
 

 

 

第６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６月１７日（金）１４時００分～１６時４５分 

２ 場所 

日本郵政公社２階共用会議室Ｅ～Ｆ 

３ 出席者 

懇談会委員：別添のとおり。大平委員の代理として岡田委員が出席。 

事務局：染大臣官房審議官（生産局）、小栗農産振興課長、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５の説明後、意見交換。 

(1) 議論前の整理 

【座長】 

・今回の議論では、大きく３つのキーワード。①安定供給をどう確保するか、②品目横断的政策との整合性を

図りつつ、大豆の生産流通システムをどのように構築していくのか、③大豆交付金暫定措置法の廃止により、

規制緩和がどのような形で進行するのか。いずれも現時点では不明だが、この３つが絡んでおり、それぞれ

重要な課題。 

・今の交付金制度及び全国団体等が作成する販売計画等がどのように変わるかは、農林水産省と全国団体

の中で十分詰められていないが、これまでの説明では、市場流通として、認定農業者等の交付金対象大豆と

それ以外の一般の生産者の大豆が販売されるようになり、色は付いていないが、新たな制度での認定農業

者等を対象とした交付金大豆とそれ以外の一般大豆が販売の対象。 

・入札取引の対象も交付金大豆のみではなく、対象外も出てくる。認定農業者でない生産者の大豆も入札の

対象となるとすれば相当様子が違ってくる。全農、全集連だけではなく、県連、ＪＡ、生産者も入って販売でき

る多元化を図るということ。この中での安定供給についての計画がどのようにできるのか、国はやらないであ

ろう、民がやる必要があるかどうか、やる場合のコストは誰が負担するかという答えは出ていない。 

(2) 大豆交付金暫定措置法の廃止に伴う流通体制の点検 

【座長】 

・これまでの農林水産大臣による承認ではなく、生産者団体等による自主的な取組が望ましいという方向が

提示。これは、すぐ後で議論する中身次第であり、特に意見はないと思う。 

(3) 流通体制の改善方向 

 ①調整販売計画の機能 

【森澤委員】 

別紙 3 



・流通体制のあり方は、生産量・品質支払の支援対象者を誰にするかにより相当変わる。認定農業者と一定

要件を満たす集落営農とすると、周年安定供給（販売計画）を組んでも対象者が限定されると計画の持つ意

味が大きく変わる。残った者はどうなるのか。品代１俵４～５千円で生産者が大豆を作っていくのか。支払の

対象外になってしまうと作らなくなってしまう。 

・品目横断的政策のフレームとかかわりなく検討できる部分もあるが、生産量・品質支払のように一部リンクし

てくる部分もあり、どこまで決めるのか。その取扱を検討しておくことが必要。 

・販売計画の自主的な作成については、後段の国の関与とも関連するが、国の制度との一定の関連付けが

必要。米の生産調整方針の話も出たが、ＪＡが生産調整方針を作成しているものの、メリット対策としての国

の制度とリンクしているところもあり、全体の需給調整と関連。販売計画の策定・公表はそうだと思うし、大豆

も国の政策との一定の関連付けが必要。 

【越智委員】 

・座長が提起された３つの視点は、そのとおり。②の品目横断的政策での大豆に係わる生産量・品質支払と

新たな流通体制はリンクするものと理解。交付金制度撤廃後の流通制度をどうするのかを考えるのではなく、

新たな経営安定対策と絡めた新たな流通のあり方に絞って議論すべき。 

【中谷委員】 

・検討事項で生産者団体の自主的な取組とあるが、後段の流通の主体が誰になるのかとも関連。生産者団

体等の「等」の部分にかなり弾力的な意味合いがあり、この部分を実際の流通でどう考えるのかを議論するこ

とが必要。主体的なところとして、こういう整理もあるが、議論されないまま、先に判断するのか。ここで位置

付けを行うと次のところの議論も固定化してしまう。 

【座長】 

・国の関与は新たな交付金の対象者だけであり、それに関わる 大豆だけ、それ以外のことについてはどれ

だけ関与できるかは明示されていない。国の関与がないとなると、生産者団体等がビジネスとしてどう安定販

売するか。どの程度情報公開するかに関わっている。調整販売計画を生産者団体等にお願いするのは、こ

の懇談会の場では無理。 

 ②販売方式・販売者 

【座長】 

・販売方式について、入札販売、契約栽培、相対取引の３つの方式については合意が得られていると思うが、

新しいシステムの中でも３つの形態が続くということでいいか。 

【武政委員】 

・（２）の①～⑤は共通して議論するものであり、最終的に調整販売計画を誰がどのように作って、どのように

オーソライズするかということ。オーソライズするからには、関係者が誰なのか定めないといけない。③の販売

者は、全国団体が今後とも販売者として主体となるとの認識。 

・多元化すると生産者団体等の「等」の幅が変わってくるのではないか。今までどおり、ＪＡだけで作ることには

ならない。どういうところで調整販売計画を作り、みんなのものだという共通認識にするためにどういう手続き

を行うのか等について、①の調整販売計画の機能において、考えるべき。 

・②の販売方式は、入札販売、契約栽培、相対取引で変わらないと思うが、どれが主流になるか、入札取引、



契約栽培取引の割合をどれくらいに置くかの問題は残る。 

・認定農業者の大豆と一般の生産者の大豆に分けたとき、どれくらいの割合でそれぞれ占められることにな

るのか。一般の生産者の大豆が大宗になると大変であるが、平年並みの価格と仮定した場合、品目横断的

政策から外れた大豆が生き残れるかというと疑問。大宗が認定農業者と集落営農の中に、集約された栽培

体系を作って、特化した主産地が集荷、販売することになる。 

・品目横断的政策は複雑であり、３つ（緑ゲタ・黄色ゲタ・ナラシ）が重なって、これが同じ人に行くとみる。ここ

では、一般の生産者が残存する中で、議論しないとわからない。 

【座長】 

・一般の生産者の大豆が残存する形で議論できるかどうか。販売者について、全国団体、ＪＡ、集荷業者、県

団体、生産者自身が販売するような多様化を図るとなると、今までは法律に基づき全農、全集連が販売者で

あり、交付金をもらうためには、そこを通すしかなかったが、今後は販売の担い手として色々なルートが出てく

る。認定農業者、生産法人が販売しても交付金の対象となるがこの点についてどうか。 

【武政委員】 

・新しい制度の下での生産者への金の流れはどうなるのか。 

【事務局】 

・議論の前提である品目横断的政策の検討が現在進行形であるため、この場での議論が不透明。今回の制

度の基本的な転換は、物から経営に対する支援に変わるということ。経営の安定化を図るため、どの作物を

政策支援のスペックとして含めるかという中で、大豆は当然その中に含まれるということが前提条件の一つ。 

・次に、どういう経営を対象経営として含めるかについては、認定農業者と一定の要件を満たす集落営農。こ

れがどの程度の割合を占めるかとなると、認定農業者は１９万程度になるが、認定農業者となりうる生産者で

（認定農業者に）なっていない方も多い。そういう中で、集落営農も併せて、生産者団体と一緒になって担い

手育成運動を展開中。 

・１９年のスタート時に何割とは言えないが、政策から外れた大豆が生産コストと価格から見て再生産が難し

いのはそのとおり。自家消費、地産地消があるが、一般の大豆としては再生産は難しい。どの程度こぼれる

か、これからの担い手の育成度合いとも関連。 

・今回の政策転換の性格からすると、流通と政策支援が必ずしも一体ということではない。今までのような安

定供給の確保の観点と政策支援の対象をどのようにするかは、切り離して考えるべき。どんな交付ルートと

するかについては、色々な方式が考えられる。通則法の検討を内部で行っており、どういう形で出すか議論し

ているところ。畑作４品目を生産条件格差是正対策の対象としているので、バラバラに出すのではなく、どこ

か一つの資金にまとめるような形で仕組みを作り、一括して経営体に支払う予定。現時点でどこに束ねるの

かについては、会計方式としてどうするのか、誰が事務を担うのか、マンパワーとして対応できるのか等につ

いて検討しており、様々な方式が考えられるが、具体的な結論までには至っていない状況。 

【座長】 

・重要な議論が一つ出てきた。品目横断的政策は安定供給のためのものではなく、担い手育成のための経

営安定対策であるとの重要な話。安定供給については別に議論してほしいとのこと。 

【事務局】 



・補足であるが、今回の経営安定対策は、大豆生産に対する一定の政策支援により、大豆全体としての安定

供給を図るという機能は当然であるが、流通の面から見た時、今回の経営安定対策が流通の交通整理を果

たすかどうかについては、今までの交付金からは一歩離れたところにあるということ。 

・新たな経営安定対策の対象については、対象経営の要件のほか、どのような物が対象となるかという要件

も必要で、結果として流通体制とリンクしてくることもあり得る。経営安定対策の直接の政策効果とは違ってく

るものの、全部離れているわけではない。理念として今までの対策と違うことを申し上げた。 

 ③ 安定供給（生産者委員からの意見） 

【座長】 

・安定供給については、この場での議論として、生産者の代表の２名に伺いたい。 

【山内委員】 

・生産者は大豆の手取りがいくらか分かっていない。安定供給といっているが、今後果たして大豆をつくること

ができるか疑問。毎年の転作で、私も５０ha 程度作付が変わる。これまで大豆交付金の意味が分かっておら

ず、米のような前渡金と同じぐらいの意識しかなかった。生産者のための議論だと思っているが、こういう話が

本当に生産者に伝わっているかどうか疑問。 

・転作として大豆・牧草・麦を作っているが、色々な縛りができると牧草の方が作りやすく、コストも掛からない

上に、補助金も有利であり、今後大豆をこのまま作っていいのかどうか不明。 

【座長】 

・制度が変わり、生産者が直接、豆腐や味噌へ販売できるようになったり、前渡金があれば経営的にも違って

くると思うがどうか。 

【山内委員】 

・安定供給と言われても、どの程度作っていいのか不安。 

【青木委員】 

・生産・出荷の後、販売代金が入ってくるのが何年か越しとなれば、経営に影響。 

・昭和５５年から「エンレイ」ばかり作っているが収量が上がらないため、資材を入れると経営が圧迫。 

 具体的には、平成１５年に地元の管内のＪＡが契約栽培に取組んだが、契約どおり同じ品種で一定数量を

出さないといけないため、資材を入れたが、コストが合わないため、結局１人、２人と辞めていく状況。  

【座長】 

・国の考えとして、一般の生産者の大豆は減らし、法人大豆を増やしてシェアを拡大していくようなことが施策

の中にある。法人大豆のシェアを増やすことで安定供給が図れるか図れないかということが大きな流れ。３～

５年で軌道に乗るかどうかは分からない中、移行措置をどうするかが課題であり、山内さん達が困らないよう

にきちんと議論すべき。 

 ④ 価格形成 

【座長】 

・価格形成について入札が指針になるが、上場数量の確保は、前回も一定の合意ができているがこれをどう



いう形で担保するかが一つ。もう一つが相対、契約栽培の場合にプラスマイナス１５００円という枠の中で連

動を義務付けているが、その連動をはずしてみてはどうかとの提示。 

【武政委員】 

・市場は、できるだけ中立的な第三者機関により、価格が形成されることが望ましい。３つの形態で安定的に

価格取引が透明であるためにも、第三者機関が望ましい。 

・プラスマイナス１５００円の幅は、１７年産から契約栽培取引を改正したばかりで結果が出ていないので、今

決めるのは難しいが必要性はある。将来的にはそういう方向が望ましい。 

【座長】 

・契約栽培については、１７年度から新たに動き出したところであるが、１９年度からの大幅な制度変更を念頭

に検討をお願いする。 

【平田委員】 

・契約栽培の価格決定に当たり、実勢価格を反映させる方法は、一方的な有利・不利を避けることには有効

だが、作り手、買い手双方があらかじめ合意に達すれば、事前に価格を決定することも一つの考え方として

残して良い。 

・全農、全集連で生産販売計画を立て、それに基づいて問屋も仕事を進めてきたし、我々としても通年販売、

計画販売がやりやすい。多元的販売を推進することで、生産販売計画が難しくなるのであれば、徐々に方向

転換を図ってはどうか。 

・問題は実際新しい制度の下で、助成対象となる者とそれ以外の者がどれくらいになるか不明。その中で従

来のやり方を残したほうがいいといってもナンセンス。８～９割がコントロールできれば調整も有効に働くと思

うが、助成金の仕組み、流れもわからない、認定農業者として認められるかどうかもわからない、そういう中で

今までどおり生産者団体で生産者を統制しながら進めるのは無理があるのではないか。 

【座長】 

・１４、１５年産の交付金対象大豆のうち、認定農業者のシェアはどれくらいか。 

【事務局】 

・認定農業者別の統計ではないが、大豆の関連対策の中での担い手（２ha 以上の生産者、７ha 以上の集団）

の割合では、流通数量の７～8 割をカバー。すべてが認定農業者になっているわけではないので、集団や大

きな生産者をいかに新しい対策の対象として誘導していくのかが課題。新しい対策の要件を考える時に、絞り

込んでいくことから今の担い手層がそのまま移行するというようなことは無理。しかしながら、今の大豆の中

心を担っている者が、大豆の生産をやめてしまうことにならないよう、努力すれば到達できるという配慮も必要。

今後議論になると思うが、今の流通の一部ではなく、相当部分を対象に誘導していくという前提で、望ましい

流通を議論していただきたい。 

【武政委員】 

・平田委員が言われるような販売計画を消してしまうと言っているのではない。項目として載せるのは良いが、

どれくらいが対象となるかは誰も答えにくいし答えが出ない。今後検討していくという方向性として、認定農業

者以外の大豆がどれくらい残るか、残さなくてもいい方向に政府が政策的に誘導するのではないか。できる



だけ品目横断的政策の中に入って認定農業者として作っていただくことを前提に、安定的な流通形態の中で

販売していくということで捉えるのではないか。 

【福垣委員】 

・対象が誰かという問題に産地も関心があると承知。価格形成、販売主体についてはこの方向でいいが、肝

心なところに不安感があり、状況によっては難しい。 

 ⑤ 流通単位 

【越智委員】 

・価格形成の場について、入札販売はあってもいいと確認したが、義務上場的な要素はいかがなものか。入

札における売り手側が制限され、入札が一つの流通の形態の提案であれば、義務上場をなくし、希望上場と

してはどうか。 

・流通単位についても束縛するものではないのではないか。 

【中谷委員】 

・ユーザーからの声は、入札の９．６トンはあまり問題がないが、契約栽培（２０トン）は地産地消の面で１日１

俵程度使用する加工メーカーが対応できないという話もあり、流通単位は緩やかにしてはどうか。この流通単

位も販売主体も明確化する前提で多元化で販売するための要件となってしまうと流通が不安定。前段の価格

形成も同様のこと。 

・安定的な生産を確保するためには、安定的な流通が図られることが必要。全体の需給の部分をシグナルと

して送ることが前提にあり、情報として緊密に送ることが必要。トータルの販売計画にかかわる計画的な流通

のあり方を管理する部分が必要。 

【平田委員】 

・何も販売ロットを小さく・幅広くする必要はない。現在は、１次、２次問屋の垣根は低くなり、お客様に重宝が

られる機能、サービスを提供できる問屋しか生き残れない。小口・分散販売には手間暇がかかるし、それは

問屋の機能。 

・地産地消は必要と思うが、まず自産自消をやってほしい。ＪＡで豆腐を作っているが、生産者は近所のスー

パーで買っているケースが多い。加工の規模が大きくなる程、当該地域外の消費者をあてにする。自分のと

ころで取れた原料だから安心だし、買って下さいと見受けられる。地産地消も先ず自己完結からスタートし、

過剰投資にならないようにしないと、既存の業者をも圧迫。 

(4)産地への情報伝達の改善 

【座長】 

・資料５のＰ５の産地の情報伝達の改善は大きな問題はないと思う。早期支払いについても必要なこと。 

・情報委員会のあり方も改善が進んでいる。 

【武政委員】 

・懇談会は時期尚早と思っていたが、逆にいいタイミングであるかもしれない。今制度が大きく変わろうとして

いるところで、現場の関係者に大きな不安感が醸成。これではまずいので、どんな形になっても生産流通の

流れがこういう風になりますよというシグナルを出すことは必要であり、タイミングとしても良い。 



・情報伝達、販売計画を立てる部分も国が関与することが必要。今までは第３者に任せていたが、国が交付

金を出し法律で縛っていたから良かったが、これからはできなくなるので、国の関与が必要。情報委員会も国

がちゃんとした形で国の情報も発信していく。新しい基本計画の目標と実態が乖離しているかいないかにつ

いても伝えて、どういった生産をしてほしいか伝えることが必要。 

【平田委員】 

・情報委員会は、回を重ねる毎に精度もタイミングも良くなっている。今までは、全農や国で見通していたが、

今後多元的販売が増えてきた場合、どこで正確な情報が得られるかとの声も上がっている。情報委員会が正

常に機能するには、正確な情報がきちんと集約化できる仕組み作りが大事。 

(5) 望ましい流通体制の円滑な機能の発揮と、品目横断的政策による支援（対象とする大豆の

範囲） 

【座長】 

・品目横断的政策による支援として、認定農業者等担い手への助成と望ましい流通のあり方が関係すること

になるが、対象大豆も含めて、意見等をお願いしたい。 

【中谷委員】 

・Ｐ６の生産量・品質支払との関連付けであるが、品目横断的政策による支援の下、仮に生産者に直接支払

うことになった場合、生産者から見れば極めて自由度は高くなる。そういう形がメインになってきた場合、流通

の安定化や計画性といったものと齟齬が生じることになる。このため、助成と一定程度リンクしないと流通の

方の負担が大きくなる。 

【越智委員】 

・現行の交付金対象大豆は、制約を受けた銘柄・種類であるが、新たな経営安定対策では、黒大豆や種子用

大豆も対象とすべき。 

・担い手要件を大豆だけで決めるのは無理だろうが、北海道の担い手である主業農家の経営では、黒大豆も

種子用大豆も生産しており、銘柄等を制約するのはどうか。 

【事務局】 

・どの大豆を対象にしていくかであるが、黒大豆や種子用大豆を必ずしも普通大豆と同じカテゴリーで整理す

るのは難しいのではないかと考えており、実際の価格形成や生産の形態から見ても相違。今回の対策は、生

産コストと販売額との兼ね合いの中で、足りない部分を補てんしていくものであり、生産条件格差がどの程度

顕在化しているかどうかとなれば、黒大豆や種子用大豆を対象にすることは難しいのではないか。 

【座長】 

・今の話は理解できなかった。新たな対策は品目対応でなく、経営を対象としており、今の輪作体系で位置付

けられている意味では、黒大豆や種子用大豆も同じであり、経営対象から外すのはおかしいのではないの

か。 

【事務局】 

・わかりやすいものとして、麦を例にとれば、二条大麦の中のビール麦については、ビール麦の方は醸造会



社との契約栽培を行っており、他の麦とは違い、コストを償うかなり高い価格での取引。経営の中では、黒大

豆や種子用大豆も輪作体系の下で生産されているのは一緒であるが、コストを償う程度に取引価格が高いも

のまでも対象とすることについて、財政面や費用面の観点から言っても無理ではないか。 

【座長】 

・ここで議論してもしょうがないですが、私の考えは先ほどお話したとおり。 

(6) 品質向上へのインセンティブの付与 

【座長】 

・次にＰ６の品質格差について、今の交付金制度は定額助成であり、今後格差を設けていくことを考えている

ようだが、資料６の参考資料Ｐ１６にも現在の設定状況について載せているので、ご覧いただき、一定の品質

格差についての意見をお願いしたい。 

【有原委員】 

・今は外観検査であり、産地としても外形品質を重要視する体系になっているので、産地銘柄品種は動かし

ようがない。内部品質については、豆腐用などで製品品質も評価するようになれば、例えば外観が裂皮して

も、品質が下がったとは見なされていない。豆腐加工メーカーではそれでも良いとの話もあり、一部のメーカ

ーでも紫斑病で汚れていても技術的に対応できる部分もある。単に等外というだけで外すのではなく、実需者

が受け入れることができるのであれば、内部品質についても見ていける方が良く、技術的な部分で対応可能

であれば、そういう制度が望ましいのではないか。 

【平田委員】 

・今は等級間格差があるが、銘柄間の格差は価格に反映。内部品質についても、用途が多岐にわたり、ユー

ザーの求める成分も異なるので、仕入、販売する際の参考資料として分かっていれば良いという程度。 

【有原委員】 

・私も同じ考えであり、要望があれば対応していく必要があるとの意見。 

【岡田委員】 

・品質格差は、売り手と買い手で互いに話し合えば良い話であり、結果的に品質が良ければ高くなる話。わざ

わざ助成制度の対象として議論するのではなく、別に行うべきではないか。先ほどの支援の話として、担い手

を認定農業者に限定することを淡々と進めればいいのではないか。 

【中谷委員】 

・今の大豆自体は、用途的に色々と変わってきている中で、一定の評価がなされている状況にあり、分析評

価と繋げるのは難しい。品質格差が生産者へのインセンティブとして働くのであれば結構だが、対策の助成

水準が下がる要因になるのは困る話。品質は販売価格で評価すれば良いのではないか。 

【座長】 

・新しい制度の下、国の関与をどうしていくべきかという議論であり、助成対象の認定農業者の流通は、リンク

すべきとの話だった。 



・財政難の中、新制度は経営安定であり、直接的に安定供給に資することは難しいとの話。 

【事務局】 

・参考資料のＰ１８を説明  

・１～３等があるが、格差が相対的に広がらない中で、低品位のものが増加している実態に対し、良いものを

作った人が報われ、品質向上の成果として生産者に恩恵がいくようにすることが必要。事務局としては農産

物検査等級による格差が必要との認識。 

【座長】 

・誰が格差をつけるのかという点では、それは市場なのだろう。 

【事務局】 

・市場で判断との意見が多数であったが、大豆の場合、平年作であれば販売価格が４～５千円程度。それに

対し今の大豆交付金として固定の８千円が出ており、内訳で見れば４割が市場であり、残りの交付金相当の

６割が固定となっており、市場価格が反映されない。これで良いのかという観点から議論をお願いしたい。 

【森澤委員】 

 ・ここは品目横断的政策の議論であり、基本フレームとも関わるが、他の品目の整理と大 きく関係する部

分。政策支援全体の話として、面積支払と生産量・品質支払全部でどれ だけの水準になるのか。政策支援

全体の高さの中で、品質格差の部分がどれだけ占める のかで違ってくる。大豆は、毎年の作柄や販売時期

によっても価格が振れるので、ここ は他の品目の整理と関係する部分でもあり、大豆固有の問題もあり慎重

に検討すべき。  

【武政委員】 

・役所の応援をするわけではないが、品目横断的政策の中に黄色の施策を国があえて入れ込んだという位

置付けをどう考えるかがポイント。 

【有原委員】 

・現在の等級は、あまりにも外部品質に依存しており、実態と違っているのではないか。需要の実態から技術

的に可能であれば、内部品質に見合う設定をお願いしたい。 

【座長】 

・品質格差が有効に効くのであれば、前向きに考えたい。本当にインセンティブになるのか。格差をつけても

遅く支払われるのであれば困る話。 

【岡田委員】 

・１俵８千円を補助してまで国内大豆を維持するのかどうかは、ここで議論するのか。農業全体の中で輸入品

との価格差を埋めるため、８千円がないと、大豆は守れないという合意がなければこの場で議論しても無駄。 

【座長】 

・大豆は３６年に自由化され、関税を０％とした背景があり、当時より税金で交付金を払うことについては国民



の合意があった。 

【岡田委員】 

・大豆を作るために８千円が必要との話だが、生産者が作るか作らないかは８千円以上を市場で見ての判

断。 

【座長】 

・品質支払を行う前提で、どういうことを考えていくべきかということ。 

【平田委員】 

・日本の農業は、地価が高いから海外との競争が難しいとの前提がある。その負担を除けば、ほぼ海外と同

じ条件であり、なぜ海外との価格差が大きくつくのか理解できない。 

・生産者は、今までも手取り１万円は確保できているのではないか。基本計画の中にコスト３割削減とあるが、

これは兼業農家のコストが影響しているのではないか。専業農家だけのコスト削減はかなり進んでいると認

識。 

・良い作物だけに更に大豆を作ってほしい。 

(7) 天候等の影響に左右されにくい安定生産 

【平委員】 

・北海道では、小規模で生産されているものをまとめて安定供給を推進している「とよまさり」の例がある。ほ

かに「フクユタカ」から「むらゆたか」 が育成されており、そういうものをまとめていく方向も必要。「タマホマレ」

から「サチユタカ」に作付誘導中。「サチユタカ」は「フクユタカ」への「エンレイ」のバッククロスであり、品質的

に似ているものをまとめていくような工夫が必要。単一品種だけでいくのは難しく、今後考えていくべき論点。 

【有原委員】 

・私も同感。新品種として出ているが広がらない実態がある。「エンレイ」が難しいのは、「エンレイ」の欠点を

償う品種があっても、「エンレイ」でないと売れないという要因もある。品種更新がうまく行われているのは北海

道。日本はかなり古い品種が多く、昨 年の台風で倒伏した中で、倒伏に強い品種も出てきており、そういっ

た品種がスムーズ に普及され、経営安定につながるシステムを考えて欲しい。 

【座長】 

・どのような形で、誰が担っていくのか。まさに情報発信に関わる話。 

【座長】 

・日本の農業は零細であるが、一方で日本型農場制農業として、１０ha、２０ha の団地で受託する形態をとっ

ており、それが更に進めば山内委員が実践しているように、１７０ha の大豆作にも対応できるようになるので

はないか。今のシステムの中で、日本型農場制農業をどう作っていくのかがカギ。 

・産地強化計画で進めていく話もあり、前回の懇談会では有原委員より普及制度の変更で技術面の普及が

なかなか進まないとの意見。この点について何かあれば発言願いたい。 

【有原委員】 



・前回も発言したが、独法化で以前より身軽になったことから、研究者が現場に行きやすい環境になり、民間

との協力が進んでいる。さらに、県、普及センター、ＪＡ、生産者が一体となって後押しいただければありがた

い。モデル事業の仕組はわかりやすく、大豆も研究者が現場に入っている。生産者のみならず、買い手側と

の連携も進めば良い。 

【榎本委員】 

・味噌業界の話をすると、大豆の生産動向として、アメリカやカナダは増加、中国は減少、日本は横ばいとな

っている中、アメリカやカナダへシフトしている状況。 

・アメリカやカナダからも、味噌協会の中央研究所に大豆を送付してきて、味噌に合うかどうか適性を分析し

た上で、その分析を踏まえ実需が選択するシステムとなっている状況であり、国産も時々そのような事例。品

種が出てきた時に、実需者の評価がきちんと反映されていくことが必要であり、生産者への情報も必要。 

【有原委員】 

・品種開発の部分では、そういう対応をやっている。 

【平田委員】 

・「むらゆたか」も過去にやったことがある。国が一緒は良いこと。 

【平委員】 

・農林水産省・研究機関が新品種について、味噌や豆腐の加工適性を分析していることは評価。 

・産地に適した無理のない大豆作をやれば、収量も品質も安定。先ほど議論のあった内部品質までこだわり

始めると大変。今のように産地品種銘柄として体系化されているが、生産者が受け入れている中で、新品種

を無理に作らせるのは、現時点では得策ではないのではないか。 

【座長】 

・安定生産をどのような人たちが担うのかということになるのだろう。生産者大豆、法人大豆と考える中で、一

定の規模でやっていくことが必要との議論。 

(8) その他 

【座長】 

・全体を通じて、意見があればお願いしたい。 

【山本委員】 

・販売計画については、一定の品質評価を反映した生産誘導を図っていく点を含め、やは り生産者団体が

主体となって調整販売計画なるものを作成・公表して、実需に繋げるこ とが必要であり、これは結果的に周

年安定供給においても必要。 

・販売委託されるため、代金決裁も調整販売計画をやったところが支払うことになるので、新対策の交付金相

当額も販売代金とセットで支払うことが、事務的にも効率的であり、安定生産の面でも有効。 

・販売方式の３形態は適当であり、品種が多く、他の品目に比べ生産量が少ないという大豆固有の状況を踏

まえ、価格形成においては一定数量の上場が必要。 

・入札以外の相対や契約栽培は、ある程度、入札価格が参考的なものとなることが必要であり、そのために



も一定基準の上場が必要。 

【藤田委員】 

・納豆業界として状況をお話しすると、納豆向けの大豆の使用量は、国産が７％、アメリカが７０％、それ以外

は中国。ここ３～４年で国産大豆の使用が倍近くになっている中、大手のメーカーは国産大豆を使いたくても

量がない状況もあり、納豆自体は海外に頼らざるを得ない状況。 

・納豆製品の鑑評会で１３０社が出品するが、そのほとんどが国産大豆を使用。実需者自身も国産大豆の良

さを理解しているが、そのほとんどは、中小のメーカー。 

・ＮＨＫの報道でもあったが、国産大豆価格の高騰に伴い、製品パック５０ｇを４０ｇにする等企業努力を行って

も採算割れの状態。 

・安定供給・安定価格は基本であり、これができるように対応して欲しい。 

【座長】 

・本日の議論を踏まえた中間とりまとめの骨子案については、私に一任願いたい。 

 なお、次回第７回の開催までに、事務局と相談した中間とりまとめの骨子案を委員の皆様にご提示の上、ご

意見をいただき、それを反映させた上で、第７回でとりまとめの議論を行いたい。 

・開催の目途は、事務局によれば、７月中旬頃までのとりまとめを考えているとのこと。 

以上 
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