
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８月１１日（水）１３：３０～１５：１０（郵政公社会議室 G・H） 

 
（高本食糧貿易課長） 
 それでは定刻となりましたので、ただいまから麦政策検討小委員会を開催させていただきます。委員

の皆様におかれましては、大変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

末次委員がご都合によりご欠席でございます。吉水委員が少し遅れていらっしゃいますので、現在１１

名の委員の方のご出席でございます。それでは座長、よろしくお願いいたします。 
 
（加倉井座長） 
 ご苦労様でございます。それでは、早速、議事に入らせていただきます。 
前回、中間論点の整理の案についてご説明させていただきまして、ご意見を頂戴いたしましたところ

ですが、これらの意見を反映させるということで、修正すべき点を修正いたしまして、本日、皆さんの

前に提示させていただきました。これが資料１であります。これから修正部分について事務局から説明

をいたしまして、その後、意見交換を行いたいと思います。本日は概ね１５時３０分程度を目途にして

終了したいと思いますので、ご協力をお願いいたします。なお、先般、８月６日、食料・農業・農村政

策審議会企画部会において取りまとめられました「中間論点整理」を資料２としてお配りしております。

それから、ＷＴＯ農業交渉における枠組み合意の概要が資料３としてお手元にございます。資料２につ

きましては、本委員会における秋以降の論議にも影響するものでございますので、本委員会の中間論点

整理に関する論議の後で、事務局から説明をお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いし

ます。それでは資料１でありますが、食糧貿易課長からご説明をお願いします。 
 
（高本食糧貿易課長） 
それでは、資料１をご覧いただきたいと思います。主だったところをご説明したいと思います。 
まず、２頁をご覧いただきたいと思いますが、「麦作経営安定資金」のところの「対応方向」でござ

います。その③のアでございますが、ここは表現が事実と違い、やや分かりづらいということでござい

まして、「１７年産から新たにランク区分に移行される」ということで、正確を期すということで、ここ

を修正させていただきました。それから下の方の、※印の「良品質麦生産への対応方向、担い手のあり

方」の括弧書きでございますが、ここにつきましても企画部会等の議論ともあわせまして、「法人等に施

策を集中すべきとの意見がある一方で」と修正させていただきました。また、前回、「共同乾燥施設を構

成する」となっておりましたけれども、言葉の意味としてちょっとおかしいので、「利用する」という表

現に修正をしております。 
次に３頁をご覧いただきたいと思いますが、「対応方向」の①でございます。「播種前契約一本のみの

取引ルールの見直しを進める必要がある」というところでございますが、播種前契約そのものにつきま

しては、アローワンスあるいは入札制度、相対取引ということの総体ということで考えられますが、そ

れぞれの個々の部分につきましても、しっかり見直しをするということで書いてございまして、そのよ

うな意味では、全体として「見直しを進める」ということになるのではないかということで、そういう

書き方に換えさせていただきました。 
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４頁でございます。下の方の「農産物検査規格」のところでございますが、ここの部分はやや文章が

分かりにくいということもございまして、そこを分かり易くしたということで、字句、書き方を換えて

ございます。 
５頁の「検証」の欄の４番目の○でございます。「企画部会において」というところで、これは座長

から、冒頭、ご紹介がございましたけれども、中間論点整理が報告されましたので、それに合わせて「幅

広い農業者を対象とした、品目ごとに一定の価格補てんを行う方策」から、「担い手を明確化し、経営全

体に着目して経営の安定を図るための方策」というように、その表現ぶりに合わせたということでござ

います。 
７頁でございます。「検証」の欄の１番最後のイでございますが、今までは「製粉企業がリスクを負

っていない」という書き方をしておりましたけれども、「政府が為替リスク・価格変動リスクを負うこと

となっているため、製粉企業等の」ということで、ここを分かり易くしたということでございます。 
次の８頁でございます。「対応方向」の①のところでございますが、前回お出ししたものは非常に文

章が長かったので、それを「課題がある。」というところで区切って、その後「今後」ということで、２

文にしたということでございます。もう１つは「小麦に係る食糧管理特別会計の収支の健全化を考慮し

ながら」という部分で、修正前は「観点」という表現が続いておりましたので、文言上、整理をさせて

いただきました。それから、「対応方向」の下のほうの括弧書き、いろいろな意見を並列したわけですけ

れども、そこの部分につきまして、それぞれの立場の違いが分かるように文言を書き直しております。 
9 頁でございますが、これも分かり易くするということで、例えば「第３国」という言葉が、前回あ

りましたけれども、そこを「他の輸出国」という表現の方が分かり易いのではないか等、表現を換えて

いるということでございます。大体、そこが主立ったところでございますが、その他、文言上の細かい

点で、中身そのものは変えないで、表現を若干換えたところがございます。 
もう１つとして１頁の総論のところにございました。２の「麦政策の見直しの視点」のところの（２）

の①でございますが、真ん中の「需要に応じた良品質麦の生産」という表現だけだったのですが、後ろ

の頁の「麦作経営安定資金」のところでも書かれておりますけれども、良品質ということを分かり易く

ということで、「（高品質・均質かつ大ロット）」と付け加えさせていただいたということでございます。 
以上でございます。 
 
（加倉井座長） 
ありがとうございました。前の文章と対照してありませんので、ニュアンスがどう変わったかが分か

らないと思いますが、一応、前の文章は見ていただいているという前提で、今日の修文した文章を見て、

ご意見があったらどうぞお願いしたいと思います。 
 

（高本食糧貿易課長） 
前回の資料はファイルに載っておりますので、もしよろしければ、対比していただければと思います。 
 

（加倉井座長） 
お手元のファイルに綴じてあるということであります。いかがでしょうか。 
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（佐藤委員） 
とりあえずざっと見たところ、４頁のところで、「良品質麦、とりわけパン用に仕向けられる春まき

小麦」の検査規格の関係のところですが、これを「春まき小麦」ではなく、「春まき小麦等」というよう

にしていただきたい。今、品種開発等いろいろなことをされていまして、またこのあいだ申し上げたと

おり、新たな科学的な検査方法や手法等も開発されているわけですよね。その辺も、検討していただき

たいということで、単に「春まき小麦」というように切らないでいただきたいということでございます。 
 

（加倉井座長） 
確認しますが、４頁の「対応方向」のところの下の半分のところですね。 
 

（佐藤委員） 
そうです。 
 

（加倉井座長） 
分かりました。 
 

（佐藤委員） 
それから、８頁の「麦管理方式」の「対応方向」①で、「今後、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を考慮しながら、

小麦の効率的な管理方式」ということですが、この管理方式ということが今後の論議になろうかと思い

ます。この前でしたか中村委員からもお話がありましたけれども、我々生産者、ユーザー、消費者があ

りますが、もう１つは、管理方式という意味合いの中で、国という部分を、我々としてはかなり大きな

ウェイトを持って考えているわけでございますので、その辺も十分考慮していただきたいということで

す。 
 

（加倉井座長） 
国もプレイヤーであるというのは、５００万トン程度、国が輸入して販売しているわけですからその

とおりです。以上の２点については、事務局から何か意見がございますか。 
 

（島田消費流通課長） 
消費流通課長でございます。佐藤委員からご指摘のあった農産物検査の関係についてご説明させてい

ただきます。「対応方向」で書いておりますのは、まず「良品質麦の生産振興」の観点から現行の検査規

格の見直しを行う必要があるということです。その中でも、委員からもご指摘のように、春まき小麦の

規格の問題があるということから、「とりわけ」として、特に強調したということでございます。あくま

で、この検査規格に関しましては、物流上の、取引上の規格であるとともに、麦作の品質向上のための

指標という両面があるわけでございまして、私ども、検査規格の見直しにあたりましては、良品質麦の

生産振興という観点が、重要だと考えております。その中で、「とりわけ」ということで、春まき小麦を

強調させていただいたということでございます。 
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（加倉井座長） 
「等」を入れたいということついてはいかがですか。 
 

（島田消費流通課長） 
それはもちろん、良品質麦の全体の振興ということでございますから、「等」を入れることに関して

は、特に異存はございません。 
 

（加倉井座長） 
よろしいですか。８頁の方はどうですか。 
 

（高本食糧貿易課長） 
佐藤委員からもご指摘のとおり、「対応方向」の「国家貿易を維持しつつ」というところは、まさに、

国が関与してということでございますが、ご意見を踏まえながら、管理方式について検討していきたい

と考えております。 
 

（加倉井座長） 
これからの議論の中で配慮する、考えるということだろうと思います。よろしいですか。他にいかが

ですか。はい、中村委員。 
 

（中村委員） 
これは中間論点整理で、今後いろいろ具体的な検討がなされるということが前提なわけですから、よ

く整理されていると思います。ただ、私の元々の考えから申し上げますと、この１頁の最初のところの

「麦政策の見直しの必要性」に書いてありますけれども、これは結局、今現在行っているコストプール

方式というものの限界が来ているということと、それからＷＴＯにおける国内支持政策も含めた、国際

規律に対応していかなければいけないということで、この「麦政策の見直し」というのは、大きな流れ

としては、国境措置との関係をどうするのか、すなわちＷＴＯで今後どのような結論が導き出されてい

くのか分かりませんが、製品の関税が下がる時に、国内の小麦の売渡価格の在り方というのは、一体ど

うあるべきか、それから必然的に黄色の政策を、緑に変えていく時の財源を本当にどうするのか、とい

うようなことのために、今回の麦政策というものの全体的な見直しを図ろうということなのだろうと思

います。それを細分化すると、４つとか５つになるわけで、それぞれの事柄については、これから具体

的な検証、検討に移るということですから、私はこのこと自体については、この論点整理のまとめにつ

いては特に問題は無いと思っております。けれども、繰り返して申し上げますがコストプール方式とい

うのは、この本文中にも４００億円の赤字が食管会計、麦会計で出ていると書いてありますが、４００

億の赤字が出ているという中で、コストプール方式でやり続けるということは、売渡価格を上げるか、

あるいは麦作経営安定資金を削るか、あるいは麦の作付けを制限するか、いずれかしか道が無いわけで

す。そのようなことから考えても、コストプール方式という事務的に計算して導き出されるような価格

算定方式はおかしい。やっぱり新たな方式をきちんと作ってかつ柔軟性のあるものでなければ、みんな
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が困るようなことになるのではないかとで考えておりますので、是非、具体的な検討に移るには、その

辺のところもいろいろ考えてやっていただきたいし、我々もそういう立場で意見を申し上げたいと思っ

ております。以上です。 
 
（加倉井座長） 
 これはご意見だろうと思いますが、事務局、何か付け加えることはありますか。食糧部長どうぞ。 
 
（髙橋食糧部長） 
 今日お手元に参考資料ということで、先般のＷＴＯ交渉の枠組み合意についての資料も配布させてい

ただいております。今、中村委員がおっしゃいましたことは、この資料の中にもございますが、ＷＴＯ

農業交渉の中で麦に関連するということで申し上げますと、市場アクセスの問題をどうしていくのかと

いう議論、それから国内支持、国内産麦に対する助成策というものをどうしていくのか、日本の麦の場

合にはこの２つが対象になるわけで、こういうことで物事が進んでいるということを念頭におきながら、

今おっしゃられたような意見を今後どういうような具体化の方向に反映させていくかと、私どもも認識

しております。 
 
（加倉井座長） 
 はい、関連のことで、佐藤委員。 
 
（佐藤委員） 
 私もこの問題で、この新たな民間流通のこういう仕組みが出来るときに、やはり今言ったような問題、

コストプールの問題はいつかは破綻するだろう。いろいろな国際情勢、円高や円安、また為替の問題等

いろいろな情勢がある中で、計算式上でピッタリと合うことなどはあり得ないだろうということは、当

初から聞いていたのです。ですからやはりこれは、根本的にそういう問題が初めからあったということ

で、農家が作り過ぎたからとか、いろいろなことが計画以上に進んだということが、クローズアップさ

れがちですが、そのようなことを皆さんに認識していただきたい。先程、私が、「管理方式」について、

国がプレイヤーということに重きを置いて欲しいと言ったのはその部分にかかわっているわけです。当

然、この三者で、こういうものも埋めるべきものになるのか、その部分が大変重要な意味合いを持つわ

けです。ここの、例えば管理費だとかいろいろなことを含めてです。そういうことも十分、念頭に置い

ていただきたい。以上でございます。 
 
（加倉井座長） 
 ご意見だと思いますが、大泉委員。 
 
（大泉委員） 
 基本的には先程部長からお答えがあった中身に異を唱えるものではなく、方向性としてはむしろ同意

したいところですが、この委員会が始まる前は、このコストプール方式を抜本的に見直す必要があると

いう話が確かあったと思うのです。ただ、それにもかかわらず、それが現状を維持しながら、「なかなか

 5



うまい手法を農水省が作りました」という座長のご意見もあったりしましたが、私はこのコストプール

方式、いわゆる消費者負担型の補助を、やっぱりこれは何らかの形で改変していく必要があるのだろう

と思います。一般的に言われているのは財政負担型にシフトさせるのが、国際規律上は良いというよう

に言われていますけれども、この運用に当たって、どうもコストプール方式は既に４００億円も財政負

担がなされていて、実質的に消費者負担型からの転換を果たしていて、役割はほぼ終了したと言っても

おかしくはない状況にあるのではないだろうかと思います。これは、農水省が意図してそうしたのか、

それとも結果としてそうなったのか、全く分からないところですが、実質的にはもう財政負担へのシフ

トが徐々に進んでいるというように見ていいのだろうと思います。ただ問題は、麦経営を支えるような

財源がコンスタントに出続けるのかと、コストプールをやめた場合に、これに関してはもうかなり否定

的な感じがするのですが、否定的だと言ってしまっていいのかどうか、佐藤委員はそのようなことはな

い、もっと出せとおっしゃるのかもしれませんけれど、どうもこの辺が、どの程度準備されるのかとい

う部分に関しては、あまり期待されないのではないだろうかという気がするのです。そうしますと、我

が国にとって、一体どの程度の麦作を維持すればいいのかというようなマクロな議論と同時に、それを

中心的な担い手といいますか、いわゆる構造改革を結び付けた形で、プロの農家がシェアを拡大すると

いう構造と相まって、その政策を進めなければいけない。そうすると、対象をかなり絞った形で、つま

りシェアを拡大できるような、そういった能力を持った人達に、対象を絞った形で、この財源を使って

いく必要があるのではないかと思うのですが、そうした場合にその対象の絞り方なのですが、いつもこ

の委員会で思うのは、ここからは企画部会での議論になるのかもしれませんけれども、今まで、例えば

大豆にしても、米にしても、大体、対象は絞ってしまっているのです。対象は確定してるのです。です

からここであえて議論するまでもなく、大規模にやれる人にどんどん支援していきましょうという話を、

もう少しドライブをかけるようことがあってもいいのではないだろうかという気がしているのですが。 
 
（加倉井座長） 
 ご意見は伺いました。関連で何かございますか。それでは、田中委員。 
 
（田中委員） 
 私はいわゆる、水田転作の麦ということで、どちらかと言いますと、この議論の中、この委員会の中

では、肩身の狭い思いをする議論が多いわけでございますが、特にここに書いてありますように、平成

２２年の目標８０万トンを既にクリアし、ボリューム的にはクリアしているというのが載っていますが、

仮にこれが、品質はまだ目標は達成していないということですが、例えばＡＳＷ並み品質の小麦が生産

できて、それだけのボリュームがあったとしても、当然、いろいろな財政的な問題もあって、いろいろ

議論もあるのでしょうけれど、この中間まとめの中で、ではこの小麦そのものが、今８０万トンの目標

は既にオーバーしているのに、どういう方向を向こうとしているのか、先程の大泉委員と同じ部分があ

るわけですが、その辺がまず示されてないから、私もこの委員会で議論しても、何かもう１つどのよう

に発言したらいいか分からない部分が多分にあるのです。その辺はこの委員会の議論ではない、先程の

企画部会云々といった話もあったわけですが、何かその辺をまず基本的には良い麦はどれだけ作っても

良いのだとか、もう８０万トンの目標に８３万とオーバーしているのだから、これ以上面積を増やすな

とか、どちらかそういう方向を決めてもらわないと、私達はどうしていいのか分からない部分がありま
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す。その辺をどう思っておられるのかを、まずお聞きしたいと思います。 
 
（加倉井座長） 
 事務局、はい、食糧部長。 
 
（髙橋食糧部長） 
 最初の佐藤委員のお話は、先程の中村委員とのお話と多分同じ話です。それから大泉先生の話につい

ては、難しさというのは、私どももその辺の状況はよく理解したうえで、どういう形ができるのか、と

もかくもう少し勉強させていただきたいと思っております。今の田中委員の関係でありますけれども、

ご承知のとおり麦の生産量８０万トン、前回の食料自給率の目標を算定する時に、生産の努力目標とい

うことで、国内の食料生産全体の中で、こういったものを努力して品質とコストも見ながら８０万トン

というのを掲げているわけであります。したがって、どの作物をどの程度作っていくのかというのは、

やはりどうしても食料の生産ということでありますから、全体の総合的な中で常に見直していかなけれ

ばいけないだろうと考えております。そして少なくとも現時点の目標計画、２２年度の目標数量という

ものがあるわけでありますけれども、この段階では、先程申し上げましたように、当時策定した時から

比べて、３割のコストダウンと、それからＡＳＷ並みの、日本めん用が中心でございますから、大宗と

なりますＡＳＷ並みの品質ということで、８０万トン程度であれば、全体的な方向性としては、ＰＦＣ

バランスなども全部含めて、妥当な食生活と妥当な生産構造であるだろうというように思っているわけ

であります。そういう意味では、当時の策定時の基本計画と比べて、現時点では検証していけば、８０

万トンというものは既にオーバーした水準になっている一方、逆に言えば、質的な問題ではまだ足りて

いない。ですからそこには、量的な問題よりも、どこに政策の重点を置くべきかということは、ここに

もございましたように良品質麦の生産でありますとか、それを担う構造というものを、やはりきちんと

すべきだろうというのが、現時点での検証ではないかと思っております。それでは今後どうするのかと

いうことになるわけでありますけれども、やはりその部分に関しましては、麦単独ではなかなかできな

い部分もございます。秋以降の食料自給率問題等も踏まえて、全体の今後の食糧生産の在り方をどうす

るのかということも議論しますので、そういった状況を見ながら、私どもといたしましては、まず現時

点における問題点を認識をした上で、どういうふうに整理するかということで、とりあえず整理させて

いただいている。そういった意味で、今の段階で、ではどちらかとおっしゃられたことについては、将

来的にどうしていくのかというのを、やはりもう少し私どももご指摘を踏まえて、今のご指摘も踏まえ

て、もう１度受け取らざるを得ない課題であるというように思っております。 
 
（加倉井座長） 
 幾つかのことが、この麦と関連しておりまして、米の生産調整ももちろん非常に大きなものであって、

それと密接に関係しているというか、どちらかというと振り回されているというような麦の生産の状態

もありますが。また基本計画に出てまいります品目横断的なお金の出し方にしたいという話、それから

国境措置、これは現在の国境措置を前提にしておりますが、既にそれが変わろうとしているという、そ

ういう枠組み。そういうものが全部関連していますので、それが全部分からないと、私は何やったら良

いのか分からないと言いたいのですが、そうも言い切れない。やはり中間整理としては、私はこういう
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ことで、さらに新しい条件が出てきたら、それを入れ込んでさらに議論していくということだろうと思

っておりますが、いかがでしょうか。はい、竹内委員。 
 
（竹内委員） 
 今、座長がおっしゃったことと大体同じ趣旨になるかと思いますが、皆さんがおっしゃったような問

題、これは当然抱えている問題であって、これをこのスケジュールで、夏の中間整理で全部の方向と答

えを出すというのは所詮無理なのです。無理な理由は、時間が足らないということだけではなくて、品

目横断も考え方は示されていますが、具体的な姿というのはまだこれからの話で、それとも関連がある。

米改革は、絵ができ、今年実行に移されて、それがどういう影響を及ぼし、どういう実態になっていく

のか。それはこれから出てきて、またそれに伴って米改革の実際の進展もさらに進めていかなくてはな

らない。そういう途中の状況です。それからコストプールの問題、あるいは財政の問題、おそらく中村

委員がおっしゃっているお話も、大泉委員がおっしゃっているお話も、両方ともかなり問題を正確にお

っしゃっていると思うのですが、これも今すぐ答えを出すのは、私自身は問題を正確に認識しておかな

くてはいけないけれども、条件としてはまだ整っていないのではないかと思います。いずれにしても麦

の全体を取り巻く非常に大きな問題であり、大きな項目はまだ条件が整っていない段階にある。しかし

それでは何もしないでいいかというと、米改革よりもさらに麦は改革が遅れていて、かつ、今のような

大きな問題をいずれ取り扱っていく。しかし、足元の状況が改革すべきことがいっぱいあって、それら

のいずれも非常に大事であって、これらを放っておいて、このような大きな問題を条件がある程度出て

いた時に解決できるのかというと、足元の問題もしっかりしておかないで、さらにもう１つ大きな問題

を解決するというのは、それはなかなか難しいわけであります。ですから、今やるべきことはやること

があれば早く目安をつけ、実行に移し、また検証していく。そのようなテーマではないかと思いますの

で、コストプールの問題であるとか、財政負担の問題であるとか、あるいは８０万トンまできたから、

そこから先はどうだというような問題であるとか、ご指摘のような問題は、これはある程度はこの段取

り上は、そういう中間整理になるのではないかと思います。付け加えて申し上げたいのは、そういう意

味ではここに書いてある具体的な内容、整理としては、大体これでよく整理されていると思うのですが、

これをこれから行政当局が中心となって実行に移していく、そのスピード感が非常に大事なことになっ

てきていると思います。これでも大体の目安が全体についているわけではありませんから、そういうこ

とが非常に大事ではないか。同時にここに書いてある内容そのものは、非常に大事なことが、幾つも書

いてあるということではないかと思っています。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。何か関連してございますか。はい、では吉水委員。 
 
（吉水委員） 
 私も、今竹内委員がおっしゃったことと、ほぼ同意見なのですけれども、今回の中間とりまとめとい

うのは、あらゆる局面から、またいろいろなお立場の方を考慮しながら、よくフェアにまとまっている

のではないかという感想は持っています。議論はたぶん尽きないと思いますが、ここに四角囲みで書い

てある「対応方向」の具体的内容を、こういう場に慣れていないので、今後どういうふうに進むのかよ

 8



く分からないのですけれども、できればこの具体的内容というのを進めていただいた上で、またそれを

いろいろな立場の違う皆様で、ディスカッションするというのが良いというか、そこに加わりたいと思

っています。以上です。 
 
（加倉井座長） 
 事務局、どうでしょうか。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 今、まさに、吉水委員がおっしゃったとおりでございます。私どもは今回こういう形で、まだ具体的

内容につきましては、これからの事務局の宿題という形でいただきましたので、その宿題をお返しし、

それについてまたこの場でご議論いただくということでございますので、その時にもまたいろいろとご

議論いただきたいと思っております。 
 
（加倉井座長） 
 単純に言いますと、この「対応方向」の括弧書きというのは、宿題と同じで、これはやりなさいと事

務局及び関係者に与えられているということでありまして、当然これをやってくるだろうというのが前

提でありますので、よろしくお願い致します。  
 はい、山田委員。違うお話でも結構です。 
 
（山田委員） 
 この「対応方向」に関連して、若干の修文も含めてお願いしたい内容があります。私は恐縮ですが前

回どうしても出られず、意見だけを申し上げていた、その部分とも関連する内容であります。 
最初の２頁でありますけれど、この１番下の段の括弧書きに書いてあります内容ですが、基本的には

こういう整理でいいのだろうということです。言うなれば、この括弧で書いてある部分「良品質麦生産

への対応方向、担い手の在り方」との関連です。なお、下から２行目でありますが「集落営農や共同乾

燥施設を利用する農業者を」と書いてあるのですが、「農業者等」として「等」が入らないのかと思って

おります。と言いますのは、もちろん共同乾燥施設を利用する農業者もありますが、麦の生産において

は受託組織等の方が圧倒的に多いわけでありますから、それを念頭に置いてもらって、これは「等」が

どうしても必要ではないかと思います。これが第１点です。 
第２点は５頁でありまして、ここの部分も括弧書きで書いてある部分でありまして、この「無制限買

入れ」の仕組みにつきましては、前回の委員会でもだいぶ議論があったと承知しております。私も意見

として前回申し上げさせてもらっておりますが、この「無制限買入れ」は、民間流通のより一層の定着、

それから国貿も含めた国による麦管理の方式、それからそれらと関連しますコストプール方式等による

財源の確保対策等ということと相互に関連していると思うのです。今もそれぞれご意見が出ていた部分

でありますが。そういう立場で申し上げますと、この括弧書きの最初の３行は、大変具体的に書いてあ

るわけで、「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」とあります。「良品質麦への意欲」を本当に「阻害している」のかどうかという

この部分は、実は私も意見のあるところで、０．０１パーセントしか政府買入れしていないということ
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からしますと、もうそれはまさに「使命を終えている」という部分で良いので、さらに加えて「良品質

麦への意欲を阻害している」まで言えるのかと思うのです。ただこういうご意見が現に出ていて、それ

をまとめられたということであれば、そういう意見にまで私がいろいろ言うということはないかという

ように思います。とすると、「一方」以降で、「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、～略～実情に即して検討することが必要」と、こ

れもなかなかよく整理されているわけで、生産者の気持ちがよく現れているとは思いますが、ここは、

「実情に即して」の前に、言うなれば、「民間流通のより一層の定着化や政府による管理方式とも関連さ

せ」という前提があっていいのではないか。要は、相互に関連させて、このことを見直していくという

部分がどうしても必要なのではないかと思いますので、バランスを取るために言っているわけではない

のですが、そういうところもあるかと思います。 
 
（加倉井座長） 
 はい、ありがとうございました。今のところ、もう一度確認いたします。「実情に即して」の前のとこ

ろに「民間流通のより一層の定着化や」ですか。その次は何ですか。 
 
（山田委員） 
 「政府による管理方式とも関連させ」です。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。２点。事務局、いかがですか。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 第１点の「受託組織」も重要だということでございますので、ここは「等」ということでそのとおり

修正させていただきます。それから２点目の政府の無制限買入れというところでございますが、ここは

全体の大宗は、無制限買入れそのものについても整理する必要があるということで「対応方向」に書い

てございますが、この括弧書きには、それぞれ委員のご意見があったということでございますので、今

の山田委員のご指摘の文言も踏まえながら修正をするということにしたいと思います。 
 
（加倉井座長） 
 はい、食糧部長。 
 
（髙橋食糧部長） 
 今の山田委員のご意見なのですが、確かに「民間流通の一層の定着化」というのは、整理としては当

然のことで、前段の方でも出ておりますので、そういう方向は問題ないとは思いますが、ここはあくま

でも政府買入れの是非ということで、いわゆる政府の有り様に関して、そもそもやるわけでありますか

ら、そこにさらに政府管理による問題も併せてというのは、これは二重に重複することになります。も

ともと政府買入れをどうするか、整理をどうするかということでありますので、政府が現在やっている

ものについてどうするかということですから、今おっしゃられた２つ目の「政府による管理方式とも関
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連させ」というのは、これは二重のことになるのではないかと私どもとしては考えております。 
 
（加倉井座長） 
 関連でよろしいですか。では、中村委員。 
 
（中村委員） 
 別に、私も、山田委員の言っていることにいちいち反論するわけではないのですが、国家貿易とコス

トプールと無制限買入れは三位一体ワンセットというようなことで、先程お話がありましたけれども、

私はそうではないと思うのです。国家貿易は何のために国家貿易をやっているのかというと、これは主

要食糧としての位置付けで、国家が一元的な管理をして国家貿易をやった方が、国民経済的に１番ロー

コストでできるという判断の下に、国家貿易をやっているのだろうと思っております。ですから、国家

貿易が無かったならば、輸入麦の差益などは目的関税で取ることもできるわけですから、国家貿易でな

くても、国内産麦に対しての助成措置を輸入麦について付加することは可能なわけです。それから、こ

の政府無制限買入れについて、無制限なのです、無制限。ですから、私もこの無制限買入れというのは、

やっぱりどう考えてもおかしいと思います。これは１００万トン作っても、２００万トン作っても、実

需者がもう使えませんと言っても、政府が無制限に買い入れるというのは、やっぱりどう考えてもおか

しい。ただし、一方で生産者がそれを一方的に無くすことによって、不安感を持つのではないか。何ら

かの担保措置が必要じゃないかと。それはお米であっても、昔は全部政府が買っていたものが、今は年

間５万トンから１０万トンしか買わないようなことになっているわけですから、そういう考え方だって

あるのではないかというような気もしておりますし、無制限買入れというのはどう見ても前時代的な用

語なのではないかという気もしております。したがって、それぞれ国家貿易とコストプールといいます

か、国内麦の助成のあり方、それからこの無制限買入れと、それぞれ別途に考えることができるのでは

ないかというように私は思っております。 
 
（加倉井座長） 
 関連してのご意見はございますか。では、大泉委員。 
 
（大泉委員） 
 山田委員もバランスを取るためにおっしゃったと思います。無制限買入れは、これはもう整理すると

いう方向では一致しているのだろうと思うのですが、私がお伺いしたいことが１点と、私の意見が１点

あるのですが、１つは担い手の在り方で、受託組織を入れるということについて。これは確かに米でも

そうですけれど、麦生産で受託組織の役割には非常に重要なものがあって、担い手として明確に位置付

ける必要があるという話も分かるのですけれど、しかし、今、政策課題として出てきているのは、コス

ト 3 割カット、それからＡＳＷ並みの品質を備えたものという、イノベーティブな担い手をイメージし

ているわけですよね。そうした時に、これは私が現実を知らないということで聞いていただきたいので

すが、受託組織が果たしてそういったイノベーティブな機能を発揮し得るのかどうかといったところが、

ちょっとよく分からないのです。それで、これは田中委員に聞いたほうがいいのかもしれないのですが、

つまり、今の維持をするということでの役割というのは、結構大事だと思いますし、このズルズル落ち

 11



ていくのを維持するという意味では、大事な担い手だというふうに思いますが、果たしてイノベーティ

ブな担い手なのか。今後、麦生産を国際的な価格水準でも耐え得るような、そういったものにするとい

う野望を持った時に、果たしてそれを牽引するようなものであるのかどうかということを、お伺いした

いのが一点。 
それからもう１つ。これは、お役所に対してもそうなのだろうと思いますが、「民間流通にかかわる

市場原理の一層の徹底」というのが、私は前回、「一層の徹底」などということを、本当にやる気がある

のかというようなことを、確か申し上げた記憶があるのですけれど、要するに、今の契約を民間流通と

言って、それをさらに精緻なものにするという程度で、果たして「市場原理の一層の徹底」なのかどう

か。あるいは入札の仕組みを手直しして、「市場原理の一層の徹底」というものなのかどうか若干疑問で、

もしも市場原理の一層の徹底というものが、文言通りとっていいのだとすれば、無制限買入れは整理す

る必要があるということは言うまでも無いことだろうと思いますが、それと同時に、では国内産麦を本

当に大事だという消費者ニーズとどうやって結び付けるのかというのは、やはり市場原理の一層の徹底

をしないと駄目なのだろうと思います。それで、今回の論議の対象にはなってないのですが、製粉業者

が国内産麦を使って商品開発をして、その市場を拡大していく。それはたとえニッチであっても、その

地域性を反映させながら拡大することによって、結果として日本の小麦生産が拡大していくという、そ

うしたマーケティング戦略というのでしょうか、ストラテジー（strategy）と言ったらいいのでしょう

か、そういったことが、実は、これから非常に大事になって来るのではないかと私は思っているのです

が、それはまさしく市場原理の一層の徹底によってなされるのだろうと思うのですが、どうも今回は、

そうしたことが展望されている「市場原理の一層の徹底」ではなさそうなのです。ただ、そこを議論す

るつもりは全く無く、そういったことを考えたらいいのではないかという程度でいいのですけれども。  
 

（加倉井座長） 
 事務局で何かありますか。後半の方で言うと、私も同じような事を認識したのですが、「民間流通」と

いう言葉と「自由な市場流通」という言葉は、行政上は今のところは違うように扱っているようですね。

何か、事務局のほうでいかがでしょうか。はい、食糧部長。 
 
（髙橋食糧部長） 
今の大泉委員の、特に２つ目の民間流通の市場原理のところです。私どももここのところで、特に需

要者あるいは消費者のニーズに対して、どのように適切に把握するかという問題意識はございまして、

今の例えば契約制度自体に、そこのところをきっちり抑えられない部分もあるのではないかというよう

なことも考えております。それからこの前、座長からお話があったと思うのですけれども、総論の段階

の１頁のところで、今、委員がおっしゃられた、実需の動向に即した国内産麦の消費拡大等についても、

最後の１頁の１番下から２行目のところに、大泉委員がおっしゃった課題が載っているわけであります

けれども、その辺も一応、問題意識としては持っているところでございます。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 受託組織につきまして、大泉委員のお話がございましたけれども、今の受託組織そのものにつきまし

ては、農作業の実施者ということで、地域の中核となっている者が多く存在するということが考えられ
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ますけれども、これは企画部会の中でも、今、そういう議論をされているわけですけど、いわゆる形態

としての実態を有していないということで、経営安定対策の中では対象としていないというような整理

がなされています。ただ、こういった組織につきましては、法人化等によりまして、形態として実態を

兼ね備えた担い手という形に発展されるということが期待されると考えております。そういう点が、今

の企画部会のなかでは整理されているということでございます。 
 
（加倉井座長） 
 はい、食糧部長。 
 
（髙橋食糧部長） 
 これは後ほど、企画評価課からご説明ということで先程ご紹介がございましたけれども、資料２－１

に企画部会の中間論点整理の資料がありますけれども、それの 7 頁から８頁にかけて、いわゆる担い手

像について記述している部分があります。その中で担い手についてどのように明確化をしていくのかと

いうことで、例えば認定農業者等の話があるわけですけれども、８頁のちょうど真ん中位のところに②

といたしまして、「サービス事業体の位置付け」という記述がございます。この辺が今回、担い手論の中

で、こういう受託組織も含めて、どのように論点を整理するかということで付け加えられた部分ではな

いかということであります。そういった意味で先程、麦のところで山田委員からおっしゃられた、受託

組織「等」という形で位置付けるということでございますけれども、ここはそういった意味では、今の

企画部会におけます論点の、８頁の②の「サービス事業体の」、「コントラクター」なども含めて、「機能

に応じた施策を講じていく」ということで、どういうふうに位置付けるのかという提起がされておりま

すので、その辺は方向性としては合っているのではないかと思います。 
 
（加倉井座長） 
 はい、関連ですか。佐藤委員。 
 
（佐藤委員） 
 前に同じような趣旨の発言をいたしましたけれども、私たち、私自身も農業者でございます。組織の

代表でもございますけれども、麦も作っています。ほとんどの若い人達も含めて、今、大泉委員が言わ

れたことは、表に出ない考え方として非常に重要なファクターなのです。よく若い人達と話し合うと、

我々の将来は、簡単に言うと生活保護みたいな感覚の中で、農業をしていくということになるのかとい

う質問を受けることがあるのです。やっぱり先程言ったように、どこかではインセンティブが働いてい

て、またイノベーティブというようなことを、声には出さないけれどもものすごく重要視しているので

す。そこがどんな形態でもいいのです。山田委員とは同じ系統の代表として申し訳ない発言なのですけ

れども、本当にそういう方向でみんなやろうとしているのかということをみんな思っているわけです。

ですから、そういう方向にみんなが成るのであれば、どんな施策でもいいのです。けれども、やっぱり、

今の農業者、消費者等いろいろな形態の方の意見をお聞きしますと、我々も正直言うと、過去から今日

に至るまで、いろいろな意味で反省するところもあると思うのです。ですから、いろいろな品質区分だ

とか言っても、やっぱり努力した者は報われるというような、そういう方向に意識が働かないと、自滅
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してしまうのではないかという恐れを、これから将来にわたって農業をやろうという農業者は持ってい

ます。ですから大泉委員が言われたことは、本当に我々は強く受け止めているわけです。以上です。 
 
（加倉井座長） 
 はい、山田委員。 
 
（山田委員） 
 佐藤委員、だいぶ遠慮されておっしゃっているのでしょうか、意味が十分よく取れなかったのですが、

先程、大泉委員からそこの部分はお聞きしたいとの私の質問に関して意見がありましたので、申し上げ

たいと思います。麦、大豆の生産の６０パーセントが受託組織でなされているという実態がまずありま

す。それから内容的にどうしてそうなるかということでありますが、北海道のような大規模な畑作、麦

作をやっているところとは事情がだいぶ違うかと思うのですけれども、都府県の麦が必要ないと言われ

れば別ですけれども、都府県の麦はとりわけ小規模零細な水田を活用してやるわけですから、その零細

に分かれた部分を団地的に、どんなふうに利用するかということであり、まさに受託組織なり集落営農

の役割は、団地的な利用と農地の利用とを切り離せないわけです。そういう面では水管理や団地的に作

る組織を持って、良品質麦への生産は受託組織の方が圧倒的にちゃんとやり得るという部分があるわけ

です。都府県の場合は、です。それから当然のこと、さっきも議論出ましたけれども、コスト低減に相

当の役割を果たしているということがあるわけですから、イノベーションできる余地は、農地利用の関

係を第一義にして可能なわけです。ですからそれはあまり形態として確立していないからという議論を

始めたら、いったい水田農業の改革ができるのかということがあるわけで、そういう観点で申し上げて

いるということでありますので、ご理解願いたいと思います。 
それから、同様の部分で、申し上げたこととの関連で、食糧部長から「政府が管理する」管理方式の

議論の中で、無制限買入れも１つの方式なのだから、ここに政府管理方式のことを言うのは二重の言い

方になるのではないかということでありますけれど、要は、ここはそうは言っても、私はそこは中村委

員と一緒なのですが、無制限はともかくと致しまして、政府買入れをどうするかという話は、政府が売

り渡すということ、それから政府が外国麦を買うということ、それから財源を負担するということ、そ

ういうことがみんな関連するわけです。そういう立場で、政府管理の方式と言ったら議論があるかもし

れませんから、政府管理全体の在り方との関連の中で、この問題をどんなふうに扱うのかという観点が

必要ではないかという話でありますので、文言の整理までこうでなくてはいけないなどとは、最後まで

頑張りませんので、そこはひとつ是非検討してもらいたいというように思います。 
 
（加倉井座長） 
 この問題は多分、秋からの議論の時にも、もう一度やる時期が来るのではないかと思っておりますが、

ご意見として承りました。他に何かございますか。よろしいでしょうか。はい、山田委員。 
 
（山田委員） 
 播種前契約をどのようにみるかということとの関連で、この３頁のところの①の「対応方向」の１番

下の行に、「播種前契約一本のみの取引ルールの見直しを進める必要がある」と書いてありますが、ここ
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の部分については民間流通連絡協議会等もありますから、そこで見直し検討を進めるということでいい

のですね。 
 
（加倉井座長） 
 事務局よろしいでしょうか。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 はい。 
 
（加倉井座長） 
それでは、はい、中村委員。 

 
（中村委員） 
資料１について、最後の発言をしたいと思いますけれども、今日は傍聴席に製粉業界の人間がたくさ

ん来ておりまして、彼らの気持ちも代弁してあわせて言いたいと思いますけれども、民間流通がスター

トした時に、製粉業界は１日も早くやっぱりこの民間流通はきちんと成功させよう、やっぱり麦政策そ

のものを全般的に見直してもらおう、すなわち国境措置も含めてもう少し整合性の取れた形にしてもら

おう、というふうな気持ちを非常に皆、強く持っているのです。その期待の表れが、４年か５年前に５

０万トン程度であった小麦が、今、８０万トンになって、ほとんどトータル的にはミスマッチが生じな

いというような状況になってきているのは、やっぱり製粉業界が、国内産小麦が余って仕方がないとい

うようなことにならないように、民間流通がきちんと定着するように、ひいては麦政策がきちんとした

ものになるようにという期待の表れだというように思っております。製粉会社たくさんいますから、う

ちの会社のことだけ言うのも何なのですが、委員の特権を利用してちょっと言わせていただくと、我が

社は 80 万トンの小麦のうちの 40％、30 万トン強を使っております。30 万トンの国内産小麦のうち、

６万トンの小麦を、国内産小麦 100％の製品、小麦粉として販売をしております。６万トンの小麦とい

うのは、関東の群馬、栃木、茨城、この３県合わせた量に多分匹敵するくらいの量だと思います。これ

はうちだけではなくて、各社、各製粉会社、いろいろなところのいろいろな方面で努力をしてきている

結果だというように思っておりますので、是非この期待を裏切らないように、国内産小麦を我々もこよ

なく愛して使っていけるように、今後の論議が進められることを、心からお祈りしたいと、お願いした

いというように思います。よろしくどうぞお願いします。 
 
（加倉井座長） 
 まとめていただきましたので、この辺でひと区切りしますが、ご意見一通り承ったと思いますので、

この中間論点整理というものについて、この案でまとめさせていただいてよろしいでしょうか。いかが

でしょう。吉水委員、どうぞ。 
 
（吉水委員） 
 全く異論はありません。それで最後の一言だけと思いましたのは、このまとめの中で、唯一気になる
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ポイントというのが、「生産者が安心して」とか「不安を無くす」といった表現が、いくつか出ていると

思うのですけれども、普通一般企業というかメーカーの立場で、１年後に出した製品が絶対売れると安

心して製品を出している人は多分１人もいないと思いますし、生活の安定という意味でも、多分この中

でサラリーマン、雇われ人は私だけだと思いますので、あえて申しますと、１年後の自分の給料とか１

年後の自分の立場が絶対に確実に守られると思っている人は、もはやサラリーマン社会ではいないと思

っているのです。別にそれが、安心するのが悪いと言っている訳ではなくて、不安感の払拭という観点

よりも、先程、佐藤委員がおっしゃったように、モチベーションがアップするという観点でお話できる

と良いと思います。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。それでは一応これで取りまとめさせていただきます。引き続きまして、最

初に申し上げました、食料・農業・農村政策審議会の企画部会で取りまとめられました中間論点整理、

これはこの委員会の秋以降の議論に密接に関連してくるものでありますので、事務局から説明をしてい

ただきたいと思います。事務局よろしくお願いします。 
 
（佐々木政策調整室長） 
大臣官房企画評価課の政策調整室長でございます。お手元の資料の２－１から２－４までが、昨日、

食料・農業・農村政策審議会に企画部会長からご報告がありました中間論点整理に関係する資料でござ

います。資料２－１が中間論点整理の本体でございますけれども、この文量はやや長いものでございま

すので、これの全体構成をさらりと眺めていただきました後に、資料の２－２のＡ４横の資料に基づき

まして概略をご説明申し上げます。 
 まず、この中間論点整理に至りました経緯でございますけれども、企画部会におきます検討は、今年

の１月 30 日から始まりまして、いわゆる主要３課題を中心と致しまして縷々ご議論を重ねてきていた

だきました。そして、７月の下旬から中間論点整理に向けた集約化する議論に入っていただきまして、

冒頭、座長からもご紹介ございましたように、７月 30 日の次の８月６日の企画部会におきまして、実

質的に中間論点整理についての企画部会としての成案が得られました。その後、昨日の食料・農業・農

村政策審議会の本審議会を開催いただきまして、その場において生源寺企画部会長から中間論点整理の

概要をご報告いただいたということでございます。この中間論点整理を素材といたしまして、今後の食

料・農業・農村の在り方について、国民的な議論が巻き起こることを期待しているというような位置付

けのものでございます。 
全体の構成をまずご覧をいただきたいと思いますが、資料２－１の目次のところをお開きいただきた

いと思います。まず、「はじめに」とございまして、この頁におきまして、これまでの大臣諮問以降、企

画部会における検討の経緯が縷々整理されております。そして、中間論点整理がたたき台となって、各

方面で幅広い議論が展開されことを期待するというメッセージが盛り込まれております。 
続きまして、「第１」といたしまして、政策展開の基本的な考え方が整理をされております。第１点

が「食料・農業・農村が将来にわたって果たすべき役割」ということについてでございますけれども、

国民生活に密接不可分のものであって、将来ともに適切な政策改革によってきちんと役割を果たして貢

献していかなければならないというところが記述されているところでございます。 
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それから２点目といたしまして、今後の「農政改革の必要性」につきまして、５つの項目を掲げてご

ざいます。第１点が、農業の構造改革が依然として立ち遅れているという状況、それから、食に対する

ニーズが多様化、高度化する中で、なかなかそれに応えきれていない面もあるということ、それから、

農業の有する多面的機能に対する期待が高まっている一方で、農村構造の変化等によって、なかなかそ

の継続が困難になる懸念があるといった要素、それから、ＷＴＯ交渉、ＦＴＡの動きなども含めて、グ

ローバル化が進展してきているといった状況などをご紹介しております。また一方では、５番目といた

しまして、そういった中で農業・農村におきましては、新たな発展に向けた様々な胎動も現にあるわけ

でございまして、そういったものをご紹介しております。 
 次いで、３点目といたしまして、「改革に当たって留意すべき基本的な視点」として、４項目が整理さ

れております。１つ目は「メリハリの効いた分かりやすい政策体系の構築」ということでございまして、

政策目的に応じて対象者を明確化し、そこに政策を集中的・重点的に講じていく必要がある、と整理さ

れているところでございます。それから、「農業者や地域の主体性と創意工夫の発揮の促進」ということ

で盛り込まれております。さらに、「消費者の視点を踏まえた施策の展開」、それから、「環境保全を重視

した施策の展開」、ということが重要な視点であるということでございます。 
 そして４点目といたしまして、とにもかくにも「国民の理解と納得」を得て、政策改革を遂行してい

く必要があるということでございまして、「透明性の確保」をするということが重要であることとあわせ

まして、「国民負担の在り方」に関しまして、きちんと情報を開示しながら理解と納得を得ていく必要が

あると整理されているところでございます。 
 それから、「第２」といたしまして、「政策改革の方向」についての記述でございます。ここにつきま

しては、これまでに企画部会において重点的にご議論いただいてまいりました、いわゆる主要３課題の

展開方向等についての記述がなされているわけでございます。私どもの亀井農林水産大臣から諮問した

際には、「主要３課題」という言い方をしておりましたけれど、この中間論点整理に当たりましては、や

はり政策体系の整理といたしましては、まず、「担い手政策の在り方」全般の基本的な考え方があって、

その中で担い手政策の主要な１要素となる「経営安定対策の確立」が、次のテーマとして登場する。そ

して、経営との関わり、また地域との関わりも深い「農地制度の在り方」について記述があり、最後に

「農業環境・資源保全政策の確立」といった、とりわけ資源の保全の関しては、地域政策的な側面が強

い政策課題について言及すると、こういう流れで整理したほうが国民理解も得られやすいであろうとい

うことで、主要な政策課題を４項目に分けて記述がなされているということでございます。 
各政策課題の共通項目の書き方でございますけれども、最初に、その政策課題についての基本的な考

え方が整理され、そしてその後に、主要な展開方向についての考え方が整理され、最後に、それぞれの

施策を具体化していくに当たり、手順を一体どのようにしていくのかということが整理されている、こ

ういう構成になってございます。 
それから、最後に「第３その他」といたしまして、秋以降に議論をお願いしたいと考えております「主

要な検討課題」が記述され、さらに「改革の工程管理と計画的な推進」を図っていく必要があるという

くだりで全体が結ばれているということでございます。 
 今、申し上げましたもののうち、政策改革の方向なりについて、いくつかのポンチ絵も織り交ぜて構

成をしております資料が、資料２－２でございますので、こちらの方をお開きいただいて、各論につい

て若干ご紹介させていただきたいと思います。 
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 １頁でございます。中間論点整理の内容といたしまして、各政策課題について、改革の方向性のエッ

センスをこの頁で集約しております。まず、「担い手政策の在り方」でございますけれども、農業経営の

改善に向けた各種施策、いわゆる産業政策につきましては、その対象を担い手に明確に絞った上で、集

中的・重点的に実施することが必要だという考え方が明記されております。そういった担い手の明確化

に当たりましては、認定農業者制度を基本とするわけでありますけれども、この認定農業者制度につき

ましては、様々な改善を要する点もございますので、そういった運営改善をするということが前提にな

っているわけでございます。また、先程も若干ご議論になっておりましたけれども、集落営農に関しま

しては、経営主体としての実態を有する、そういう一定の要件を満たすような集落営農について、担い

手として位置付けることが適当であるというように整理をされております。この担い手政策の在り方を

具体化していくに当たりましての手順に関しましては、１７年度から可能なものから順次具体化を急い

でいくといったことで、まさに実行局面に速やかに入っていくべしと整理がなされているところでござ

います。 
続きまして、経営安定対策の確立についてでございます。この点に関しましては、従来型の幅広い農

業者を対象とした品目別の対策から、対象となる担い手を明確にした対策に転換していく必要があると

いうこと、そして、複数の作物を組み合わせて営まれている営農類型、すなわち水田作や輪作によって

成り立っております畑作がその例でございますけれども、それにつきましては、品目別ではなくて、そ

れを横断的にした経営全体に着目した対策に転換していくことが適当であるということでございます。

その際の支援策の要素といたしましては２つございまして、諸外国との生産条件の格差を是正するとい

う観点に立った対策と、それから、収入所得の変動の影響を緩和するという観点に立った対策、これら

の組み合わせが基本形なわけでございます。その際、政策の安定性といったことを考えますと、国政規

律上の「緑の政策」に該当するようにしていくことが必要であるということでございます。ただ、一方

では、国内生産の確保であるとか、生産性、品質の向上を促していくといったことが、諸外国と異なり

まして我が国固有の課題としてございますので、そういった事柄の解決につながるような工夫を施して

いく必要があるとされております。一方、野菜や果樹、畜産といいました部門専業的な営農類型が他方

であるわけでございますけれども、そちらに対しましては、現在講じております品目別の様々な政策が

ございますが、これをどのように改善していく必要があるのかといった観点で検討し、対応していくこ

とが適当であるという整理でございます。これにつきましては、具体化に向けた手順といたしまして、

制度の骨格を早期に提示する必要があるということで、その骨格を固める上で必要となります対象経営

の捉え方でありますとか、それから、支援水準をどういう考え方で設定していくのかといった細部の点

につきまして、早急に農林水産省において検討を進めて、改めて企画部会の方に報告し、議論に供する

ようにということで、私どもに宿題として課せられた形になっております。 
それから、農地制度の関係でございますけれども、突き詰めて言いますと、農地制度に関する検討課

題は２つでございまして、１点目は優良農地の面的な確保を図る観点からの農用地区域・転用規制の在

り方という検討課題、２点目は農地の利用集積を促進する仕組みをどういうふうに考えていくか、権利

移動規制の在り方をどう考えるかといった検討課題でございます。これらを総合的に検討を進めること

が必要なわけでございます。ただ、この中間論点整理におきましては、この検討課題を掲げて早急に、

これも農林水産省において検討を進め、企画部会にその具体像を示すべしというように宿題とされてい

るわけでございまして、今後、精力的に検討を行いまして、しかるべく具体像をお示しし、議論に供し
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たいと考えているところでございます。 
 最後の項目が、農業環境・資源保全政策の確立に関してでございます。そのうちのまず、資源の保全

の関係でございますけれども、農地・農業用水等といった資源が社会共通資本で、それが良好に保全さ

れて様々な機能が発揮されるわけでございますので、多様な施策手法の組合せによって、それが担保さ

れるように、そういう政策体系を構築していく必要があるとされております。また、農業生産環境施策

につきましては、農業者が取り組むべき規範というものを明確にいたしまして、それを農業振興施策全

般に要件化するといったことで関連づけることによりまして、農政全体を環境への負荷を低減する方向

に舵を切っていくということを明確にするとともに、環境に与える負荷の大幅な低減を図るモデル的な

取組を推進していく必要があるとされております。これら２つのテーマにつきましては、いずれも１７

年度から必要な調査に着手し、モデル的な取組の必要性なり効果の検証なりに着手していく必要がある

とされているところでございます。 
２頁以降は、各論についてそれぞれポンチ絵に仕立ててある頁でございます。ポイントを拾いますと、

まず２頁が担い手政策の関係でございます。今、申し上げました説明と若干重複しますけれども、右側

の方に書いてございますように、対象となる担い手を明確化し施策を集中化・重点化していく必要があ

るということで、認定農業者制度の改善を図りながら、これを基本として運用していくということでご

ざいます。そして、地域の実情に即した担い手の確保の促進ということで、先程のやりとりの中で本文

の８頁辺りにもお目通しをいただきましたけれども、効率的かつ安定的な農業経営に発展することが見

込まれる集落経営の扱いでありますとか、サービス事業体の扱いについて言及されているところでござ

います。それから、一番下のところにございますように、今後、農地などの経営資源の円滑な継承とい

ったものが大きな課題になってくるわけでございまして、こういったことも含めまして、支援方策を改

善していく必要があるという旨が整理されております。 
続きまして、３頁と４頁が経営安定対策の考え方等を整理してある頁でございます。まず、３頁の真

ん中辺りに、改革という枠で囲ってありますけれども、農業の構造改革の加速化、国際規律強化への対

応といったことを図っていく必要があるわけでありまして、こういった観点から現行の政策体系を見直

していく必要があるということでございます。その際、経営安定対策といたしましては、先程ご紹介し

ましたように、複数の作物の組合せで営農がなされている水田作・畑作に対しましては、品目横断的な

政策の確立が求められており、部門専業的な経営に対しては、品目別政策の見直しで対応していく必要

があるということでございます。品目横断的政策における支援の要素、観点といたしましては、諸外国

との生産条件格差の是正と、収入・所得変動の影響緩和というものがあるということでございます。い

ずれも構造改革の加速化という我が国固有の命題に対応するために、その対象を担い手に集中化・重点

化していく必要があるということでございます。なお、その収入・所得の変動の影響を緩和する対策に

つきましては、諸外国との生産条件格差の是正対策によって、どの程度経営の安定が図られるかといっ

た度合いをきちんと検証した上で、対策の有り様を考えていく必要があるとされております。 
次の４頁が、ある程度具体的なイメージをお持ちいただくために作った頁でございます。まず、真ん

中の上の方に点線で囲んであるところに、諸外国との生産条件格差是正対策と銘打って図をお示しして

ありますが、諸外国との生産条件の格差が国内市場において顕在化している品目の過去の生産実績に基

づく面積当たりの支払に転換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。ただ、右側の

方に書いてございますように、日本農業の課題への対応として、工夫をすべき点というのがいくつかあ
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るということでございまして、１つは構造改革の推進ということで、過去の生産実績で支払額を固定化

した場合に、その後に経営規模を拡大したといった、その後の経営努力なりを称揚していくような、そ

ういうインセンティブがなかなか付与しにくい面があるのではないかということでございまして、その

辺についてどんな工夫をこらす必要があるのかといった観点がございます。それから、荒らし作りとい

ったモラルハザードの発生も懸念されるわけでございますけれども、そういったものを回避し、生産性

や品質の向上をきちんと促していくということが必要でございまして、そういったものとしましては、

点線の枠の中の右側にございますような、生産量であるとか品質に基づく支払いといったものも、その

生産条件の格差を是正する対策の一部を構成するものとして講じていくといった工夫が必要なのではな

いかということでございます。また、一番下の枠の中に、米の取扱いと書いてございますけれども、米

政策改革が本年度から実行に移されておりまして、こういったものの進展といったものをきちんと踏ま

えながら、整合性をとった形で物事を取り進めていく必要があるということでございます。 
続きまして５頁でございますけれども、ここは農地制度の改革について、検討課題を右側に掲げてご

ざいます。先程申し上げましたように、担い手を明確化し、そこにいかに農地の利用集積を加速的に図

っていくかということ、それから優良農地の確保を図っていくためのゾーニングであるとか転用の在り

方、それから、耕作放棄地の発生防止・解消のための施策の充実といったことで、参入規制の在り方も

含めて検討課題が提示されておるわけでございます。なお、星印のところで特区の関係の記述がござい

ますが、本年末までに、可能な限り速やかに評価を踏まえて、適切な結論を出していくこととされてご

ざいます。 
６頁が、農業環境・資源保全の関係の中の資源保全の関係でございます。真ん中のところにございま

すように、施策体系の構築に当たりましては、地域の実態に応じて様々な施策手法の組合せが可能とな

るような形にしていく必要があるということでございます。手法として４つほど枠の中にご紹介してお

りますけれども、規制的な手法から奨励的な手法までいろいろ考えられるわけでございます。このうち、

一番下の、保全活動に対する支援の考えられるイメージというものが、右側に吹き出しでお示ししてあ

るものでございまして、一定の最低限取り組むべき規範といったようなものを策定いたしまして、地域

住民が幅広く参加し得るような、そういう体制を整備した上で、取り組む行為なりを規定した協定に基

づいて、効果の高い取組に対する支援といったものを講じていく。そういう必要があるのではないかと

いうことで、こういった関係につきまして、下の方に書いてございますように、１７年度から調査に着

手し、モデル的に施策の実効性を検証していく必要があるとされているわけでございます。 
最後に、環境保全の関係でございますけれども、真ん中の枠の下段の方に書いてございますように、

我が国農業全体を、環境保全を重視したものに転換するために、具体的な施策手法としましては、農業

者が最低限取り組むべき規範を策定し、それを各種支援策への要件として課していく。それによって全

体の底上げを図っていくということとあわせまして、環境保全への取組が特に強く要請されている地域

におけるモデル的な取組への支援の導入を検討していく必要があるのではないかということで、まずも

って、規範の策定は 16 年中に行うべきではないか。そして、その要件化は１７年度の予算措置から具

体化できるものは順次実行に移していく。あわせてモデル的な取組への支援の在り方を模索するための

調査に着手する必要があるというようにされているところでございます。 
内容は以上でございますけれども、この後、先程申し上げましたように、経営安定対策の具体的な骨

格を固めていく上で必要な項目について、考え方を企画部会に改めて私どもから宿題に対するお返しと
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いうことでお返しし、議論に供していく予定になっておりますのと、農地制度の在り方についても具体

像を提示して議論に供していく、こういうことが秋以降予定されているわけでございます。秋以降の議

論におきましては、今のところ９月 16 日から議論が再開される運びとなっておりまして、その後、こ

こに盛り込まれた宿題に対するお返しを議論に供する場面と、その他、食料自給率目標といった目標の

在り方、それから食料政策・農業政策・地域政策、それぞれ議論をしていただくべき課題が目白押しで

ございますので、そういった諸々を、順次、補していただきまして、年末に全体の整理を行っていただ

きたい。そして、年明けの春の閣議決定に結実していただきたい、というように考えているところでご

ざいます。以上でございます。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。あちこちに麦という言葉、あるいは麦作経営安定資金という言葉が出てき

ておりまして、我々の委員会と非常に密接に関係すると思うので、座長として一言申し上げますが、こ

の基本計画の見直しを早く具体的なイメージにしていただきたい。そうでなければ、我々の議論は、ま

たもや、何だか分からないけどやっているのかという話になってしまいますので、くれぐれも、我々の

議論をリードする立場にあるわけですから、企画部会がきちんとしたことを言っていただかないと、我々

は何をしたらいいか分からない。また今までの議論を繰り返すというようなことになってしまいますの

で、くれぐれも、よろしくお願いしたいと思います。 
ご質問、ご意見があったらどうぞ、佐藤委員。 

 
（佐藤委員） 
 私はこの小委員会の委員ですから、企画部会はあまり風呂敷を広げたような言い方をして、また混乱

するという批判も受けようかと思いますが。これは希望というか、先程、環境問題のところでモデル的

な取組ということもうたっておりましたけれども、私もつい先週にヨーロッパから帰ってきたばかりな

のですが、ヨーロッパでは、こういう環境や農業における環境対策とかいろいろなことも含めて、総合

的にやっているのです。例えば、エネルギー政策であったり、環境政策であったり、ある意味では地域

の教育も含めたことなど。私も何回も向こうに寄せていただいて、日本のモデル的な何かやって、ある

年度が補助事業もついて、終わったらもうそこはそのまま、ただ、勉強の参考資料にはなるけれど、何

かを本当の形として地域にきっちりと根付いてやるとなったら、合わないわけです。ですから是非そう

いうことを念頭において、モデル事業でもなんでもいいですからやってつなげていただきたい。これは

要望です。これは本当に今までの結果が、何かこういうもの、例えば環境政策などでモデルとなっても、

ただ、農林水産省の何かの１事業ということではなく、向こうで言えば、環境庁だとか、日本で言えば

国土交通省だとか、いろいろなものに、これから、ある意味では広い意味では地球温暖化まで含んだよ

うなことまで、向こうでは論議されているわけです。ちょっとそこまでいくと申し訳ない話ですから、

余計なことですけれども。ですから是非、モデル事業を立ち上げていく取組をするのであれば、そうい

うことを念頭において論議をしていただきたいと思います。以上です。 
 
（加倉井座長） 
はい、中村委員。 
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（中村委員） 
少し教えていただきたいのですが、２頁の農業従事者のところに、75 才未満層の基幹的農業従事者数

が、２０９万人が１１７万人に減るような予測の数字が出ておりますけれども、世の中一般には６５才

未満と言うのではないかと思うのです。ここには７５才未満はこうなるというふうに書いてあるのです

が、６５才未満の場合にはどういうことになるのかというデータがお手元にありましたら教えていただ

ければありがたいのですが。 
 
（加倉井座長） 
６５才以上が過半数というものがありますが、どうですか。 

 
（佐々木政策調整室長） 
今後の見込数値は、残念ながら、今、手元には無いのでございますが、一緒にお配りしております資

料２－３がデータ集でございまして、ここの１頁に、年齢別基幹的農業従事者数の年齢階層別の構造と、

それを単純にスライドさせた場合の絵をお示ししてあるところがございます。その上の表のところに、

現行でございますが、６５才以上の人口が、農業就業人口３６８万人のうち２０７万人を占めておりま

して、５６％になっているという現状数値がございます。今、手元にあるのはこれだけでございます。 
 
（加倉井座長） 
 よろしいでしょうか。他に何かご質問。はい、大泉委員。 
 
（大泉委員） 
 担い手政策の在り方について教えていただきたいのですけれども、農業法人のところには少し書いて

あるのですが、農業生産法人の規制緩和という話は、これはあるのかないのか。その中での、今は株式

会社は認められていますが、さらなる株式会社の形態について、参入といった一般の株式譲渡をするよ

うなところまで射程に入れるのかどうかについて、そういう企業の新規参入に関してどのように論点と

して入っているのか入っていないのかを教えていただきたい。 
 
（加倉井座長） 
 はい、どうぞ。 
 
（佐々木政策調整室長） 

今、ご指摘の株式会社問題等につきましては、農地制度のところに課題として掲げられてございまし

て、具体的には資料２－１の１５頁でございます。15 頁の（３）「農地を農地として効率的に利用する

仕組みの構築」という中で、担い手への利用集積の促進と担い手の明確化、耕作放棄地の防止・解消措

置、そして、ウ「農地の権利移動制限の見直し」ということで、ここでは権利移動規制につきまして、

両面のご意見があるということを、まず、ⅰ）ⅱ）、それから次頁のⅲ）でご紹介をした上で、これらを

踏まえて検討をし、具体的な対応方向を明示しろというような流れになっているわけでございます。ま
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た、１６頁の第２パラグラフのところは、余談でございますけれども、特区関係の記述があるというこ

とでございます。 
いずれも、早急に具体像を企画部会に提示しろというように言われている項目でございまして、今後、

事務局におきまして検討を進めて、議論の素材を提供させていただきたいと考えております。 
 
（加倉井座長） 
 いかがですか、他に。はい、曽我委員。 
 
（曽我委員） 
 感想的な話になって恐縮ですけれども、今、説明をいただいて、なるほどと思ったのは、１つは国民

の理解と納得という４番目に書いてあったところは、非常に、私も、先程、意見を言おうかと思ったと

ころなのですけれども、これから我々が議論して詰め、新たなる管理方式を模索する上で、最終的には

やはり、どう国民の税金を使うかということに尽きると思うのです。その時にやはり納得性というか合

理性のある、国民がここに税金を使ってもいいだろうというふうに納得できるような整理とＰＲをして

いかないと、コストプールに変わる新しい方式も、最終的には実らないのではないかということを強く

感じました。 
それと、佐藤委員もおっしゃっていましたが、これからはやはり、１つの施策も、今まで縦割りでや

ってきましたけど、それではどうにもならない時代にきて、あらゆる品目横断的な施策の必要の時代に

入ってきていると思いますので、そういう点も、加味して整理していかないと、なかなかいい答えが出

ないのかなというような感じを受けました。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。他にございますか。よろしかったら、今日の委員会を終わらせていただい

てよろしいですか。 
それではありがとうございました。 

 なお、本委員会の今後の予定でありますが、本日の中間論点整理の中で、先程、ご指摘がございまし

た点、事務局及び関係者への宿題という形で整理された点につきまして、具体的な内容を検討していた

だきまして、この状況を踏まえて、秋に委員会を再開し、年末に最終取りまとめをしたいと、それに向

けて論議をしていきたいと思っております。具体的な日程等につきましては、改めて事務局からご連絡

いたしますが、もし９月の早めにするのでしたら、もう８月ですから、ここにいらっしゃるようなお忙

しい方はスケジュールが固まってきていると思いますので、早めにご連絡いただきたいと思います。 
 それでは本日の委員会を終了いたします。長時間どうもありがとうございました。 


