
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６月３０日（水）１４：００～１６：３０（郵政公社会議室Ｇ・Ｈ） 

 
(高本食糧貿易課長) 
それでは、定刻より少し早いのでございますが、皆様お揃いですので、ただいまから麦政策検討小委

員会を開会させていただきます。委員の皆様におかれましてはお忙しい中お集まりいただきまして、誠

にありがとうございます。本日、大泉委員が急きょ欠席、田中委員は新幹線が大雨で運転見合わせとい

うことでやむを得ず欠席、山田委員におかれましてはご都合により少々遅れてご参加いただくというこ

とで、したがいまして、現在１０名の委員の方のご出席ということになってございます。それでは座長、

よろしくお願いいたします。 
 
(加倉井座長) 
 それでは、早速、議事に入らせていただきます。その前に、ご報告させていただきますけれども、当

委員会委員でいらっしゃる中村委員、日清製粉の専務でいらっしゃいましたけれども、このたび取締役

社長に御就任ということでございます。おめでとうございます。お忙しくなると思いますが、引き続き

本委員会にご出席いただけるとのことですので、よろしくお願いします。 
 今日の議事の進行についてですが、前回、各委員からご要望がありました資料などの説明、それから

「麦生産をめぐる諸課題」について、ＷＴＯ交渉や企画部会での農業の基本計画の見直しを踏まえて、

須賀田局長からご説明いただくことになっております。 
質疑はその後まとめて行いたいと思います。会議は１６時３０分を目途に終了したいに考えておりま

すので、ご協力のほどお願いいたします。それから前回の議論を取りまとめたものが、資料１としてお

手元にあるかと思いますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 
それではまず、食糧貿易課長から説明をお願いします。 

 
(高本食糧貿易課長) 
 それではお手元の資料２をご覧いただきたいと思います。前回、委員の方からご要望がありました資

料でございます。 
まず１ページをご覧いただきたいと思います。長澤委員からご要望がございました、我が国の大麦・

はだか麦の流通のイメージということで作成しました。大きな流れは、前回の小麦と同じような流れに

なってございます。ただ、大麦は、左の方にございます二条大麦が主に焼酎・みそ用、それから六条大

麦は押麦・麦茶用、はだか麦はみそ・押麦用に使われているということでございます。 
国内産は小麦と同じく民間流通で入札あるいは相対取引ということで精麦企業あるいは麦茶メーカ

ーへと流通しているわけでございます。それから精麦企業はそれを精麦いたしまして押麦製品を作る、

あるいは焼酎メーカー、味噌メーカーへ販売しているということでございます。一方、外国産は国家貿

易としまして国が一元的に輸入をし、需要者に販売しているということでございます。なお、大麦の輸

入の大宗は飼料用でございます。 
 次の２頁は、大麦のうちでもビール用の大麦は性格が違いまして、民間流通ではないので別葉といた

しました。ビール用大麦というのは発芽させて麦芽を作るわけでございます。国内産のものはそこに契

約栽培と書いてございますが、生産者団体である全農と実需者団体であるビール酒造組合と契約がなさ

れまして、これは３年ごとに締結をいたします。現在は 16 年～18 年の契約がなされており、価格は政
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府の買入価格となってございます。外国産はビール用として国が一元的に買い入れているということで

ございます。ビール会社はこの他に麦芽を直接輸入しております。ビール会社はそれらを使いましてビ

ールを作っているということでございます。以上がビール大麦の大枠でございます。 
 ３頁でございますが、これは竹内委員、加倉井座長のご要望でもありましたけれども、麦に関する作

付けの状況について色分けしてございます。麦の作付体系は大きく分けて３つございます。北海道畑作

における麦・てん菜・豆類・ばれいしょの輪作体系が一つ。それから水田における転作及び裏作。それ

が作付けの多い上位１０道県において、どのようなタイプとなっているのかを簡単にお示ししたもので

ございます。 
 次の４頁は、そのような中でもう少し詳しく経営がどのようになっているのかということで、水田転

作・水田裏作・畑作として具体的事例をそれぞれ優良事例からとってきたものでございます。最初の水

田転作の埼玉の事例でございますが、農地の集積をいたしまして、米麦の大規模経営をしている事例で

ございます。経営の特徴としましては、機械設備等を積極的に投資して省力化を図り、麦の生産につき

ましても農林６１号を基本といたしまして早生品種のあやひかりを組み合わせ、作期の分散を図り、規

模拡大に努めているということでございます。粗収益に占める麦作の割合についてでございますが、祖

収入１，５２６万円のうち５５％を占める８４４万円が麦作による収益で、また４１％の約６２０万円

余りを麦作経営安定資金が占めているということでございます。生産者の手取りについてはこの経営は

３８１万円で、少し他の佐賀や北海道の例と比べて低いのでありますけれども、これはいろいろな農耕

機械をご自分で持たれていること等で経費が増加しているということで、実際の所得は低いということ

でございます。下の１０ａあたりの所得につきましては麦だけの所得で見たわけでございます。その他、

転作の助成金もこの中に含まれております。 
それから真ん中の水田裏作の事例でございます。これは佐賀の事例でございます。夏に米と転作の大

豆、冬に麦を作る、その他にトマトを作付けた複合経営をやっているということでございます。粗収益

２，４５０万円のうち麦作は１８％の４３９万円でございます。そのうち麦経等の助成金は全体の１

２％ということでございます。これはトマトの売り上げが多いということもあって、麦の占める割合が

低いということでございます。総所得は１，４００万ということで、かなり高い水準でございます。こ

れは機械利用組合等を利用いたしまして、設備費用等を押さえ、生産コストを縮減しているということ

でございます。 
右の北海道の畑作、典型的な輪作でございます。２２．２ｈａの作付けで５年の輪作でございます。

収益は２，１００万円でございまして、うち麦作は２５％となってございます。総収益は１，１００万

円余りで、うち麦作の所得は総所得２９％と多いのでございますが、これは土づくり等により高い収量

を実現しているということであると思います。 
 次の５頁でございますが、これは加倉井座長からご要望がございました米作・麦作の補完関係につい

てでございます。特に機械につきまして示したものでございます。麦は１０月下旬から作業が始まりト

ラクターを使用します。稲につきましては６月上旬から作業が始まる。同じ色を示しましたトラクター

あるいは青色で示しております無人ヘリコプター等につきまして、それぞれ補完して使用しているとい

う状況でございます。 
 次の６頁でございますが、これも加倉井座長からご要望がございました単収について諸外国との比較

をいたしました。イギリス、フランスが７００～８００ｋｇで我が国の倍くらいの水準でございます。

これは左の真ん中に降水量と気温のグラフがございますが、ロンドンと帯広のグラフを比較してご覧い

ただきますように、冬の平均気温がロンドンの方が温暖で、収穫期に帯広の方が降水量が多い、これが
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単収の差に表れていると考えております。それからオーストラリアにつきましては、その下に西オース

トラリアのグラフがございますが、播種と収穫期の間に降水量の山があって、これが非常に短いという

ことで生育期が限られていること、あるいは土壌が肥沃でないこと等により、我が国よりも単収が少な

くなっているということでございます。なお、我が国でもヨーロッパに近い高い単収を実現している事

例を右の方に挙げてございます。 
次の７頁でございます。加倉井座長から価格メカニズムをわかりやすくということでございました。

入札は８月に行われるわけですが、売り手である経済連は銘柄ごとにどれだけ上場するのか提示をいた

しまして、買い手である製粉企業等は、左に書いてございます入札書で札入れをいたします。入札書に

は売り手あるいは銘柄ごとにどれだけ買うのかを記入するわけでございます。参考として上場数量・基

準価格・上場価格・下限価格というものが明記されております。この価格、数量をコンピューターに入

力いたしまして高い順に落札されるということでございます。入札に当たってどういうことを考慮する

のかという要素について右の下に書いてございます。外国産との価格差、あるいは銘柄ごとの需給状況、

あるいは品質やロット等の状況、消費者や二次加工メーカー等からの要請等、あるいは産地での取組等

を勘案して札入れをされているということでございます。 
次の８頁も座長からの宿題でございました、製粉工場が内陸から臨海に移っている状況についてでご

ざいます。全体で製粉工場は我が国で１３７ございますが、ここでは年間小麦粉生産量が１千トン以上

の９４の工場の分布状況を示しました。大手４社の工場は主要港を中心に集約化が進んでございます。

工場も大型化・合理化を推進しているということでございますし、中小製粉の工場は緑の三角が目立ち

ますが、内陸に位置しているということがご覧いただけると思います。なお、３万トン以上の工場のほ

とんどが臨海部に立地しているという状況でございます。右の下に、近年の大手の内陸の工場が千葉や

横浜鶴見といった臨海の工場に集約されているという事例をお示しいたしました。 
次の９頁は海外の製粉企業の比較をしています。これにつきましては特に我が国の方は主要港におけ

る大手の工場の能力と、韓国の製粉のそれとの比較でございます。韓国の製粉企業はほとんどが臨海地

域ということでございます。右の下に表で国際比較をしてございます。１工場当たりの生産量が韓国は

１６万トンということで我が国の約４．５倍、ただし操業率はアメリカや我が国の大手製粉よりも低い

ということでございます。アメリカは生産量が多いわけですが１工場当たりの生産量が我が国の２．５

倍という状況でございます。ヨーロッパの方は小麦粉の生産量は我が国と同じですが、近年、工場の数

が減っていると聞いておりますが、我が国の水準に比べて低いという状況でございます。 
次の１０頁は曽我委員から過去の経緯ついてご要望でございましたけれども、かなり期間を長くとり

まして、戦時中に食管法が制定され、それから今日までの麦政策の変遷ということで表にしてみました。

まず、戦時中は食糧の確保ということで米と同じく食管法による直接統制が導入されました。戦後、生

産量が増加、輸入が増加しまして食糧事情が好転ということで昭和２７年に間接統制に移行されました。

その際に政府の無制限買入れが規定されております。その当時の大麦・小麦の消費量というのはほぼ同

量で２５０、２６０万トンでございました。当時の池田大蔵大臣の「貧乏人は麦を食え」といった発言

もありまして批判を浴びたというのもその頃のお話でございます。昭和３０年代に入りまして、政府の

買入価格が売渡価格を上回るいわゆる逆ざやになりまして、政府に麦が集中し、間接統制が形骸化して

きたということで、本来の姿を実現するために麦管理改善対策というものがスタートいたしました。こ

こで播種前契約が導入されたわけでございます。ただ昭和３０年代から４０年代にかけまして、大麦の

消費量というのは激減し、加えて麦の生産量が激減しております。その中で米につきましても４４年に

自主流通米制度、４６年には生産調整が始まっております。ちょうどその頃にアメリカが大豆の輸出を
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禁止したように国際的な穀物需給が逼迫したこともございまして、一変して麦が転作作物と位置付けら

れ、生産振興のための振興費というものが交付され、一気に生産量が増加ということになりました。そ

の後、財政的な負担も増え、５５年から今のコストプール方式が導入されたわけでございます。その後、

平成７年のウルグアイラウンドの農業合意によりまして麦が輸入割当制度を廃止しまして、関税化とな

りましたが、引き続き国家貿易は維持される等、そういう制度改革がありまして、食管法から食糧法に

なったということでございます。その後、米価審議会、行政改革委員会での麦政策を見直すべきという

提言もありまして、研究会が立ち上がり、平成１０年に新たな麦政策大綱が決定され、民間流通への移

行あるいは麦作経営安定資金の創設がなされました。その後の状況は前回の資料でお示しをしたところ

でございます。 
以上、簡単ではございますが、ご説明させていただきました。 
 

（加倉井座長） 
 ありがとうございました。続いて資料説明を須賀田局長、お願いします。 
 
（須賀田総合食料局長） 
 総合食料局長の須賀田でございます。資料の３「麦政策をめぐる諸課題」というのがございます。現

在、食料・農業・農村政策審議会の企画部会というところで、麦も含み農業の担い手の経営所得安定対

策という議論がなされております。麦の議論をしていただくには、その議論を避けて通るわけにはいき

ません。企画部会における議論の状況をかい摘んでエキスのところをここで資料としてまとめさせてい

ただきました。 
１頁でございます。これは全体の農政改革の方向ということでございまして、一般に、農政政策とい

いましても、左上にございます食料政策、右上にございます農業政策、左下、農村地域政策と、大きく

分けて３つあるわけでございます。右上の農業政策、いわゆる一般の農業政策と言われるもので、効率

的に経営体を育成する政策で、できるだけ生産性の高い経営体を育成することによって、農業に対する

納税者の納得を得ていこうという政策でございます。これに対しまして左上にございます食料政策は、

これは国民が現在、食品に８０兆円の費用を支払ってございますが、生産から消費に至ります食料を安

定的に供給しようということでございます。よく言われます自給率の問題や安全・安心の問題も、この

食料政策の範ちゅうでございます。左の下にございます農村地域政策は、農業を基幹産業といたします

地域における活性化ということでございまして、農業生産活動により様々な経済外効果、いわゆる多面

的機能、景観の維持がされているわけでございます。構造改革を進めた場合どうなるのかということを

補完するための政策でございます。この３つの政策に対しまして、最近では農産物貿易における国際規

律の強化という問題としてＷＴＯや２国間のＦＴＡの問題がございます。我が国が好むと好まざると関

わらず国際規律の強化が進んでいる状況でございます。こういう状況のもとで、右下に書いてございま

すように、国境措置に過度に依存しない生産構造への転換が強く求められている状況であるということ

で、担い手の経営所得安定対策を検討している所以でございます。 
もう少し具体的に記入いたしましたのが２頁でございます。２頁左上に農業政策がございます。先程、

ご説明申し上げましたとおり、この農業政策の目的が効率的かつ安定的な経営体を育成するということ。

現状を見ますと、麦を含みます土地利用型農業を中心に構造改革が進んでいないという問題がございま

す。国民のコンセンサスを得て農業政策を推進する上にも、この担い手を急速に育成する必要があると

いうのが１つでございます。これに加え、資料の下に食料政策というものがあります。需要に応じた国
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内農業生産の増大ということで、国内自給率をできるだけ向上させる必要があると思うわけであります

が、この「現状と方向」の欄にもございますように、零細規模の農家がいろいろな作付けをしている、

作付規模が小さく品質などにバラつきが見られるということで、特に実需者サイドからは輸入のものと

比べて落ちる、もっと国内産のもので高品質で大ロットの生産を望んでいるという状況でございます。

この２つの状況からもやはり担い手を急速に育成する必要があるわけでございます。この問題で派生す

る問題を右下に書いてございます。多面的機能の維持や環境の保全の問題をどうするのかという問題が

必ず生じてきます。それは別途、農村地域対策という面から対応をしていこうということで整理を致し

たものでございます。 
３頁以降に国際農産物貿易交渉の状況をお示ししてございます。３頁が主要国の高関税品目、国境措

置の高さでございます。左から日本・米国・ＥＵ・Ｇ２０、G２０は途上国でございます。日本の場合

はそこにお示しをしていますように３４１円／ｋｇ、率にすると４９０％のコメを始めとして、ここに

は示しておりませんが落花生、コンニャクといったものが高い品目としてございます。米国の場合は乳

製品、砂糖、落花生といったものが１００％ちょっとといったところで高関税品目でございます。ＥＵ

の場合は同様に牛乳・乳製品等で２００％位のところにございます。それからＧ２０でございますが、

インドの油脂が３００％と飛び抜けてございますが、他のものにつきましては１００％以下という水準

で、関税の問題は日本が飛び抜けて高いという状況でございます。 
４頁が、アメリカとＥＵが主張しております、市場アクセスの改善、関税をどのように下げていくか

という主張でございます。これはブレンド方式といわれるものでございまして、このグループを左から

第１、第２、第３と分けていきます。第１のグループは高関税のグループでございますが、このグルー

プにつきましては平均このくらい削減をするという話がございます。ただしこのグループは上限の関税

を設定しようという問題がございます。真ん中が第２グループで、左グループよりも若干低い関税を設

定しようというグループ。スイス方式といわれ一律何％にしようという主張でございます。右側の第３

グループはもっと低くこれは無税でございます。こういう主張をアメリカとＥＵはしているということ

でございます。 
５頁が途上国側の主張でございます。階層方式でございます。これは縦にＸ・Ｙ・０％と書いてござ

います。便宜上、３階層にしておりますけれども一番上が高関税の部分でございます。高関税の部分は

大きく削減しよう、例えば１００％を超える部分は６割削減しようではないかということ。真ん中の中

程度のものは中程度に削減をしていこう、一番下の低い関税率のものは削減率を低くしようということ。

途上国は下の方の品目が多いわけでございます。さらに黄色く囲っている部分でございますが、先進国

と途上国の間で削減率と実施期間に差を設けようということでダブルスタンダード、途上国にも輸出国

と輸入国と両方あるわけですけれども、それぞれの立場に合わせまして、途上国有利な状況をさらに作

っていこうと途上国はしているという状況でございます。 
６頁が国内支持と言われるものでございます。関税、国境措置をいくら下げましても、国内の補助金

で生産を確保すれば、国内の貿易自由化のルールが全うできません。したがってそれぞれの国の国内支

持も規制しようではないかとなっております。左側が現況でございます。上から、緑の政策、貿易に影

響しない政策、現行は削減しなくてよいという政策でございます。①、②とございますが、②の中にデ

カップリング支払いというものがございますし、環境支払というのがございます。デカップリング支払

いというのは生産に直接影響しない、デカップルしない政策、生産と連動しない支払いでございます。

その下に青の政策というのがございます。これは貿易への影響が小さい政策でございます。いわゆる現

行では生産調整の政策で、そこの基準となる生産水準が８５％以下という②の要件がございますが、過
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去の一定の水準の８５％以下の水準で生産調整に関するものは現行では削減の対象外ということでご

ざいます。その下にデミニミスというのがございます。これは小さい補助金でございます。品目ごとの

生産額の５％未満の小さい補助金はよいではないかということで、現行では削減の対象外となっており

ます。かつての価格政策、貿易に影響を与える政策は黄の政策ということで、一番下でございます。こ

れは削減することになってございます。これが現行の国内支持の基準でございます。これをどういうふ

うにしたいのかというのが右側にございます。アメリカ・ＥＵとＧ２０が対立をしておりまして、アメ

リカとＥＵは、緑はそのまま、青は若干緩めまして生産調整してなくてもいいではないか、ただし上限

をかけていこうという考え方。デミニミスは新たに削減をしようという考え方になっております。これ

に対してＧ２０の顕著な違いは緑の政策に要件を強化していこうではないか、途上国はお金がないもの

ですから、先進国が国内支持で生産を維持することに非常にナーバスといいますか、危惧しているとこ

ろでございます。青の政策は撤退もしくは上限設定・削減ということで、特に青の政策を削減しようで

はないかと強く言っております。他は米・ＥＵと変わらない主張でございます。これが国内支持でござ

いまして、途上国が削減を強く主張していることでございます。 
７頁は、各国が過去にどの程度削減してきたかという実績でございます。左側に現行ルールと書いて

ございます。これは黄色の政策をどの程度削減してきたかということでございまして、薄い緑色が約束

水準でございまして、黄色が実績ということでございます。日本・アメリカ・ＥＵともに約束水準を下

回る実績ということでございます。現行のルールによります削減につきましては各国果たしているとい

うことでございます。この黄色の政策に青の政策を足した場合どうなるかということでございまして、

青の政策はＥＵが非常に多くございます。真ん中のグラフですが、ＥＵは青の政策を足しますと約束水

準ギリギリとなります。さらにデミニミスという小さな補助金の部分を足すとどうなるかといいますと、

これはアメリカが一番多いということで、左側の約束水準を見ていただきますと、アメリカの場合はデ

ミニミスを足しますと約束水準を少し上回るということでございます。 
８頁でございます。これは日本は関係ございませんが、輸出補助金、輸出競争についてでございます。

パターンが４パターンございまして左側に書いてございます。輸出補助金というのは、ＥＵが多用して

いるのですが、国内価格に補助金を出して国際価格で出すという最もシンプルな輸出補助金でございま

す。それからその次が輸出信用で、これはアメリカがよくやっておりますが、輸入国、途上国の輸入国

に対し低利に融資をいたしまして自国の農産物を買わせるという政策でございます。３つめは豪州・カ

ナダがしておりますけれども輸出国家貿易でございます。国家機関のようなところが生産者から全部買

い上げまして、輸入、輸出もするということで、ダンピングのようなことも可能という仕組みでござい

ます。一番下が食料援助ということでアメリカが自国の農産物に余剰ができた時に援助する。有償と無

償がございますけれども、ある程度の助成金を出して援助しているということでございます。これを右

側のＥＵの輸出補助金を廃止ということが言われておりまして、ＥＵはここに書いてございますように、

全部廃止するなら廃止しようというフル・パラレリズムでございます。真ん中がアメリカの主張でござ

いまして、アメリカの場合は輸出信用と食料援助の部分で、輸出信用については通常の融資であればい

いではないかということで、また食料援助も内容を改善していきましょう、貿易歪曲性をなくしていき

ましょうという話でございます。途上国Ｇ２０の方は特に微妙な輸出信用というところでは、途上国の

輸入国は融資がないと困るということでございますし、食料援助のところでは被援助国もあるわけです

から、この辺の主張は緩いということでございます。このように三つ巴という状況でございます。ＥＵ

は輸出信用のところで弱い、アメリカは国内支持で弱いという状況でございます。 
９頁でございます。ＥＵが国内政策を転換した例でございます。左側にＥＵの農産物の生産事情が書
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いてございます。日本に比べますと、生産構造が非常に大きく生産改革が非常に進んでいる状況でござ

います。フランスにおきましては２０ｈａ以上層が９割以上ということでございます。それから全体的

に生産が過剰でございますので、輸出補助金で外に出しているという状況でございます。別途、環境問

題にも熱心でございまして、環境政策を生産を抑制する粗放化するということ観点も含めて講じている

という状況でございます。国際ルール、真ん中にスクリーンと書いてございますが、今、ご説明いたし

ましたようなルールでございまして、販売価格の上に青と緑が乗っております。これは青と緑を足しま

して過去の補助金額と思っていただいたらいいと思います。このうちの面積連動払いは過去の生産面積

に応じて支払う、ただしこの基準となる生産水準の８５％以下という水準でございますので、国際ルー

ル的には青の政策であるという主張をしております。上の７５％以上の部分は現在の生産とは関係なく

過去の水準で払うということで、生産と切り離された直接払いということです。ですからＥＵの場合、

極端なことをいいますと、全然作らなくても７５％以上の部分はもらえるということになります。これ

は生産が過剰気味でございますので、生産をしないというところに有益性がある政策になってございま

す。 
１０頁が日本とＥＵの農業構造等の比較でございます。ＥＵの欄にございます平均経営規模で我が国

の１５倍で、総農家数が１５カ国６７７万人、平均経営規模が１８．７ｈａ。その横にございます日本

の場合は平均経営規模が１．２ｈａでございます。 
１１頁は先程、食糧貿易課長から説明致しました麦の作付体系でございます。 
１２頁がコストと価格と補助金の関係を示しております。左側に小麦が書いてございまして、黄色の

部分がコスト、生産に関わる部分でございます。下から実際に支払われます、物財費、雇用労働費、実

際に支払う地代等々でございます。右側に生産者手取りというグラフがございますけれども、下から販

売価格が薄黄色の部分、その上に、現在ご審議いただいております、麦作経営安定資金という補助金が

ございます。それからその上の部分は転作の関係でございます。米政策改革の関係で過去の転作奨励金

を今年からそのように変えたのですが、基本額は１０ａ当たり１０，０００円なのですが、その上の加

算部分は担い手育成にドライブをかけるという意味で、担い手に限定して４０，０００円、さらに品質

の高いものにつきましては１３，０００円の加算と、こういう担い手品質向上ドライブを米政策の方で、

転作の方ではかけているということでございます。現在ご審議いただくのは、この水色の部分をどう変

えていくかという話でございます。同様に大豆を右側に図示しております。ほぼ小麦と同じような問題

でございます。 
１３頁がお米でございます。やはり小麦や大豆と違いましてお米の場合は販売価格でコストを賄って

ございます。先程いいましたが、高い国境措置があるということもございまして、お米の場合はコスト

を賄うような販売価格になっているということでございます。 
１４頁でございます。北海道の大規模畑作それから北海道内地での水田営農、これは大体作付け体系

がパターン化しておりますので、品目横断をした経営に着目いたしまして品目横断的な経営所得対策を

講じようではないかという検討が進められているわけでございます。畑作の場合は左にございますよう

に、どのような輪作体系になっているかと申しますと、てん菜・ばれいしょ・小麦・大豆となっている

わけでございます。このうち小麦と大豆は、例えば小麦でいいますと実需者と生産者団体が市場におけ

る取引、全国米麦改良協会における入札等と書いておりますが、一応、市場原理が入っている取引にな

ってございます。大豆も同様、特産農産物協会における入札等がありまして、生産者団体と実需者団体

の取引が行われているということでございます。これに対しまして、上の２つ、てん菜の場合は精製糖

企業と国がてん菜糖企業にお金を出しまして、てんさい糖企業が農家から高く買うという取引形態でご
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ざいます。でん粉の場合はコーンスターチ企業と書いてございますが、これが安い輸入物と高い国産の

ものを抱き合わせることによって、農家からはより高く買い取るという仕組みになっております。上の

二つは農家と企業の間に市場取引を入れなければ品目横断の経営対策の検討が進まないという状況で

ございます。右側は水田営農でございまして、典型的な米・小麦・大豆、これをどのように経営所得安

定対策を講ずるかということでございます。 
留意点といたしまして１５頁でございます。左側に検討すべき視点と書いてございますが、日本はＥ

Ｕと比べまして構造改革が非常に立ち遅れているということでございます。育成すべき担い手への支援

の集中ということで、ＥＵの様に全部の農家を対象とするわけにはいかない、やはり担い手に絞ったも

のとすべきであろうということ。同時に考慮しなければならないのは資源保全、多面的機能といったも

のをどうやって維持をしていくかということでございます。担い手に集中化し重点化するということと、

資源保全として農村地域対策をどういう風に考えていくかという２つのことを追い求めなければいけ

ないということでございます。これを国際ルールにどの様に整合させていくか、例えば日本場合はＥＵ

の様に作らなくてもお金を出すということが果たして実情に合うのかというと、日本においては休耕に

お金を出すというのはモラルハザードではないのかなど色々批判があるかと思います。自給率向上にも

資さないということにもなります。そうするとこの緑の政策になるのかという色々難しい問題がござい

ます。 
１６頁でございます。これは経営体の問題でございます。一番右に到達目標というのがございます。

効率的かつ安定的な農業経営と書いてございます。これが経営体としての到達目標でございまして、安

定的に持続的に農業を継続してもらえる経営体というのが我々の育成目標の経営体でございます。それ

はやはり所得を他産業並みに上げていただく、そして家計も充足し、農業の再投資もそこの中から出し

て頂く、これが目標の経営体でございます。その経営を目指す経営というのを担い手として政策の対象

とするというように、左に書いてございます。そのためには経営能力を見る必要がありますし、技術力

を見る必要がありますし、そのほかの生産条件を見る必要があるということでございます。このハード

ルをどの高さにするかということを、今、議論しているわけでございます。チェックポイントの欄に書

いてございますが、企業的経営感覚としてマーケティングや販売戦略、また高い技術力、経営規模や資

本装備等でございます。 
最後に参考のために、具体的に現在、個別経営体にどのような例があるかということで、北海道の家

族経営で所得目標が９００万～１，１００万円ということでございまして、認定農家として認定時に２

８．４ｈａの規模だったのを、目標年次には３８．２ｈａくらいにしたいという希望を持っております。

同様に、内地の経営体の例と組織経営体の例でございます。いずれもそういう規模で目標の所得を上げ

ようということでございます。これは麦を中心として認定農家の具体的例をご提示させていただきまし

た。 
以上でございます。 
 

（加倉井座長） 
 ありがとうございました。非常に複雑多岐にわたる問題を非常に明快にご説明いただいたのでありま

すけれども、それでも難しいということであります。本当に複雑な問題を明快に整理したなあと資料も

交えて感心しております。 
今日は今までの２つの資料、それからご質問、ご説明に合わせた質問をしていただきますが、麦の改

革という問題が、後ろ側にＷＴＯ農業交渉、農業改革の新しい考え方というのを控えてございまして、
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どちらを待っていてそれからということにはなりませんので、我々は麦の改革の問題点をきちんと整理

して、改革の方向を目指すということでとりあえずはやっていこうと思っています。今後の見通しなど

はまた後でご説明したいと思います。 
以上、２つの資料についてご質問がありましたら、まず資料２からご質問どうぞ。実は私は質問項目

を列挙いたしましたら８０項目ほどございまして、それを果たして皆様にご説明していただけるのかな

あと期待しながら心配しておりますけれども。どうぞご遠慮なく、わからないことはわからないと言っ

てご説明をお願いしたらよいと思います。念のため、ここに出てくる言葉が非常に複雑なものですから

用語集を事務局に用意してもらいました。これを見ても難しいということがあるかもしれませんが、わ

かりやすくしようと努力はしているということで用語集は後で読んでいただけたらと思います。 
いかがでしょうか。これまでの説明の全般について。はい、中村委員。 

 
（中村委員） 
 資料２の方に感想を１つ述べたいと思います。ビール用大麦のイメージが２頁に載っておりますけれ

ども、久しぶりにビール用大麦の契約栽培の数字などを見たのですが、６４，０００トンですか。確か、

私の記憶によりますと、国内産の大麦を使って麦芽を作るとトン当たり２７万～３０万円くらいになる

のではないかと思います。ところが輸入している麦芽というのはトン当たり数万円なのですね。これは

ビール会社の中でコストプール方式が取られているということになる。ところが大麦は直接１０数万円

という高い値段で買っておりますから、ビール大麦の生産者はビール会社、ビール酒造会社に対して、

大変なお得意様だというふうに思って、品質について大変な努力をされていると聞いたことがあります。

それに比べて小麦の方はどうかなという考えを持ちながら、この資料を見ておりました。この資料２に

ついては感想だけ申し上げます。 
 
（加倉井座長） 
 事務局、何かございますか。麦芽の輸入量が７０万トンというのは以前に財務省の資料で見ておりま

してものすごい量だなというのがあって、このフローチャートを作っていただきました。ただ値段の決

まり方がこのビール麦と小麦や他の大麦と非常に違うというのが１つ考える要素ではないかと思って

おりますが、事務局、何かございますか。 
立花委員、関連のことでよろしいでしょうか、はい、立花委員。 

 
（立花委員） 
 ビール大麦について１つ。今、中村委員の意見に触発されたのですけれども、ビール大麦についても

無制限買入れの対象となっているのでしょうか。それとも等外上ということで、対象にならないような

ものでも等外上ということで引き取っているそういう関係にあると聞いたことがあるのですが。実態的

にはそのような状況が続いているのでしょうか。 
 
（加倉井座長） 

事務局、どなたかお願いします。 
 

（高本食糧貿易課長） 
ビール用大麦につきましては無制限買入れの対象にはなりませんけれども、ビール落ちというものは
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対象になります。 
 

（高橋食糧部長） 
今、申し上げました通り、ビールで落ちたものはビール用にはならないわけですから、麦としては今

度は無制限買入れの対象となるという形になります。ビール用は基本的に主食とは違うので従来から酒

造会社の間で引き取られていくということです。 
 

（加倉井座長） 
ビール落ちの部分は麦としては無制限買入れの対象となるけれども、実際にはえさ用になっていると

いうことでよろしいのでしょうか。他に何かございますか。 
 

（長澤委員） 
焼酎用にもなっている。 

 
（加倉井座長） 
そうですか。非常に難しい話です。はい、山田委員、ご質問どうぞ。 

 
（山田委員） 
資料２の４頁に麦の営農類型別の経営状況の優良事例が書いてありますね。これと資料３の１２頁の

地域別の生産費の動向が小麦について書いていますが、かなり違っていると思います。資料３の１２頁

の小麦についての比較が、全農家平均と都府県と北海道と出ていますが生産費の差があまりないですよ

ね。一方、資料２の生産費の資料の動向は経営費ということでまとめて書いていますが相当差がありま

すよね。佐賀の水田裏作と北海道の畑作には相当差があるように出ているわけで、どうも資料３の１２

頁だけ見ていても充分な状況はわからないのかなと思いましたので申し上げます。この地域別の生産費

は都府県と北海道はこのようにしか違いませんか。平均でするとこんな風にしか違わないのですかとい

う風に非常に疑問を持って、資料２の方を見ると、これはもちろん数量も違うし、モデル的な優良事例

だということですが、こんなにも違う。だから私は一般論として見てはいけないのではないかと思って

質問をした次第でございます。 
 
（高橋食糧部長） 
ここの資料２の方の類型別の経営状況は、私どもの方に資料の要求があった時に非常に苦労したとこ

ろであります。といいますのは個別経営体の中で経営状況はわかるのですが、補助金の部分、例えば転

作の助成金や麦作経営安定資金の部分がどうなっているのかというのが出てくる統計資料というのが

なかなかなくて、統計資料の方で作ったのが資料３の１２頁の平均ベースのものでございます。結局、

生産担当の方と相談をしながら出してきたのが、共励会の表彰農家、優良事例の経営概況については分

析した事例がございましたので、これを入れて資料と致しました。これは山田委員のおっしゃったよう

に一般的な状況ではないと思います。私どもも最初に優良事例と書いてあるのもそういう意味がありま

すので、優良事例であってもどういう形で優良なのか、機械投資なのかあるいは省力化なのかによって

も経営の分析が違いますので。これは注意をしなければいけませんが、おっしゃるように代表性がある

ものではないということはわかっております。 
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（山田委員） 
私は逆のことを言っておりまして、資料３のような一般論で議論してもダメではないか。むしろ北海

道の畑作と都府県の水田を比較してもあまり意味がないのはないかと思う。どこがどうという意味では

なく、新しい経営所得安定対策をどのように議論するかという課題になってくる時に、一般論だけで議

論できるのかと思いました。むしろ資料２の方のこういう部分をどのように評価するか、埼玉は水田転

作、一方佐賀は水田裏作、北海道は畑作、間違いなくそうなのです。それでいいのだと思います。これ

が我が国の麦作の違い、麦作の取組形態で、それを念頭に置きながら仕組みを作らないと実態から外れ

ると思うので、むしろ資料３の方に違和感を感じたわけで、申し上げたわけです。 
 

（須賀田総合食料局長） 
おっしゃるとおりなのです。資料３の１２頁の方は収入を分けて書いていませんから、コストの方に

差はないと思うのですが、収入の方に差がある。収量に差がありますから。おっしゃるとおり所得に差

がありますから、実態に即した議論というのは重要だと思います。いつかもう少し分かりやすい資料を

お出しして議論したいと思います。 
 

（加倉井座長） 
佐藤委員が北海道ですので、佐藤委員、お先にどうぞ。 
 

（佐藤委員） 
今、北海道の話題が出たわけですけれども、我々と致しましては、ここにいろんな数字がありますが、

１回は同じレベルで比較をして欲しいという気持ちがあります。というのは水田転作の転作奨励金とい

うのがありますが、それは何の所得に入るのかということを考えると、転作で麦を作ったのなら、我々

としては麦の所得として見る部分があるわけです。そうすると１戸当たりにするのか１０ａ当たりにす

るのかについてもバラバラなのです。そういう中でいろんな多様な経営体があることを充分認識いたし

ますが、一定の数値でどういう風になっているのかということで、例えば北海道は麦作経営安定資金を

たくさんもらっているではないか、生産費がどうなのか、転作奨励金が所得としては入っていませんよ

ね。所得が多い少ないといったことではなく、話題にするならば、まず全体的な所得構造がどうなって

いるのかを念頭において論議をして頂きたいと思う。 
 

（加倉井座長） 
竹内委員、どうぞ。関連でよろしいでしょうか。 
 

（竹内委員） 
関連といいますかそのものについて。今の皆様のご意見をお伺いしていると、私が誤解をしていない

とすれば非常に違和感があります。つまりこの資料、一見してわかるように１０ａ当たりの表示になっ

ています。１０ａの表示ということは生産者サイドがどのくらい穫れて、どの位のコストがかかるかと

いうことで比較しているわけです。今、佐藤委員がおっしゃったのは抽象的におっしゃっていますが、

それでは何を基準にしてこういうのを比較したらよいのかということです。私としてはハッキリしてい

るのは売れなければしょうがないのですから、つまり売る時は１０ａ当たりで売ったり買ったりしてい
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るわけではないのです。１俵当たりなのか１トン当たりなのか知りませんが、商品の単位でもって売買

をしているわけですから、まず分析すべきなのは１０ａ当たりなのではなくて、商品の数量単位で、コ

ストがどれくらいかかっているのか、それが市場ではいくらで売買されているのか、したがって所得は

いくらなのかということをまずやるべき。その結果、生産条件が違う北海道、内地、あるいは裏作、転

作について考える。北海道で作ったものと生産条件が違うからといって買い手は差をつけてくれるのか

というと市場ではそのようなことはないのであって、まず、売買された現実で１つの品質、１つの商品

であれば、値段は１つなのでありますから、そこから生産者サイドは与件としてどういうふうに生産を

考えたらよいかというふうになり、そこから経営体でみると、面積はどのくらい経営しているのかとな

って、こういう順番でくるわけです。我々もこういう表に慣れてしまっていますが、こういう風に分析

しているということは生産者サイドから分析をしているということで、市場サイドから見ればスタート

の表はこれではないのではないか。こちらを見てはいけないというわけではないですが、見る時の視点

が違うということではないかと思います。 
 

（加倉井座長） 
では、中村委員。 
 

（中村委員） 
今、竹内委員がおっしゃったことに全く同感で、我々、国で作っている生産費の統計資料などを見る

時は必ず１トン当たりというものが出ていますので、むしろそちらを見ているのです。この資料３の１

２頁を見ますと、生産費が北海道が５８，０００円で都府県が６１，８００円となっておりますが、単

位換算する時は北海道は７０％掛ける位になる。４０，０００円と６２，０００円くらいとの比較にな

ると思いますので、そちらの方が我々としてはわかりやすい。これだと、山田委員のおっしゃったよう

に、１０a 当たりの生産費は北海道も都府県もほとんど差がないのかという気になってしまいますが、

実際は相当違うのではないかと思っております。 
 

（加倉井座長） 
長澤委員、それから末次委員でよろしいでしょうか。 
 

（長澤委員） 
資料の２の「我が国における麦政策の変遷」でお尋ねしたいのですが。これまでの変遷について書か

れておりますが、まさに私どもの大麦の関係がここに書かれておりますが、昭和２３年の時の生産量、

消費量の数字と現在の数字が非常に大きく変わってきていることがご覧いただけるわけです。その中で

銀シャリ嗜好等があって、現在の平成１４年度の数字はここに書いてございますが、平成２２年度の生

産目標があるわけであって、小麦については既にその数字を達成して、消費の方もかなりの数字になっ

ているのですが、大麦の方の消費量の９万トンというのは国内産大麦の消費の数字で、実際、食品とし

て使われている大麦は外麦を入れますと２７万トンある。２２年度における目標、小麦、大麦の生産量、

消費量が聞きたいわけですが、これからの麦政策として、大麦は現在の数字以上に、確か２２年度の時

に食料の大麦は全然増えないという前提で書かれておりますけれども、現状の消費の流れはかなり変わ

ってきておりまして、その点につきまして、これからどういう数字で、考え方で大麦政策はやっていく

のか、そういうことに絡むものですから、現在の２２年度の目標を参考に頂きますと大変ありがたいと
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思います。 
 

（加倉井座長） 
事務局どうでしょうか。平成２２年度目標がありますよね。 
 

（高本食糧貿易課長） 
あります。平成２２年度の目標数量は小麦が８０万トン、大麦ははだか麦と一緒になってございまし

て３５万トンという数字でございます。消費量は小麦が全体で輸入も含めて６５２万トン、大・はだか

が飼料用を含めて２５８万トン。 
 

（加倉井座長） 
わかったら、資料に数字を入れておいていただいた方がいいですね。議論の時に便利かと思います。

はい、末次委員。 
 

（末次委員） 
資料２にもう少し盛り込んでもらいたかったという点があります。今、長澤委員からもご指摘があり、

最後の頁に政策の変遷がありましたが、平成１２年度から現行制度で民間流通麦という実情で制度が変

わって、そこでやはり需要のあるもの、売れるものというのが、その後３年間でどう変化をしているか、

入札価格というのは毎年そのような影響を受けています。北海道産のものは高くなっている、都府県の

ものは低くなっているものもあれば、現状を維持したり、あるいはその後出てきた国内産でも従来は北

海道でしかなかったパン用の品種が、我が九州でも九州用に開発された品種が出てきております。そう

いうのが現在では本当はもう少し作付けを増やして欲しいのですが、まだ３年では実情に追い付いてい

ない、そういうものがあるわけです。そこで生産側ばかりではなく、どういうものが好まれて、この３

年間でどう変化をしたか、こういうことも麦政策上、重要なことだと思います。 
 

（加倉井座長） 
他にいかがでしょうか。それでは資料３も含めて、ご質問どうぞ。はい、佐藤委員。 
 

（佐藤委員） 
資料３の１７頁の麦作を行う認定農業者の例で、改革の目標ということで所得目標が出されておりま

すが、今、制度も変わる論議がされている中で、このことが農家にとって一番大事なことなのです。何

をして所得目標の組み立てをしたのかというのが、今の政策とこれから変わろうとする政策との整合性

も含めて説明していただきたいと思います。 
 

（高橋食糧部長） 
先程、局長が説明致しましたが、麦作を行う認定農業者に、実際に今、農業経営改善計画として出し

ていただいているものをご紹介したものでございますので、当然、今後、新しい生産努力目標や、今、

企画部会でしております基本計画の見直しの中でやることになった時に、当初、この基本計画を作った

時もどうするかという議論もありましたので、とりあえずここでお出ししたのは、現時点における所得

目標という形で出させていただいたということでご理解いただきたい。 
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（佐藤委員） 
こういう現行の数字でこのままこういうことだと言っても、例えば今、論議されている問題が、この

まま現状のままいくのかというと、例えば北海道であっても所得目標が９００万円とあっても、もしか

したら５００万とか４００万円になるのではないかと、はっきり言うとみんな不安に思っているわけで

す。この辺が見えないからみんないろいろ意見があるわけです。いいのですよ、４００万円でも５００

万円でもいいのですよ。ですから前回、私が言ったのはバーが７０％８０％になったとしてもちゃんと

なっていれば、それは努力等いろいろなるわけです。そこがどうなのかということ。常に所得目標でも

何でも現行の数字が出てくる。一方ではすごい改革をしなければならないということと、９００万～１，

０００万の所得をどう持続していくかということとの結びつきがなかなか付けられない気がします。そ

こはどうなのでしょうか。 
 

（加倉井座長） 
企画部会でするような話も一緒に入っていますが、一応、局長、お願いします。 
 

（須賀田総合食料局長） 
 まず、先程申し上げました通り、安定した農業経営体、やはりそれなりの所得を上げていただく経営

体、それが目標です。それなりの所得というのを何を目標にするかといいますと、その地域における他

産業並みの所得を農業生産で上げていただく、そうすれば将来に向かって安定的に持続的な農業生産に

勤しんでいただけるだろうという考え方に立って、所得目標というのはできております。それではその

所得目標をあげるための作付体系や経営規模だとか経営形態は、どういうものであろうかということで、

申請をしていただいて、経営改善計画を出していただいて、そういうものであればそういう所得目標は

上げられるということで認定をする、これが今の認定農家制度でございます。それでは、いろんな農産

物の乱高下やその他があって、担い手の経営の不安定な面もあるから、今度は全経営を通ずる経営所得

安定対策を考えていこうではないかというのが、今の議論なのです。ですから、今のご意見は、これは

現行でご説明させていただきましたけれども、今後、もう一度、現時点で農業を取り巻く諸条件から見

直しまして、どういう規模で、どういう経営規模で、どういう作付体系であればこの将来の担い手とし

て位置付けられるかというのを、平均的なものは国で出せるかもしれませんが、全ての地域を国でカバ

ーできませんので、地域において高付加価値の農産物を作る方はそれなりの所得を上げるでしょうし、

そういうことを地域の方で運用としてみていただくようなことも当然あり得るという方向で検討した

いと思っております。経営全体を見た所得の意という観点からは従前のものよりはかなり安定したもの

を、担い手に関しては作りたいというのが、現在検討している趣旨でございます。 
 
（加倉井座長） 
 経営改善のお話ですが、我々、麦の検討委員会といたしましては、これを踏まえてはおりますが、こ

ちらの議論を深くする方向にはなかなか行き難いということでよろしいでしょうか。はい、曽我委員。 
 
（曽我委員） 
 資料２に戻るのですが、製粉工場のマップを用意していただいて、次の頁に海外との製粉企業との比

較ということでありますけれども、これで一目瞭然、中小製粉というのがいかに内陸で国産小麦と密接
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な繋がりにあるかという相関関係があるか、強くあるかがわかります。しかしどこの製粉工場でもそう

ですが、最終的には小麦を原料として、原料の品質とコストという話がリンクしてくる話で、ご承知の

とおり国産小麦の大半は北海道で穫れる。北海道の小麦を北海道で全量消費できれば一番良いのでしょ

うが、現在は内地の方へ輸送をかけて全国で消化している。従って製粉工場からしますと生産地の価格

プラス流通コストをかけて原材料費として原価計算をして小麦粉という形で売るということございま

す。特に内地の、この資料の三角の緑は、そこで穫れた小麦を一番低い流通コストで引取りをして、昔

から言う地産地消ではありませんけれども、そこで原料を取得して売るというのがわかります。これか

ら一番問題になります、生産費もそうですけれども、流通コストがどういう風に関わってくるのか、最

終的には原材料費プラス流通費で最終原価を計算するわけですので、やはり消費地と生産立地が常にリ

ンクしてくるということであります。 
次に、海外との比較ですが、あたかも韓国とケンカをするというような感じですが、外国産小麦とい

う形ではこういう競争は非常にあるのでしょうが、次の外麦の売渡し等の問題で議論されることである

と思いますが、やはり国産小麦との大手の４大港を中心としたところで、北海道の小麦も使用していた

だいているのでしょうが、そうなってくるとその物流コストという問題もまた併せて、品質コストとい

うことも併せて、最終的には国産小麦が消化されていくとなっているのだと思います。物流も含めて常

に考えていかなければならないのではないか。生産地の議論だけではなく、消費地との絡みというのが

必ず出てくると思います。 
 
（加倉井座長） 
 事務局、何かございますか。 
 
（高橋食糧部長） 
曽我委員のお話、私どもも非常に重要なお話だと思っております。前回の時も産地サイドというより

も、小麦を加工している側の競争力という観点から、ここで韓国を入れましたのは最近の小麦粉調製品

や小麦商品の輸入、特に韓国からの輸入ということも注意していかなければ、実際の小麦加工産業の製

粉業界の競争力という観点からも非常に重要であるということで、それはやはりコストの議論と絡むと

ころでございますので、十二分に承知して、今後またご議論いただければと思います。 
 

（竹内委員） 
混ぜ返すようで悪いのですが、加倉井座長がおっしゃるように企画部会の議論をあまりここでやるつ

もりはないというのはそのとおりだと思います。ただ、私は局長と佐藤委員の議論を聞いてますと、段々、

当然のことながら本音の議論をするようになってきているし、そうしていかなければならない、建前ば

かり言ったって実態と離れていては、後になって苦しくなるばかりなのですよね。そういう意味でここ

で、個人的には数字について何を意味しているのかということはそれぞれが注意して見なければいけな

い。ここにある所得の数字は何を意味しているのか、これは政府が補償するということを意味している

わけではない。ある種のモデルであって、ではなぜモデルが必要なのか。農水省がモデルの数字を作る

というのは何の意味があるのか、ということになると、政府がある程度のコミットをしていますよね、

税金を使っている。産業政策として今後の産業の問題を官民で議論するというのはどこでも議論します。

国際関係があれば特に議論します。その時の１つの望ましい構造、経営というのを念頭に置いて議論す

るというのは他の産業でもよくありますから、そういうものなのだろうなと。ですから皆様が地元で議
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論をすると、このような例は絵に描いた餅なのではないか、ちょっと変わってくれば例えば政府が制度

を変えたりＷＴＯが進んだりＦＴＡが進んだりすれば、ガラポンガラポンとなってしまうのではないか

というご質問が出ると思うのです。政府が数字を出したというのは何を意味しているのかということは、

よく自給率の数字も出ていますが、一人歩きしていると言われたり、またあちらこちらで議論されてい

ます。世界で一番低い、少しずつ下がっていて心配だ等々、自給率の議論をここでやるわけではありま

せんが、普通の人が食料自給率と言えば日々食生活に供している食料の何割が輸入で何割が国産かなと

思うわけです。そういう意味では６割なのですよね。ところが今、言われている４０％というのは飼料

作物も入っていますから、国産牛を食べてもその飼料は輸入であれば輸入でカウントしているわけです。

非常にコンセプションギャップがあって、議論が混乱していると私は見ておりますが。それを別として、

数字が持つ意味についてはなるべく注意して、その事柄に合うように扱っていかないと議論が混乱して、

コンセプションギャップやら余計なことが出てくるので注意した方がいいと私は感想を持ちました。 
 

（加倉井座長） 
それでは、立花委員からご覧いただきたいという資料が提出されておりますので、これをご説明いた

だけますか。 
 

（立花委員） 
これは加倉井座長の方で議論したくないとおっしゃった企画部会に提出した資料で、私も場違いかと

も思いためらったのですが、議論の参考になればと思い提出させていただきました。何のために問題提

起させていただいたかというと、実は過去１０年間、日本の企業は事業の再構築といいますか、得意な

分野に資源を集中して、不得意な分野は外へ切り出して他の企業とくっつけるといった、事業の再編を

色々やってきて、効果が出始めたところであります。その時に私どもは現行の会社法制に基づく会社組

織が非常に硬直的なものですから、この資料にお出ししたように、新たな組織形態（ＬＬＣ）、例えば、

事業のリストラですとか、あるいは新しい事業を起こす場合に、これはアメリカの州法で認められてい

るもので極めて一般的な形なのですが、これが日本では認められていないものですから、予てから日本

の商法を改正する場合にはこのような組織形態を認めてもらいたいとお願いしてきて、やっと昨年の秋、

商法の改正の要綱が発表された時にこれが盛り込まれ、今、具体的な制度設計が法制審議会でされてお

り、来年国会に出されるということでございます。私はこの新たな組織形態というものが、日本の農業

の集落営農を組織化する１つの大きな契機なり得るものではないかと感じております。例えば個別農家

の跡継ぎがいないが、集落として後継ぎをどうしようかと相談し合う時にこの形態の活用をぜひ考えて

いただけたらと思いお出ししたわけです。具体的な中身の方は、専門家ではないので詳しいことはわか

りませんが、組合形態と比較する形でお出ししております。まず、所有と経営の関係では株式会社の場

合ですと分離されている。取締役といった専門の経営をする方がいて、株主と経営者は切り離されてい

るわけですが、ＬＬＣ、Limited Liability Company、あるいはＬＬＰ、Limited Liability Partnership
それぞれ、有限責任会社、有限責任事業組合と翻訳されていますが、所有と経営の関係は新たな組織形

態の場合では一致している。農家が法人化する時に出資をしたのはいいけれども自分の土地がどこかへ

いってしまうのではないか、という懸念を払拭できるのではないかということです。脱退については株

式会社ならば不可、この不可というのは自分が１００万円出資したからやめる時には１００万円戻して

くれとは言えないという意味です。持ち分の譲渡、株式会社の場合は株式ですのでもちろん譲渡可能と

いうのはご存じの話ですが。このＬＬＣの場合には脱退が自由、一度団体に入ったけれどもやっぱり自
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分の考えとは違うと思えば脱退することも自由。これは組合でも同じなわけですが、持ち分の第３者へ

の譲渡は新たな組織形態の場合（ＬＬＣ）は構成員全員の同意が必要ということで、顔も知らない人が

ある日突然入ってくるということはない。この組織形態は小人数の顔のわかった人同士が事業を起こす

という場合に非常に適しているわけです。あとは意志決定、業務執行等は株式会社ですと取締役会や株

主総会という規定がありますけれども、ＬＬＣの場合は定款で定めればどんなやり方でも自由であると

いうことで、経営の自由度もあるということです。それから利益分配についてですが、これも基本的に

自由。課税が１つの特色で、ＬＬＣの形態そのものには課税はされず、そこで上げた利益はその出資を

した人に課税されるという形です。ここまでは組合と同じなわけです。組合とどこが違うのかといいま

すと、組合の場合ですと、外部からお金を借りますと無限責任を負うということで、これは何年か前に

農協の組合でよく問題になっておりましたが、ＬＬＣの場合は有限責任ということで出資を限度とする

ということです。それからもう１つ組合との違いは、任意組合では持てない法人格が持てるということ。

下の欄の評価は私どもで整理したのですが、農地と農家の関係が維持できるということで、農家の不安

を払拭できるのではないか、利益の配分のルールでは自由である意志決定のプロセスが柔軟である、構

成員の創意工夫が助長できるのではないか、農家が負うリスクを限定できるということで、こういう組

織形態の活用を集落営農の組織化という場合に是非お考えいただいて、新しい担い手として認定できる

ような形でこういったことも考えていくのも１つのやり方ではないかと思い、問題提起させていただき

ました。 
 

（加倉井座長） 
ありがとうございました。念のため申し上げておきますと、座長は大きなテーマに興味がないわけで

はありません。ジャーナリストとしてむしろ大きなテーマの方が議論するのに楽しくていいのですが。

それともう１つ、集落営農のお話が出ましたが、ここで麦の担い手の話をしようと思ってまして、その

時には必ず今おっしゃったような集落営農のお話がどこまでどういう形を認めるかということで、議論

が出てくることは承知しておりますし、それは議論すべきだと思っておりますが、ただ、時間というも

のがありますので、かなり深入りするというのは行きにくい、私がやりたくないというのではないとい

うことはご了承いただきたいと思います。時間の制約の中で麦の検討小委員会として主に何をやるかと

いうことでございます。今、お話いただいたことは、担い手の議論の中で必ず出てくる問題ではないか

と思っております。何か、事務局ございますか。 
 

（須賀田総合食料局長） 
感想なのですが、ご説明いただいたＬＬＣの経営体、株式会社との違いが意志決定のところと持ち分

譲渡のところ。今、株式会社一般で農業生産サイドからの懸念というのは、どうしても株式会社という

のは資本運用でできるだけ利潤を上げるという組織ということで、利潤の上がらない分野は切り捨てる。

切り捨てるの意味は総会の意思で切り捨てる、あるいは経営陣が交代したり、そのようなところの不安

があるのでなかなか株式会社一般に農業の参入に対し制限的な意見が強いということになっておりま

す。今、ご説明いただいた経営体は農業サイドからみてもうまくいく経営体となっておりまして、さら

に課税のところは大変魅力的なのですが、日本の税制で組織があって構成員だけの課税というので済ま

していただける経営体が果たして認められるのかどうかは、一国民としてどうかなと思っておりますが、

大変、魅力的な形態ということで感想として言わせていただくならそう思います。 
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（加倉井座長） 
 竹内委員、その後、末次委員ということでよろしいでしょうか。 
 
（竹内委員） 
立花委員のご紹介ありがとうございました。私は農業の外から資本が入ってくる、一般的にはどこの

地域でも国でも外から資本が入ってくるのは大歓迎なのですけれども、一般の株式会社と組合の組織の

中間のようなものが農業に合うのではないかという話かと思ったら、むしろ現在の集落営農をレベルア

ップして使う道具としてはどうかという風にお伺いを致しましたが、事務局でもう少し勉強して整理し

て欲しいと思うのは、確かに外から資本が入ってくるとなると、例えば、一時、大企業の新日鉄がバイ

オの方に入って来ようというケースがありましたけれども、あまりなかったと思います。そうなると局

長のおっしゃたようなお話の心配もありますし、やはり集落、地域で共同体としての経営体としての側

面がありますから、外国でも事例があるのか、そこがどうかということがありますし、日本の今の現実

の状況でうまく使えるならそれで良いのですが、では脱退は自由となって、急にいなくなったというよ

うなことが起きた場合どうなのか、仕組みとして日本の農業にうまく合うのかどうか、メリット・デメ

リットを分析してもらうとどうでしょうか。そういう仕組みがあることはいいと思いますが、絵に描い

た餅になって、結局あまり皆使わなかったとなると、せっかくのいい面も生かされませんから、少し時

間をかけて研究していただいたらどうでしょうか。 
 

（末次委員） 
組織形態ということで、麦に関連して言えば担い手かと思い発言させていただきます。我々のところ

では民間流通になった際に、先程、曽我委員もおっしゃいましたが、流通コストの問題が出たのですが、

どういう風な変化をしてきたか。麦の世界は、我々の府県でいいますと小麦は６０ｋｇ、大麦は５０ｋ

ｇという包装形態としては既成の概念としてそのようなことがあった。ところが売れる麦というのは流

通で好まれる荷姿という流通の変化もしていかなければいけない。そこでその次に出てくるのが従来か

らもあったのですが、５００ｋｇ流通や６００ｋｇ流通や１トンの流通単位の流通の比率を上げる努力

をしてきたわけです。その結果どうなったかと申しますと、今、品目ごとに１０トン単位でいこうとい

うのが業界から要望され、今、目標として掲げたところであります。２年後、３年後には６０％に持っ

ていこうというような。そういうように常に変化に応じてできるところから、一気には無理ですから、

目標年数をあげてやっております。一方で米と対比してみますと、米はまだそんなに大きな単位での流

通は好まれていないのです。そこで担い手との違いといいますと、集落営農を基本には据えております

が、米の場合戸数なり面積の単位と、麦の場合の流通の単位に違いがある。全体的には品目横断的とい

う言葉がありますように、麦の世界ではどういうような単位、１００町なのか２００町なのかについて

もご議論いただければと思います。 
 

（高橋食糧部長） 
最後の流通単位のところですが、担い手論の時にどのような規模でという話も出てくると思いますの

でその際にまた、御議論をお願いいたします。 
 

（中村委員） 
資料２と３通じてなのですが、３つ程意見があります。１つは担い手の問題について。我々、小麦を
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買って小麦粉を作るという業界においては、原料小麦の品質の安定性や画一性が相当重要です。これは、

国内産小麦の目標、ライバルといいますかオーストラリア産小麦のＡＳＷの水分・灰分・たんぱく・色

相のシグマ、標準偏差、ブレは真に狭い範囲のブレです。ところが日本の国内産小麦、特に水田の表裏

作というのは相当なバラつきがあるのです。使う方にとっては非常に使いにくいというのがありまして、

我々も実情をよく知っておりますので、画一的にとはなかなか言えないのですが、やはり考え方として

は特に麦作につきましては、担い手農家に国としての力を傾注して助成も集中して行うくらいに政策転

換をして、そうではないところには別の考え方できちんと立ち行くようにすべきではないか、このこと

によって小麦の品質の安定、生産性の向上も図れるのではないかというのが１つ目の意見であります。 
２つ目は、隣に山田専務がおられますので横を向かないで前を向いて話しをしようと思いますが、１

７年産の入札、来年産の入札がこれから始まるわけですが、一方でお米の改革で各県の単協では時間や

人手が取られることが多いと思っておりますが、色々な場で出てきている意見、我々の意見、各委員の

意見、消費者の意見、あるいは入札等における評価が、本当に末端の農家にきちんと伝わっているかど

うか。専業で小麦を作っているところは当然伝わっているのだと思いますが、お米の裏や表で作ってい

るところは、お米に力が入り過ぎていて、麦の方まで力が回っていないのではないかと心配をしており

ます。是非、１７年産の入札に向けて、その辺の情報がきちんとスムーズに流れるように、各単協をご

指導いただければ、我々もありがたいと思っております。 
３つ目ですが、前回、民間流通のことがいろいろ整理されておりましたけれども、１７年産販売予定

の数量が各県で出ているようですが、私どもの側聞するところによりますと、どうも１００％民間流通

になると聞いておりまして、本当に１００％になるかわかりませんけれども、そうなると民間流通の仕

組み、やり方について、実態を反映するようなものを速度をあげてやっていくべきではないか。もう政

府に売らないで民間流通でやるのだということであれば、我々、業界の方もそれをきちんと受け止めて、

民間流通でお互いに齟齬をきたさないようにやっていけばいいのでありますし、また、播種前契約で何

かおかしいというのであればすみやかに直してやっていきたいと我々も思っておりますので、民間流通

協議会やこのような場で色々教えていただければと思います。 
 

（加倉井座長） 
 山田委員の意見を伺ってから、事務局お願いします。 
 
（山田委員） 
資料２、３を合わせて感想を申し上げさせてもらいます。とりわけ資料３につきまして、ＷＴＯ交渉

に関する市場アクセスや国内支持に関する話をかなり大胆に整理していますね。企画部会でもこのよう

な資料はあったかと思いますが、これ程までに明示的には出ていませんでしたから、ＷＴＯの動向を踏

まえ麦についてしっかりと議論しなければいけないという姿勢を示した資料と思っています。そうはい

ってもここに日・ＥＵの比較というのが書いてあるのですが、この資料を見る限りは、日本の農業、日

本の麦作について、どこに向かうのかないしは将来像をイメージするためにこの資料を作ってくれたの

ではないかと評価しようと思ったのですが、備考欄を見ますと日本は構造改革の著しい遅れと単純に切

り捨ててしまっているのです。他をいろいろみても、例えば１０頁を見ても、主産地における作付体系

ということで、これもＥＵと比較できるような実態ではないですよね。要は大事なことは日本の麦作の

イメージのようなものをしっかり定めなければいけないと思うのです。間違いなく日本は水田農業なの

です。畑作農業ではない。人口、国民の数は多いわけですから、国民一人当たりの農地率などは圧倒的
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に勝てない。それから平地率も圧倒的にＥＵの方が平地ですから、日本は中山間地域を抱えていてどう

にもならない、ましてや麦は収穫の時に雨が降ってどうにもならない、というようにそれぞれの課題を

抱えているわけですから、単純な比較で言われて、どこへ持って行こうとするのか非常に心配です。麦

作についてもなぜ日本で麦作なのか、そこを位置付けていただかなければいけないと思っております。 
次に、全体の進め方で、後ほどご議論があるかと思いますが、企画部会との関連はどうするのか、企

画部会ではここまで具体的な仕組みについて、ないしは環境についての議論を必ずしも時間を取ってし

ているというわけではない。しかし、いずれにせよ企画部会の議論は全体論でありますから、品目ごと

の議論がどうしてもどこかで必要で、一定の頭の体操をしておくことが必要となるので申し上げたわけ

で、麦の経営安定対策をどうするかということを議論をいただくのはよいと思う。ところで、経営安定

対策に入ることの前段として、以下の議論の論点を整理して、整合性を確保する必要があると思うので

す。言うなれば、本日のこの資料で見れば規模拡大をする麦作経営を作るということが書いてあるので

すが、それでは一体、担い手はどのような担い手で麦を作るのかということを必ずしも書いていない。

それからそういう担い手を作るには農地利用が必要なわけで、農地利用をしっかり集積するとか、ない

しは集落営農で団地的に使うことや、ＬＬＣも１つの手法だと思いますが、そういう担い手をどうする

のか、農地利用をどうするのか、それから環境保全や資源対策の関係もどうするのか、財源の確保も関

連して、麦についてはコストプールや国の管理はどうするのか、そこのところをまとめて頭の体操をし

ておくのかということがあるわけで、やはり品目ごとにやるというのであれば、手順を踏んで絵を描い

てもらうなり、議論していかなければならないと思っています。 
次に経営所得安定対策について生産費の動向が書いてあったりしていますから、経営安定対策の議論

を展開したいということで整理されているのかと思いますが、日本の麦のことを議論する際に、水田転

作との関係や、不足する作物の自給率向上の問題と関連せざるを得ないわけで、どのような担い手にど

のような地域で作ってもらうのかという観点、同時に麦作のインセンティブを働かせる内容のものを経

営所得安定対策としてどう作るかということを考えざるを得ない。これは企画部会で議論しているとこ

ろでありますが、あまりにも担い手を絞りすぎても問題が出かねないと思っていまして、対象の考え方

や経営安定対策の仕組みや助成の内容についてもう少し突っ込んで議論する必要があると思っていま

す。要は、１つ目は都府県においては米の計画生産と密接に関連して麦作が行われているということ、

２つ目は麦作は団地的に生産することによってコストを下げられるし品質の向上もできるという観点

から、必ずしも法人化までいかないにしても、麦作集団ですとか任意組合とかＬＬＣとかの取組をどの

ように考えるかということがあると思います。３つ目はそのことが農地の利用率を向上させるわけです

し、国産の麦として需要に対する評価を得ていく、土壌が吹き飛ばされるのを防ぐ、環境保全に麦作が

果たしている役割というのがあるわけですから、そういう多面的機能のようなものが麦作だってあるわ

けですから、多面的機能をどのように評価するのかというようなことを議論していく展開にしてもらい

たいと思っています。 
要は、１つ目は構造改革でばっさり切り捨てて、どこへ持って行くかわからないような麦作の議論は

やめましょう、はっきり方向を定めましょうということ。それから２つ目はとにかく品目横断などやり

ましても土地の問題や担い手の問題、財源の問題等、密接に関連するわけですから、その点を丁寧に麦

の問題においても考えていく必要がある。３つ目は農地利用率の向上、環境保全における麦の役割とい

う観点からの検討も必要であるということで、意見を述べさせていただきました。 
 

（加倉井座長） 
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議論があちこちへいってしまいそうなので、一度引き取りましょうか。事務局のコメントがありまし

たらどうぞ。 
 

（須賀田総合食料局長） 
お二人からご意見をいただきまして、中村委員の担い手の問題と山田委員の担い手の問題、共通する

ところがあるように思っております。私どもとしましては今後は生産サイドがどう売るか、実需者にど

う引き取ってもらえるかということを考えなければ、生産さえすればよいのだという考え方は転換する

必要があるのではないかと思っております。やはり、均一のロットの大きい、品質の高いものを生産し

て、実需者に引き取ってもらえるという考え方。これは水田の改革の時も出てきましたが、そういう意

味で一般論で申しますと、担い手というのは大規模な担い手というのを育成して、そこにできるだけ生

産を担っていただくという方向でいかなければ、日本全体でマイナスであるという考え方で進めている

わけです、単に自給率を向上すればよいというのであればともかく、自給率というのも売れるものを作

ることによって地に足の着いた生産振興、結果としての自給率向上でなければ、国民からソッポを向か

れるのではないか、食料としての重要性や生産性を考えなければ財政負担もままならないのではないか

と思いますので、自給率を考える上でも、今の点を考えることは重要だと思っております。ただその際、

山田委員の言われましたように北海道の畑作以外は水田で作付けをされている、転作で作付けをされて

きた。確かに通常の経営の担い手と違いまして、水田を団地化しまして麦作集団という形で麦の集団的

な生産を行ってきたし、国も奨めてきたという経緯がございます。そういうわけで、今の米の担い手と

麦大豆の担い手とは要件が違えているわけでございます。 
ただ今後のことを考えますと、経営という点では生産したものの対価を自分で頂いて所得を上げて再

投資をしていく、こういう経営を育成しなければならないわけでございますので、これまでやってきた

集団を法人なら法人、個別経営なら個別経営ということで変えていくかということ。これについてはま

だ私どもでもいい知恵があるわけではございませんが。そこのところはちゃんとした議論がいるのでは

ないかと思っております。そういう意味で農地の利用集積の問題、それから担い手像としてどういうも

のを現時点で選ぶか、あまりハードルが低いと、皆入ってきますので、これでは担い手にならないかと

思いますので、もちろん高すぎると誰もクリアできないということになりますので、そこは現実に即し

て議論をしていく必要があると思っております。 
中村委員の言われた２点目について。私どももこれはどうなっているのか、果たして麦の販売収入と

麦作経営安定資金の奨励金は末端の農家まで意識しておられるのかどうか、今後のことを考えると生産

意識、コストのことを考えていただく必要があろうかと思います。我々もよく把握していない問題であ

りますので、実態を把握してこの問題に取り組んでいきたいと思っております。それから民間流通の問

題はまさに問題となってございますので、播種前の契約がいいのか、品質を反映した取引になっている

のかどうか値幅制限がいいのか、この問題につきましては次回、議論をしていただきたいと思います。 
最後の日本とＥＵを比較しておりますけれども、経営所得安定対策をイメージさせるものではなくて、

日本の場合は構造改革が遅れていますのでＥＵ型のような全農家を対象としたようの政策はできない、

将来の育成すべき経営というのに焦点を当てたものにしないといけないという話と、現在の仕組みがコ

ストとの関係でどうかと現状を認識していただくための資料でございます。経営所得安定対策の中身に

ついてはこういう現状を踏まえて、今のような方向で詰めていくということです。なお、これを担当し

ますのは企画部会でございます。我々、麦の問題を議論する際に避けて通れないので、今日、紹介をし

ました。企画部会でも議論が進む都度、こちらでも議論を紹介したいと思います。 
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（掛札委員） 
麦作経営安定対策を考える際、今の麦作をしている方々は今の価格体系を前提としている、あるいは

都道府県によって産地づくり育成等の観点で若干変わってきているが、転作も今ある体系の中で組み立

ててきている。そのような中、今日お話を伺っていると、現実的には麦に占める麦作経営安定資金の割

合が高いというわけですから、こういった中では、価格体系をどうするのかということをきっちりとし

てやらなければ、現時点での麦作経営が成り立たないということになろうかと思います。なぜそんなこ

とを言うのかと申しますと、茨城の場合も麦作の経営規模が大きくなってきております。ただそれは借

地という前提で動いてきております。借地という中では地代も大きいウェートを占めてきます。そうし

ますと、現在の麦の価格がどのくらい下がったら、経営が成り立たないということで、どのくらいの農

家がやめるのか、これはこれから検討される話なのでしょうが、そういった時に今の経営が非常に難し

くなる。資料３の２に水田作は品目横断的検討が必要となってございますが、こういったことの水準が

一体どのくらいになるのかはっきりしなければ、ここがはっきりせずに、価格面でコストプールを取り

止め、結果的に価格が下がるとなると、現在、麦作をしている方に非常に問題になる。ひいては国の食

料政策の中でも自給率４０％といった１つの水準を示しているが、これも問題になってくるのではない

か。前回の土地利用の際も話しましたが、私どもとしましては今の麦作経営の人たちが、少なくともあ

る一定以上の水準はクリアする努力が必要であるということは、今後考えなければならないが、少なく

とも今、経営している人が目標を持って、希望を持って取り組めるような議論をお願いできればと思っ

ております。 
 

（長澤委員） 
今の麦政策の改革の方向についてというお話がありますが、今の議論にありますように、WTO と整

合性のある経営というのが真ん中にありまして、現在問題になっているコストプール方式がこのままで

は機能しないとか、現状の課題が議論の中心のように思っています。麦政策全般の見直しとして考えて

みますと、自給率の問題や食育や安心・安全というテーマもありますし、この裏に食品産業というもの

もありまして、小麦も現在８０万トンということで量的な面では充足してしまっていて、このままでは

大規模化されて農家収入が上がればいいというのではなくて、現実に業界からしますと、やはり各地に

特色のある優れた小麦生産が安定的にされるというのが１つのテーマだと思います。今よくいわれてい

ますが、本当にうどん用途だけなのか、もっと品種改良されて中華用でもパン用でももっと特色のある

ものが出るかもしれない。政策的に見ると中小製粉としては各地に優れた内麦があるということが１つ

の立地条件になってくると思っていまして、そういう意味でも量だけではなく、どうあるべきかという

点が政策面であるのではないかと思います。大麦におきましても平成２２年どうなるのかと聞きました

のは生産量では３５万トンだけれども消費量は飼料用を含めて２４０万トンということでして、飼料用

が１２０万トン、食用が２２、２３万トンということで、食用の方はかなり外国産がかなり入ってきて

いるという実態から見ても、しかも今後価格的に見て外麦のコストは、小麦の方は売買価格が下がって

くるという中で、大麦の方は価格的にコストに見合った形で買っていけば負担が少ないようになってい

ます。米中心になっている中で米を健康食品にしていくには、大麦は健康な安全・安心という観点から

も国内産の大麦の品質の高いものが、今、雑穀類が３０億円マーケットと言われておりますが、大麦の

需要がたった６０億か７０億円なわけでして、昭和 30 年の１００万トンという嘘のような数字がある

という実態を見て我々は需要拡大・創造していける価値がある。現実に優れた内麦データを見て、そう
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いうことが見えてきているということからしましても、政策論的にみてこれに向けてどうあるべきかと

いう財政問題以外の考え方についても議論していただくと、国内生産量が上がっても十分喜んで消費で

きる大麦もあると考えられるのではないかと思っております。若干、議論と外れるかもしれませんが、

麦政策の検討という観点からそのような視点も入れていただけるとありがたいと思い、発言いたしまし

た。 
 

（高橋食糧部長） 
 何人かの委員の方のご意見ありましたが、麦については加工ということが性格上あるわけで、やはり

良品質なものをどのように作っていくのか、どのような体制であればできていくのか、今、長澤委員か

らも量についてありましたけれども、２２年目標につきましては、量はもう現段階で充足しているとい

う意味では本当に需要にあったものなのか、量的にはバランスしていてもミスマッチの議論もございま

すし、やはりそこのところは質をどうしていくのか、良品質のものを作っていくためには生産体制、担

い手をどう考えていくのかいうような観点で議論をさせていただきたい。品目横断の対策につきまして

は企画部会の方で議論を詰めていくわけですので、こちらの委員会の方では麦についての議論を詰めて

いくと思っております。 
 
（加倉井座長） 
 総括いたしますが、麦全体の段取り、動きを全然申し上げませんでしたので、皆様の議論は先へ進ん

でいくという傾向でしたので、一応、私の考えている段取りを申し上げますと、８月までに麦政策検討

小委員会の現在の問題点の指摘と議論の方向を総括した中間整理のようなものを出したいと思ってお

ります。これが８月に出ますと、ちょうど WTO の国際規律のあり方も少し見えてくる、それから企画

部会の方の整理も８月に出ます。日本農業をどうするのか、直接支払い、品目横断を取り入れるそうい

う話が形になって出てきますので、８月の中間的な整理の後で、そのような経済的な与件が決まってく

ると思います。そうしましたら、新たに総括的な議論ができると思います。皆様が今、欲求不満になっ

ているというのがよく見えますけれども、次の回に問題点を１つ１つ、例えばコストプールだとか値幅

制限だとか、全量買入れをどうするといったことの総括的な質疑をして、一応、次の回に整理をしたい、

少なくとも整理の元のものを作りたいと思っております。ただし、時間的に足りないでしょうから、皆

様に基本的な論点に関するコメントを頂けたらと思っています。コメントがなくても、また何行になっ

ても構いませんが、それを含めて、議論の時間を少しスピードアップしたいと考えております。 
もう一度申しますと、我々の議論をしていくけれども、企画部会で日本の農業全体の話があります。

それから国際規律もあります。それらは夏に大体見えてきますので、それを入れまして、夏以降１２月

まではそれを取り入れた議論ができそうだと考えているということです。そういうことで段取りを考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
（曽我委員） 
 これからのスケジュールについて今、お聞きしたのですけれども、第１回の時にこの小委員会の情報

開示について確認がありましたが、時間短縮上、座長のお考えは非常にいいことだと思いますが、ここ

に添付されておりますコメントの取扱いが会議と同じようにディスクローズされるのか、座長だけ御覧

になって整理されていくのか、いろんな処理の仕方があると思うのですけれども、それによって委員の

答え方が変わる可能性もあるし、どういうふうにしてこれを進めていくのかということを整理しておか
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ないと、まずいのではと思いますがどうでしょうか。 
 
（加倉井座長） 
 基本的には情報は公開するのが原則だと思いますが、コメントにしてもここでの議論にしても非公開

にすることがあり得るということをもう一度申し上げておきます。というのは利害関係者がいらっしゃ

るので、どうしてもそういうことはあるだろうと思っております。私の希望としては事実の認識は情報

開示をしたいと思っております。最後の答申の時には言葉の選択等があったら非開示の部分が出てくる

こともあるだろうと考えております。事務局からどうぞ。 
 

（高橋食糧部長） 
今、座長からコメントの提出についてありましたけれども、原則はやはり公開ということが望ましい

と思いますが、どうしてもこの部分に関しては非公開を前提に取扱い願いたいということであれば、そ

れも含めてコメントに注記していただけたらと思っております。ここはオープンで結構ですと、ここは

座長限りにしてくださいということでいただければと思いますが。それは私どもの決める話ではなくて、

皆様の方でお図りいただきそのように扱っていただければと思っております。１回目にこのコメントに

ついてまではお話しておりませんが、類推からしますとそのようなことでよいのかと思います。 
 

（加倉井座長） 
よろしいでしょうか。そのような方針で参りたいと思います。それでは時間が参りましたので、今後

の進め方について事務局に説明をしてもらいたいと思います。 
 

（高本食糧貿易課長） 
お手元に本委員会の今後の進め方について（案）ということでお配りしてございます。座長の方から

大まかな進め方をお話いただきましたが、まず、次回は７月１５日（木）１４：００～制度全般に関す

る論議をお願い致します。第４回の７月２９日は残された課題について論議をするということと、中間

論点整理ということで御議論いただく。８月上旬に中間論点整理の取りまとめ、事務局の検討を経て９

月に小委員会を再開し、１２月に最終取りまとめと考えております。８月の上旬の日にちはまだ決まっ

ておりませんのでまたお知らせ致します。次に、座長からお話がございました、中間論点整理の案のコ

メントでございますが、どういうことについてコメントしていただくかということについては８項目ば

かり記してございますので、それについてご記入いただき、事務局にご送付いただきたいと思っており

ます。一応、中間論点整理の論議に間に合うように７月２０日までということでお願い致します。 
 

（立花委員） 
まとめの議論の時に申し訳ないのですが、先程、資料の３の議論の時に山田委員から３点ほど問題提

起があって、それに対し須賀田局長からお考えを伺ったわけで、私は須賀田局長のお話はよくわかるし、

基本的にはそのような方向で進むのだろうと思うのですが、一方で現場での悩みというか苦しみという

か課題があるわけで、それをいかにクリアするか、噛み合わせていくのか、全て企画部会と言ってしま

えばそれまでなので、関連する問題はやはりきちっと議論をして、まさに経営対策にしても、構造改革

の一環ということであれば選択と集中でしょうから、誰も彼もということはありえないわけで、そこが

山田委員とのレベルの問題もあるでしょうし、いわゆる直接支払いについても、いわゆるヨーロッパの
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ようなものもありますが、日本の場合はでどうやって生産を増やしていくのかという違いもありますし、

あるいはモラルハザードにならない仕組みはどうやったらいいかという議論もありますので、それはこ

の会議の麦の方でも議論していく必要があるのではないかと思いました。 
 

（加倉井座長） 
おっしゃる通りだと思います。 
それではコメントについてですが、次回７月１５日は制度全般について議論をすることになっていま

すが、２時間では到底できるわけはない、到底間に合わないということで、コメントという形で追加さ

せていただけたら、時間が足りないようなら、皆様のご意見をコメントという手段もあるのではないか

ということでコメントを活用させていただきたいと考えております。 
それでは、長時間ありがとうございました。これをもちまして本日の小委員会を終了させて頂きたい

と思います。 


