
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７月２９日（木）１４：００～１６：３０（郵政公社会議室Ｇ・Ｈ） 

 
（高本食糧貿易課長） 
 ただ今から、第４回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。本日は竹内委員、それから山田委員に

おかれましては、ご都合によりご欠席でございまして、１１名の方のご出席となっております。 
 それでは座長、よろしくお願いいたします。 
 
（加倉井座長） 
 ご苦労様です。お暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。さっそく議事に入らせてい

ただきます。 
 これまでの会議、それから先般、皆様からコメントを頂きまして、これを反映させまして中間論点整

理の案を作成いたしました。資料２であります。 
 取りまとめに当たりましては、相互に関連している施策・制度の関係が明確になるように、大きなく

くりで整理することにいたしました。具体的には、麦に関する施策・制度全般につきまして、総論をま

ず最初に置きまして、そのあと麦政策の見直しの４つの視点を掲げました。Ⅰは担い手の育成・経営安

定について、Ⅱは民間流通に係る市場原理の一層の徹底、Ⅲが原料調達面での競争の促進、Ⅳが効率的

な管理手法の構築、ということでありまして、その１つ１つごとに、①機能・役割とその実施状況、②

検証、③今後の対応方向、という形で整理いたしました。整理に当たりましては、それぞれの施策・制

度の整合性を確保する必要があることを念頭に置いたということは言うまでもありません。 
 また対応方向につきまして、まず委員の皆さんの共通認識と思われる点を記述し、今後さらに具体的

な検討が必要な点については、事務局及び関係者への宿題という形で整理をいたしました。なお意見が

分かれており、両論併記の必要があると考えた点については、代表的な意見を併記いたしました。 
 これらの宿題につきましては、事務局及び関係者に具体的な内容を検討していただき、この状況を踏

まえて小委員会を再開いたしまして、年末の最終取りまとめに向けて論議していきたいと思っておりま

す。 
 それでは、中間論点整理の案をご説明いたしますが、ボリュームが多いこともあり誠に申し訳ありま

せんが、事務局の若い方に説明をしていただけたらと思います。なお、進め方につきましては、まず総

論をやります。資料の説明後意見交換を行っていただき、各論が４つありまして、それぞれについて資

料の説明後意見交換を行っていただきたいと思います。 
 本日は概ね１６時半を目途に終了したいと思っておりますので、ご協力のほどお願いいたします。 
 それから、前回までの議論の概要について取りまとめたものが資料１であります。頂戴したコメント

をとりまとめたものが資料３、また前回議論がありました農産物検査とランク区分の違いを解説したも

のが資料４としてお手元に配ってあります。後ほどご覧いただきたいと思います。 
 それでは、中間論点整理について食糧貿易課長から説明をしていただきます。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 それでは、資料２をご覧いただきたいと思います。 
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 １頁でございます。麦政策の見直しの必要性ということでございます。麦政策については、需要に即

した良品質麦の生産等の観点から、平成１０年に「新たな麦政策大綱」を策定しまして、政府管理から

民間流通へ移行する、麦作経営安定資金を創設する等の施策を実施してきたということでございます。

その結果、国内産麦のほぼ全量が民間流通へ移行し、国内産麦の生産量の増加、特に小麦については基

本計画の目標数量の８０万トンを越えることとなったところでございます。その一方で、国内産麦の品

質・生産性向上の遅れ、これは基本計画の目標を達成していないわけですが、それから安価な小麦粉調

製の輸入増の中で、製粉企業等はさらなるコストダウンが必要だという点、あるいは麦会計について大

幅な赤字が継続している等の問題が生じてきているわけでございます。また、ＷＴＯ農業交渉において、

国際規律の強化が検討され、これにも対応できる麦政策の構築が求められています。 
 ２の麦政策の見直しの視点でございます。麦につきましては、水田農業における裏作・転作作物、大

規模畑作経営における輪作作物として、また自給率向上を図る上で重要な作物である。さらに、カロリ

ー全体の約１２％を供給するなど、食生活上不可欠な作物、ということでございます。このように重要

な位置付けにあるものでございますけれども、麦の抱えている問題点を克服するために、需要に応じた

良品質麦の生産を行う担い手の育成とその経営の安定、市場メカニズムが十分に機能するような民間流

通の制度の見直し、製粉企業等の創意工夫が発揮できるよう原料調達に係る制度の見直し、麦会計の健

全化が図られるよう効率的な管理手法の構築が必要となっているわけでございます。 
 このため、①担い手の育成・経営安定を図る、②民間流通に係る市場原理の一層の徹底を図る、③原

料調達面での競争の促進を図る、④効率的な管理手法の構築を図る、といった４つの視点から、麦の施

策の制度につきまして、各々の施策・制度が相互に関連しており整合性を確保する必要があるというこ

とも念頭に置きながら、その機能・役割とその実施状況を検証し、今後の対応方向について整理を行っ

た。ただし、具体的な見直しの内容については、現時点では議論が不十分であるので、事務局等におい

て具体的な内容の検討を急ぎ、この状況を見極めた上で、本委員会を再開し、最終的な取りまとめを行

う。以上、概要のご説明でございます。 
 
（加倉井座長） 
 かなり端折ってご説明いただきましたが、なかなかこの内容についてピンとこないかもしれませんが、

今までずっと続けて議論しておりますので、その延長でこういう総論を作った、ということでご理解い

ただきたいと思います。 
 ご意見を伺います。特にこの総論の部分でご意見・ご質問がありましたら、どうぞ手を挙げていただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。大体妥当だと思われる部分で整理したつもりでおりますので、

後にまた出てきたら戻ってご意見を伺っても結構でございます。 
 実は今日、山田委員がご都合で欠席されておりますが、書面でご意見を頂いております。この意見に

つきまして、山田委員からぜひ委員会で読み上げて欲しいということであり、全中の森澤部長に代読さ

せてもらえないかということでありますが、もし皆様に特段の異論がなければ、森澤部長に代読してい

ただきたいと思います。何かご異論ありますか。 
 よろしいですね。それではお願いします。 
 
（全中森澤部長） 
 全中の森澤でございます。山田の方が山場にきておりますＷＴＯの交渉の関連でどうしてもこの委員
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会に出席できません。委員の皆様方にくれぐれもよろしくということでございます。なお、座長の方か

らお話がありましたとおり、山田がメモを置いていっておりますので、私が代わりまして、ポイントに

ついてご紹介をさせていただきたいと思います。 
 
（加倉井座長） 
 どうぞお座りください。 
 
（全中森澤部長） 
 それでは、補足意見ということで、４点でございます。個別項目について座長の方からコメントを求

められていたわけでございますが、それらも含めまして、４点に整理しているということでございます。 
 第１点であります。国内産麦振興への認識の共有化ということでございます。言わずもがなのことで

ありますけれども、まさに農地の有効利用、あるいは自給率向上ということから、可能な限り国内生産

を振興していくということで対策が措置されているところでございます。３つ目のフレーズにあります

けれども、この小委員会はそうした面で麦振興で一致しているというふうに考えているわけであります

が、国民の多くの間で認識の共有化を図ることが必要ではないかということであります。もちろん、コ

ストをどれだけかけてもいいとか、あるいは需要に応えられないものまで作るということではありませ

んけれども、検討に当たって、麦振興への認識の共有化を前提として、いろんな課題への対策を工夫し

ていくという基本的な視点が必要ではないかということでございます。 
 ２点目でございますけれども、そうした視点に立ちましてですね、さらなる検証ということでござい

ます。すなわちということで、５つほど挙げてありますが、良品質麦生産への取組のこと、あるいは各

種奨励措置がきちんと機能しているのか、あるいは麦生産は拡大しているわけですけれども、需要サイ

ドの引き取り方策も含めてそのことに無理がないのか。それから財政問題でありますが、本当に耐えら

れないような水準にあるのかどうか。あるいは国際的にも人口増、穀物需給の逼迫という基調があるわ

けでありますけれども、そうした中で海外の価格の動向であるとか、調製品輸入等々がどの程度影響を

与えているのか、こういう検証も十分行うべきではないのか。 
 そうした上で、対策全体の関連性を踏まえた検討であります。麦につきましては、生産・価格・流通・

製粉・加工・販売、そして政府による管理・関与、これらを全体としてとらえてですね、麦政策を検討

していく必要があるのではないかということでございます。例えばということで、３点挙げております

が、播種前契約を見直すという課題があるわけでありますが、そういうことになりますと当然、作況に

よりますけれども場合によっては出来秋の余剰麦が出たり、あるいはその結果、行き先のない麦が出た

ときに、それを一体どう取り扱っていくのか、その場合、政府買入れがないと大変なことになるわけで

すけれども、混乱しかねないということ、政府買入れの仕組みそのものにつきましても、政府が外麦の

国家貿易管理を行っているわけですけれども、このことは政府による外麦も含めました内外麦全体の管

理の仕組みとも大きく関連するということであります。したがって、国内産麦の政府買入れだけを見直

すということで問題は解決できないのではないかということも挙げられるわけであります。 
３点目が財源のことであります。政府が外麦の貿易を管理するということで、供給面では安定供給な

り、あるいは為替変動リスクを安定させているという機能があるわけですが、一方で、売渡価格で一定

の財源負担を実現するという仕組み、そことまさに関連しているわけでありまして、コストプールのあ

り方と大きく関連しているということであります。そうした意味で、対策全体の関連性を十分踏まえた
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検討が必要だろうということであります。 
 ４点目であります。当面する諸課題であります。１つはＷＴＯであります。まさに麦の扱いも含めま

してですね、どうなるか予断を許さない状況にあるわけですが、例えば仮にカレントアクセスが拡大し

た場合、国内に麦があふれる、あるいは国産麦の行き場がなくなるという事態も懸念されるわけであり

まして、そうした点を踏まえた政府買入れのあり方の検討も必要となってくるだろうと思われます。あ

と当面課題ということで、品目横断の経営安定対策が議論されているわけですけれども、麦の扱いも大

きな焦点になっていくとみられております。その際、担い手に焦点を絞り込んだ麦作経営安定資金の見

直しも必要だという意見もあるわけですけれども、とりわけ水田麦について、まさに米改革がスタート

した初年度でありますので、米の計画生産なり、国内麦振興のあり方とも関連しているという点も十分

踏まえるべきではないか。一番下のフレーズであります。当然のごとく、当小委員会はこれらのことを

承知した上での検討ということでありますけれども、当面民間ベースでの協議会で見直しが可能なもの、

あるいは昨年の決定経緯の中で、麦作経営安定資金等見直しが求められているものは、これを着実に行

っていくということでありますけれども、先ほどの対策全体の関連性等、基本となる政府買入れ、ある

いは関連する政府管理のあり方、コストプール方式等につきましては、さらに全体を見渡した検討が必

要になっていくのではないかということであります。 
 以上、４点について申し上げました。 
 
（加倉井座長） 
 どうもありがとうございました。それでは、引き続き項目ごとのご説明を伺って、それからご意見を

伺いたいと思います。 
 担い手の育成・経営安定でありますが、機能・役割、実施状況、検証はかなり端折った説明でいいの

ですが、対応方向は少し詳しくお話をした方がよろしいかと思います。どうぞ。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 それでは、２頁をお開きいただきたいと思います。検証のところでございますが、政府麦から民間流

通麦への移行が促進され、民間流通比率がほぼ１００％という状況でございます。生産量は基本計画の

目標を超え、一方で品質・生産性の向上の遅れがあるという状況でございます。生産者の手取りの約４

分の３を占める麦作経営安定資金は、品質に係る実需者の評価が反映されない等々から、品質・生産性

の向上の遅れだけでなく、担い手の育成も遅れているという状況です。１７年産から契約生産奨励金に

ついて、収穫後の品質で評価されるランク区分に移行するという状況で、麦作経営安定資金の見直しを

行わなければ、助成体系全体の整合性がとれなくなるという状況です。水田麦につきましては、米政策

改革の中で、担い手育成・良品質麦の生産を実施しているわけですが、麦作経営安定資金の見直しを行

わなければ、これとの整合性もとれなくなる。また、企画部会において検討されている担い手に着目し

た経営安定対策、それからＷＴＯ農業交渉において検討されている、市場アクセス・国内支持等に係る

規律の強化といった点に留意する必要があるというのが検証でございます。 
 対応方向でございます。①として、我が国の麦作が持続的に発展するためには、実需者ニーズに応じ

た良品質麦の生産（高品質・均質かつ大ロット）が必要不可欠であるが、そのためには効率的かつ安定

的な農業経営が大宗を占める農業構造を実現し、需要に応じた麦づくりを推進することが必要である。

②また、ＷＴＯ農業交渉において、市場アクセス・国内支持等に係る規律の強化が検討されており、国
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際規律の強化にも対応できる政策の構築の観点からも、こうした構造の実現を通じて良品質麦を生産す

ることが必要である。③このため、経営安定対策（品目横断的対策）への移行を念頭に置きつつ、麦作

経営安定資金について見直しを行うことが必要であるが、特に、契約生産奨励金について１７年産から

ランク区分が導入されること、水田作においては平成１６年度から米政策改革がスタートし、担い手・

良品質麦への集中化・重点化が行われていることとの整合性を確保する観点から、１７年産からこれに

即した見直しを行う必要がある。④なお１８年産以降の麦作経営安定資金の見直しについては、経営安

定対策（品目横断的対策）の内容及びＷＴＯ農業交渉の結果を踏まえて、決定する必要がある。 
 宿題として、麦作経営安定資金の見直しの具体的な内容。麦作経営安定資金は、内外価格差を埋める

観点から導入されたものであることに留意すべきとの意見、麦作経営安定資金については、実需者の品

質評価を反映するとともに、担い手の育成に資する仕組みとすべきとの意見、消費者・納税者の理解も

得られるものとすべきとの意見があった。良品質麦生産への対応方向、担い手のあり方については、生

産性向上や品質向上に意欲のある農業者、営農集団、法人等に限定すべきとの意見がある一方で、集落

営農や共同乾燥施設を構成する農業者を適切に位置付けるべきとの意見もあったということでございま

す。以上です。 
 
（加倉井座長） 
 以上、担い手の育成・経営安定についての整理でありますが、ご質問・ご意見等ありましたらどうぞ。 
 はい、中村委員。 
 
（中村委員） 
 麦作経営安定資金の見直しの具体的内容のところの、上のフレーズですね、麦作経営安定資金は内外

価格差を埋める観点から導入されたものであることに留意すべきとの意見、これは前回山田委員と竹内

委員から確か出ていたと思うのですが、こういう書き方もあるのでしょうけれども、麦作経営安定資金

は、麦生産者の所得・収入を埋める観点からという言い方もできるのですね。要は１１年産の生産者麦

価から市場価格を差っ引いたもので麦作経営安定資金というふうに書いているわけですから、内外価格

差の補填というとらえ方もできるかもしれませんが、やっぱりちょっとそういうふうなこととも違うの

ではないかという気がします。麦作経営安定資金というのは、一体どういうレベルが本当に適正なのか、

どういう思想があってこの麦作経営安定資金の助成金レベルができているのかということをもう少し掘

り下げないと、内外価格差だと言われてもちょっとあまりピンとはこないです。 
 
（加倉井座長） 
 いかがでしょうか。今日はその肝心の山田委員が欠席なので、この点について直接の議論はできませ

んが、内外価格差を埋めるという言い方でいいのかどうかは、やはり検討の余地があるように思います。

他にどうぞ、この点についてご意見を。佐藤委員。 
 
（佐藤委員） 
 私もそのとおりだと思っています。内外価格差を埋めるということになると、この前、座長も言われ

たとおり、やっぱりもう少し広い論議をきちっとしておいてやらないと、これは全然収まる話ではない

わけです。何かこう１つの目標とか、形がどうあって、そこにどういうふうにしていくかということで
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この論議をすればいいのですけれども。ですから今、中村委員が言われたことに私は賛成というか、そ

ういうことだと思うのです。内外価格差に触れると非常にいろんな意見を言いたくなります。 
 
（加倉井座長） 
 同感のところがかなりありますが、これは書きとめておいて、また検討いたします。 
 ほかにございますか。はい、大泉委員。 
 
（大泉委員） 
 ちょっと事実確認なのですけど、教えていただきたいのですが、本来だったらこれは第１回・第２回

あたりで出てこなければいけない議論だったのかもしれませんが、麦、とりわけ小麦ですね、小麦に関

しては経営形態は大体大規模農家と言いますか、いわゆる政策がターゲットとするような担い手のシェ

アが非常に高い、つまり構造改革はほぼできているのだという認識でよろしいのでしょうか。米はそう

じゃないということはよく言われているところですけど、小麦に関しては北海道麦はここで出てくる事

例なんかも結構４０ｈａ・５０ｈａという非常に大きいものが出てきていますよね。ということは、主

業農家・専業農家が対象になっているのだと、麦作経営安定資金もそういうところが対象になっている

のだと認識してよろしいのかどうかということが１つです。 
 それからここで、米との整合性を保つ観点から１８年度以降について考えるということと、それから

その前に１７年産からこれに即した見直しを行う必要があるという、これは麦作経営安定資金の改革を

行うとすると、１７年からやるのか１８年からやるのか、ちょっとこの辺が分からないので教えていた

だければ。この２点をお願いします。 
 
（加倉井座長） 
 これは事務局ですね。食糧部長、お願いします。 
 
（高橋食糧部長） 
 今の大泉委員のご意見でございますけれども、第２回の資料、お手元にたぶんあると思いますけれど

も、そこで３頁以下のところで、作付体系みたいなものをお示ししております。確かその前にもお示し

しておりますが、要は麦については、１つは北海道の大規模畑作経営の中の１作物、それからもう１つ

は、当然のことながら水田作におけます、これも２つありまして、裏作麦の部分と転作麦の部分とがあ

ると思っております。北海道畑作経営におけます麦というのは、ご承知のとおり、もうある意味ではか

なり規模拡大が進展している品目としてとらえ得るわけでありますが、北海道も含めてかもしれません

けれど、水田作のところは、水田農業の構造問題というのが別途ありまして、米政策改革の中でもそう

いう議論の中で詰めてきたわけでございますので、麦一般についてみれば実は２つ、形態からみれば３

つなのですけれども、構造改革の進度、あるいは畑作か水田作かという意味では、２つをやはりちゃん

と分けてとらえる必要があるかなというふうに思っております。それが第１点でございます。 
 それから第２点で、実施時期の１７年産と１８年産の関係でございますけれども、基本的には麦作経

営安定資金について見直しをしていく必要があるであろうと、そしてそれは対応方向の中にありますよ

うに、まず良品質な麦を安定的に作っていけるために、この麦作経営安定資金というものをもう１回き

っちりと全体的に見直す必要があるわけでありますし、さらに、特に片一方で品目横断の対策の対象作
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物に麦もなっております。そういたしますとそちらとの抜本的整理もあるだろうと思います。これはど

ちらかと言いますと、品目横断などを含めたところとの関連度が高くなりますので、これは１８年産あ

るいは１９年産、今、品目横断の議論というのは１８年産よりはもうさらに１９年産になりますので、

少しその辺のところをターゲットにする必要があるのかなと。ただ一方、今年度の１７年産のところか

らランク区分の見直しというのが既に行われるわけでありまして、しかもこれについて昨年来からも見

直しを行わなければいけないだろうという部分がございます。そういった意味で１７年産で早急にやっ

ていかなければいけない部分、それから品目横断はたぶん１９年産ですが、一応１７年産とそれ以降と

いう意味で、１７年産と１８年産以降という形で区分けさせていただいています。 
 
（加倉井座長） 
 よろしいですか。それでは、末次委員。 
 
（末次委員） 
 １つは、まず中村委員から言われた内容にも同感ですのであえて申しませんが、今、大泉委員からも

言われたように、播種前契約というのが後で出てきますが、そこら辺も事務局の方で前段整理していた

だきたかったなと思うのは、１７年産につきましては既にいわゆる播種前契約の時期なのですね。だか

らもう既に我々は、生産者からどういう作物をいくら１７年産は作りますかと、種子の手当てはどうし

ていますかと、それと実需者からは、こういうことでどこの県産のどういう品種がいくら欲しいと、そ

ういうことを詰めてきた段階なのですね。そこにダブりますが、我々は麦価といわゆる所得補償として

の安定資金、これを前提に既にもう播種前契約に生産側は向かっているわけです。したがいまして、こ

の原案でももちろん１８年度以降となっていることに賛成なのですが、１７年産については当然そのよ

うな取り扱いにしていただきたいと、こういうことでございます。 
 
（加倉井座長） 
 事務局、何かありますか。はい、食糧部長。 
 
（高橋食糧部長） 
 １７年産に向けての播種前契約が既に行われて、もう入札も確か日程に上っているわけでございます

ので、そういった意味での基本取引ルールの見直しは、１７年産もということにはならないと思います。

ただここの、麦作経営安定資金のところの見直しにつきましては、既に施策の対応として矛盾を生じて

きているというのは、今までのご議論の中でも出ているわけでありまして、そこのところの体系整理は

昨年のいろいろなご意見の中でも、見直しを進めるべきであるということでございますので、ここの部

分は早急に進めませんと、まずいだろうと思っております。ただし、何度も申し上げておりますけれど

も、麦作経営安定資金の基本的な見直し、これは麦作経営安定資金全体をどうしていくのか、さらに品

目横断との関係をどうするのかというようなところは、やはり全体の動きを見なければ、私どもも検討

もなかなか難しいと思いますので、そういう形で整理していく。ただ、１７年産からやらなければいけ

ない部分は、これはもう明確な形でしていきましょうという、そういう整理でございます。 
 
（加倉井座長） 
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 政府の実施スケジュールとなるとまたいろいろ検討が必要ではないかと思いますが、麦作経営安定資

金の見直しについては、１８年産以降と書いてありまして、以降というといつになるのかも別にまだ議

論はしておりませんし、政府側のいろいろな都合もあるでしょうから、検討課題とさせていただいてよ

ろしいですか。 
 はい、大泉委員。 
 
（大泉委員） 
 先ほど部長からのお話で、担い手が大体３つのパターンに分かれるという話がありましたが、この麦

作経営安定資金を、たとえば担い手を特定してやるのかやらないのかという話がもしもあるとすれば、

これはこの場ではなくて企画部会等々でやるという話になりますね。 
 
（加倉井座長） 
 両方でやっていいのですが、一応企画部会マターではあると思います。 
 はい、食糧部長。 
 
（高橋食糧部長） 
 品目横断的対策における担い手をどうするかという議論もあるわけでございますけれども、やはり今

後の麦の生産構造のあり方の中で、具体像ではないかもしれませんが、どういう形で国内麦を生産して

いただくのかということは、もちろんご議論いただいてよろしいのではないかなと思います。 
 
（加倉井座長） 
 はい、中村委員。 
 
（中村委員） 
 麦作経営安定資金は企画部会で、というふうなことで、はいはいと聞いていいものかどうかちょっと

あれなのですが、この小委員会は麦政策全般をとにかく見直せという答申に基づいてスタートしている

わけです。ですから、山田さんのこのペーパーに、別にいないところで言うわけではないのですが、麦

生産振興のための委員会でもないのですね。要は麦政策全般を見直そうということですから、当然麦作

経営安定資金もその対象にあるのだろうと。この麦政策小委員会の考え方と企画部会の考え方が反対に

なったりしても困るわけです。もう少し付け加えて言いますと、この麦作経営安定資金は、１１年産の

生産者麦価をベースにして決まっているわけですね。では生産者麦価というのは一体何なのかというと、

北海道を含めた主要県、７道県だったでしょうか、そこの１．何ｈａ以上かの麦作農家の生産費を基に

してやっている。そういうことがベースになっている麦作経営安定資金と、これから担い手を育ててい

くのだ、担い手に集中していくのだ、あるいは諸外国の何千ｈａというところの、そういうふうなもの

と本当に比較できるのかどうなのかということもありますので、企画部会でいろいろ方向性その他は導

き出すにしても、やっぱりこの委員会でも、とくと検討していかなければいけないのではないかなと思

っております。 
 
（加倉井座長） 
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 はい、食糧部長。 
 
（高橋食糧部長） 
 すみません。私のご説明がちょっと誤解を招いたのならお詫びしたいと思うのですけども、麦作経営

安定資金はこの会においてもご議論いただくべき課題だろうと思っております。それでそのことが、座

長に整理していただいた中の最後のところ、③・④の対応方向のところで、１７年産についてはもう早

急にやらなければいけない、それから１８年産以降も検討していくということですから、この場におい

てご議論いただく、それは麦政策全体の中でご議論いただく必要があるというふうに認識しております。

それでちょっと申し上げましたのは、いずれにしましても、全体、たとえば経営対策みたいな形を大き

く、麦だけではなくてすべての生産を含めて見直すようなことも現在検討されておりますので、そうい

ったことも見ながら整合性がとれた形でやっていく必要がありますし、ただしその際に、麦をどういう

形で担っていただくかということもご議論いただければということでございます。麦作経営安定資金を

企画部会ばかりで議論するというふうにとらえられたとしたら、ちょっと私の説明が舌足らずでござい

ました。 
 
（加倉井座長） 
 はい、掛札委員。 
 
（掛札委員） 
 今、麦作経営安定資金の話が出ているわけですけれども、実際のところ麦作農家にとっては自分たち

の経営、これを安定させるのにどうするのかというところに一番関心があるわけでございます。そうい

った中にあっては、今検討されています品目横断的対策、ここの④の中にも書いてありますけど、これ

を受けて決定する必要があるというふうに書いてありますから問題はないのですけど、当然、私どもと

しては麦作農家の経営の安定をどう確保していくのか、その観点から考えるとこの部分がある程度明確

にならないと、逆に言うと麦作安定資金の検討をされていても、実際に農家手取りに占める麦作経営安

定資金の割合というのは極めて高いわけですので、そういったところはここの④に書いてあるような形

で品目横断的対策、ここがある程度しっかり分かるという中で麦作経営安定資金の検討ならいいのです

けど、そうではなくて麦作経営安定資金だけの検討が先に行くということは非常に問題かな、というふ

うに考えております。 
 
（加倉井座長） 
 食糧貿易課長。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 おっしゃるとおりでございます。今企画部会で議論している品目横断的対策につきましても、今のと

ころ今月あるいは８月の上旬にはある一定の論点整理をして、少しその辺の姿が見えてくるのではない

かな、というふうに我々考えております。しかしながらどちらが先かということではなく、我々は企画

部会における品目横断的対策の議論をまさに睨みながら、一緒に検討していくという考えでおります。 
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（加倉井座長） 
 はい、佐藤委員。 
 
（佐藤委員） 
 今言われたことはすごく重要なことだと思うのです。たぶんいろんなことがあると、農家の立場にし

てみれば、どんなことでもいいけど１つの目標とかビジョン、こういうものがあってそれに対する戦略

とか手段とかを論議するのだったら非常にしやすいわけです。だから座長も非常にご苦労されていると

いうことも分かるわけですが、話が大きな意味のものに触れていないのならいいのですけど、必ず触れ

ているわけです。そうすると我々がそのことに意見で触れないで、小さいことだけを論議していけばい

いかというと、そうでもないのですよね。そうすると我々が言うことが将来像にどのぐらいの影響があ

るのかということが非常に重要なことになるわけです。ですから、本当に座長もこの間もそうですけれ

ども、ご苦労されているのは重々分かるわけです。我々が触れることがいいのかどうかということまで

あるわけですよね。ですけれども、ある意味では幹だけ見て論議するのか、森も見ながら木を論議する

のかということみたいなこともあって、これから絶えずそういうジレンマで行くのかなという思いもあ

るわけです。だから今掛札委員が言われたように、本当にそのとおりだと思うのです。その辺をぜひ何

かの機会に、もしくはできれば本当はシミュレーションでもいいから整理をして、何かプランとしてあ

れば、それを見て我々麦に携わっている者が発言するのと、全然携わっていない委員とのものの考え方

が全く違ってくるわけです。以上です。 
 
（加倉井座長） 
 食糧貿易課長。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 その辺ですね、まさにその全体像といいますか、まさに全体に係る話でございます。本委員会におい

て全体像を描くということもなかなかできないですし、企画部会で麦政策全般を考えるということもで

きませんが、ただ少なくとも、こういう形になるのでこういう手順でこういうふうにやっていきたいと

いう行程のようなものを含めて、お示しをしていかなければいけないのかなと思っております。 
 
（加倉井座長） 
 ちょっと座長の方から整理いたしますけれども、麦作経営安定資金についてこの委員会で議論するの

は当然のことであります。それと同時に、企画部会で議論している品目横断的な対策とか、それから国

際規律について今度ＷＴＯの新しいラウンドの結果が出ると思いますが、そういうものを全部実は入れ

て考えなければいけない話なのです。ただ、国際規律の変更とか、企画部会の結論とか、そういうもの

を待っていますとこちらの議論が進みませんので、それぞれの方が頭の中でそういうイメージを抱きな

がら話しているという段階だと思います。私の個人的な勉強では、生産者団体も実は品目横断的な対策

というようなものをもう議論なさっておられるようですね。それからＷＴＯの交渉の結果が、内容はい

ろいろありますが、基本的には市場開放への方向が少し進むだろうというような認識はあるものですか

ら、そういう大きな全体の枠というものも大事だし、この部分も大事だということで、どうも言い方が

難しいということですが、その辺はちょっと時期が、企画部会が遅れているとかいろいろありまして、
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言いにくいということがあります。ただ、ここへこういうふうに書いてしまったということはそれがい

いか悪いかは分かりません。書いた方が分かりやすくはなると思いますが、そんな先走るなという言い

方もあるでしょうしね。その辺は検討させていただきますけれども、それでよろしいですか。 
 大泉委員。 
 
（大泉委員） 
 麦に関して言うと当初計画８０万トンは計画どおり実現したわけですよね。数量向上に寄与したのは

民間流通システムと麦作経営安定資金だということだろうと思いますが、その際に麦作経営安定資金が

生産量拡大に貢献した寄与率というのは非常に高いとは思いますが、その中で果たして麦作の構造改革

が同時並行的に進んだのかどうかというと、このシステムではそうではないということが、たとえば品

質だとか生産性の向上への疑問があるという形で出ているわけです。そうなってくると、今後今のまま

での麦作経営安定資金を続けると、それほど生産性が高くないところでも、麦を作り続けるような状況

がさらに生まれてくる可能性があり、逆に麦の構造改革が進まない可能性がある。唯一進んでいるのは

北海道ですから、北海道の小麦が非常に畑作としてはローテーションを組んでおやりになっていて、こ

ういったところをターゲットに絞って支援するには、私はやぶさかではないのだろうと思いますが、裏

作麦あるいは水田麦のところでの麦作経営安定資金のあり方の整理となると、若干難しい問題が出てく

るのではないのだろうかと。そういう意味では北海道は非常に単純で、簡単に問題が処理できて、そう

ではないところの経営安定資金のあり方というのが改めてクローズアップされて、どうもこの資金の対

象を考えると、先程食糧部長のお話で、３つぐらいの類型があるというお話でしたが、その類型に分け

た効果というのが全然違ってくるので、そこを検討しなければいけないのではないのかなと、個人的に

は思っております。そこが水田との関係があるから、企画部会等々での議論を待つというのも分からな

くはないのですが、できるところはここで議論してランディングさせてはどうか、というのが私の意見

です。 
 
（加倉井座長） 
 地域あるいは類型的に違うということはそのとおりで、それをどういうふうに議論するかということ

はあるけれど、議論しないということではないだろうというふうに思います。 
 はい、末次委員。 
 
（末次委員） 
 私のところはですね、小麦もなのですが大麦の地帯でなおかつ水田なのですが、今８０万トンと言わ

れるのは、小麦の議論なのですね。そこで麦作経営安定資金の関連と担い手に絞って言いますと、実は

大麦は、現時点で最近の情勢からすると、国産としての需要に対しての生産量は足らないのです。外国

産が圧倒的に多いわけですが。それはいろんな要因がありますので１つの要因ではございません、その

要因の１つとしてご紹介しますと、我が方で小麦と大麦を作っている農家は両方いるのですが、どちら

かというと、本来は我が県では小麦を作りたい生産者が多いのです。それはなぜかといいますと、ここ

でもありますように、いわゆる所得補償としての麦作経営安定資金の方が、大麦を作るよりも小麦を作

った方が収入が高いのです。しかし、我々としてはずっと歴史上、それと今まで佐賀では大麦の需要が

あるということで、常に所得を一面では抜きにして大麦を振興したわけですね。結果的には今幸いにし
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て、佐賀県からみると需要が頻繁にあるということで、もうちょっと作りたいなという状況なのですが。

したがいまして麦作経営安定資金というのが所得補償であって、なおかつ大麦よりも小麦の方が厚いと、

こういうようなことが現実的にもある。したがって麦作経営安定資金は高いということではなくて、麦

種間からみるとまだ低いという点もあるということを、ご参考までに発言しておきたいと思います。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。はい、では長澤委員。それでできましたらその後次の項目に移りたいと思

います。長澤委員、どうぞ。 
 
（長澤委員） 
 今の関連ですけども、１６年産の実態からみましても、需給としては小粒・大粒、不足気味の状況に

あるのですけども、我々この展開の中で、品目横断的対策というものが出たときに、産地として安定供

給していただけるかどうか、米との関連もありますし、小麦との関連もありまして、こういう状態が起

きたときに、産地形成がしっかりされて、その原料が安定供給できる状態ができなければ困るのだと、

この辺が一番の関心事でありまして、今後の議論の中で、その辺も頭に入れていただいた中でやってほ

しいなと期待をしています。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。よろしかったらⅠを一応終わりまして、Ⅱ民間流通に係る市場原理の一層

の徹底という部分に入りたいと思います。最初に説明を食糧貿易課長にしていただきます。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 これは大きく８つぐらいの項目がありますので、なるべく簡潔にご説明したいと思います。 
 ３頁でございます。検証のところで、播種前契約でございますが、播種前契約の下で主産地での品質

向上に対する意識が向上し、民間流通の比率がほぼ１００％となり、銘柄によっては需要と生産のミス

マッチが減少しているということが評価でございます。かつ、消費者の安全・安心志向の高まりに応じ

て、国内産麦につきまして、個別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がウに書いて

ございます。一方でエでございますが、１年前に契約するので、２次メーカー等の需要の変化に即座に

対応するのは不可能、それから、収穫の年の前の年の夏に契約を結ぶのは、見たこともない人と結婚す

る以上に困難であるということ等、実需者の間では、播種前契約以外の多様な取引を望む声が高まって

いるということでございます。 
 それから、アローワンスでございます。アローワンスについては、気候変動のバッファーとして有効

に機能しているわけでございますが、ただ一方で、生産量だけが基本計画の目標を達成した現在、実需

者の間では、これを上回るアローワンスに係るリスクが意識されるようになってきているというほか、

アローワンスを大幅に超過する数量を出荷する産地もみられるといったことから、実需者の間では、一

律的なアローワンスの見直しを求める声が高まってきているということでございます。 
 この頁の対応方向でございます。ご覧いただきたいと思いますが、①として、民間流通に移行してか

ら約５年が経過した今、買い手である実需者から、播種前契約一本のみの取引に係る問題点を指摘する

声が高まってきている状況を踏まえ、播種前契約を基本としつつも、生産者と実需者の共存共栄が図ら
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れる取引ルールの構築により、市場メカニズムが十分に機能する観点から、播種前契約一本のみの取引

ルールを見直す必要がある。②また、アローワンスは播種前契約一本のみの取引の下で導入されたもの

であるが、実需者からアローワンスに係る問題点を指摘する声が高まっている状況を踏まえ、播種前契

約一本のみのルールの見直しに併せて、一律的なアローワンスを見直す必要がある。宿題として、播種

前契約一本の取引ルール、一律的なアローワンスの見直しの具体的内容ということでございます。 
 次の４頁でございます。最初の○、入札制度の検証でございます。入札による価格形成の結果、品質

格差を反映した評価が実現している、また、相対取引の実績主義は、生産者による計画的な販売、実需

者による原料の安定調達に寄与してきたということでございます。２番目の○として、しかしながら、

義務上場制により地産地消の動き等が阻害されている、あるいは、値幅制限や申込限度数量制により価

格が硬直的、実績主義により新規参入が困難といったような状況にあり、現在の価格形成は必ずしも需

給動向や品質格差を的確に反映したものになっていないということの検証でございます。 
 対応方向でございます。実需者ニーズに応じた麦づくりを推進するためには、生産者に対して、市場

シグナルを的確に伝達する必要がある。このため、需給動向や品質格差を的確に反映した透明性のある

価格を形成する観点から、取引ルールの見直しに併せて、現行の入札制度・相対取引の仕組みも見直す

必要がある。宿題として、入札制度・相対取引の仕組みの見直しの具体的内容ということでございます。 
 ⑤は農産物検査規格でございます。検証でございます。平成１４年産で約７割が１等麦でございます。

現行の規格が導入された平成元年産では約４割だったわけですが、また１等麦の約９割の容積重は８１

３グラム以上という、基準値を大きく上回る状況だと。春まき小麦につきましては、その特徴から１等

麦がほぼ皆無である一方、規格外が全体の約６割ということでございます。 
 対応方向は、良品質麦、とりわけパン用に仕向けられる春まき小麦の生産振興の観点から、現行の検

査規格の内容を見直す必要があるということで、検査規格の具体的な内容ということが宿題でございま

す。 
 次の５頁は、政府の無制限買入れでございます。検証のところの最初の○でございます。「新たな麦政

策大綱」において、無制限買入れは民間流通が定着化するまでの経過措置として位置付けられているわ

けですが、１６年産は民間流通比率は９９．９９％ということでございます。２番目の○として、政府

の買入銘柄には市場で評価されない麦があるということ、一方で、実需者ニーズに応じた良品質麦の生

産が急務となっており、こうした状況の政策的整合性を確保する必要があるということでございます。

４番目の○に、企画部会においては経営に着目した経営安定対策が検討されているということでござい

ます。また、米でさえ政府の買入れは備蓄用に限定されているということが検証でございます。 
 対応方向として、無制限買入れについては、「新たな麦政策大綱」が想定した民間流通の定着化が図ら

れたと考えられる中で、実需者ニーズに応じた良品質麦の生産が急務となっているため、経営安定対策

への移行時に、その整理を図る必要がある。経営安定対策への移行における無制限買入れの整理という

ことが宿題でございます。括弧書きとして、無制限買入れについては、民間流通への移行が定着しその

使命を終えているだけでなく、良品質麦への意欲を阻害しているので廃止すべきとの意見がある一方、

廃止については生産者が不安を感じているが、どのような点に不安があるのか、何らかの担保が必要な

のか、実情に即して検討することが必要との意見もあったということでございます。 
 次の６頁は、技術・生産対策でございます。検証として技術対策は、新品種は従来の品種に比べ、２

日から５日の早生化や、製めん適性・精麦適性が向上してきております。しかしながら、早生化、穂発

芽耐性、赤かび病、製めん適性すべてに優れている品種は育成されていない状況にある。一方、国産の
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パン用・中華めん用小麦に対する需要が高まっているにも拘わらず、パン用・中華めん用の品種が少な

い状況にある。品種の育成・普及段階において、実需者との連携が十分でない面も見られるということ

でございます。 
 生産対策の検証ですが、生産者１戸当たりの作付面積の拡大・生産コストの低減が実現しております。

しかしながら、実需者ニーズが生産者まで十分に伝わっていないこと、実需者との連携不足により、製

めん評点の高い品種への転換が遅れていること等により、品質や生産性の向上については、基本計画の

目標に対して遅れている状況ということでございます。 
 対応方向であります。技術（品種開発）対策は、実需者ニーズに応じた生産を推進する観点から、実

需者との緊密な連携の下、日本めん用についてめん色の改善や早生化を進めるとともに、需要が高まっ

ているパン用・中華めん用等の品種開発も進める必要があります。②として生産対策。需要に応じた良

品質麦生産の推進の観点から、より的確な実需者ニーズの生産者への伝達、地域の条件に応じたきめ細

かな栽培指導や、実需者の協力を得ながら製めん評点の高い新品種の普及を行うなど、産地において関

係機関が一体となり生産対策の強化を図る必要があります。宿題として、新品種開発、産地対策の強化

の具体的内容ということでございます。以上です。 
 
（加倉井座長） 
 ３頁から６頁まで非常に大部なものですが、「Ⅱ民間流通に係る市場原理の一層の徹底」というところ

で、ご意見、あるいはご質問を受けます。いかがでしょう。 
 はい、中村委員。 
 
（中村委員） 
 この中で播種前契約のことと全量買入れのことは、若干通じている部分があると思うのです。政府の

無制限買入条項を廃止しましょうということ、あるいは播種前契約ではなくて、現物ができてから契約

する道も残したらどうでしょうかということは、生産者サイドにとってみると、何となく今まで全部い

ざとなったらこうしてくれるだろうとかいうふうなことのつっかえ棒がなくなる。だから不安なのだと

思うのです。ただ我々の方からすると、別に政府の無制限買入条項がなくなって、政府は買いませんよ

と、みんな民間流通ですよと言っても、こちらは別にそれで何か政府の売渡価格が下がるとかというこ

ともないのです。要は、むしろ政府の無制限買入れ条項があることによって生じている問題点が、ほん

とにきちんとクリアできるのかどうなのか。一生懸命品質のいいものを作らなくても、いざとなったら

買ってくれるということがあれば、小麦の生産性・品質向上に対する取組もどうしても遅れがちになる

のではないか。ですからやはりそのような阻害要因を無くしていければと思います。 
播種前契約についても、先程、末次委員から「来年の種子の手当や条件をみんな見てから播種をする

ので、その前に契約をしてもらいたい」という気持ちはよくわかるし、したがって我々も民間流通にな

る時にそれで賛成をしたのです。ただ、妙な比喩で「顔も見たこともない人と結婚するようなものだ」

と書いてあって、要は品質も何もまるでわからない状態で入札をし、かつ数量も契約をするわけです。

これもちょっと如何なものかという感じがあって、少しいろいろな道を作ったらどうかというのが実需

者サイドの意見なのです。 
両方の共通している生産者の方々の不安感をどうしたらなくすことができるか、ここには担保と書い

てありますが、担保というのは本当にあるのかどうかわかりませんが、どうすればそのような不安感を

 - 14 -



取り除いて、政府無制限買入れも無くし、播種前契約一本をもう少しバラエティのある契約にもってい

けるのかということを、知恵を出して工夫していけば解決するのではないかと思っております。 
 
（加倉井座長） 
 いかがでしょうか。播種前契約というのは他の作物でもたくさんあるのですが、問題はやり方で、こ

こで議論しているのは麦の播種前契約がどうかということですね。はい、末次委員。 
 
（末次委員） 
 今、中村委員からありがたいお言葉をいただきましたが、売れる麦づくりに対する努力はこれまで以

上に十二分にやりたいと思っておりますが、そういう意味からしますと売れる麦を生産するためにとい

うことを前提にいろいろな話があるわけで、それについては何の異論もございません。ただ、私が思う

には播種前契約とどういう組み合わせがあるのか、個人的にも良いアイデアが浮かびませんので、それ

を言っているだけでございまして、実需に合ったそしてまた売れるような生産をするという方向で良い

方法があれば検討をするということは、我々としても当然のことだと思っております。 
 
（加倉井座長） 
 長澤委員の後、大泉委員、その後、曽我委員。 
 
（長澤委員） 
 毎回申し上げて恐縮なのですが、大麦の場合、播種前契約につきましては量的な安心感が持てるとい

うことで根本的には賛成ですが、現状からしますと双方の信頼関係がいかに構築できているかというこ

とが問題だと思います。私ども大麦側から言いますと、結果的な収穫は大幅に減少しているなど、単な

る豊凶差によるものではないのではないかとまで感じるほど、かなり減収しているものですから、むし

ろこの播種前契約と同時にお互いの情報交換がしっかりできる状況の中で、実際に播種されたのかとい

う情報は中間に上げて、例えば小粒・大粒大麦について不足気味ですし、小粒大麦につきましてはまっ

たく一本で頼っている、代替原料がないという状態ですので、双方が理解できる状態、信頼できる状態

であるためには、播種前契約は結構ですし、双方でしっかり情報交換できる状況を作っていただきたい

と思っております。 
 
（大泉委員） 
 正直に申し上げて、播種前契約について実際の麦での実施のされ方というのがよくわからないという

ところから発言しますので、間違っているかもしれませんが、その辺は無知だということでお許しをい

ただければと思います。麦の播種前契約については、この麦検討小委員会ではなくて食糧部会で、確か

中村委員からだったかと思いますが「私どもは好きこのんで買っているわけではない」という発言があ

って、他方で奥村委員から「私どもも好きこのんで作っているわけではない」という意見があったと記

憶があるのですが。その点については、後程正確にお話いたします。やはりそのギャップがこの契約流

通の仕方にはあるのだろうと思います。それを今、長澤委員が「信頼関係を築けばいい」とおっしゃい

まして、それはそのとおりだと思いますが、信頼関係を築くのに市場原理でやるとしたら、今の状況で

はサプライチェーンマネージメントをきっちり作ること、そうすればビジネスとしてお互い流通して、
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これ以上良いビジネスシステムはないと思うのですが、しかしどうも播種前契約というのはこのサプラ

イチェーンマネージメントというものでは毛頭ない。むしろ何が製品として出てくるのかといったお互

いに疑心暗鬼な構造が若干あるのかなという気がしております。そうした時にこれは生産者サイドがち

ゃんと買ってもらわなければ困るから、こういうシステムを作り上げた役所の努力も非常によくわかる

のですが、その際に市場メカニズムが十分に機能する方向に動かしたいという文言があるのです。これ

は一方で播種前契約を残しながら市場メカニズムを十分に機能させたいというのは矛盾するのではない

かというふうに私は思うのです。 
 コメの場合もそうですし、麦の場合もそうですが、本当に市場メカニズムを働かせたいなら管理する

なと、播種前契約の契約などやらせるなというのが、普通の市場原理が十分に機能するパターンではな

いか。しかし、その市場原理が機能するための制度的なところだけは背後で見ておきますという政策で

あればわかるのですが、市場メカニズムを十分に機能させたいのかあるいは契約でもって生産者が安定

的に買ってもらう仕組みを残したいのか、どっちなのか、もう少しはっきりさせたらどうかという気が

するのです。結局、本音は、この資料の対応方向の①に書いてあるところは、市場メカニズムが十分に

機能する観点から播種前契約一本の取引ルールを見直す必要があるということではなくて、市場メカニ

ズムを少しは機能させる観点からというふうに書き直したほうがいいのではないかという気がします。

そうでなければ、市場メカニズムを十分に機能させるなら、もっと大胆な改革がありますということを

申し上げたいわけです。 
 
（加倉井座長） 
 これについてのご意見もおありでしょうが、その前に曽我委員にお話を伺ってから、その後、まとめ

ていたしましょう。それでは曽我委員。 
 
（曽我委員） 
 この項目は大変アイテムが多くて、多岐にわたっているのですけれども、いずれにしましても、民間

流通に移行して５年が経過して、播種前契約一本できた弊害がいろいろ出ているのは事実ですし、かと

いって、これを全部否定する程でもない。特に中小製粉の場合はそういう感じを強く持っています。と

いうことは、この検証にも出ているとおり、多様な取引、また多様な品種が出てきております。昔なが

らの伝統的な例えば農林６１号というものだけではなくて、先程、品種開発にもありましたように、パ

ン用であるとか中華めん用等いろいろな面で幸いにもいろいろな品種が出てきております。そういうも

ので、個別のユニークな商品を作りたいという製粉会社も出てきておりますので、その際には、先程長

澤委員もおっしゃっていましたが、本当の意味でのサプライチェーンマネージメントではないですが、

やはり生産者と直に話し合って、この部分には播種前で、作る前からお願いしましょうというようなこ

とが当然あってよいと思います。我々としては民間流通が５年を経過して一律的に播種前だけでいくと

いうのはもう見直すべきであると、多様なあり方が必要ではないかというふうに感じております。 
 
（加倉井座長） 
 今までのご意見について、いかがでしょうか。反対するところ、付け加えるところございますか。は

い、立花委員お願いします。 
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（立花委員） 
 私も基本的には大泉委員と同じ考えなのですが、農業に限らず、製造業でも日本の競争力の源泉とい

うことでデザイン・インの段階から部品を作るメーカーの方からそれを加工・組立するラインの方と相

談しながら、最近はデザイン・インを作るさらに前の段階から、もっと意思疎通をどうやって図るかと

いうことで、できるだけ無駄をなくし、競争力を高めるということで、本当にしのぎを削っているとい

いますが、そういうことで、大泉委員がまさにおっしゃったとおり、私はできるだけ、入札制度も含め

その前の播種前契約の問題を含めて、実需者が引き取ってくれなければこれは意味がないわけですから、

どうやったら買っていただけるのかと、そこを原点として徹底的に話し合っていただいた上で、なろう

ことならば実需者の要望をこれはできない、これは難しいというふうにいいがちで、その理由ももちろ

んわかるわけですが、できるだけそういうことではなくて、どうやれば実現できるのかという観点から、

ぜひ生産者サイドの方にも知恵を出していただきたいと思います。そうしないとなかなかマーケットは

拡大していかないのではないかという気がいたします。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。他にございますか。はい、中村委員。 
 
（中村委員） 
 先程の大泉委員のお話ですが、あの時は、転作小麦のことが話題になっておりまして、ある生産者委

員が「我々は小麦を好きで作っているのではない。コメを作れないから仕方なく作っている」というよ

うなお話が出たので、「小麦というのは愛情を持って作れば良い品質のものができるので、そういうふう

なお気持ちで作られていると、我々としてもどうすればいいのでしょうか」というようなお話を申し上

げたのです。  
 それとは別にお聞きしたいのですが、パン用という言葉がよく出てくるのですが、技術会議の方にな

るのでしょうか、北海道のホクレンの方にもお聞きしたいのですが、これは本当にきちんとしたパン用

小麦で、生産者の方も喜んで作付けするような小麦の育種というのは出来そうなのでしょうか。 
 
（月山地域研究課長） 
 パン用の品種につきましては、従来から言われていますように、これまでどうしてもめん用中心であ

りましたので、相対的に数も少なく重点化されていなかったところがありますけれども、例えば北海道

の場合は従来、春まきの品種が中心で、パン用には向くのですが、どうしても単収が低いということで、

今度はキタノカオリという品種で秋まきでもある程度パン用に向くという品種もできておりますし、暖

地向けですとニシノカオリが割合普及してきておりますし、さらに製パン適性が進んでおりますミナミ

ノカオリという品種もできておりますので、必ずしもすべてがパン用というわけではございませんが、

醤油用等の用途も合わせてある程度高い蛋白質のものということで出来てきておりますので、引き続き

ニーズに合った品種開発は続けていきたいと思っております。 
 
（佐藤委員） 
 中村委員からのご発言もあったことも含めて、何点か大変申し訳ないと思っているのですが、やはり

我々も買っていただいているという観点から作っているというのを、ぜひご理解いただきたい。嫌だか
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ら作っているのではございません。嫌ならば皆、やめればいいと思うのです。やはりプライドを持って

作るのが我々の本来の役割だと思っております。 
もう１つは、我々が市場原理とは何を指すのかということをきちんと整理して、解決できるものでき

ないものを論議していかなければいけないと思っております。例えば品質等が皆同じ横並びならばイン

センティブが働かなくて、指摘されているように我々が率直に反省をして受け止めて改善していかなけ

ればならないという意味での市場原理という側面もありますし、それからコストダウンを図っていかな

ければならないというのも至上命題でありますが、性急なコストダウンが果たして我々の経営に耐えう

るのか、そういう意味での市場原理をどう捉えていくかというのも、当然、これはもっと大きなことと

平行して論議をされないと、軽々に、はいそうですなどと言えず、やはりどちらかというと、現状維持

と反対の立場のことを言わざるを得ないということになります。 
 もう１点は、私どもも研究所を持っておりまして、私どもで作った春小麦を提供させていただいてい

るわけですけれども、これは歴史的な問題も消費者に理解していただきたいと思うのですが、日本のパ

ン用小麦というのはトーストパン用で、ヨーロッパのパンとは若干性質が違うわけです。アメリカ的な

トースト用のパン用小麦というのは春小麦が主体なのです。ただそうは言っても、実需者やユーザーの

求める品種開発は至上命題ですからやっていきますが、その辺もこれから理解を求めて用途別にどうす

るかということも我々の課題として問題意識も持っています。ですから同じパンでもそのようなパンも

あり、中華めんもあればいろいろありますので、用途別の生産をどうしていくのかということで、決し

て我々が後ろ向きで作っているのではないということもご理解いただきたいと思います。以上です。 
 
（加倉井座長） 
 ６頁のところで「国産のパン用・中華めん用小麦に対する需要が高まっているにも拘わらず、パン用・

中華めん用の品種が少ない状況にある」とかなり突っ込んで言っているものですから、その辺がどうな

のか。つまり科学的にパン用を日本で作ったというブレイクスルーは素晴らしいですが、それを経済の

問題として、原材料として、品質がどうか、価格がどうか、それらを比較してどうか、というようなこ

とについてはどうなのですか。まだそういう検討はないのですか。つまり日本でパン用小麦をどれ位ま

で増やせるのか増やすつもりか、その時に単収はどれくらい上がるのか上がらないのか、その辺はどう

なのでしょうか。パン用小麦が日本で作れるというのはわかりましたが、それは原材料としてどの程度

の経済的価値を持つものなのでしょうか。わからなければいいですが、そういうことがあってお話をな

さっているのかどうかということです。 
 大泉委員がこの点についてお話がしたいということですので、どうぞ。 
 
（大泉委員） 
 これは基本計画の見直しに関連するのではないかと私は思っているのですが、元々小麦の振興につい

ては数量をこの位にしたいという計画があって、それは需要は日本めん用をターゲットにするという基

本計画でしたよね。とするとここでパン用だとかが出てくるということは、次の基本計画はパン等をタ

ーゲットにした需要拡大を見込んでいるのかどうか。その辺が課題になるのかという気がするのですけ

れども。元々小麦に関してはこのようなところでいいのではないかというのが正直なところ私の考え方

なのですが、基本計画に関わることなのでこの場での話ではないのかもしれませんので、私の意見に対

するお答えはいいのですが申し上げておきます。 
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（加倉井座長） 
 私も実は同じ意味で発言しました。中村委員どうぞ。 
 
（中村委員） 
 今、大泉委員のお話に通じると思うのですが、国内産小麦の品種開発の目標は一番最初は「緊急開発

プロジェクト」をやった時の表現は「ＡＳＷを凌駕する」という品質目標だったのです。次は「ＡＳＷ

に匹敵する」に変わっていて、一番最近のものは「ＡＳＷに近づくような品質」というように変わって

きているのです。そのこととパン用や中華めん用だとか品種開発をやり始めるというのはどういうこと

になるのかということも含めてお聞きしたかったのですが。 
 
（加倉井座長） 
 事務局、何か発言ありますか。では、地域研究課長。 
 
（月山地域研究課長） 
 パン用の品種がどこまでいくかというのは私どもの立場でなかなか答えにくいのですけれども、絶対

量からいいますとそれ程大きくはないと思うのですが、ただ、地産地消の問題や前回ご紹介いたしまし

た様に学校給食等でかなり取り組まれているということで、パン用あるいは中華めん用、醤油用等のい

わゆる高蛋白質なものにつきましても取り組んでいきたいと思っております。しかし、あくまでも主体

は日本めん用だと思っておりますので、いずれにしてもＡＳＷに匹敵する、特に食感についてはかなり

改善されてきておりまして、そこの点数は高いのですが、やはり残っているのは色の部分でございまし

て、原因につきましてもポリフェノールや鉄の問題等、ある程度原因はわかってきておりますので、な

かなか難しい問題でありますけれども、主体はやはり日本めん用の製めん適性及び早生化を中心に、そ

れに一部高蛋白質向けの中華めん用・パン用にも力を入れたいということで、決してめん用を止めてパ

ン用に主体を移すということではなくて、両方やっていきたいということでございます。 
 
（加倉井座長） 
 はい、曽我委員。 
 
（曽我委員） 
 先程、佐藤委員からもお話で出ておりましたけれども、日本のパンはアメリカと同じでフワフワした

ソフト感の強いものが好まれるということで、それが主力だと思うのですが、私どものやっている中の

リテールベーカリーでは、むしろヨーロッパ型のわりあい硬い皮を食べさせるようなパンが十分１ＣＷ

の蛋白量にいかなくても、そこそこ美味しいパンができることがわかっております。また、その需要に

ついてもパンも多様化して、全部食パンを食べるのではなくて、東京でもリテールベーカリーで硬いヨ

ーロッパ系のパンも好まれておりますので、そこには国産小麦の開発された北海道ハルユタカなど人気

のある小麦ですけれども、その辺、リテールベーカリーにおいてはこれの需要が根強くあるように私は

思っております。ですから大きなラインで作る大手パン企業にはなかなか向かないかもしれませんが、

ディテールのヨーロッパスタイルのベーカリーには十分この程度の需要はあるのではないかと思ってお

 - 19 -



りますし、その辺のファンが非常に増えているのも事実であると思います。 
 
（長澤委員） 
 実は今日はあまり大麦の話はするなと言われていたのですけれども、一言お礼を言いながら、あえて

付け加えさせていただきます。今回の中間論点整理（案）の中にも、大麦や精麦という文字をかなり入

れていただいておりまして、大変ありがたいと思っておりますし、１頁の総論のまとめの下の方には「実

需者の動向に即した国内産麦の消費拡大等これまで取り上げられなかった事項についても必要に応じて

検討を行う」と入れていただいておりまして、その意味でも品種開発の問題につきましても大麦につい

ても非常に可能性があると思っております。この辺の需要拡大という面からも良い品種が出るというこ

とは大きく変えると思っておりまして、業界としても、美味しい麦ご飯とは何か、麦とは何だ、という

我々の要望が十分伝え切れていない、個々の企業としてはいろいろ要望しているけれども、本当に品種

化して欲しいものはこういうものであるということが上げられていないというのが、大変残念に思って

います。そういう意味ではこれから業界をまとめていき、そういう方向に向けて大麦につきましても開

発する努力をし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） 
 ありがとうございました。時間の都合がありますので、もしいらっしゃいましたらあと１人か２人で

次の項目に進みたいと思いまが、よろしいでしょうか。それでは、「Ⅲ 原料調達面での競争の促進」に

ついて、まずご説明をいただいてから、ご意見をうかがいます。それでは食糧貿易課長お願いします。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 それでは７頁をお開きいただきたいと思います。検証でございますが、製造コストは削減されてきま

したが、他の製造業と比較しまして稼働率が低く特に中小製粉において顕著であるということ。また、

２番目としまして安価な小麦粉調製品・小麦製品の輸入増、ＷＴＯ農業交渉における国際規律の更なる

強化の検討の中で、国際競争力を有する足腰の強い業界づくりが求められているということ。４番目の

ところにありますが、更なるコストダウンを進めるためには地域の内麦振興の取組とのリンクの模索な

ど製粉企業等の創意工夫が発揮される環境づくりが必要であるということでございます。最後の５番目

のところにございますが、しかしながら製粉企業等の原料調達状況は、現行の民間流通制度の下では新

規参入が困難、地産地消の拡大が阻害されている、市場の変化への迅速な対応が困難であるということ、

もう１つは外国産麦の売渡価格は年間を通じて固定されていることから、創意工夫を妨げているだけで

なく、インセンティブも働きにくい状況にあるということでございます。 
 対応方向でございます。①は国際競争力の強化等の観点から製粉企業等のコストダウンを進めること

が急務となっていること。②として製粉企業等がコストダウンを進めるためには、各企業が創意工夫を

発揮できるようにすることが必要であるが、そのためには現在の原料調達に係る制度を見直す必要があ

る。③は、また、制度の見直しに併せて、製粉企業等の間では各企業の創意工夫を発揮した取組、企業

間の業務提携などが行われることが想定されることから、こうした業界内の自主的な取組を支援するこ

とについて「中小企業経営革新支援法」の活用等の検討を行う必要があるということでございます。宿

題としまして、原料調達に係る制度の見直し、業界の自主的な取組に対する支援の具体的内容というこ

とでございます。 
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（加倉井座長） 
 いかがでしょうか。ご意見、ご質問はございますか。どうぞ、中村委員。 
 
（中村委員） 
 要は、製粉企業・製粉業界のコスト競争力をもう少し高めていかなければならないということであろ

うと思います。我が社では海外の製粉会社等の製造コストを調査して、その製造コストに負けないよう

な企業構造にするということでやっております。したがって、政府の売る小麦の価格が国際競争力のあ

る価格になれば、我々の製造コストも国際競争力に十分耐えうるものでありますから、製品である小麦

粉等は国際競争力を持つだろうと思っております。ただ、いかんともしがたいのは製造コストの７割を

占める小麦の価格が、なかなか政府の財政事情も含めて下げられない状態が続いているということ。そ

れから例えば建設コストなどでは同じものを中国で作ると３分の１から４分の１、北米の西海岸で同じ

ものを作ると半分くらいでできるということで、日本では１００億円の投資をするところが、海外では

３０億円か４０億円で済むということもありますし、高速道路もいつまで経っても無料にはならないと

いうこともありますので、我々としてはいろいろな意味でコスト競争力はつけるようにしていこうと思

っています。この原料調達面での競争力の促進ということも含めて、これは原料調達面での促進もあり

ますが、全体としての製粉業界のコストをどういうふうに考えるかということなのであって、この表題

の原料調達面だけで言うと、国家貿易を止めたらよいではないかとか、どこかの港で売るから取りに来

いと言ったらいいではないかという乱暴な話になるので、表題は原料調達面と書いていますが、製粉業

界のトータルコストが海外に比べて競争力があるのか、今年に比べて３年度、５年度がきちんとコスト

ダウンが図られて、生産性が上がっていくためにはどうするのかということだと思います。 
 
（加倉井座長） 
 はい、立花委員。 
 
（立花委員） 
 ７頁のところでどう読んだらよいのかわからないところがあるので教えていただきたいのですが、こ

れまで麦食管で為替リスクや価格変動リスクを負ってきたから、そのリスクを企業側に負ってもらいた

いということで、麦食管のコストをできるだけ平準化していきたいということなのだと思うのですが、

そうなると企業側が、欲しい時に欲しいだけ、一番買える時に、自由に原料調達することを保障される

のかどうか。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 立花委員のおっしゃるとおり、企業にとってみれば自由に欲しい時に欲しいということですが、国家

貿易の下では企業の要望を踏まえて必要数量を購入しており、我々とすれば引き続き国家貿易を維持し

ていかなければならないと考えております。そうは言うものの先日の資料でもお示しいたしましたよう

に、麦を国民に安定供給するためには病会の体質強化、更なるコストダウンが必要と考えております。 
 
（立花委員） 
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 時間になったので中座させていただきます。 
 
（加倉井座長） 
 はい、関連ということで大泉委員。 
 
（大泉委員） 
 また教えて欲しいことなのですが、例えば原料調達の自由度を増す１つとして、例えばＳＢＳ方式を

やったらどうかという話を先般の会議で申し上げた記憶があるのですが、それに対しては、全量買上げ

制度という枠の中で、困難であるというご返答が、確か食糧部長からあったと思うのですが、食用麦に

関してはＳＢＳはやっていなくても飼料用麦ではやっていますよね。ああいったことの整合性というの

はどうなっているのでしょうか。やはりエサと食用は違うのか。違う麦だから制度が違うと理解するの

でしょうか。この辺が為替リスクや価格変動リスクを企業に負わせたら、その部分は企業の自己責任と

いうところをもう少し強固にする方向がないと踏んだり蹴ったりになるのかどうか。そこは我慢してで

も乗り切れるのかどうか。その辺はどうなのでしょうか。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 今、ＳＢＳの話がございましたけれども、食用につきましては今のところＳＢＳ方式の導入は困難と

考えておりますが、ご指摘のとおり飼料用の大麦につきましてはかなりＳＢＳ方式を導入しております。

麦全体の中で、大麦として管理していくという流れの中で、飼料の需給につきましては、別途、飼料需

給安定法がございますので、そちらで整理されているということでございます。 
 
（加倉井座長） 
 ということでございますが、一応７頁の対応方向の枠のところで「原料調達に係る制度の見直し」と

いう宿題をここで整理しております。他にございますでしょうか。なければ次の課題へ参りますが。「Ⅳ 

効率的な管理手法の構築」についてです。まず、説明をお願いします。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 それでは８頁をご覧いただきたいと思います。麦の管理方式、コストプールについてでございますが、

実施状況といたしまして、小麦については、外国産麦から得た輸入差益を国内産麦の生産振興コストに

充てていることで、国内産麦の生産振興に寄与してきているということでございます。しかしながら、

２番目にございますように、コストプールを取り巻く状況は、国内産麦の生産が増により生産振興コス

トが増大する一方で、安価な小麦粉調製品・小麦製品の輸入増を背景に製粉企業からコストプールの見

直しの要請が高まっており、売渡価格を引き上げられなかったということもございます。結果として、

厳格なコストプールが採用されておらず、多の財政負担が行われている。最後のところでは、大麦・裸

麦について、外国産麦の買付けコストが増大している一方で、運用上、小麦の改定率を準用してきたこ

とから、売買逆ザヤが生まれ、大麦・はだか麦に係る食糧管理特別会計の収支は赤字ということが、現

状の検証でございます。 
 対応方向といたしましては、①現行のコストプール方式については、国内産麦に係る財政負担の急増

への対応と安価な小麦粉調製品・小麦製品の輸入増の中で製粉企業の国際競争力の確保への対応をいか
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に図るかという課題を踏まえ、今後とも品質や安全性の確保された麦の安定供給の観点から国家貿易を

維持しつつ、小麦に係る食糧管理特別会計の収支の健全化の観点から、その効率的な管理方式の仕組み

を検討することが必要である。②大麦・はだか麦についても、大麦に係る食糧管理特別会計の収支の健

全化の観点から、売渡価格のあり方を見直すことが必要である。宿題として、効率的な管理方式の仕組

み、売渡価格のあり方の見直しの具体的内容。括弧書きとしてコストプール方式に代わって新たな方式

を模索する必要があるのではないかとの意見がある一方で、コストプール方式を堅持すべきとの意見、

コストプール方式の是非を早急に決着させることは難しく、麦管理の財源については毎年度の予算編成

の中で解決していくべきとの意見もあった。 
 次の９頁でございますが、備蓄でございます。検証のところをご覧いただきますと、近年の輸出国側

の事情をみると、禁輸措置は昭和５６年以降発動されておらず、また、情報化やインフラ整備が進んだ

ことにより、他港から迅速に運び出すことが可能であるといったような状況であります。他の品目に比

べると、通常需給操作分について国と民間の役割分担が不透明な状況にあるということでございます。 
 対応方向につきまして、①現行の備蓄水準は、ア．禁輸措置・ストライキ等による我が国への輸出国

からの供給途絶の懸念が低下している、イ．第３国におけるインフラ整備が進展しているといった状況

を踏まえ、現時点における適正なリスク管理の観点から、見直す必要がある。②併せて、通常需給操作

分について透明性を確保する観点から、官民の役割分担の関係も見直す必要がある。宿題としまして、

備蓄の具体的水準、官民の役割分担の見直しの具体的内容。括弧書きとして、国際情勢を踏まえれば、

現行の備蓄水準は直ちに見直すべき時期に来ているとの意見がある一方で、見直しに当たっては、用途

の違いを考慮して適切な備蓄水準を設定すべきとの意見もあった。 
それから３番目といたしまして管理コストの削減。検証といたしましては、平成１４年度において保

管料単価の５％削減や大型船の活用に通じてその削減に努力。一方で食糧管理特別会計の見直しの議論

の中で、管理コストの更なる削減が求められている状況。対応方向として、管理コスト削減の観点から、

保管料の削減、大型船の更なる活用等を検討する必要がある。宿題として、保管料の削減、大型船の更

なる活用等の具体的内容。以上です。 
 

（加倉井座長） 
「Ⅳ．効率的な管理手法の構築」について、ご意見、ご質問ありましたらどうぞ。はい、佐藤委員。 
 

（佐藤委員） 
 この間も同じことを述べたのですが、これも先程の業界のコスト削減等とすべてリンクしているので

す。ですから大きなところをきっちりとしないとコストプールがどうだとか、赤字がいけないとか、単

純にはいかないわけです。これはやはり食料政策や自給率政策をどうするかということで、当然決まっ

てくることだと思うのです。ただ、我々も、平均と言うと表現が難しいのですが、遅れている場合は自

己努力やいろいろなことをしなければならないということを課せられると思うのですが、それを越して

やるとすると、コスト削減の一要因として、我々から買う原料やコストプールの財源も含めたことまで

踏み込んで、当然論議されることになりますよね。私も昨日ヨーロッパから帰ってきたばかりで、向こ

うのいろいろな工場を見てびっくりしましたが、これがこの位の価格でできたというのが信じられない

のです。ある大型プラントが、日本では１００億円位かかるようなものが、何十億円でできましたとい

ったことを現実に説明するわけです。ですからいろいろなファクターをごちゃまぜにして論議すると、
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すぐ我が身に返ってくるような論議になりますので、是非、このコストプールというのもそういう観点

をきちんと踏まえて論議しないと、皆さん、意見が言いづらいのではないかと思っております。以上で

す。 
 
（加倉井座長） 
 コストプールが良いか悪いかということには、あるいは品目横断的なものに変えるのか変えないのか

等、いろいろなことが一緒になっておりますよね。あるいはコストプール方式は良いとしても、赤字が

増えていくというのはどうかといった議論などありますから、どうでしょうか。はい、吉水委員。 
 
（吉水委員） 
 今のご意見に関連するのですけれども、４つの視点というのが複雑に絡んでいて本当にすごく難しい

問題だと思っています。先程の製粉企業のコストダウンということで言うと、政府の原料麦の価格が７

０％を占めるのでなかなかコストダウンは難しい、その原料麦の価格に関しては国家貿易とコストプー

ル方式が関わっているわけですよね。けれどもそこが動かない限りコスト削減には貢献しづらい。一方、

別の側面で言うと、コストプール方式で得られた麦作経営安定資金というのが国内麦の生産の拡大には

貢献し、また反面、それがあるゆえに良質麦への転換を、全部ではないですが、ある種阻害していると

いうことですよね。プラスとマイナス面が非常に複雑に絡んできているので、何か１度それをうまく図

式化できないでしょうか。というのも、いつも山田委員がおっしゃるのですが、全体の問題なので１つ

１つを議論してもなかなか始まらないという議論がある一方で、やはりどこか１つを決めてそこから改

善していかないと始まらないということもありまして、どうも聞いていますと、皆様、実需者ニーズに

応じた良質麦の生産ということと市場原理を導入するということで、総論は賛成なのですけれども、各

論はいろいろ意見の違いがあるので、それを乗り越えて進むには、どちらかというと、今まで得ていた

助成金が無くなる不安感について議論をするよりは、どうすればより高く買ってもらえる麦が作れるか

というポジな側面で議論した方がいいのではと感じております。 
 
（加倉井座長） 
 そのとおりだと思います。はい、田中委員。 
 
（田中委員） 
 この前、参議院選挙がありまして、その時の各党のマニュフェストを見ていますと、確か自民党は４

５％の自給率、ほかの党は公明党も含めて５０％を目標にという話であったと思います。その中で、当

然、自給率を上げるためにはお金もかかるわけですから、農林水産省は、もちろん麦だけの話ではない

ですが、全体としてまだまだで、その辺がこれからマイナスになっていってどうなるのか。長期的な流

れとすれば下がるということは何となく思いますけれども、自給率を上げるという、自民党以外では４

５％ではダメで５０％にしなさいという目標がある中で、その辺のところが何か農業者の感覚としてし

っくりこないところがあります。今、品目横断的な経営の安定対策というのが出てきますが、当然、農

業者は、担い手を集中して絞り込んでという話になれば、我々のところはおそらくは対象になるであろ

うと思いますけれども、そういう認定農業者を含めて話をしていても、決してそれがいわゆるバラ色の

政策であるとは思っていないのです。最低限いろいろな角度から、品目ごともそうですし転作もそうで
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すが、助成金を受けて再生産をしているわけですが、それがどの程度のマイナスで済むかという感覚で

捉えている法人経営者は多いと思います。その中で先程の麦作経営安定資金の問題ですが、前回の資料

にもモデル的なケースとコストの話が書いてありましたが、私の手元にも今年度の地元の農協が出して

いる試算というのがありますが、これを見ますと大体８６００円くらいかかって、農家的な手取りは７

９００円ということで、農協段階でも作っているのですが、私どもでも６０ｈａ作っておりますが、そ

れの採算を考えますと、人件費を除いて７０００円余りはかかります。ですから前回も言いましたが、

少なくとも再生産ができるくらいの麦作経営安定資金の考え方であって欲しいと思います。以上です。 
 
（加倉井座長） 
 わかりました。他に、はい、中村委員。 
 
（中村委員） 
 内外麦コストプールについて、前の食糧部会の時にもお話させていただきましたが、この方式がある

限りは国内産小麦を使えば使うほど、政府の外国産小麦の値段は上がるという仕組みになっているので

す。そんなバカなことがあるわけがない。麦生産振興なんて一生懸命使ったら、山田委員が書いてござ

いましたけれども、外国産麦の負荷が増えて値段が上がる、売渡価格が上がるということであると、何

を言って何を考えているのかわからない話になるわけで、そのようなことでコストプール方式より他の

違うやり方に変えた方がいいのではないか。財政事情が許せば、たぶん多くの人が簡単に解決方法の１

つや２つ持ってくるのだと思うのです。お金が無くてどうすればよいかと悩んでいるから、なかなか解

決策が出来ないということなのだと思います。ただ、お金がないから解決策もありませんというのでは

なくて、お金は当面ないけれども解決策としては、国境措置との整合性も含めて、こういう解決策があ

るのですよと、ただ今年からや来年からと言ってそんなにすぐにたくさんお金があるわけではないので、

こういう形でスケジュールを作って、麦作が安定的に推移できるように持って行きましょうというよう

な話が出てこないと、それはコストプール方式がどうしましょうこうしましょうと、ここに模索する必

要があるという意見、堅持すべきとの意見、決着させることは難しい云々と３通りの書き方をしている

のでが、これを一生懸命、対応方法を考えろと言っても無理です。やはりコストプール方式というのは

右肩上がりの日本経済の中で末端価格にすべて転嫁できた時代なのです。内麦が増えて麦の価格が上が

っても、小麦粉・パン・めんの値段が上げられた時代だったのですから、そういう時代はまだコストプ

ール方式でも消費者の理解も得られたわけですけれども、今、このような状態で末端のパンやめんの価

格を上げますと、どうしてですかとなり、国内産小麦が増えたからですと言っても、なかなか理解が得

られ難いと思います。 
 
（加倉井座長） 
 コストプール方式という財源の作り方については、私は実は農林水産省というのはうまいこと考えた

と思ったのですが、各官庁が独自財源を捻り出そうと必死なわけですから、その中でコストプールとい

うのはなかなかうまくやったなと思うのですが、ただその中でただ単にこのコストプールを無くすると

いうことについてはほとんどの人が「ノー」と言うのではないでしょうか。ただ、使い方については私

は大いに議論すべきではないかと思います。財源を残すか無くすかと言ったら、在る方が良いに決まっ

ているのですから、そうではなくて使い方はやはりうんと議論すべきではないかと思っております。 
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 何か、皆様の方でご意見がありましたら、はい、大泉委員。 
 
（大泉委員） 
 これはどうするか非常に頭の痛い議論なのだと思いますけれども、私も結論が出なくて、三論併記の

ような意見になってしまうのですが、ただ消費者負担のシステムはどうにかしなければならないという

のは感じてはいるのですが、確かに農水省は財源をうまく作ったということですが、結局、消費者負担

型の補助金ですから、この点に関しては将来的にどうにかするという方向は明示する必要はあるのかな

という感触を持っているのが１つと、それから輸入差益を国内助成にするということは、消費者負担型

でありつつもそれ程抵抗感の悪くはないシステムかなと思っているところがありまして、そういう意味

では私の考えも少し整理されていないというか矛盾するところもあるのですが、こういった形で作った

財源であるからこそ、国内麦生産の構造改革を進めてターゲットを絞って使うという、その使い道を明

確にするということがはっきりすれば、消費者負担型であってもしばらくの間は納得するのかなという

感じがしております。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。他にございますでしょうか。はい、末次委員。 
 
（末次委員） 
 コストプールについての意見ではありませんが、これについては、先程から出ていますように、麦政

策全体の中で解決していかないと、コストプールについて云々というのは、何となく意見を言っても何

となく整合性ができないと思っております。ただその前に先程、製粉・精麦企業のお話がありましたが、

我が方である生産側が最近の麦づくりが民間流通になってからどうかということも１つご理解いただき

たいと思い、発言いたします。やはり我々も産地間競争という形で、できるだけ先に売りたい、実需者

の希望が多いようにと思っている関係もありまして、いち早く取り組むということにするのですが、全

国的にもこういう民間流通になりまして生産地としてはコスト負担というのは逆に増えているという点

をご紹介しておきたいと思います。それはやはり良いものを作るために実需者の方に送るためには、ど

んな麦かということがあって、従来無かった品質分析など当然やらなければならないとなりますと、こ

れに対する従来かかっていなかったコストが非常にかかっている。その他には、日本の中で生産する関

係から、年によっては赤かび等の病原菌が付着するような麦がついていないかどうか出荷する前に検査

がいる。従来はそういう負担はコストではなかったのですが、生産者としても当然食品ですからやらな

ければいけないということで、納得の上でやっているわけですが、麦としてだけの値段から言いますと

そのコストというのは非常に高い割合になるわけです。従いまして、民間流通を進めていく上では、や

はり片方では生産費のコスト削減という努力もやってきましたし、徐々にではありますができてきてお

ります。しかし、一方では従来無かったような負担も増えているということも、今まで意見を出してお

りませんでしたので、参考までに申し上げたいと思います。 
  
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。曽我委員、その後、吉水委員。 
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（曽我委員） 
 このコストプールの問題というのは第１回の時にも話題になったかと思うのですが、平成１０年の麦

政策大綱の時の宿題で、あの時にも既にコストプール方式というのはダメだというのは前提で大綱が出

来たと思っております。それが今日までずっと同じ課題できているのですが、ここで待ったなしになっ

ているのですが、この解決の方法は非常に難しいのでしょうが、一縷の望みと言いますか、１つの解決

の手段として、経営安定対策の品目横断対策が検討されているわけです。その中で麦だけでなく全ての

品目横断の経営安定の中から何か見つけない限り、ここに書いてあるようにコストプール方式は平成１

４年度で４１０億円の財政負担が出ているわけで、もう既に破綻しているわけです。ですからこの小委

員会でも当然、財源についての議論も出るのでしょうが、企画部会との絡みで知恵を絞らなければなら

ないと思います。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。はい、吉水委員どうぞ。 
 
（吉水委員） 
 私もコストプール方式に関してはずっと違和感を覚えると申し上げているのですが、どうもこの問題

が話しにくいのは、結局これに代わる財源がない、少なくとも思い付かないということと、それがいき

なりなくなったら生産者の生活はどうなるのだろうということで、そこで思考停止になってしまうので

すが、現実的な解決策というのが、先程加倉井座長がおっしゃったように、当面仕方がないものとして

分配にメリハリを付けるということだと思うのです。今日の資料でも２頁・８頁にコストプール、麦作

経営安定資金の見直しの具体的内容ということでは、こういう意見があったというところで留まってい

ますので、できればこれは今後の課題かもしれませんが、ここで留まらずに実際に配分方法にこういう

ものがあるといった試案なりたたき台なりを作っていただいて、それで議論を進めた方が生産的ではな

いかと思います。もしかしたら、もう既に他の委員会で検討されていて無知なだけなのかもしれません

が。一応、申し上げておきたいと思います。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございます。たぶん、企画部会の議論にも関係するのではないかと思います。はい、佐藤

委員。 
 
（佐藤委員） 
 そのとおりだと思うのですが、お互いの分配論ですが、インセンティブが働く分配論のような議論に

なってしまうわけですね。そうするともっと大きな部分が整理されなければなりません。例えば自給率

や政策などといろいろなものがなければ、非常に微妙な問題なのです。隣同士に座っていてもそうです

し、はっきり言うとそうです。例えば、もしビジネスモデルなど何かがあって、それに対してこういう

努力をしたらこういうふうになりますというのがあるのなら多少痛みがあっても言いようがあるわけで

す。でも全然そういうことがない。あるのかもしれませんがどこも出していないのです。そうすると今

のように漠然としたことを言うと、自給率を高めれば高めるほど価格は０に近づくことになるわけです。

財源がシーソーゲームですから。消費がどんどん伸びていくのならばいいですが、麦の消費が６００万
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トンから１０００万トンにも増えるのならいいですが、６００万トンのパイの中で分配論があって、そ

して財源の分配論がある。当然、自給率が４５％や５０％になったら、そこで経営の合理化やコストダ

ウンの競争の中で、どのくらいを分岐点としてできるのかどうか踏み込まなければ、軽々に良いとか悪

いとか言えない。ただ我々としてその時に非常に大切なのは、それに頼り過ぎていろいろな努力や弊害

についての反省がなされていないのではないかということには、率直に反省をし率直にやらなければな

りませんが、その辺がここで論議しても非常につらいことがたくさん出てくるのではないかと思うので

す。ですから農水省の方から勇気を出して、出してもらったら、我々は論議する材料をいくらでも出し

ます。以上です。 
 
（吉水委員） 
 お話したかったのは、分配という言葉を使ったのが悪かったのかもしれませんが、まさしく佐藤委員

がおっしゃったように、どうすればちゃんと努力した人が報われて、モチベーションが上がるかという

ことと、言っていることは同じです。 
 
（加倉井座長） 
 他にございますか。はい、掛札委員。 
 
（掛札委員） 
 １頁の２の（１）のところに、主食であるという部分と国内の農地を活用する上で重要、あるいは自

給率を向上させる意味で重要な位置付けがあるわけで、この辺を踏まえた論議をされないと、ただ価格

の見直し云々だけの話になりますと、先程中村委員から出ましたように、国内産麦を使えば使うほどコ

ストプールで補填しているということになれば、外国産麦の買入価格が高くなるということになりかね

ませんし、私もすっきりした形で言えないのですが、（１）の大前提の部分をどう考えるのかというのが

あって、そのことに立って（２）を議論していかなければ、（２）の議論が先走ってしまうことになりか

ねませんので、そうなると最終的に結論を出す時に、全体的な農業施策との整合性が取れないものにな

ってしまうのではないかと感じます。 
 
（加倉井座長） 
 総論を含めて、全体でもう一度何かございましたら、ご意見、ご質問をうかがいます。特になければ、

議論を締めくくりたいと思いますが、はい、佐藤委員。 
 
（佐藤委員） 
 この委員会のスケジュールは、当初に座長からお聞きしまして、概ね１２月までという想像がつくの

ですが、ほかの委員会といろいろ意見がリンクしているわけですから、この次でいいですが全体像の動

きがどうなっているかということも整理されたようなものがあれば、非常に参考になると思います。 
 
（加倉井座長） 
 おっしゃるとおりで、この会が始まる前に、局長にそれがどうなっているかうかがっていたところで

す。局長、何かお話ありますか。 
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（村上総合食料局長） 
 今、議論いただいておりますコストプールや麦作経営安定対策の話は、当然全体の政策の見直しに関

係しておりますので、そちらと連携を取りながら相前後しながらご議論をいただくというのが非常に大

事であると思っております。企画部会については、今、中間論点整理の議論をやって８月中にまとまる

と思うのですが、その中でどのくらい具体的に姿を示していけるかというのは、まだ不確実なところが

ございます。その後、秋の企画部会の日程は、３月の基本計画の改定に向けた全体の日程を検討してい

るところでございます。概略をイメージとして申しますと、企画部会の中間論点整理で整理できなかっ

た宿題として残ったものについて、特に主要３課題、品目横断を含めて、それについて再度議論をする

ということになると思います。その辺の日程等について整理できた段階で、ご説明させていただきたい

と思います。 
 
（加倉井座長） 
 ８月１１日にこの委員会を予定しておりますが、それまでに間に合うかどうか。どうも間に合わない

のかな。宿題が残っているのか、見直しのようなものが出てくるのか、私どもまったくわかりませんが、

そういうふうに今のところは推察しております。 
ほかに、どなたかありますか。はい、中村委員どうぞ。 

 
（中村委員） 
 海外の小麦を輸入して輸入差益を国が取ってそれを国内産麦に助成金に当てているというのがコスト

プールですが、我々は外国産小麦に付加するマークアップ、輸入差益にビタ一文払いませんと言ってい

るのではないのです。それはその時々の状況によって変わるものだと思うのです。今のコストプール方

式というのは非常に硬直的な方式なのです。計算上、とにかく答えが出てくる仕組みですから、それで

はやはりおかしいのではないか。これは麦政策大綱をスタートした時に、当時のホクレンの副会長（現

会長）の矢野さんもおっしゃっていましたけれども、外麦差益だけで国内産小麦を負担するということ

になると、一度、円安になるとかもしくは国際相場が上がるというような状況になると、外麦差益がも

のすごく減るわけですから、国内産小麦の助成金が半分になってしまうかもしれない。もう少し安定的

な助成の資源というものを考えておくべきだというふうなお話をされていたこともありまして、これは

私は生産者の皆様方の総意でもあると思うのです。生産者と実需者、消費者の方が総意で、後はお金が

ないという話なのだろうと思うのです。ぜひ一つ局長、よろしくお願いします。 
 
（加倉井座長） 
 ほかに言い残すことはありませんでしょうか。よろしいでしょうか。 
 それでは、ありがとうございました。本日の議論を踏まえた修正案を作りまして、次回は８月１１日

に委員会を行いまして、中間論点整理の取りまとめを行いたいと思います。 
 以上をもって、委員会を終了させたいと思います。長時間ありがとうございました。 
 


