業政策(ＣＡＰ)の一環として実施し、加盟国がこれを補完している。

92 年の改革において、穀物、牛肉等の支持価格を引き下げるとともに、引下げ見合い分を生産者に支払う

措置として、直接所得補償制度が導入された。 

なお、本制度については、ＷＴＯ農業協定上の「青」の政策とされている。  

現在、「Agenda2000」が加盟各国に提案され、92 年の改革を深化・発展させるべく、共通農業政策について

もその具体的改革案の議論がなされている。 

このうち、価格政策に関する内容は、以下の通りとなっている。 

 ・穀物・畜産の各部門で価格支持を更に引き下げること 

 ・穀物の直接所得補償については、単価の引上げ幅を抑制すること（支 

  持価格の引下げ幅の一部に止める） 

 ・直接所得補償の１戸当たり受取額に段階的上限を設けること  

○直接所得補償制度と休耕補償制度の仕組み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○「Agenda2000」に基づく改革案の概要  

事 項 提 案 

穀物部門 

介入価格 
20％引下げ           現 行：119ECU(1.6 万円)/t 

               →2000 年： 95ECU(1.3 万円)/t 

直接所得補償単価 
引上げ幅を介入価格の      現 行：54ECU(7.4 千円)/t 

引下げ幅の 50％に止める    →2000 年：66ECU(9.1 千円)/t 

セット・アサイド 

（休耕） 

義務的な休耕率は 0％ 

休耕を行う場合の補償単価は直接所得補償単価と同額 

牛肉部門 

介入価格 
30％引下げ           現 行：2,780ECU(38 万円)/t 

               →2002 年：1,950ECU(27 万円)/t 

直接所得補償単価 
引上げ 雄 牛：135ECU(1.9 万円)/頭→上限 355ECU(4.9 万円)/頭

    去勢牛：109ECU(1.5 万円)/頭→上限 530ECU(7.3 万円)/頭

酪農部門 

生乳の国別生産割当 

(クォータ)制度 
2006 年まで継続 

支持価格水準 15%引下げ 

乳牛に対する奨励金 新設       上限 330ECU(4.5 万円)/頭(牛肉部門との合計) 

直接支払 
支持価格引下げに関 

連した直接所得補償 
個別農家ごとに受給水準に応じた段階的な上限を設定 

農村政策 
条件不利地域への直 

接支払い 
支給要件に環境保全の実施を追加 

(3) カナダ  

50年代以降、供給管理政策と連携して価格支持が行われてきたが、価格支持は廃止され、90年代に入って、

品目別でなく農業経営全体を単位とした所得安定制度が設けられている。  

91年に、ＮＩＳＡ(純所得安定口座)、ＧＲＩＰ(総収入保険計画)の両制度が導入された。その後、ＧＲＩＰにかかる

財政負担が過大であったこと、ＮＩＳＡの基金が十分積み上がったことから、96 年にＧＲＩＰは連邦の制度とし

ては廃止され、現在はＮＩＳＡが作物保険、州独自の制度とともに「全国セーフティーネット」として農家の所得

安定機能を果たしている。  

①ＮＩＳＡ(純所得安定口座) 

農家、連邦政府、州政府が、毎年、一定額を農家個人毎の口座に積み立て、農業所得の低落時に不足分を

口座から引き出すことができる仕組み。 

なお、本制度は、補てん割合が削減対象外となる要件を満たさないため、ＷＴＯ農業協定上の「黄」の政策と

されている。  

②作物保険 

農業災害に対して州政府が実施しており、連邦政府がこれに対して財政援助を行っている(対象となる作物

等の内容は州毎に異なる)。  

  



○全国セーフティーネットの仕組み  

 

 ○ＮＩＳＡ(純所得安定口座)の仕組み  

毎年、農家、連邦政府、州政府が、農家の農業純販売額の各々３％、２％、１％相当を個人毎の口座に積み立てる。農家は、農

業所得が過去５年間の平均を下回った場合等に、不足分を口座から引き出すことができる(引き出すかどうかは農家の判断)。 

加入は任意だが、95 年現在、参加資格のある農家の 51％が加入。 

 


