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食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食糧部会麦政策検討小委員会（議事録）

平成１６年５月２６日（水）１４：００（郵政公社会議室Ａ～Ｄ）

（高本課長）

定刻となりましたので、ただ今から麦政策検討小委員会を開会させていただきます。委

員の皆様には、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。

、 、 、 、本日は 大泉委員におかれましては ご都合がつかずご欠席 山田委員におかれましては

ご都合で少々遅れてご出席されるということとなっておりますので、現在１１名の委員の

ご出席となっております。それでは、まず、総合食料局長からご挨拶を申し上げます。

（須賀田局長）

総合食料局長の須賀田でございます。本日、皆様方におかれましては、ご多用中のとこ

ろ、遠路、ご参集をいただきまして、感謝を申し上げる次第でございます。麦政策検討小

委員会、ご口承のとおり、５年前に、国による、食管による買入れから民間流通への転換

ということを主眼といたします新たな麦政策大綱というものに基づきまして、麦政策を転

換したわけでございます。その後、国際関係を始めといたしまして、いろんな環境の変化

があったというわけで、この際、麦政策を総合的に見直そうと、そのためには、今年の３

月２３日、食料・農業・農村政策審議会食糧部会において、八木部会長から、小委員会を

設けて専門的に検討してはどうかとご提言がございまして、本小委員会を設けさせていた

だいたわけでございます。

本小委員会においては、生産から流通、消費に至るまで、突っ込んだご議論を賜ればと

思っております。食料・農業・農村政策審議会の企画部会の方で、委員の中には企画部会

の委員と兼ねられている方も多数おられますけども、品目横断の経営所得対策、担い手育

成のための農地流動化政策、こういうものが検討をされております。麦もその中の重要な

一作物でございまして、そちらの検討も進められているわけでございますけれども、そう

いう議論に関わらず、こちらではこちらで検討をしていただければと思っております。折

に触れまして、企画部会の議論も紹介をしたいと思っております。

企画部会等の議論を聞いておりまして、私どもなりに感じておりますのは、農政が農業

政策、食料政策、農村地域政策と３つ分かれておるわけでございます。農業政策といいま

すのは、産業政策を主体といたしまして、持続的、安定的な経営体を育成する、国内的に

も、農業でめしを食っていく、プロ農家とか言う表現もございますけれども、将来に亘っ

て農業生産を持続できるような経営体を育成をしていくというのが農業政策でございま

。 、 、 、 、 、す また 農村地域政策 これはよく言われております 多面的機能の維持 資源の保全

農村の活性化等、こういう問題をどうするのかという視点からの政策でございます。食料

政策と申しますのは、食料の安定供給でございまして、価格形成に市場原理を入れる、流

通の段階、あるいは製造の段階での体質強化といったものをどう図っていくか、最終的に

は消費者に、安価で品質のいいものを供給するという、食料政策でございます。

この３つがごっちゃになりますと、農業政策を議論しているところで、多面的機能をど

うするんだとか、兼業農家どうするんだとかいう議論になりますと、議論が混乱をいたし

ますので、この３つをそれぞれの視点から分かれた議論をお願いをしたいということでご
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ざいます。ただこの３つの政策共通に、現在、ＷＴＯ交渉等でお判りのように、国境措置

の強化というのが環境の変化としてかかってきております。方向といたしまして、国境措

置、これは関税でございますけども、このような国境措置が厳しくなる方向での議論が進

んでおりますし、国内の政策も国際的に許された政策、一言でいいますと、産業振興的で

ない、環境を保全するのだとか、そういう生産とは連動しないような政策に転換をしない

と、国際的にも許容されない政策となる。この問題が、それぞれの農業政策、食料政策、

農村地域政策にかかってくるという問題になっておりまして、大変、厳しい状況になって

おるところでございます。

私どもとしては、お願いでございますけども、あるいは企業機密等に触れるような、突

っ込んだ議論を、この際お願いをしたいと思っている次第でございます。よろしくお願い

をいたします。

(高本課長)

次に、本委員会の設置の主旨についてでございますけれども、今ほど、総合食料局長か

らもありましたが、本委員会につきましては、去る３月２３日に開催された食糧部会にお

ける八木部会長からの提案により、今後の麦政策のあり方等についての議論のスピードア

ップ、細部にわたる専門的な検討が必要であることを踏まえまして、食糧部会の下に設置

することとして、同部会の了承を得た上で、設置することとされたものでございます。

また、本委員会の委員につきましては、食糧部会のメンバーの一部の方と、新たに大臣

の任命を受けた方々で構成されております。それぞれ八木食糧部会長からご指名をいただ

いたところでございます。

それでは、今回はじめての委員会ということでございますので、委員の皆様のご紹介を

させていただきます。名簿の順にご紹介をさせていただきます。大泉委員ご欠席でござい

ます。加倉井委員、佐藤委員、末次委員、曽我委員、竹内委員、田中委員、立花委員、長

澤委員、中村委員、吉水委員。なお、本委員会の座長及び座長代理につきましては、八木

食糧部会長から指名されることとなっておりますけれども、部会長からは、座長を加倉井

委員に、座長代理を竹内委員にお願いしたいと承っているところでございます。委員の皆

様、よろしゅうございましょうか （ 異議なし」との声 ）ありがとうございます。それ。「 。

では、加倉井委員に座長を、竹内委員に座長代理をお願い申し上げます。

それでは、以降の議事進行は、座長にお願いをしたいと思います。

（加倉井座長）

加倉井でございます。一介の評論家に座長をやれということでありますが、利害関係者

でないということから、たぶん選ばれたのではないかと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。

私は食糧部会に属しておりまして。そこからここへ参りました。皆様のご協力で会議を

ひとつ前向きにスムーズに進めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

なお、この会議につきまして、私は公開にするというのが原則だと思いますが、そういう

ことで傍聴者の方々も御出席されているのではありますが、今後については、一部の方々

においては、場合によっては非公開のこともありうるのではないかというご意見をいただ
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いております。それで、この議につきましてご意見を賜りたいのでありますが、いかがで

ございましょうか。はい、中村委員。

（中村委員）

この小委員会は、たぶん相当突っ込んだ論議がされると思っておりますし、また、期待

もしているところであります。例えば、私どもで申し上げますと、どこまで公開できるか

わかりませんが、企業原価についてもお話しするようなことになるかもしれませんし、あ

るいは、生産サイドの方に対しても、我々の考えを相当強く言わざるをえないというとこ

ろも出てくるかもしれません。したがって、その辺の論議が、相当突っ込んだ論議となっ

ていくために、こんなことができるかどうかわかりませんが、場合によっては、そういう

ものに限って、あるいはその日に限って、公開しない、非公開で論議をとにかくどんどん

やるということもあってもいいのではないのかなと思っておりますけれども。ただ、私も

ルールその他があるのかどうかよくわかりませんので、そのような事例があってそのよう

なことも可能であるというのであれば、そのような提案を申し上げたいと思いますので、

よろしく教えていただいて、皆様のご意見を頂戴できればと思っております。

（加倉井座長)

このことはルール上の問題等があるかと思いますが、事務局から何か追加的なご説明が

ありますか。

（高本課長）

はい。この委員会が属している食糧部会あるいは食料・農業・農村政策審議会は、議事

規則に基づきまして公開することとされておりますが、一方で 「公開することにより、、

公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定の個人若しくは団体

に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合には、会長は、会議を非公開と

することができる」こととされております。

また、部会の下に設置されましたこの小委員会については、この規定は適用されており

ません。ただ実際上、非公開としている小委員会の例、例えば需給予測をする部会などの

例もございます。

中村委員がおっしゃったような事項については、情報公開法上の「非開示情報」に該当

するものでございまして、今後、議論されることは大いに想定されますので、委員の方々

から特にご異論がないということでありましたら、当方としては非公開としても差し支え

ないものと考えております。

（加倉井座長)

この件、公開、非公開について、皆様のご意見を拝聴したいと思います。どなたかご意

見ありましたらどうぞ。

はい、曽我委員どうぞ。

(曽我委員)
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今、中村委員からもありましたけれども、ケースによっては公開、ケースによっては非

公開ということで、ケースによって座長にお任せしたいと思いますので、ご判断をいただ

ければと思います。

(加倉井座長)

はい、竹内委員、お願いします。

(竹内委員)

主旨はわかりました。座長が事務局と相談していただいたらいいと思いますが、公開と

いうのは議事録がオープンになりますよね、非公開だとオープンになりませんね。今日も

いろんな方がお見えになっている。そういう実務上のことをどうするのか。あるやり方で

は、審議会、委員会は公開、しかしこの点についてちょっと非公開で同じメンバーで突っ

込んだ議論をしたいなという場合は、懇談会にしてしまうのですね。懇談会の場合だと議

事録を公開しないで済むということで難しいことはないと思うのですが、一般の方がお見

えになっている中で、途中から懇談会にお願いしますということになるのかなと思うので

すが、懇談会というやり方も場合によって使えるかなと思います。少しよく研究していた

だいたらどうでしょう。途中から懇談会に切り替えるというやり方でしょうか。

(加倉井座長)

途中から懇談会に切り替えるというやり方を、いくつかの部会で私もやったことがござ

、 、 。いますが 退席していただくということがありまして 実際にはなかなかやりづらいです

できれば私は全体としては公開。これは民主主義の国家として当たり前のことでございま

す。しかし、一部の会議については、ご要望があってそれを皆様がご了承なさったら、非

、 、公開とすることもありうるということで これは事務局ともお図りしたいのでありますが

それでよろしゅうございますか （ 異議なし」との声）それでは原則として公開、一部。「

の場合によっては、非公開もありうるということにしたいと思います。なお、その場合は

議事録ではなく、議事概要を委員の皆様にお諮りして、公開ということにしたいと思いま

す。これはよろしゅうございますね （ 異議なし」との声）ありがとうございました。。「

それではそのようなことにしたいと思います。

本日の議事に入りたいと思います。最初に、事務局からご説明をいただいた上、委員の

皆様のご要望、お考え等をお話しいただきたいと思います。資料請求もここでできるだけ

、「 、 」やっていただく 私はこれが知りたいので この資料を次の委員会までに寄こしなさい

というようなことも、ぜひおっしゃっていただきたいと思います。

本日の時間の目途は、おおむね１６時ということにしておりますのでよろしくお願いし

ます。

それでは、事務局側、高本食糧貿易課長から「麦政策の検討に当たって」を説明してい

ただきたいと思います。

(高本課長)

それでは「麦政策の検討に当たって」という説明をする前に、大きなＡ３（参考「わが
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国における小麦流通のイメージ ）の参考資料がございます。座長からのご指示もありま」

して、流通が全体的にどういう流れ、どういうイメージなのかということで、麦全体のイ

メージを共通して持っていただくために、このペーパーをお作りしました。小麦から小麦

粉への流通についてでございます。大体、国内産と外国産があって、国内産は生産量が８

３万トン、麦農家が約１３万戸ということでございます。外国産は約５００万トン、主に

アメリカ・カナダ・オーストラリアから輸入している状況を御覧いただけると思います。

国内産につきましては産地協議会というのがございます。これは品質向上、コスト削減の

ためにいろいろと取組みを推進するということで、生産者、ＪＡ、実需者組織等が参加し

て開かれている会議でございます。国内産につきましてはほぼ１００％の８０万トンが民

間流通でございます。政府買入れは３５０トンという少ない数字。民間流通は入札におい

て価格形成をし、相対は約７割でございます。この民間流通につきましては民間流通協議

会というものが、全国あるいは地方にございます。生産者団体と実需者団体が共催で、い

ろいろな情報交換や民間流通の仕組みについて決定をするということでございます。

外国産につきましては、約５００万トンを国が一元的に輸入しておりまして、国は、国

内産で不足するものや品質的に国内産麦を使用できないものについて、輸入することにな

ってございます。また、コストプールの下で外国産麦の輸入差益を国産麦の振興のために

充てているということでございまして、備蓄については、需要量の２．６ヶ月分を持って

おり、それを製粉企業及びしょうゆ企業等に販売をしているということでございます。製

、 、 、粉企業数は全国で１１４社で うち中小が１１０社ございまして 需要量につきましては

国内産と外国産麦を合わせまして５６０万トン、その他に、しょうゆ企業等につきまして

は約２０万トンということでございます。

下のほうに赤色で小麦粉調製品、輸入麦製品というものが書いてございます。小麦粉調

製品と申しますのは小麦粉が８５％未満のものでございまして、これは自由に輸入するこ

とができるということでございます。例えば、ビスケットやクッキーといった輸入の麦の

製品が、麦に換算して約４０万トンあるということでございます。それが２次加工メーカ

ーである製パン企業、製めん企業、あるいはスーパー、外食産業等を通じて消費者にまで

流通しているということで、その概念図をお示ししてございます。

それでは、それを横目でにらみながら、資料「麦政策の検討に当たって」をご説明した

いと思います。

まず１頁でございます。麦の位置付けでございます。麦は、パン、めん、あるいはケー

キ、押麦なと、非常に幅広い用途で消費されております。国民１人・１日当たりの供給熱

量は１２％ということで、総食料の構成比からみても必要不可欠なものでございます。た

だ、一方で小麦自体は非常に乾燥した地帯で作られるものでございまして、下の供給とい

う欄に書いてございますが、実際に、麦の成熟期が日本では梅雨にあたり降雨量が多く、

日、米、加、豪を順序に御覧いただきますと、日本の約半分近くから１０分の１くらいの

降雨量でございます。そのような事情も含め、国内産の麦はたんぱくの量が非常に低く、

日本めんを中心に供給されているということでございます。

２頁を御覧いただきたいと思います。農作物として小麦の位置づけでございますが、水

田営農におきまして転作作物として、大豆と麦を中心に非常に重要でございます。大規模

畑作経営におきましては、右の下に図がございますが、十勝において、ばれいしょ、秋ま
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き小麦、てん菜、豆類の４作につきまして輪作をしております。そのような輪作体系の中

で小麦は非常に重要な作物であると同時に、自給率向上のための重要な作物であるという

ことでございます。

３頁は平成１０年に作りました「新たな麦政策大綱」がございますが、それに基づく麦

政策、その成果等々について、ここにお示しをしております。ポイントは右側にございま

すが、国内産麦の生産量が基本計画の目標数量８０万トンを達成している、但し、品質、

生産性については目標を達成していない、ということでございます。

次は４頁を御覧いただきたいと思います 「大綱」により、そのような成果がございま。

したが、現状と課題といたしましては、生産量そのものは目標を達成しましたけれども、

メリハリのない麦作経営安定資金により、都府県においては担い手の育成に遅れあるいは

品質、生産性の向上に遅れが生じているということでございますし、また、後ほどご説明

いたしますけれども、播種前契約あるいは入札価格形成における問題、無制限買入れ等に

よりまして、市場メカニズムが十分機能していないという課題もございます。また、麦加

工サイドにつきまして、原料調達面での競争の欠如により、小麦粉製造のコストダウンに

遅れが出ている状況。また、輸入する際の内外価格差につきましても、２倍近い差が生じ

、 。 、 、ており それにより小麦粉調製品の輸入が増大しております また コストプールの下で

財政に大幅な赤字が継続している等、諸処に課題が生じております。そのような中で、私

どもといたしましては見直しの視点として４点構えてございます。１点目として担い手の

育成あるいは経営安定、２点目として民間流通に係る市場原理の一層の徹底、３点目とし

て原料調達面での競争の促進、４点目として管理面で効率的な管理手法の構築。これらの

ことを視点として麦制度を見直すことが必要ではないかということでございます。

５頁でございます。この頁からは個別の項目についてご説明したいと思います。下の方

に小麦の生産量、作付面積が書いてございます。基本計画の目標を上回っている、達成し

ているということを御覧いただけると思います。右の図は、麦作経営安定資金について。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳと区分してございますが、Ⅰの区分は良い品質の麦でございますが、それ

が全体の約８割になってございます。生産者手取りといたしましては （図の）下に入札、

価格がございますけれども、麦作経営安定資金が４分の３を占めており、メリハリのない

状況になってございます。

６頁でございます。このような状況で、実際の品質、生産性の向上について見てみます

と、例えば製めん評点という表を御覧ください。製めん評点というのは実際にめんにして

みた際の色や食感ですが、目標の７５．２よりも下回っております。また、生産費につき

ましても、北海道の畑作は目標の数字よりも生産費が低く抑えられておりますが、他の都

府県においては目標よりも高くなっており、さらに、担い手につきましても、都府県にお

いては１ｈａ未満が３分の２で、担い手の育成が遅れているという状況であります。そう

、 、いった結果 転作麦を中心にいわゆる需要と生産のミスマッチが継続している状況であり

表にございますように、全国的に見れば７％程度から４％と改善しておりますが、個々の

県別のミスマッチ率を見ますと、ミスマッチ率が増加しているという県もございます。

７頁は契約生産奨励金について。こうした状況の中で契約生産奨励金というのがありま

して、これは実需者側が負担をしているものですが、右のランク区分の概要を御覧くださ

い。たんぱく量あるいは容積重等の基準値をクリアすればＡランクというように、品質の
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結果に基づいて、ランク区分を導入するということで、１７年産から導入することが決定

されております。実際上、そうなりますと左の図のように、契約生産奨励金がＡだったと

しても、麦経ではⅡ区分あるいはⅢ区分になるとか、逆に、契約生産奨励金ではＢ、Ｃな

のに麦経ではⅠになるなど、助成体系に整合性がとれなくなるということでございます。

そのため、右下に書いてございますが、そういう状況につきまして、新しいランク区分を

検討するため、昨年の４月から８月に新区分方式検討会で、生産者団体、実需者団体、学

識経験者等を委員として、現行のままとすることは奨励金体系としては不適切であり、麦

作経営安定資金については、経営安定という本来の機能も踏まえ対応する必要があるとい

うことで整理がされているところでございます。

８頁でございます。こうした状況をふまえて、麦作の構造改革を推進する観点からすれ

、 、 、ば 担い手による生産が大宗を占める農業構造の実現 こうした構造の実現を通じた品質

生産性の向上を基本として、今の麦作経営安定資金の方向につきましては、担い手、良品

質麦への集中化、重点化ということを図るための検討をする必要があり、一方、ＷＴＯ農

業交渉についても留意する必要があるということでございます。

９頁は生産・技術対策でございますが、左の日本地図には平成１１年から「緊急プロジ

ェクト」ということで開発された品種が２２ございます。その他に県又は民間で開発され

た品種もございます。開発された新品種の製めん評点の評価は、右の表にもございますけ

れども、現時点で目標とされるＡＳＷ（オーストラリア・スタンダード・ホワイト）とい

、 、 。 、 、う品種に比べて 色 食感がまだ足りないということでございます 実際 品種の開発は

その下の表にもございますように、日本めん用を中心に開発されたところであり、今度、

日本めん用につきましても改良を続けていく、あるいはパン、中華めん用につきましても

品種開発を進めていく必要があるということでございます。

１０頁は生産面で、冒頭で説明いたしました産地協議会でのいろいろな取組みを取り上

げてございます。例えば、左の表にございますように、品質の向上や担い手の育成等の取

組みがございます。ただ実際上、まだまだ実需者のニーズや入札価格などのシグナルが、

生産者価格まで十分に伝わっておらず、品質や生産性の向上についての遅れの原因となっ

、 。ているなどを踏まえると 産地協議会の活性化を図る必要があるということでございます

１１頁は民間流通に係る市場原理の一層の徹底についてでございます。薄い桃色で書い

てございますところに、大手の製粉メーカーは消費者の安全・安心・健康志向の高まりを

受け、国内産小麦１００％のめん用粉「麺乃鄙歌」を開発し、商品化しているという例を

書いてございます。あるいは、その下に書いてございますような栃木県産小麦粉を１００

％使用した小麦粉をスーパー等で売っているという事例もございます。このように、今ま

で国内産麦は外国産麦に混ぜて調整原料として使用していただけではなく 「１００％商、

品」として注目されるようになってきているということでございます。そのように国内産

麦についても注目をされているところでありますが、国内産麦の契約体系として、播種前

に契約するということになっており、播種前契約となると１年前に契約をしますので、需

要の変化に即座に対応できないということが意識されるようになってきております。右側

の我々が行いました意向調査の中でも、播種前契約一本の契約体系は見直し、多様な取引

形態とすべきという製粉企業が半分以上であり、そういった声が強まっているということ

でございます。



- 8 -

１２頁です。播種前契約をするのに対し、アローワンスという一定の数量が設定されて

いるのですが、それについて左の方に概念図として書いてございます。アローワンスにつ

きましては、民間流通に移行した当時は生産量は５８万トンで、アローワンスは１５％と

いうことで８万７千トンくらいでございますが、現在は生産量が増えており、アローワン

ス分も１２万９千トンと、かなり負担感が増しているということでございます。右の表に

もございますが、こうした状況の中で、販売予定数量に対してアローワンスが１５％とし

て、例えばＡ県を見てみますと、販売予定数量が２万７４３トン、集荷数量が２万３千ト

ンということで、アローワンスを超過した数量が３，１４２トンであります。括弧書きで

書いてございますのが作況指数でございますが、この指数以上に集荷をしているというこ

とでございます。そういったことで播種前契約を基本としながら、生産者と実需者の共存

共栄が図られる契約形態の仕組みを検討する必要があると考えてございます。

次の１３頁を御覧ください。入札は播種前の８月に２回実施しておりますが、価格につ

いて５％の値幅制限がございます。これは１７年産からは７％に拡大をいたしますが、例

えば、北海道の春よ恋や群馬Ｗ８号のように上限に張り付いているもの、あるいは茨城農

林６１号や三重農林６１号のように下限に張り付いているものがございます。また、右の

図では義務上場制の概念図でございますが、生産量が３千トン未満であれば経済連と地元

の実需者で相対取引し地産地消に取り組むところが、生産量が３千トン以上であれば入札

にかけなければならないということで、その分、地産地消を阻害しているというような状

況もあり、価格が硬直的になるということでございます。

次に１４頁でございます。左の図は相対取引の仕組みについてでございます。実需者は

相対取引において過去に買受実績がある場合とない場合がございますが、ない場合には相

対には参加できないということでございます。そのため非常に市場シグナルが十分に伝わ

りにくい状況となっておりまして、市場メカニズムが十分機能する価格形成の仕組みを検

討する必要があるということでございます。

次に１５頁は政府無制限買入れについてでございます。右に書いてございますが、食糧

法の規定上、国は売渡しの申込みに応じて無制限に買入れなければならないということに

。 「 」 、なってございます それにつきまして 新たな麦政策大綱 の抜粋が書いてございますが

政府買入れは民間流通への円滑な移行を図るという観点から、民間流通が定着するまでの

間は政府買入れの道を残すということになってございます。ただ、実際上、今、政府買入

れは、冒頭でも申しました通り、量が僅かになってございます。小麦につきましては３５

０トン、全体の０．０４％ということでございます。

次の１６頁でございますが、無制限買入れにつきまして、他の農作物にはない規定で、

例えば同じ主要食糧の米につきましても、備蓄に限定しているということでございます。

それについては下の方に抜粋をしてございます、かんしょ・でん粉等の買入れにつきまし

ても農作物価格安定法で必要な時に必要な数量を買うという規定になっております。実際

上、政府買入れしている銘柄は、右の方にございますが、県の奨励品種からも除外された

もの、あるいは民間流通にないものが政府買入れにきておりますし、品質のいいものがき

ていないということでございます。そのようなことで結果的には政府買入れが品質の向上

を阻害しているということでございます。したがいまして、民間流通が定着するまでの経

過措置として位置付けられたことを踏まえ、今後の政府買入れの取扱いを検討する必要が
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あるということでございます。

１７頁でございます。実需者間の競争の促進ということでございます。今、外国産麦は

９割でございますが、売渡価格については年間を通じて固定されているということで、実

需者においては調達のリスクがなく、競争の欠如、競争する環境にはないという状況でご

ざいます。また、国内産につきましても、先程申しましたとおり、相対につきまして実績

主義ということでございますので、やはり調達のリスクがない、競争する環境にないとい

うということで、コストダウンが十分に進まないということでございます。実際上、小麦

粉の製造コストでございますが、これは指数で示しておりますが、平成１０年の大手を１

００とした場合、大手製粉は平成１４年に９０と減ってございますが、中小では平成１０

年の１１０から１４年の１０１ということで、依然として大手と中小間のコストには差が

あるということでございます。右の方には生産の動向がございますが、特に稼働率の度合

いが中小の場合は５０から４７と減っております。大手の場合は７５から８７ということ

で稼働率が上がっているということでございます。これにつきましてはそれぞれ製造コス

トを削減されているというところでありますけれども、原料面において、このような状況

下では、小麦粉製造の更なるコストダウンのインセンティブが働きにくく、これに対応し

がたいということでございます。

次の１８頁。内外価格差についてでございますが、買付価格に対して売渡価格が約２倍

ということでございます。国が外国から買い付ける価格に管理経費を加えまして政府売渡

価格として売り渡しているわけでございますけれども、その価格差が２倍あるということ

でございます。一方で、小麦粉調製品の輸入は、表が右側にございますが、平成１１年か

らかなり伸びている、これは韓国を中心にかなり伸びているということで増加をしている

という状況でございます。こういう中で業界全体を通じて、コストダウンを進めることが

急務でございまして、原料調達面での競争を促進しつつ、業界全体の体質強化を図る必要

があるということでございます。

１９頁でございます。管理手法の見直しについて。麦の管理制度につきましては、外国

産麦から得た輸入差益を国内産麦の生産振興に補充するコストプール方式を採用している

、 、 、 、のですが 平成１１年産は ほぼ均衡しており あまり赤字はなかったのでございますが

平成１４年度では生産量が増えたということで麦作経営安定資金が増えるのに対して、売

渡価格につきましては引き上げることがなかなか困難ということで、大幅な赤字が続いて

いるという状況であり、それが農林水産予算を圧迫しているということでございます。

次の２０頁でございます。こういった状況を受けまして、財政制度等審議会で特別会計

を見直すという中で、コストプールの観点から、内麦振興策、外麦調達のあり方等の見直

しを進めるべきとの提言が出されたところでありますし、製粉企業等からは、小麦粉・小

麦調製品の輸入が増加する中で、コストプール方式の見直しに向けての要請が高まってい

るところでもあります。このような状況を踏まえ、より効率的な管理手法の仕組みを検討

する必要があるということでございます。

次の２１頁。備蓄でございます。外国産小麦の需要量の約２．６カ月分を備蓄しており

ますが、内訳としては国が２．３ヶ月、民間で０．３ヶ月となってございます。この備蓄

水準というのは通常の需給操作に必要な在庫に加えまして、輸出国である、アメリカ、オ

ーストラリア等での不測の事態が生じた場合を想定して設定しているわけでございます
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が、過去の禁輸や港湾ストライキ等をみますと、状況が変わっており、昭和５６年以降に

禁輸措置が発動されていない、あるいはストライキについても支障が生じたということが

ない、ということ状況であります。

２２頁に、他の品目の備蓄についてお示しいたしました。麦以外につきましては、例え

ば、コメにつきましては通常の需給操作分の在庫については民間で保有するということ、

また備蓄としては不作に備えて約１００万トンを備蓄するということで、国が備蓄をして

おります。大豆、飼料作物、石油もそのような状況でございまして、麦につきまして通常

の需給操作に係る分、国及び民間の持分が不透明であるということでございます。こうし

た状況を踏まえまして、現在の備蓄水準の見直しや官民の役割分担のあり方を検討する必

要があると考えております。

。 。最後の２３頁でございます これは私どもの管理するコストの削減の状況でございます

保管料につきましては、左の表にございますように、扱い量が増えたということもござい

ますが、削減の努力をしてきているというところでございます。１５年で７７億の保管料

を払っているということでございます。一方で、右の表でございますが、実際に持ってく

る時の輸入船をなるべく大きくしようとうことで、特に、大型船、４万トン級をなるべく

増やしていく、さらに活用していくということを、現在やっているところでございます。

さらに検討をしていく必要があるということでございます。財政審でも管理コストの削減

を提言をしているということでございます。

以上、資料１のご説明を終わらせていただきます。

(加倉井座長)

ありがとうございました。大変、多岐にわたる議論があるということでございましょう

が、それでは、先程申しましたように、まず委員の皆様に御質問、御要望、御意見という

ことで、どなたからでもいいですがお話をしてください。非常に多岐にわたるのでどうし

たらいいのかわかりませんが、前から質問を受けていくのか、とりあえずは整理は後です

、 、 。 。るとして 皆様の気になった問題 質問などからお話をいただければと思います どうぞ

はい、長澤委員。

(長澤委員)

全麦連という大麦の業界の立場から、一言お願い申し上げたいと思います。ただ今ご説

明いただいた資料はよくわかるのですけれども、この流通のイメージも含めまして、この

、 、 。 、資料は 小麦の流通のイメージ 小麦のスタイルの記述になってございます 麦の問題は

、 、 。小麦はもちろん 大麦の議論もございまして 大麦の業界の特殊性もいろいろございます

次回で結構なのですけれども、平成２２年度の目標にしましても大麦と小麦では違ってお

りますし、その時の状況からみても市場状況も変わってきておりますので、その点、大麦

の記述が欲しいところにつきましては、もう一度チェックいただきまして、記述をお願い

したいと思います。この辺は、今の状況から考えまして、国内産の大麦の生産量が２２万

トンという現状であります。また、団体としては３０万トン近いものが集まってきており

ます。そのうち２０万トン強、２１万トンくらいは外国産の大麦の輸入で、食用の、食用

と言いましても主食用、精麦用、麦みそ用、焼酎用等の用途がありまして、その他に麦茶
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業界もあるわけでして、３０数万トンの需要がある中で、まだまだ国内産大麦ばかりでは

ないという余地もございます。今後の消費動向も変わってきておりまして、現状、主食用

についても、雑穀類向けとして等の変化がございますので、もう一度、現時点で、大麦の

業界の現状が理解できる資料も添えていただければ助かるかと思います。

(高本課長)

確かにおっしゃる通りでございますが、政策的な概念整理ということで小麦でお示しを

したわけでございますけれども、次回には大麦の状況につきまして資料を整理してお示し

したいと思います。

(加倉井座長)

はい、末次委員。

(末次委員)

資料の補足説明ということでお願いでございますが、２頁目に小麦の水田営農、大規模

経営ということで、二つの生産体系が書いてございますが、我が方は、九州の地方では、

ブロックローテーションや大規模畑作ではございませんで、裏作として従来から最近の政

策にかかわらず、生産をしておる体系がある。こういうことも但し書きをお願いしたいと

思います。

(加倉井座長)

よろしいですか。皆様、どうでしょうか。私は実は何も知らないものですから、質問が

、 。 、 。山ほどあるのですが まず皆様を優先させようと思っております はい 中村委員どうぞ

(中村委員)

民間流通ということについて要望があります。小麦の民間流通は５年前からスタートし

ておりますが、その前年までは国が１００％買い入れて、国から我々製粉業界が買ってい

た時代から、一挙に民間流通に変わったということです。当時、行政の一部の方から「民

間流通をそんなに急いでやらなくても２、３年試験的にやったらどうだ」という話もあっ

たのですが、生産者側と実需者側が「やるのなら一挙にやろう」ということで、初年度か

ら９０％達成し、今や、９９．９６％達成しているそうであります。 ただ、その時点で

作ったいろいろな仕組みが、段々と５年くらい経つと、何となく合わなくなってきている

というようなことがあります。例えば、播種前契約ということでスタートしたわけであり

ます。播種前契約というのは何のための播種前契約か、種蒔きの前に契約するのはなぜか

といいますと、種蒔きの前に買い手である我々のほうから条件を提示して、その条件で種

を蒔くか蒔かないかを決めるために播種前契約をやることに決めたということですが、実

際には必ずしもそれが守られていない。それでは我々とすると、来年、穫れるものを今年

の夏に契約するわけですから、見たこともない人と結婚するようなこと以上に、大変難し

い判断になるわけで、やはり播種前契約について、もう少し考えていただきたい。

それから、入札についてですが、実はこの資料の中にも、現行の±５％の値幅制限から
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±７％に拡大するということが書かれてあります。これは非常に大きな誤解というか、考

え方のギャップがありまして、実需者側からしますと、入札で落札できなくても、後に７

割残っているものを、相対で買うことができる、第１次救済措置があるわけですね。それ

から仮に、内麦が全く買えなくても、外国産の小麦が後ろに控えているわけですから、製

粉業界、実需者側からすると、入札に対してあまり痛痒を感じずに対応できるということ

。 、になります 安い値段で札を出すということが横行しがちになるという風なことについて

我々、実需者側は、やはり民間流通を大事にしようということであれば、やっぱり考え方

を少し切り替えていかなければならないのではないかという風に思っております。それか

ら、入札に対し生産者側の方もあまり関心がない。ないということもないのでしょうが、

やはり４万円という価格のところが入札にかかって、麦経資金のところは量に対して１ト

、 、ン当たり１１万円位出る仕組みになっているものですから 入札で５％下がったとしても

収量が１％から１．５％位上がれば、元が取れるようなことになっているのですから、入

札に対して、高いほうが良いに決まっておりますけれども、多少下がってもあまり響かな

いようなことになっております。それから、かつ心情的には、無制限買入れという条項が

ありますので、仮に入札もダメ、相対もダメということになっても、最終的には国が買っ

てくれる、そういう仕組みになってるわけですから、やはりいい小麦を作って、いい商品

を作って、いい評価を得て売っていこうという、そういうことが働かない、まだまだそう

いう仕組みであると私は思っております。私どもの方で反省することもありますし、仕組

みとして変えていかなければいけないところもあると思いますので、ぜひ民間流通連絡協

議会の作業チームも含めて、この辺のことを総合的に見直すべき時期にきているのではな

いかなと思いましたので、要望として申し上げました。

(加倉井座長)

はい、曽我委員、どうぞ。

(曽我委員)

今、中村委員からあったお話と重複するかもしれませんけれども、今回の小委員会の第

１回の感想的な話になるかと思いますが、平成１０年に「新たな麦政策大綱」ができて、

平成１２年に民間流通になったのでありますけれども、中村さん、長澤さんとも一緒だっ

たと思いますが、１０年の大綱を作る前に検討委員会があったと思います。その時に高木

長官の時だったかと思いますけれども、どうやったら麦改革ができるかということで散々

議論をいたしました。その時に最大の問題でありました政府無制限買入れについてかなり

議論をしたのですけれども、先程ご説明がありましたとおり、民間流通が定着するまでの

経過措置ということで、取り上げてもらえませんでした。それがまた７年後に俎上に載せ

られているということは、７年間何をやっていたのかなという感じがしないでもないです

が、もう９９％以上が民間流通になった以上は、無制限買入れということは、本当の商品

としての麦、売れる麦、買える麦という立場からしますと、意識の上ではあってはならな

い事項ではないかと強く感じているところです。

播種前契約につきましても、今、中村委員もおっしゃいましたけれども、当時も結婚の

、 。話をされたと思いますが １年先の話をされては困るというような話をされておりました
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これもまた民間流通のいろいろな問題点があるけれども 「とりあえず走ろうよ」という、

ことの上で、経過措置、激変緩和で積み残しということで、今日に至ったと思っておりま

す。従いまして、５年間の民間流通の学習効果をもう一回おさらいをして、積み残し案件

を整理するということも、時間的にもギリギリのところにきているのかなと思っておりま

して、ぜひ、今回、実需者も生産者も含めて、もう一度根本的な「商品としての小麦」と

いうことを反映できるシステムができないと、どうにもならないと思っております。その

最大の問題はやはり、中村委員がおっしゃったように、麦経が４分の３を占めているとい

うことで、生産者サイドからすればお客さんは実需者、製粉企業ではなくて政府だと、お

そらく意識の上で、理解している。一部、真剣にやっている麦作農家で、私どもの群馬県

で真剣にコミュニケーションをとっておりまして、だいぶ変わってきましたけれど、アベ

レージから言えば、４分の３のお金をくれるのは麦経の支払いからきているのであります

ので、なかなか商品としての小麦という意識が、そのまま昔の意識できてしまっている、

というところが現状だと思っております。

したがって、細部を詰めていきますと、やはり４分の３の財源を含めて、先程も局長も

おっしゃってましたけれども、ここら辺の仕組みがどう変わるかによって、実需者も生産

者も、国産小麦に対しての意識が全く変わってくるのではないかと思います。そこにやは

り最後のポイント、落としどころがあるのではないかと思っております。これを解決する

には７年前にもいろいろ議論しまして、今回のコストプールの話もそこにも出ておりまし

た。これはもう破綻しているのだけれども、破綻して速やかに変えようではないかとその

当時の長官もされておりました。けれども７年経ち、今日また同じ議論しなければならな

い。これはもうこれ以上はキャリーオーバーできないところまできているのかなと思いま

すが、これから細かい議論になるかと思いますが、とりあえず、７年間の感想も含めて申

し上げました。

(加倉井座長)

すみません。これまでの経緯につきましては私も含め委員の中には全く知らない者もい

るものですから、その辺も含めまして、もし事務局から御発言があるのでしたら、私ども

の知らない７年前の経緯について、何かコメントがありましたら、無制限買入れ、播種前

契約のリスクをどう取るか、麦経の話、何かございましたらお願いします。あるいは後で

改めてお話なさってもいいですが。

(高本課長)

はい、今、曽我委員のおっしゃったとおりの経緯があるかと思いますが、この辺はまた

整理をしてお話しをしたいと思います。

(加倉井座長)

それでは、佐藤さんお願いします。

(佐藤委員)

今、我々、生産者の方に、いろいろご意見がありましたけれども、私、ここにいる中村
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委員とは、何かの委員会でも共に意見を述べたことがありまして、またこういう場で意見

を交わすという宿命というか、そのような思いをしているわけでありますが。

いろんなご意見があったわけですが、播種前契約等について前向きにインセンティブが

どういう風に働いているのかということに懸かっているのだと思います。この制度がいい

悪いよりということよりも、北海道としては需要を踏まえた生産ということで、実はペナ

ルティーを科してまで、いろいろとしているわけであります。品質向上についても、我々

は生産者は拠出して品種改良まで手がけて、ここに出ている品種の一部は、我々の研究所

で開発した品種まで提供させていただいているわけですよね。そういう意味で決して生産

者サイドにおいて、最近の意識の中には、北海道としては国の方を向いてないというと語

弊になるかもしれませんが、どちらかというと消費者、実需者にどういう生産物をお届け

できるのかということに、かなりシフトした行動を起こしていると思っております。これ

、 。は 生産する市場の働きまでいろいろなことをコントロールしてやっているわけですよね

これは流通も含めていろいろやらせていただいていると思っております。ただ、これだけ

で良いという風には思っておりません。いろいろな諸問題を我々が痛みを伴ったものも含

めて、十分やっていこうという気概もありますし、検討させていただこうと思っておりま

す。若干、今のご意見に反論というわけではございませんが意見を添えさせていただきた

いと思います。

(加倉井座長)

はい、食糧部長。

(高橋食糧部長)

麦大綱に至る経緯につきましては、先程、課長が申しましたとおり、後で整理させてい

ただきたいと思いますけれども、やはり、私どもの麦政策について、今回、待ったなしと

言われているわけで、今日にいたるまでの基本的な考え方を少しご説明をいたします。

当時、麦大綱を作った時代というのは、ご承知のとおり、ガットウルグアイラウンドで

わが国が新しい体系を整理をして、新たな基本方策としていく、要は日本の農業をどのよ

うに政策体系を立てて作っていくか、新しい基本計画を作っていくかという、丁度その時

期だったと思います。その際に、片一方、既に米の方は、ご承知の通り、食管法から食糧

法という形で改正がされております。米の将来需給については、なかなか一人当たりの消

費量の回復が難しいという中で、自給率全体を上げていくためには、当然、米の消費を維

持しながら、日本で出来る、特に土地利用型のところでできる麦・大豆等を中心として、

いかにこれを向上させていくかということが大きな課題であったわけであります。その時

に、麦についてみますと、実は食管法から食糧法へ改正する以前の、先程、無制限買入れ

と言いましたけれども、旧食管法の時代の規定がそのまま生きておりまして、麦について

は作ったものは、端的に言えば、コストに見合った、経費に見合った価格で、全量高く買

い入れる。その代わり、そのままでは実需者、製粉業界にいたしましても、その他の加工

、 、 、メーカーにつきましても それではとても製品としては成り立ちませんので 低い値段で

家計売渡コストだったと思いますけれども、政府が高く買って安く売るという形で、麦全

量の売買操作をしていたということでございます。
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一方、米はその当時、自主流通米制度がありますので、全量買入れなどということはな

かったのでありますけれども、麦はまだそのような状況になっていなかった。この結果ど

のようになったかと言いますと、今回もお話が出ておりますけれども、結局、製粉会社も

含めまして、欲しい品質の麦が、欲しい量で、どれだけ調達できるかと言いますと、生産

者の方も政府に売り渡すという意識があったものですから、なかなか需要サイドを見越し

た生産体系になっていなかった。一度、政府を通して、政府からまた売り渡すという制度

でございましたから、なかなか実需と直接話し合って作るような形にもなっていない。品

種構成にいたしましても、あるいはロット構成にいたしましても、需要に応じた生産は非

常に難しい、制度的にも難しい状況になっていたということでございます。

これをいかに全体的な背景の中で、麦・大豆等について伸ばしていかなければ、国内の

自給率も上がっていかないという状況で体質強化するためにも、麦の部分をどうやって改

革をしていくかということになり、需要に見合った麦生産を行うためには、やはり、民間

流通という政府を介さず、直接、生産者と実需の間で調整をして、必要な麦を調達・供給

できるような形にしていこうという基本的な考え方で、無制限買入れといわれる政府の介

在していた調達流通ルートから民間流通へ移行していったのだと思います。その時に、例

えば播種前契約をどうするか等につきましては、生産者にとって安定的な麦生産をどうし

ていくかという議論もありましたし、お約束という話が先程製粉の側からもありましたけ

れども、調達する側でも、一定の量が一定のものが見込まれていれば、調達コストについ

ても安くなるということで、お互いにこれがうまくいけば播種前契約のメリットが最大に

生かされるだろうということで、こういった形も導入されたのだろうと思います。

最後に、麦作経営安定資金の話が出ましたけれども、これは当時、政府買入れの時代に

買入価格が高く設定されていたわけです。実際に生産者から政府が買い入れる価格という

ものがあり、それと政府が実需者に売り渡す価格との間には、当然、売買価格差があった

わけです。この部分を、実勢の価格、入札の価格に合わせるとなると、外麦と比較した形

で入札価格は設定されますから、当然ながら値段は安くなりますので、従来、政府が買い

入れた価格との間では差が生じてくる。その差額を麦作経営安定資金として、その差額相

当額をお渡しすることで、生産者の安定的な生産をしていくという形で麦作経営安定資金

。 、 、が仕組まれました 麦作経営安定資金というのは政府が内麦を高く買って 実需に対して

外麦の価格を見ながら、売り渡す価格と見合った価格で売れば、当然差額が出ますので、

その部分を従来は政府の麦勘定の中で負担をしていたのですけれども、これを生産者に対

して麦作経営安定資金としてお渡しをして、構造改革等もありましたから従来と同じ形と

、 。はいいませんが 従来と連続性ができるようにやってきたということであるかと思います

そういうような形でこの５年間過ぎてきたのではありますけれども、それでは当初予定

、 、 、していたような 需要に見合ったような内麦が作られているのかどうか あるいはその後

さらに水田農業の方では、２度だったと思いますが、大きな改革がありまして、生産構造

そのものを、特に生産調整の麦の部分でありますが、さらに良品質かつ担い手に着目した

生産構造を作っていこう、畑作専用のところは畑作専用、北海道は水田の生産とは別な形

で生産が行われておりますけれども、全体としてさらに麦生産の構造を高めていこうとい

、 。 、 、う議論で 水田サイドの方からは改革が進んでいる その間 実は麦の固有の制度の方は

６年前の麦大綱の形で推移してきておりますので、その点でも、今の政策の方向性と、良
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品質の麦を作っていこう、あるいは麦の生産構造を国内的に強いものにしていこうという

ところと、若干、制度的に相違が出てきているのではないかなと思っております。そのよ

うな問題意識の下に、今回、先程も局長が申しましたけれども、片一方でさらに畑作、あ

るいは水田農業も含めて品目横断的な議論も行われておりますし、そのような大きな流れ

と軌を一にしながら、麦固有の問題について今回早急にやっていく必要があるのかと思っ

ております。

雑ぱくな説明で恐縮でございますけれども、大きな流れの中で、今回、この議論が行わ

れておりますので、後でまた、大綱からの経緯を整理させますけれども、一応、そういう

形で進んできているということをご説明させていただきます。

(加倉井座長)

はい、ありがとうございました。田中委員、お願いします。

(田中委員)

今、たくさん資料をもらって、資料の説明を受けまして、１時間程度経過したところで

、 、 。ありますけれども これはいつもこのような資料で このような形で討論するわけですか

(加倉井座長)

どうですか。それはまだ。

(高本課長)

皆様のご要望に応じて、資料を出しながらやっていきたいと思っておりますが、分厚い

といいますか、それぞれのテーマに即してやっていきたいと思っておりますので。あまり

分厚いのであれば考えますけれども。

(田中委員)

、 、 、いつもこの程度の資料をもらって説明を受けて １時間だけ議論をしてとなると 大体

１回か２回発言をしたら終わりなのです。いろんな研究会でもそのようなパターンが多く

て。例えばこれについて今回は深く突っ込んでするというか、次は全く違う資料が出てく

るのか、それがどうかと思いまして。それによって質問の仕方がかなり変わってきますの

で。

(高本課長)

そこは、先程も申しましたように、大綱にいたる経過などの資料なども出しますけれど

も、なるべく皆様にご発言をしていただくという主旨で、テーマを絞って御議論いただき

たいと思っております。

(田中委員)

実際に麦を蒔きコンバインに乗って刈っているのは私だけだと思いますが、感覚として

数量（参考資料の国内産生産量）８３万トンが（麦作農家数）１３万戸ということは、一
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戸当たり６トンあまり生産しているということに数字の上ではなりますが、そんなに多い

のですか。１ｈａ未満にしても３分の２以上になっているということがありましたが。こ

の数字はあってるのですか。

(高本課長)

私どもの統計を見ますと、６０００ｋｇ。北海道が売渡数量でみますと６０万トンくら

いあります。北海道が、資料でも見ましたが、平均規模が５ｈａくらいです。６頁を御覧

いただきたいと思いますが、平均作付規模の推移でございますが、大体、北海道は５ｈａ

を越えている、都府県の方は１ｈａ未満が３分の２を占めておりますけれども、そういう

意味では北海道の方が、一戸当たりといいますか、規模も多いわけですから、ならしてし

まえばそういう大きな数字になりますけれども、北海道は特に大きくなっているというこ

とでございます。そういういう状況でございます。

(田中委員)

それと感じたのは、先程、製粉業界の方からもお話があったのですけれども、例えば１

割の農家、１００軒の農家がありましたら１０軒の農家は非常に熱心に農業をしている、

８割の人、大多数の人は「農協がそういうなら仕方がないな 「農協がそういうのならそ」

」 、 「 」 。うしようか という感じで 残りの１割の人は どうでもいい という感じの人なのです

どの辺の人に的を絞って話すかによって、全然違う議論になると思う。これから財政的な

問題があって、麦作経営安定資金の見直しになって、おそらくは議論のメインとなってい

くのかなと思うのですが、基本的には、確かに今年は我々は６０ｈａの小麦を作っていま

すけれども、たかだか生産量は２００トンくらいです。農協等にまとまってやらないとロ

ットがどうにもならないとは分かってはいるのですけれども、少なくともこれからの議論

というのは、我々、地方では大規模でやってる方ではありますけれども、そういう人間が

経営的に成り立つような議論をしてもらわないと、今の（麦作経営安定資金が）４分の１

、 、 、 、になりますと １反でいうと１万３ ４千円くらいなると思いますが それだけでは油代

種代くらいしか出ない話でございますので、その辺はお願いしたいと思います。

(加倉井委員)

すみません。何回やって、どういう風にやるかというのは、まだ、事務局からは案は無

いようなのですが、委員会の座長の考えとしては、最初の回である今日は、基礎知識を共

有したい。麦政策の見直しとはどのようなことをやるのか、何を課題としてやるのかとい

、 、 。うものを 皆さんの中で共通認識として これをやるという課題を発見していただきたい

、 。それは今日だけでは無理でしょうから この次くらいまでにはやりたいと思っております

ですから、資料の説明では共通認識、その中で何をやるのかという課題、何を議論する

のかというテーマを作る。ここにいろいろなことが書いてございますが、あまりにも一緒

にいろいろなことが書いてあるものですから、読むと頭が整理されないで、逆に混乱する

、 、 。ような感じもあるので もう少しわかりやすく 課題を整理したいと私は思っております

そして皆様のお知恵を拝借して、どうしたらいいかということを検討したいと思っており

ますが、それでよろしいでしょうか。
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（吉水委員）

いつも食糧部会でも、今日の小委員会でも、名簿を見ますと自分だけ異質だなあと思っ

て、なんとなく場違いな感じがいたしておりました。本当は私なんぞと思ってお断りしよ

うかと思ったのですけれども、普段、消費者の立場から、企業の方にマーケティング戦略

ですとか、マーケティング施策のお手伝いをする立場として、そういった視点から発言す

る立場として、本日、座っている次第でございます。よろしくお願いいたします。

今、座長の方からもありましたけれども、まず、市場原理、マーケティング原理に身を

置く者としまして、播種前契約とコストプール方式について、大変、違和感を感じており

ます。今の皆様のご意見からしても、この辺りが論点なのだと思いますので、この小委員

会の中で、建設的なディスカッションができ、今後の方向性が見出せれば、参加した甲斐

があるかなと思っています。

、 、 、 、それから 資料のご説明や 食糧部長からのご説明を伺いまして 大まかに言いまして

担い手を育成し、コストを削減し、品質の向上をすることで、外国産麦との格差を縮小し

て、競争力を上げ、実需に見合った麦を供給するということと、自給率を上げるというの

が、本小委員会において大きな目標、フレームかと私なりに理解しました。

そのことにおいて非常に大切だと思うのは、担い手と呼ばれる方々のモチベーションを

上げるということかと思うのです。その際に、一つ阻害要因となっていると感じましたの

は、生産者の手取りの４分の３を占めている麦作経営安定資金にメリハリがないというこ

と、義務上場制によって、ある枠を超えると全体に出回ってしまうといったような市場構

造があるのかと思いまして、私はこの辺りを皆様と議論したいと思っております。

最後に、素人っぽい質問で申し訳ないのですが 「担い手」という言葉の定義、ちょっ、

と情緒的には理解できるのですが、もしこの人たちをもっと活躍していくようにすること

が、この議論の一つのゴールと思いますと、この言葉の定義を教えていただければありが

たいなと思います。

（加倉井座長）

事務局からいかがですか。

（高本課長）

非常に、ざっくりした風に言えば、担い手というのは、例えば、将来にわたって麦を作

って、それで生活をしていく人というのが口語的なのですが、我々の言葉で申しますと担

い手というのはいろいろ考え方がございますが、例えば、認定農業者というような言葉が

ございますし、麦の生産で言えば、転作をやっている地域の生産、あるいは北海道の輪作

体系の中でやっている生産の違いもございますので、担い手という考え方も、その点を踏

まえながら考えていく必要があるかと思います。また、今の水田営農の中では、コメを将

来も作って生活していく人という他に、集落で一緒に取り組んでいくというのも、一つの

担い手と考えてよいのではないかというのもあります。

（須賀田局長）
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要は、安定的に継続的に農業経営を営める経営体ですから、所得を他産業並みに上げ得

る経営なのです。麦は水田営農の一部門、転作作物の一つ、それから北海道の畑作の輪作

体系の一つなのです。麦単作という経営がいないのであります。だから、そういう経営の

あり方を水田営農、あるいは大規模畑作という単位で見て、そこから他産業並みの所得を

上げうる、そういう経営を目指す経営を担い手を言っております。ですから麦だけの所得

対策だとかそういう対策から、品目横断的に、コメ、プラス大豆、プラス小麦や、あるい

はてん菜、大豆、でん粉原料のじゃがいも、小麦といった輪作体系全体で経営所得を見て

みましょうという考え方でございます。これはまた、次回か次々回のテーマで考えたいと

思います。所得概念について考えております。

（吉水委員）

ということは農業「生産者」という概念ではなくて、農業「経営者」という概念でディ

スカッションをするという考えでよろしいということですね。

（須賀田局長）

はい。

（吉水委員）

了解しました。

（加倉井座長）

はい、吉水委員はマーケティングの専門家であると同時にですね、消費者の代表でもあ

りますので、どうぞ遠慮なく御発言をいただきたいと思います。

少しだけ申し上げますと、麦というのは麦だけで食べていくという農家はほとんどない

も同然で、おコメと一緒に作っていて、おコメの収入とお互い補完しあうとか、あるいは

ローテーションといって大豆などいろいろ作っていて、全体の中でうまく位置づけると全

体として経営がよくなるという存在なものですから、確かにわかりにくいですが、いずれ

そういう話も出てくると思いますのでよろしくお願いします。それでは、掛札委員。

（掛札委員）

私は実際に県の方で、地域農業の振興という視点から、この麦及び米を担当させていた

だいているのでありますが、先程からのお話、あるいはこの資料の中でも、懸案となって

ございますのが、やはり経済的な観点。現実の世界を考えますと、麦というのは地域の農

地利用上、非常に重要な作物であるわけでございます。こういった観点を抜きにいたしま

すと、合理的な土地利用に問題が残る。あるいは現在、水田農業ビジョンを推進をしてい

るわけですけれども、その中でも麦の位置付けというのは大事ですから、経済的な部分と

合わせて、地域の土地利用という観点からも、なかなか難しいとは思うのですが、その辺

も考えていただければという感じがいたします。

また、担い手についても、ここ最近急速に、麦が水田農業の確立の関係で面積が増える

中で、先程のこの資料の中にも茨城の麦の品質は非常に悪いという指摘ばっかりで、恐縮
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してるわけでして、また実需者の方々には場合によってはご迷惑をおかけしている部分も

あるわけですけれど。ただ、規模的には麦についても大きくなってきておりますし、品質

改善に取り組んでいこうという農家もかなり多くなってきているというのも事実ですの

で、今の土地利用のことも併せて、そういった農家の方々が、今後とも安定的に農業がで

きるような制度を継続していっていただければありがたいと思っております。

（加倉井座長）

はい、竹内委員。

（竹内委員）

私もこの麦の議論は何年かやってきましたので、皆様の意見を聞きながら、少し過去の

ことを思い出しておりますが、ある時、中立の消費者委員の方から、自給率４０％につい

て、この中で麦・大豆は戦略的作物であるという位置付けがあって、数字も提示されまし

て 「これ本当にできますか」と質問がありました。国会の議論を聞いてると「がんばり、

ましょう 「やれます」と言っていますが 「本当にできるのですか」と御質問がありま」 、

した。私は個人的な意見としてはできると思います。なぜなら、おコメの消費量が減るか

らです。おコメの消費量が減ると、稲転を増やさなければならない。稲転を増やすとなる

と何を作るかとなって、麦はたくさん作る分野ですから、麦を作る。ですから私は「量的

には達成できると思います」と申し上げたのですが、その方が「まあ、竹内さんの言うこ

とだから間違いない」とおっしゃったか 「竹内の言うことだから当てにならない」とお、

っしゃったか憶えてませんが、その時も申しましたが、問題はそれでうまくいくというこ

とではない、ということです。

いくつか資料要求でお願いしたいのですが、今日の御議論を聞いていて、大体、皆さん

と認識の一致という意味では、そんなに差はありませんが、正直、一つだけ奇異な感じが

あるのです。１つは、マーケティングの方はすぐお分かりになると思うのですが、粗放に

作っている農家は感心しない、茨城県の方も申し訳ないというお気持ちになられ、自立経

営農家なり、専業なり、担い手は立派であるというような感じで見られている。私はそれ

は若干おかしいのではないかと思います。誰が立派であるかないかは、市場ではあまり関

係ないのです。政策を決める際は、政策の目標として何に補助金を出すか、何を政府がバ

ックアップするかという明確な基準と、アカウンタビリティーが必要だというのは分かり

ますが、市場では成功する人としない人がいます。成功した人は立派な人か、道徳的に価

値が高い人か、失敗した人は道徳的に価値が低い人かといいますと、そういうわけではな

いのですよね。アンラッキーで失敗した、戦略を間違えた等いろいろなことがあります。

私は問題は２つあって、一つは全体の自給率の問題、もう一つはコメとの関係の問題、

こういう今の仕組みでもって量が増えていきますと、御議論にあったとおり、困ってしま

うのです。矛盾がいっぱいあって、今の仕組みのままではあちこちで矛盾が拡大して、い

よいよ収拾がつかなくなってしまう。例えば、製粉業者の作ったものは消費者が買う、し

かし、生産者の作ったものはというと、消費者は製粉業者ですが、製粉業者が買う義務が

法律上あるわけではありませんが、全体状況からいいますと、量が拡大してもめん用の生

産はオーバーしているわけです。放っておいてめん用の麦がどんどん作られ、従来と同じ
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ように製粉業者が買っていたら会社がおかしくなってしまう。そのようなことは株主への

責任上できません。そのようなことをどんどんとやっているうちに株主から損害賠償請求

されてしまうかもしれません。つまり、あちこちに矛盾があります。こういう矛盾がある

。 。 、状況ではとても発展できない それではどうすればよいか 民間流通という言葉を聞くと

おそらく、流通の世界の話だなと思います。流通の世界をもっと合理化した方がいいなと

思います。確かに、播種前契約や技術的な問題があります。しかし、一番大切なのは、消

費者のニーズに対して、生産者が売れるものを作るということ。それを阻害しているよう

な仕組みがないかと考えると、さっきもお話しましたが、生産者手取りの４分の３は市場

での品質評価もほとんど関係のない補助金が出ている。原資はコストプールである。私が

生産者だったら、４分の１は市場で品質を基に決まる、自分の所得もいいものを作れば増

える、高く売れる、大いにファイトが出てくる。４分の３は同じだとなると、それでは私

のファイトも４分の１になります。あるいはこれに加えて別途、稲転の場合は稲転の補助

。 、 、金もドンとくるのです ですから生産者手取りベースで見て 今の農業者の責任でもない

あるいは流通の人の責任でもない、仕組みそのものがスカートの裾を引っ張っているので

はないか。となりますと、この仕組みをいつまでも放置できない、いよいよギリギリのと

ころにきているのではないかと思います。私は茨城の方が恥ずかしいと思うような問題で

はないと思うのです。したがって、山田委員もいらっしゃいますが、山田委員のところの

生産者がよろしくないという話なら、とんでもない。そういう話ではない。私も田んぼを

、 、 、 、 、持っている 稲転の割合がきた やりましょう 麦を作りました あなたの麦は粗放です

粗放な麦は市場で低い値段がつく、収入は少ない。ところが収入の４分の３は品質にほと

んど関係がない、市場の評価と関係がない、これでは努力してもしなくても同じである。

値段の高い低いは市場が決めることでしょう、私の生活のどこが悪いのですか。そういう

ことではないのであって、全体の仕組みが、大きな政策目標との関係で整合性がなくなっ

、 、 、てきて それは放置できないから整合性のあるような仕組みに変えることによって 農業

麦生産、その他が、本当の意味で発展するというテーマではないかと、ここ数年考えてき

ております。

今回、いよいよ具体的な、総論の共通の認識を、概ねの認識ができたら、これはどっち

が有利だとか、誰が損するとかいう話ではなくて、農業の生産全体が本当の意味でうまく

、 、 、いくためには さっきおっしゃったように項目を絞って 一挙にはいかないと思いますが

やれることは実現していただきたいと思っております。

資料としては、あまり長い文章は私も読むのに疲れてしまいますので、このようなもの

（Ａ３版）がいいと思います。この生産の８３万トンというのがありますが、例えば北海

道のブロックローテーションがどのくらいあるかや、稲転がどのくらいであるとか、その

他生産のパターンがどのくらいであるかや、そこにおける農家の手取りがどのくらいにな

っているから、麦作経営安定資金ではいくらきているのか、稲転ではいくらなのかといっ

た、生産者サイドから分析した図があると非常に分かりやすいと思っておりますので、ち

ょっと工夫をしていただきたい。

（加倉井座長）

事務局は資料請求をちゃんと書いておいてくださいね。はい、山田委員。
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（山田委員）

遅れてきまして、前段のご説明なり、御意見等と若干ずれるのではないかと心配します

が、初回でもありますから、全体的な進め方とも関連して考え方を述べたいと思います。

私どもは「麦大綱」の検討の時にも委員として参加してきたのでありますので、それなり

の情報なり、問題なり、課題は承知しているつもりであります。

率直に申しまして、麦の議論は、我が国の農政の転換の議論をする時の格好の材料でご

ざいまして、典型的な課題であります。これをどのように整理するかということが、後に

、 、 、 、続く多くの品目 例えば砂糖があったり でん粉があったり それから酪農品があったり

畜産のもろもろの対策がありますけれども、レベルがそれぞれ違うのですが、麦の話が一

番いいのではないかと思います。今、全体として農政転換の議論がされていますから、農

政転換の議論は品目横断ということで具体的な品目に入らないで行われている。私に言わ

せますとそれがいいのか悪いのか言いたいことがありますが、いずれにせよ具体的な品目

をきちっと議論しないで、品目横断の仕組みを議論するというのはイメージを描けないの

でありまして、その点からすると、早速、麦について検討を始められたというのは、前々

から課題だったというのもあってのことでしょうが、局長のご判断としては大変いいので

はないかと思っているところであります。

さて、１つ目は 「新たな麦政策大綱」の実施状況についても意見が出ておりますが、、

まず、この５年の中での麦の政策転換というのは、大変、大きいものがあったと見ており

まして、私自身は高く評価しております。むしろ役所の検証の方はつまらないところでミ

スマッチがあるなどといって強調ばかりしていて気に入らないのですが。ミスマッチは圧

倒的に解消の動きになっているのですよね。政府買入れの仕向け数量が０．１％以下でし

かない。あと民間流通が９９．９％もあるというのは典型でありまして、政府買入れ規定

があるにも関わらずです。それなのにそういう実態になっているということは、生産者や

実需者の皆様の大変な御努力があると思いますが、それに向かって動いてきているという

、 。証左だと思っておりますが 別にこのことは自信をもって対応してもらいたいと思います

２つ目は、この麦政策大綱とも関係しますけれども、竹内さんが、今、おっしゃいまし

たけれども、４分の３が麦作経営安定資金の関係ではないかということです。この「麦政

策の検討に当たって」の資料にも、言うなれば４分の３の水準のものが生産者の意向に沿

わないといいいますか、必ずしもメリハリのない助成金となっているなどといいますが、

メリハリがない助成金というのは、一体、何なのかという気がします。内外価格差が現に

これだけありまして、かつ日本で麦を作って、国産の麦を流通させて、田んぼなり畑をき

ちっと埋めていき、さらに国産の良さを含めて、消費者に理解してもらうというという形

で国産の麦に取り組むわけですから、努力はいたしますけれども、内外価格差は厳然と存

在するわけであります。それをどうだといい出したら、この議論はものすごく難しくなる

と思います。そういう面につきまして、まず第一に民間流通に移ったことの意義と麦作経

営安定対策の性格、我が国の麦の農林政策上の性格の理解を前提条件に、共通認識として

かかる必要があると思います。

３つ目は、なぜ見直しをやらざるを得ないかということです。内的な要因と外的な要因

の議論はたぶんありましたから、簡単にしますが、内的要因は何にも先んじて財政負担で
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ありますよね。財政負担が高まっていると資料に書いているわけですから。財政負担の多

くがコストプール方式で、実需者並びに消費者負担になっているということで、そのこと

が管理上、調製品との競争につきましても、国貿の管理ということにつきましても、課題

が出てきているということです。なかなかその負担をどんどんやれるというような実状に

はないということ、ましてや量が増えている中で容易な話ではないことだと思うのです。

それなので内的要因はそういうこととして、はっきり内的要因を押さえてかかって、その

内的要因をどんな風に考えたらいいのかを議論すればいいのだと思います。外的要因は間

違いなくＷＴＯを始めとする交渉が始まるわけでありまして、どんな形で決まろうと、た

ぶん、今、関税が一切下がらないという形で、ＷＴＯの協定交渉が決まるなどということ

はありえないわけですよね。平均的に何％下がるのか。麦であっても、ウルグアイ・ラウ

ンド方式であっても、５年かかるのか７年かかるのかわかりませんが、ウルグアイ・ラウ

ンド合意では最低１５％下げざるを得なかったのですから、今度も下げざるを得ない。下

げない方法は逆立ちしても絶対ありえない。下がる程度をどんな風に整理するのかという

ことはありますが、そうすると間違いなく調製品との関係で、国貿を維持できるのか、コ

ストプール方式の負担ができるのかという問題が、実需者の問題としてもあるわけで、逆

に我々の方は経営安定資金の原資が足りない中で、安定資金をどんな風に確保できるかと

いうことと、密接にかかわってくるわけです。要は、その辺を含んでいる麦管理上の問題

とは何なのか、どこをどのように見直さなければならないかということに手を付けるとい

うことだと思います。

４つ目は、農政全体の見直しとの関連の状況でございます。今、これはなかなかやっか

いな話で、局長さんも苦労されるのではないかと思うのですが、要は農政全体の見直しで

品目全体の見直しをやるということは、企画部会でやっているのでありまして、品目横断

の仕組みにするとか、内外価格差の補てんは担い手にしかしないという議論ですから、担

い手にかなり絞った対策をやるということですね。そうすると他の人はいくら麦を作った

って、手取りの４分の３を占める麦作経営安定資金の６０００円は出てこない、極端に言

えば支給されない、そんな議論になりかねない。今、一生懸命、麦の議論をしても、１９

年度からの実施と言っている、あちらの企画部会での品目横断の仕組みをどういう風にす

るのかということと、関係せざるを得ないと思う。だから、ここでの検討と企画部会の検

討、ここの検討結果の具体化と向こうの実施年次のようなものと、うまくどんな風に整合

、 、 、性をお取りになるのかということが出てくるわけで 今 結論は出ないかもしれませんが

言い切らないのだと思いますが、我々の検討は常にそのことを頭におきながら、整理して

かかっていく必要があるのではないかと思います。だから、一気に、１９年度から、ちゃ

んと麦作経営安定資金やコストプール方式や政府買入れ規定を、全部ひっくるめてその時

にやりますというのか、それとも、今ここに書かれているような民間流通契約上の課題が

あるとすれば、そういう課題は手をつけておこうではないかとおっしゃるのか、そこが私

はよくわからない。ただ、私も、今、結論を出さなくてよいと思います。私もどうしたら

よいかわからないです。ただ、勉強しておくことが大事なことで、ここの勉強の仕方いか

んが、企画部会における品目横断の仕組みを作り上げるための重大な議論の材料になると

いうことを申し上げておきます。
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（加倉井座長）

ありがとうございました。時間もそろそろ押し迫ってまいりましたが、他にございます

でしょうか。はい、佐藤委員。

（佐藤委員）

今、全中の山田委員からあったお話とも関係するわけですが、私も北海道で横断的な検

討委員会で委員長をやっていて、言われたことも関連して非常に苦慮しています。北海道

については先程から意見がされていますけれども、場合によっては外国ではないかという

ような言われ方もしますが、純然たるメードインジャパンなのですけれども。そういった

中で、先程、吉水委員が言われたことも正面に据えて論議しております。これは全国的に

言われているようですが、意見が合うようで合わないところもあるというようなところで

す。やはりもし、バーが低くなるとしたら、一生懸命やって、ちゃんとやった人が、例え

ば、今、１００％当たっているとしたら、たぶんそのバーが８０、９０となって、みんな

が８０、９０となると、農家間でもいろんな問題があると認識していると思います。その

ことが十分、苦慮されているのだと思います。そのような問題をどうするかというのが、

先程田中さんがおっしゃったことと関わってくると思うのです。

もう一つは自給率を高めるということは、より価格が０に近くなるということとどのよ

うに整理をするのか。このことは財源が０になるということですね。もう少し整理される

と農家の方もスカッとするのかな。１００のものをウンとみんなで分ける。その辺がなん

となく見えない。努力はします、努力はしても０はどれだけ足しても０なのです。何ｈａ

しようが、１０００ｈａしようが１００ｈａしようが。その辺が、我々が生活をする、生

きがいをかける目標であるのかということも、十分、念頭において議論していただきたい

と思っております。決して堕落した気持ちで生きていこうとは思っておりません。北海道

では、担い手だとか、認定農家だとか、たぶん後ほどいろいろ出てくるかと思いますが、

、 。 。全国的にもいろんな意見が出るかと思いますが 打ち出しております 以上でございます

（加倉井委員）

ありがとうございました。大変、前向きなご意見で。後は他にございますでしょうか。

資料請求がありましたら、今のうちに出していただいた方が、後で議論のしながらですと

面倒ですので、どうでしょうか。私も資料で欲しいものがあるのですが。

麦というのはコメの経営と一緒になった経営が多いものですから、コメと麦の補完作用

のわかりやすいモデルのようなものにならないでしょうか。麦があるからコメがやってい

けるという話を聞いたことがある。もっと言えば麦の補助金があるからおコメがやってい

けるのだということかもしれません。そういうことがうまく表現できるかどうか。

それから先程どなたかからございましたが、小麦流通のフローチャート（Ａ３版：参考

資料）は私がお願いして、わかりやすくするために書いていただいたのですが、価格決定

のメカニズムをここへうまく書けませんか。これと別でいいのですが。消費者までは無理

でしょうから、実需者まででいいのですが。というのも、ビール麦と普通の麦と全然違う

らしいのです。麦というのはわからない話ばかりありまして、ビール麦はある程度市場原

理が働いている、しかし普通麦は働かないとかいろいろあるといいますし、その辺がわか



- 25 -

りやすくなったらと思います。

それと、麦の単収の少なさについての資料。この意味は外国との比較なのですが、ヨー

ロッパなどの国の平均単収が８００ｋｇというすごい数字を見たことがあります。これは

好天に恵まれたということもあるのでしょうが、日本では３００ｋｇという数字で、それ

が増やせるかどうか。３００と８００ではもう無理なのか、それとも増やせるのかという

こともありまして、わかりやすいデータを出していただければありがたいと思います。

ついでに申しますと工場立地についてですが、外国産麦で小麦を作っているのなら、当

然、港湾立地になるはずなのですが、個々のたくさんの製粉工場はどういう立地になって

いるのか、昔の内麦立地のままなのか、それとも港湾立地になっているのか、もしあれば

教えていただければ、非常にわかりやすくなると思います。

失礼しました。私から資料要求ということでございました。

（高橋部長）

コメは経営的にですか。

（加倉井座長）

経営的としてです。つまり、麦というのは麦だけをやっているというのは少なくて、何

かの補完、土地利用上、あるいはコメとの経営上、というのが多いというので、それがわ

かりやすく見えないかということです。以上です。

（高本課長）

それでは一応、資料の確認したいと思いますが、長澤委員からは大麦についてのもう少

しイメージがわかる資料、曽我委員もおっしゃいました大綱の時の議論も含めた整理をす

るということ、竹内委員のおっしゃいました生産の状況、８３万トンの経営も含めて状況

がわかる資料。加倉井座長が、今、おっしゃいましたコメとの補完の問題、価格メカニズ

ム、単収の問題、製粉工場の工場立地ということで、次回は資料をお出ししたいと思いま

す。以上です。

（加倉井座長）

それでは、その他のこと何かございましたら、ご連絡をお願いします。

（高本課長）

今後の委員会の進め方でございますが、資料２にございますとおり、おおむね月１回の

、 、 、ペースで開催し 今年末を目途に最終取りまとめを行う 節目節目に必要な整理を行って

議論の概要について食糧部会に適時適切に報告すると考えております。また、第２回の開

催時期につきましては、委員の皆様から事前にスケジュールをお伺いしておりますので、

、 。座長とも相談いたしまして調整の上 後ほどご連絡させていただきたいと考えております

（加倉井座長）

すみません。次回の予定は。
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（高本課長）

６月２３日頃と考えております。内容につきましては、今日のご指摘いただいた資料を

整理します。

（高橋部長）

日程につきましては、６月の下旬頃ということで、もう一度きちんと調整させていただ

きます。議論につきましては座長からの宿題をお出しすると同時に、これまでの政策につ

いて整理する。今日出ました議論につきましては、ある程度お応えできることはお応えを

させていただきたいと思います。またＷＴＯの現下の状況、企画部会での進行状況など、

必要なことについてはまたご紹介させていただければと思います。

（加倉井座長）

同時進行でＷＴＯ交渉があり、企画部会の答申があるそうですが、我々は知りませんの

で、それをわからせる資料も随時、出来る限り早めに出していただけたらと思います。も

う一つ依頼ですが、６月の予定を、私、今、聞きましたので、７月も皆様お忙しいと思い

ますので、早めに目安を立てて、皆様のご都合を伺っていただかないと、出席が非常に減

ってしまうのではないかと思います。

６月２３日については伺ってしまいましょうか。いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。他にないようでしたら、今日の議論はこれで終わらせていただき

ます。活発なご質問、ご意見ありがとうございました。今日、皆様から頂いた御意見は、

議事録として整理して、今回、これは公開することにいたします。その整理につきまして

は私どもに御一任願いたいと存じますがよろしいでしょうか （ 異議なし」との声）そ。「

れでは、そうさせていただきます。それではこれで、今日の委員会を終わらせていただき

ます。どうも長時間ありがとうございました。


