
 

 

 

第７回「国産大豆の安定供給に関する懇談会」議事概要 

 

１ 日時 

平成１７年７月２２日（金）１４時００分～１６時００分 

２ 場所 

日本郵政公社２階共用会議室Ｇ～Ｈ 

３ 出席者 

懇談会委員：別添のとおり。中谷委員の代理として新浜委員が出席。山内委員は欠席。 

事務局：吉田大臣官房審議官（生産局）、竹森農産振興課長、 

小平首席生産専門官、別所総務課制度検討室長 他 

４ 議事概要 

小平首席生産専門官から資料説明の後、資料４の「国産大豆の安定供給に関する懇談会中間とりまとめ

（案）」について意見交換。 

○ 「はじめに」（Ｐ１） 

【座長】 

・前半は、昨年の懇談会の内容を記述。後半は、本年３月２５日の基本計画の策定以降の話と、５月以降本

懇談会を再開し、どういう議題で検討を行ったのかの経緯を記述。 

○ 「１ 望ましい流通体制のあり方」 

 (1) 流通体制の改善方向 

 ① 周年安定供給の機能（Ｐ２） 

【座長】 

・前提として、昭和３６年に制定された大豆交付金暫定措置法が廃止になり、これに伴い同法が規定していた

一連の機能、これをどのような形に変えて安定供給の流通体制を整えるかについての考え方を整理。 

 具体的には、大臣承認に係る集荷・販売計画が法の廃止に伴いなくなり、生産者団体等の自主的な取組と

して行われることが望ましいとの方向。 

 全体を通じて、この中間とりまとめは、方向性を出すことが主題であり、この方向性に基づく具体的な仕組

みは、農林水産省と関係者との検討に委ねることになる。 

【木嶋委員】 

・①の最後のなお書き部分「なお、周年安定供給の確保については、農林水産省においても、需給情報の提

供等」であるが、農林水産省の関与が需給情報の提供だけでは困る話であり、安定供給・安定確保の管理に

ついて関与するとしてはどうか。 

【座長】 
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・この部分の解釈は、今後、具体化の検討の過程で明確化されるものと理解。 

【武政委員】 

・方向性はこれで良いが、国の関与が需給情報の提供のみと限定的に読まれてしまうのではないか。「等」の

表現が弱いことから、例えば、「適切な需給情報の提供をはじめ」と修正してはどうか。 

・法律に基づく国の関与はなくなり、流通への国の関与も弱まる中、今後、安定供給を図る上で、団体等の自

主的な取組だけでは、関係者は不安。国の関与はこの部分のみであり、表現の工夫が必要。要領等で規定

していくのかどうかは今後の検討になるが、もう少し表現を強めてはどうか。 

【事務局】 

・情報の提供を例示しているが、武政委員のご発言のように、もう少し幅広く国としてやるべきことを考えてい

くことが必要。例えば、安定供給を図るため、生産・出荷の関係者と実需者の間で情報交換を行う場の設定

等の検討も必要と認識。 

・２の支援のあり方とも関係しており、国の関与が全くなくなるということではない。 

【座長】 

・武政委員のご意見は、「提供等」を「提供をはじめ」にとの修正提案で良いか。 

【武政委員】 

・その方が今後の検討の幅が広がるのではないか。 

【座長】 

・財政事情も厳しく、特定の予算を計上することは無理であろうが、品目横断的政策による支援と絡め、安定

供給を図る上で、情報提供だけでなく、もっと全体的に考えていことが必要という趣旨で、「情報の提供をはじ

め」に修正したい。 

 ② 取引方式（Ｐ２～３） 

【座長】 

・取引方式の３形態は現行同とし、契約栽培取引の方法・内容は一層改善する必要があることを記述。なお、

具体的な進め方は今後の宿題とされているところ。 

 ③ 販売者（Ｐ３） 

【座長】 

・大豆交付金暫定措置法では、生産者が自ら販売しても交付金の対象外であったが、今後は、一定の手続き

を行えば、支援の対象になり得るとの方向。今までの販売者は、実態として全農・全集連の２団体であったが、

今後は他の団体（県本部・経済連、農協・集荷組合、生産者）も可能。ただし、その場合には一定のルールの

設定が必要であり、具体的なルールの設定内容は今後検討の予定。 

【新浜委員】 

・多元化の方向は、基本的に反対しないが、今後、安定供給をいかに維持していくのかを考えると、後段の価

格形成とも関連するが、一定のルールに基づく上場義務、入札によらない価格形成の問題、また流通も含め、



いかに一元的な管理ができるかどうか、全体として安定供給を組み立てていくことが必要。 

・基本的には、従来の枠組みを主体として、その他の要望をどう取り込めるかという視点で具体化を検討させ

ていただく。 

【座長】 

・今のご意見は、一定のルールを設定する過程で具体的な内容になるものと理解。 

【平田委員】 

・新浜委員と同意見。方向性はこのとおりであるが、ニュアンスとして自由にやりなさいという印象が強いので

はないか。今までは交付金制度の下、収穫された大豆は一定の管理下にあったが、今後のやり方次第では、

野放しに近い状態になりかねない。 

 例えば、契約栽培取引の対象大豆がルールどおりに流れてくるのか、年々の需給状況により、物がない時

は他者へ流れたり、物が余った時は還流する等が生じることを危惧。 

・どちらかと言えば、従来のやり方をメインにしながら、多元化をある程度認めていくのではないか。ただし、そ

れにも一定のルールが必要とすべき。規制緩和が前面に出すぎているイメージを受ける。 

【座長】 

・大豆は国家統制ではなく、やはり自由取引の商品と思料。今までは法律で規制してきたが、今後の方向は

規制緩和の流れの中で、自由な流通が多面的に行われ、結果的に国民経済全体のプラスに繋がっていくと

いうのが一般的な解釈。ただし、我々の共通認識である安定供給が十分に達成できなくなると問題であり、一

定のルールが必要と認識。 

・従って、全く自由になってバラバラというニュアンスにはなっていないと思うが、従来の仕組みがそのまま続く

と解釈されるのも問題であり、法律が大きく変わることから、今までとは違うということ。そのために、新しいル

ールを作るべきであることを確認することが今回の懇談会での合意事項であり、この点について何かあれば

お願いする。 

【森澤委員】 

・新浜委員、平田委員に賛成。大豆の持つ商品としての特性、あるいは天候に左右されやすいとか、そういう

中で周年安定供給を図っていくことが一番の基本であるが、表現が「全国団体による安定供給に加え」との並

列の表記になっており不安。やはり、安定供給を図る上では全国団体が基本であり、流通ルートの多様化も

あるということ。 

【座長】 

・「全国団体による安定供給を基本に」という修正提案ということか。 

【事務局】 

・今までの統制という形から、自由な流れの中で一定のルールを作っていくという考え。生産された大豆を一

生懸命販売努力し、効率的に売っていく姿が考えられ、最初からどの程度流通させるのかというようなルート

を規定するのは難しいのではないか。最終的には、ニーズに応じて流通したものが太い幹になるという結果と

して現れるということではないか。 



【大平委員】 

・実需者ニーズに応じた取引となると、全部自由な姿ということか。例えば、契約であれば品質や価格も弾力

的に行われるようになるということなのか。 

【座長】 

・入札によらない取引の価格形成は、現在±１，５００円の範囲内となっているが、今後は拘束力のないもの

にしていくとの考えであり、かなり幅が拡がる。ただ入札取引価格が一定の基準になるということは否定でき

ないが、これも規制緩和の一つの流れ。 

【木嶋委員】 

・生産者・産地自らが、実需者ニーズを捉えることが本当にできるのか。販売者と問屋であれば実需者との関

係があり可能であるが、生産者となると、例えば、地産地消は別だが、単協が的確にニーズを把握してるとは

思えないことから、どこかで場面を作ってあげないと実需者が積極的に生産者に対して話をすることは難しい

のではないか。価格は入札でわかるとしても品質はある程度情報を掴まないと、実際のニーズを出していくこ

とができないのではないか。 

【座長】 

・本日欠席の山内委員は、生産法人として１７０ｈａの大豆作があり、直接どれだけのニーズを把握しているか

は不明だが、今までは交付金をもらうためには農協を通さないといけなかったが、今後１７０ｈａの大豆を特定

のユーザーとタイアップして品種改良や栽培方法などを共有し、安定した品質のものを直接取引していくとい

う形態が今後広がっていく可能性もなくはない。そういう人たちのために、多元的な販売ルートを確保すること

は、新しい農業時代に適応したものではないか。 

【越智委員】 

・大豆を一般的に流通する仕組みと、交付金制度廃止後の新たな仕組みの中での流通とどう連動させていく

のかは、切り離すべきではないか。 

 販売者までの記述の部分は、一般流通はこうあるべきではないかの表現であると理解。交付金制度の中で

も生産量の７割程度しか制度流通していなかったという意味においては、制度が変わったとしてもその制度を

利用するかしないかは生産者の自由。制度が変わることで、規制緩和と規制緩和のためのルールを明示す

るのもおかしな表現。あくまで新たな施策に連動した仕組みとしてどうあるべきか、望ましい流通体制かという

観点に関して芽だしすれば良いのではないか。要は、新たな仕組みに対応しうる販売者は誰なのかというこ

と。 

・そうであれば、今の制度における全国団体を基本にするという考え方はなかなか抜けられないのではない

かということと、生産者に販売権を与えるということ自体が規制緩和なのかどうなのかという考え方は少し違う

のではないか。そういう意味で、ここでは生産者という言葉を削除願いたい。ただし、流通の多様化という意味

であれば構わない。 

【座長】 

・生産者の直接販売は、現在のシステムでも当然自由。ただ、それに対しては、交付金の助成対象外という

大きな枠組みが作られてきたが、その枠組みが新しく変わることにより、生産者自ら販売するものに対しても

助成の対象にしていくということ。 



【越智委員】 

・意見はわかるが、前段は全国団体を経由しない販売等の話であり、「その意見に留意しつつ、全国団体に

よる安定供給に加え」となっており、また、後段では、「周年安定供給を損なうことのないよう」と配慮している

ので、主流は全国団体と読めることから、原案で良いのではないか。ただし、「基本に」を否定するものではな

い。 

【座長】 

・対象者については別に検討中。現時点での対象者は、認定農業者並びに一定の要件の下での集落営農を

想定しているが、詳細は今後の議論。 

・森澤委員の「全国団体による安定供給を基本に」との提案について、何かあればお願いする。 

【武政委員】 

・意見はわかるが、前段は全国団体を経由しない販売等の話であり、「その意見に留意しつつ、全国団体に

よる安定供給に加え」となっており、また、後段では、「周年安定供給を損なうことのないよう」と配慮している

ので、主流は全国団体と読めることから、原案で良いのではないか。ただし、「基本に」を否定するものではな

い。 

【森澤委員】 

・こういう議論になるということは、表現が曖昧だということではないか。 

【座長】 

・「加え」との表記は、前段に何かあって、それを土台に追加されるということであり、原案で良いのではない

か。「基本に」と修正すると、非常に固く動きがとれなくなる。 

・原案の記述で進めたいがどうか。今のご意見は議事録に記載することでよろしいか。それではそういうこと

でお願いする。 

 ④ 価格形成（Ｐ３～４） 

【座長】 

・アの「入札取引の場」、イの「上場ルール」、ウの「入札によらない取引の価格形成」の３点について、何かあ

れば意見をお願いする。 

【武政委員】 

・Ｐ４の２行目の「集荷数量の一定割合について上場することが望ましい」の集荷数量は何に基づく集荷数量

なのか。例えば、調整販売計画に基づく集荷であったり販売であったりという、ある意味規制緩和の一端なの

かもしれないが、全国団体だけではなく、それぞれの生産者団体等は計画を立て、販売者となり、入札取引

を利用するはず。その段階での義務上場という意味であれば、「○○に基づく集荷数量の一定割合」というよ

うに修文できないか。 

【事務局】 

・前項の生産者団体等自らが作成する集荷・販売計画に基づき集荷された数量の一定割合を上場するという

こと。大臣に申請する計画はなくなることから、今後は団体自らが作る計画が基になるのではないか。 



【越智委員】 

・それでは、義務上場における集荷数量の根拠はないと読めるが、集荷した人は一定の割合の義務上場を

課すということで良いのか。 

【事務局】 

・少量しか集荷しなかった場合も義務上場するのか等については、今後、要検討。 

【武政委員】 

・集荷された数量では曖昧。どういう計画で集めたものを基本とするのか、その集荷数量を誰がどう把握する

のかということも明確化することが必要。そこは読み切れるように書きぶりを座長と相談すれば良いのではな

いか。 

【越智委員】 

・「生産者団体等が作成する調整販売計画に基づく集荷数量の一定割合」と修正すべきではないか。 

【武政委員】 

・前段からの流れでいくと現段階でそこまで書くことができない。ただし、ここでは「集荷数量の」と表現されて

いるので何の集荷数量かということ。具体的な書きぶりは、座長預かりとし、農林水産省と相談してはどうか。 

【座長】 

・大筋の方向性を出して、具体的には、これから詰めていくというニュアンスを入れておくことが必要。「・・・が

望ましい。その方法については、今後の検討課題である」との表現にするという方向で、事務局と相談した

い。 

 ⑤ 流通単位（Ｐ４） 

【座長】 

・ここも細かくは、今後具体的に詰めていくものであるが、特にあればお願いする。 

 (2) 産地への情報伝達の改善 

 ① 概算金支払いの運用改善（Ｐ４～５） 

【新浜委員】 

・「販売代金についても概算払いを行うことができないか、生産者団体等において検討することが望ましい」と

の記述について、市場価格がどう動くかにもよるが、生産者から預かった段階で販売価格を事前に見通すこ

とは困難。市場評価を適切に生産者に伝えることと概算金を支払うことは連動しないのではないか。今後、当

該記述に基づき、生産者団体としての検討結果を問われるのは辛く、かなり困難とご理解願いたい。 

【福垣委員】 

・全農と同様に、概算金としてどれだけ払えるのかであるが、交付金制度がなくなると、概算払いも難しいとの

見方。市場評価に繋げるように努力すべきだが、実態は難しい。 

【座長】 



・概算払いを行うのは困難との意見について、支払を早期化することはできないかということであれば可能な

のかもしれないが、全農秋田のような問題もあり、実際に行うことは難しいかもしれない。 

【越智委員】 

・①については、（２）の産地への情報伝達の改善の項から割愛してはどうか。我々生産者団体は共同計算と

いう方法をとっているが、産地への情報伝達の手法として概算金に的を当てるのは違うのではないか。問題

は、概算金が必要との生産者の意見にどう応えていくか、さらに市場ニーズを直に生産者に伝えるためには

概算金で支払うのがいいのではないかということ。 

【座長】 

・産地への市場評価の伝達の遅れが問題であるが、概算金の問題にすり替わっている。 

【事務局】 

・確かに概算金という言葉に集約されており、その点、生産者団体として、出口が狭まっていると受け止めら

れると更なる検討は難しいと思料。 

・市場シグナルを何らかの形で、少しでも早く生産者・産地に伝達することが必要であり、現行、一律の概算

金が支払われている中、何らかの工夫により改善できないかという趣旨で修正頂きたい。 

【武政委員】 

・これまで、概算金の支払いは、産地への市場シグナルとして上手く機能しなかったので、それよりも前進した

方法が必要との考え。まずは、いくらで販売されたかを生産者に伝達していくことが一番。２年後の支払いで

は、いくらで販売されたかはわかるが、その時点では生産者自身に実感は沸かない。 

 このため、お金の支払いが一番であるが、この概算金を誰がどのように支払うのか、その資金調達は、金

利はという問題もある。情報伝達はいくらで売れたかを生産者にできるだけ早く伝えることが重要であるが、

概算金の記述で始まって、概算金の記述で終わっていることが問題であり、情報を伝える趣旨で修正するこ

とが必要。 

【座長】 

・ご指摘のとおり。この部分は、事務局と座長・座長代理で修正案を作成し、各委員へ確認したいが、①の

「概算金支払の運用改善」を「産地への情報伝達の改善」という趣旨で修文したい。 

 ② 情報交換体制の充実・強化（Ｐ５） 

【座長】 

・②の「情報交換体制の充実・強化」について、大豆情報委員会において改善を図るということであるが、特に

あればお願いする。 

【武政委員】 

・大豆情報委員会としても、その組み立て等改善について検討したい。 

○ 「２ 品目横断的政策（うち生産量・品質に基づく支払）における支援のあり方」 

 (1) 支援の対象とする大豆の範囲（Ｐ５～６） 



【座長】 

・前回の懇談会では、黒大豆等について経営上は一般大豆と同じ整理との認識であったが、品目横断的政

策が内外の生産条件格差を是正するという目的であることから、支援の対象から外れざるを得ない。 

・支援の対象は、一定の品位以上のものとし、他の品目との整合性を踏まえつつ、適切に判断する方向。品

目横断的政策の仕組みが固まっていない中での整理となるが、ご意見があればお願いする。 

【平田委員】 

・捨て作り等のモラルハザードの発生を回避するため、一定の品位以上というのは理解できるが、今の検査

は目視による外観検査であり、特定加工用大豆は等級外。このため、一定の品位以上となると、等級外であ

る特定加工用大豆は対象外と読んでしまう。実態として、紫斑病があっても豆腐用は問題がないこともあり、

特定加工用大豆の扱いについては慎重に考えてほしい。また、実際、特定加工用大豆は輸入大豆よりも高く

売られており、支援の対象になるようにしてほしい。 

【平委員】 

・特定加工用大豆も品位として扱われており、このままの記述で良いのではないか。大豆は、普通大豆と特

定加工用大豆に分かれており、それぞれ規格があるので、カバーされるのではないのか。 

【平田委員】 

・特定加工用大豆が等級外との理由で外されることを不安視。 

【事務局】 

・「なお」書きの部分で「関係者間で検討を加え」としており、今後の制度設計の際、詳細を検討。現時点で、そ

こまで書き込むのは困難と考えており、表現はこのままでお願いしたい。 

【座長】 

・今のご意見は議事録に記載し、今後の具体的な対応策に含めていきたい。 

【越智委員】 

・「一定の品位以上」ではなく、「農産物検査法合格品」としてはどうか。また、他の品目との整合性という記述

の意味は何か。 

【事務局】 

・イメージは麦と同じ。「農産物検査法合格品」とのご提案については、先ほどと同様、「なお」書き部分で記述

のとおり、今後検討。 

【越智委員】 

・麦の対象は１・２等のみであり、等級外は麦作経営安定資金の対象外。他の品目との整合性となると、大豆

は特定加工用大豆が外れると読める。なぜ、「検査合格品」とできないのか、農林水産省の見解をお聞きした

い。 

【事務局】 



・今回の検討は、流通実態の中で、新しい支援措置をする時にどういうものを対象にするかという議論をする

のではない。極端な考え方をすれば、できたものは全て売るのだから支援対象にすれば良いという議論もあ

り得る。 

 ただ、新制度では、大豆にしろ麦にしろ、流通するものがきちんと一般の流通に耐えうる一定の品位以上の

ものを対象にすることは当然であろうという議論をしているだけで、具体的に等級によって対象にするしない

を議論するのではない。 

・合格という意味で言えば、農産物検査は品位付けしかなく、要はその品位が１等なのかどうかを格付けする

ということ。その際、一般の流通実態を含めて、一般の流通に耐えうる一定の品位のものを対象にしようとい

うこと。その水準をどれくらいにするのかは、「なお」書き以降で具体的に品目ごとに考えないとわからない。 

 特定加工用大豆であれば、規格としてあるのでそれを１つの参考として対象にするかどうか、また流通サイ

ドで必要なのかどうか、流通上問題があるのかどうか実態を踏まえて決めるということ。 

 この場では何でも対象にするのは無理との方向を出すということでご理解頂きたい。 

【越智委員】 

・そうであれば、生産者団体の委員として検討に参加し、その中で発言したい。 

 (2) 品質向上へのインセンティブの付与（Ｐ６） 

【座長】 

・品質の設定は、他の品目との整合もあり、大きな議論になるところであるが、ご意見等あればお願いする。 

【新浜委員】 

・生産者手取りに占める交付金の割合が６割程度、販売価格が４割程度との記述であるが、ここ２年間を見る

と価格が違う。産地銘柄・等級によっても価格差はあり、品代には市場価格が反映。 

【森澤委員】 

・（１）の支援の対象とする大豆の範囲の部分について、Ｐ６の６行目に「農林水産省が適切に判断」とあるが、

Ｐ５の２の冒頭でも「今後、農林水産省において慎重に検討」と記述されており、特に意味があっての記述な

のか。ギラギラする感じがあるので削除してはどうか。 

【事務局】 

・特段の意味合いはない。国の施策として、様々なものを判断することが必要であり、全ての場面で同様。こ

の部分だけ特にということではない。 

【座長】 

・修正について検討させてほしい。 

【平委員】 

・国産大豆の安定供給を考える上で、一定の集荷量が必要だが、価格も安くないといけない。価格が高いと

業界が使えない。そうするとこの議論はどっちを向いたものなのか。国は安定供給を進める上で、高値で推

移すれば補助金がいらなくなって良いのかもしれないが、そういう状況の中、本当に生産者は生産していくの

か、安定供給が図れるのか疑問。品位と生産量という言葉はあるが、大豆の生産性という言葉が出てこない。



国として一定の品質で低価格による安定供給という基本を踏まえ、どう考えているのか。 

【座長】 

・ご意見は、次の３の安定生産のあり方で議論いただくことと最後の総括的な話と理解。修正意見でなければ、

次に進めさせていただきたい。 

(3) 助成時期 

 ① 支払時期の早期化（Ｐ６～７） 

 ② 品目横断的政策への円滑な転換（Ｐ７） 

【座長】 

・最初の①の「支払時期の早期化」は問題ないと思う。②について具体的に何かあればお願いする。 

【事務局】 

・現在、出来秋から１年かけて販売され、販売が終了後に精算され、次年度末に支払いを実施している状況。

販売という性格を踏まえると、農協に売渡委託がなされた段階で数量が確認されれば、その大豆は将来販売

されるということで流通することから、農協に売渡委託がなされた時点で交付金を交付することが可能と思料。

実際の販売の有無の確認は必要だが、今よりも早く支払うことが可能。 

【座長】 

・要は、国の支払いを早めるということであり、国が襟を正すことなので、結構なこと。 

○ 「３ 天候等に影響されにくい安定生産のあり方」 

 (1) 安定生産のための技術対策（Ｐ７） 

 (2) ＪＡ等が主体となった産地強化計画に即した対策の推進（Ｐ７） 

【座長】 

・ここはある意味理念を謳っている部分であり、特に問題はないと思うが、先ほど平委員からご意見のあった

生産性の向上や品質の問題等について何かあれば。 

【有原委員】 

・（１）の「品種の育成段階における実需者の評価を踏まえつつ、各地域ごとに、それぞれの用途に適した品

種の育成・普及を図ることが必要」ということで、品種とか用途が強調されているが、ご意見にもあった生産性

ということも必要。栽培特性も品質にかかわる部分であり、生産性とか栽培特性という言葉を含むようにして

頂きたい。 

【座長】 

・何か具体的な修正案は。 

【有原委員】 

・「各地域ごとに、それぞれの用途に適した」の後に、「高品質」とか「高生産性」とか「栽培特性に優れた」とい

う言葉を入れて頂ければ。 



【座長】 

・具体的な書きぶりは事務局と私にお任せ願いたい。他に何かあればお願いする。 

【大平委員】 

・安定性ということと構造が変わっていく上での新しいルール作りにおいて、現状では、国産が手に入らなくて

輸入物でしのいでいるが、国産大豆の対策が今後の改革を進める上で、生産者段階、流通段階、お金のや

りとりも含めて、冒頭の計画そのものの情報公開等をお互いの信頼の下に実施していくということを位置付け、

価格と数量の安定を実現して頂きたいという願いがあるので、その精神をとりまとめの中に明記してほしい。 

【座長】 

・この懇談会の名称にあるように、国産大豆の安定供給を図ることがそもそも大前提になっているという理解

であるので、読み直して必要ならば修正したい。具体的な書きぶりは任せてほしい。 

 ○ 「おわりに」（Ｐ８） 

【座長】 

・この懇談会を閉じるわけではないが、次回の開催予定はなく、この中間報告の実現を見守っていくということ

が終わりの文章の内容。 

・最後に、既に修正が確認されたＰ２の「需給情報の提供等」を「需給情報をはじめ」 に訂正する箇所以外、

修文について座長に預けられた修正等の確認をしたい。 

① Ｐ４の２行目「集荷数量」の内容について、的確な判断ができるような表現に修正できないかどうか。 

② Ｐ４の（２）の①は、概算払の早期化ということではなく、情報の的確かつ迅速な伝達が図られるような文

言に修正。 

③ Ｐ６の「農林水産省が適切に判断」は、「農林水産省」の記述がいらないのではないかということについて

検討の上、修正。 

④ Ｐ７の３の（１）の「また・・・」以下の文章に「生産性に優れた」という文言を含めて修正。 

・以上の点について、座長、座長代理及び事務局において検討させて頂くことをお預けいただければと思うが、

よろしいか。 

・あと全体を通じて、何かあればご発言を。 

【木嶋委員】 

・Ｐ６（２）の「なお・・・」の部分だが、たんぱく質等内部成分品質に関する情報提供の体制はとれるのか。また、

例えば、残留農薬等の関心が高まる中で、国産大豆の情報提供を求められれば生産者サイドは対応できる

のか。 

【事務局】 

・こういう要望に応えるためには、それなりの分析機器を備えるなど、何らかの追加的な対応が必要。生産者

の方でそういう情報を付した付加価値を高めた販売や、産地づくりを目指すのであれば、生産対策の中で体

制づくりのための支援メニューも措置済。内部成分品質を定着させルール化する場合には、コストの問題等

もあり、別途関係者間での検討が必要と認識。 

【座長】 



・情報委員会のほうから何かあればお願いする。 

【武政委員】 

・等級品位から成分品位への移行は、かねてから必要だと感じているが、ユーザー側から明快な要望がなく、

今のところ体制づくりは進んでいないのが実態。 

・全体の流れからすれば、最終的には製品の原料を供給するということから、ユーザーが何を求めているの

か、それに対して適切に応えるためにはどうすれば良いのかを徐々に整えていく必要があるという方向性を

示唆していると理解願いたい。情報提供の前段で、まずユーザー側の要望をまとめる必要があるが、それが

まだ終わっていない状況。 

【平委員】 

・農薬等の問題は、トレーサビリティーが充実しているので、ここには書かれていないが、そういうものを活用

することが重要ではないか。 

【座長】 

・それでは先ほど、確認した修正点を座長、座長代理、事務局と検討した上で中間とりまとめ案を修正し、とり

まとめとして公表していきたい。再度私にご一任いただきたい。 

以上 
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