
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１０月２６日（火）１０：００～１２：２０（郵政公社会議室Ｇ・Ｈ） 

 
 
（高本食糧貿易課長） 
 それでは、山田委員が少し遅れられるということでございます。ただ今から、第７回の麦政策検討小

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。本日は立花委員がご都合によりご欠席でございまして、１２名のご出席を

いただいております。それでは加倉井座長よろしくお願いいたします。 
 
（加倉井座長） 
 おはようございます。雨の中ご苦労様でございます。本日の議事でありますけども、用意されており

ます資料について、それぞれ事務局からご説明をいただきまして、その後、意見交換をしていただきた

いと思います。概ね１２時を目途に終了したいと思いますので、ご協力をお願いします。 
 資料につきまして、事務局の方からご説明をまずお願いしますが、資料１としまして、前回の議論の

概要をまとめたものがございます。これはご覧いただいて参考にしていただきたいと思います。資料２

から順次説明をお願いするわけですが、時間を計算しますとだいたい１時間以上かかります。お話し合

いをする時間が限られてしまうので、説明の方なるべく分かりやすく簡潔に、勘所を踏まえてお話しい

ただきたいと思います。それでは順次ご説明をお願いします。 
 
（柄澤経営政策課長） 
経営局の経営政策課長でございます。よろしくお願いいたします。加倉井座長からお話がありました

ように、時間も限られておりますので、ポイントの頁だけご紹介させていただきます。 
資料２と資料３を説明させていただきたいと思いますが、最初に恐縮ですが、資料３のほうをお開き

いただければと思います。この資料２と資料３はいずれも企画部会の議論に供しました資料でございま

す。資料３が、最初の１０月１日の時点で、担い手政策についてご議論いただいたときの資料でござい

ます。最初のほうの頁は飛ばしまして、５頁からお開きいただきたいと思います。 
 ５頁は、「地域の実態を踏まえた担い手確保の工夫」ということでございます。左側に現状がございま

すが、主業農家、農業所得のほうが多い、かつ労働者がきちんといる農家が、今４３万戸くらいでござ

いますが、その他準主業、副業、自給的農家というのがそこにございますように、相当程度いる。さら

にその下にございますように、生きがい農業ですとか、あるいは農外の建設業者等の方もいるというの

が今の現状だというふうに認識しております。これを右側の、将来の認定農業者、効率的かつ安定的な

農業経営、他産業並の所得を農業で得ることができる経営に持っていく。あるいは集落ぐるみの取組に

よりまして、特定農業団体、法律上の制度でございますけれども、経営主体として実体を有するような

集落営農に発展していただくということを目指して、一番下の矢印に書いてございますような、各種政

策支援を行っているというのが、今の私どもの取組でございます。中でも真ん中にございますように、

集落営農ということで、特に主業農家以外の、準主業、副業的な農家の方につきましては、十分な担い

手が個別経営の方としていらっしゃらないということですので、集落営農を組織化して、最終的には特

定農業団体、あるいは経営体に発展していただくということを目指す必要があるのではないかというの
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が基本的な認識でございます。 
この場合、集落営農をどういうふうに考えるのかというのが７頁でございます。現在行われておりま

す集落営農は１万弱ございますが、これを類型化してみますと、左のようないろいろなタイプがござい

ます。営農を一括管理、運営、販売のようなことも一緒にやるような、かなり組織化された事例から、

転作のブロックローテーションの運営をやる、あるいは機械の共同利用にとどまる、出役を共同でする

というような、千差万別、各地いろいろなタイプの集落営農があることはもうご存知のとおりだと思い

ます。こういったものを担い手として位置付けるためには、やはり経営主体として実体を有するような

組織になっていただく必要があると、具体的にはどういった要件が必要かといった場合に、先ほど申し

上げました、法制上位置付けられております特定農業団体の要件を備えていただくということを基本に

考える必要があるということでございます。特定農業団体の要件は真ん中にありますようなものが主た

る要件でございまして、例えば、５年以内に法人化していただく計画がある、あるいは集落の中の主た

る従事者、主要なリーダーの方の所得が市町村基本構想、要するに他産業並の所得以上の水準を目標に

している、あるいは経理も一元化しているというような要件を備えたものとして特定農業団体になって

いただき、最終的には５年以内に農地の権利を取得することのできる農業生産法人の経営体として発展

していただく、こういったものであれば、担い手として位置付けることが可能ではないかというふうに

考えているわけでございます。 
８頁には今申したことが細かく書いてございますので省略させていただきまして、９頁に農業サービ

ス事業体の問題がございます。左側にございますように、現在サービス事業体２万弱の数が統計上ござ

いますが、農家の組織からＪＡそのもの、あるいは、建設業者のような農外の方等々いろいろのタイプ

がございますが、やっておられる内容を大雑把に類型化しますと、真ん中の３種類に分けられると思い

ます。稲刈りみたいな形で農作業の受託をされる事業体、それから酪農等の飼料を生産される事業体、

肉用牛、酪農のヘルパーのような仕事をされている事業体というような、大雑把に言えばそういった類

型があるかと思います。こういった事業体につきましては、従来までは主として右下のように担い手が

別途いて、その担い手を補完する、担い手の作業をアウトソーシングの受け皿として受けていくという

ようなことを主として考えておりましたが、こういった事業体につきましても、経営のリスクを負って

いただいて、権利設定を取得して、経営体として発展していただくということを積極的に応援していく

必要があるのではないか、農外から積極的に参入していただく必要もあるのではないかということで、

吹き出しのところにありますような予算要求も行って、サービス事業体の担い手としての発展を応援し

ているというという現在の施策の現状でございます。 
それから、後半の頁を省略させていただきまして、最後から２枚目に、さっき申し上げました集落営

農の関係の資料が２枚ついてございます。まず、最後から２枚目が、そもそも農業集落というものがど

のくらいあるかというデータでございます。全国に１３万くらいの農業集落がございます。１集落当た

りの農家数は、全国平均では２２.８農家、それから１集落当たりの平均耕地面積は３４.２ha というよ

うなサイズが標準でございますが、当然のことながら内訳を見ますと、平地では農家数も多いし、平均

耕地面積も多いのに対しまして、中山間ではそれぞれ少なくなっているというのが今の集落の姿でござ

います。この１３万の集落の中で集落営農を営んでいただいているところが次の頁の上にございますよ

うに、１万弱、９,９６１の集落営農が営まれている。この集落営農に参加していただいている農家が３

１万程度ございますので、１集落営農当たりの平均参加数は３１くらいの農家というのが分かるわけで

ございます。集落営農と言いましても、必ずしも１集落１集落営農ということとは限りませんで、次の
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ところにございますように、２～３集落、あるいは４集落以上の複数集落を覆うような集落営農も現実

に存在しているということでございます。それから一番下は先ほどの資料にもございましたように、現

実に行われている集落営農にどんなタイプがあるかということが出ておりますが、私どもとしては、右

から２つ目の１２.１％となっている、営農を一括管理・運営するというようなものになるべく発展して

いただきたいと考えております。機械の共同利用にとどまらないで、営農の一括管理・運営に発展して

いただきたいということを、いろんな形で応援しているということでございます。 
以上が担い手の関係でございますが、続きまして、資料２の品目横断的政策の資料に移らせていただ

きます。これについても最初のほうの資料は省略いたしまして、７頁が移行のイメージ、全体のイメー

ジでございます。上が水田作、下が畑作、左側が現状でございます。水田作のところをご覧いただきま

すと、麦なり大豆については、白いところが市場価格、その上に乗っている部分が政策支援の部分とい

うことでございますが、こういった形で政策支援がものごとになされている、畑作にしても同様でござ

います。また、いわゆるこういった「ゲタ」の他に、上に波が打っておりますが、市場価格が変動した

場合に、下落部分について一定の補てんがされるという、いわゆる「ナラシ」というようなものが、大

豆なり米には講じられているというのが現状でございます。これが右のほうに移りますと、移行後にお

きましては、いわゆる「ゲタ」の部分は、横長の緑と黄色のところでございます。こういった形でまさ

に品目横断的な「ゲタ」といいますか、一定の支援がなされるということがイメージとして考えられま

す。さらに上のところにありますような、いわゆる「ナラシ」、収入・所得変動緩和対策というものも併

せて講じられるということになるのではないかと、こういう全体的なイメージがまずございます。 
 このイメージを持った上でどういった経営が対象になるのかというのが、次の８頁の表でございます。

三重の円になっておりますが、一番内側の円が、政策として目指すべき効率的かつ安定的な農業経営と

いうことで、端的に言えば、農業だけで他産業並みの所得を確保し得るようなサイズ、土地利用型農業

を念頭において今議論しておりますので、サイズだけが全てではないかもしれませんが、一定のサイズ

がないと他産業並みの所得が確保できないということだと思います。こういった効率的かつ安定的な農

業経営に発展していただくために一定の幅をもたせておりますが、そのオレンジの部分、ハードルが置

いてある部分の範囲の経営を、今般の品目横断的政策の対象経営としたらどうか。このハードルを越え

た経営の方は、品目横断的政策の対象経営となって、ひいては一番内側の効率的かつ安定的な農業経営

に発展していただく、というのが政策目的ではないかというふうに考えております。ただ、この外側に

認定農業者、あるいは特定農業団体等というような、言ってみれば入り口の要件というものがあるので

はないか。認定農業者なり特定農業団体等になっていただいた上で、一定の規模をもっておられる経営

に対してこの政策を講じて、最終的に一番内側に発展していただくというのが、基本的な考え方ではな

いかというふうに考えております。 
今申し上げた一番内側の効率的かつ安定的な農業経営というのは非常に抽象的なものですから、それ

では具体的にどういう経営かというのが９頁にございます。９頁は左側に、まず他産業所得というのは

現在直近のデータでどのくらいかということを試算しております。直近のデータであらゆる産業の所得

を平均いたしますと２億１千万円、おおむね４０年働くと仮定しますと、年間５３０万円というのが現

在の日本の経済の姿でございます。この５３０万円というものを前提においた場合に、今議論の対象で

あります、畑作あるいは水田の営農類型ごとにどのようなサイズがあれば、この５３０万円の所得を得

られるかということを試算いたしております。その結果、真ん中でございますが、畑作であれば２５～

２６ha 程度のサイズ、水田であれば個別経営で１０～２０ha くらいのサイズ、集落営農であれば、い
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ろいろな前提をおいておりますが、４０ha というようなことで、こういった経営規模があれば、主たる

従事者が５３０万円の所得が得られるという直近のデータに基づく試算をしているところでございます。

これは先ほどの８頁の絵の一番内側に相当するというふうにお考えいただければ結構かと思います。 
そういった中で、１０頁でございますが、米については１６年度からすでに米改革がスタートしてい

るわけでございまして、その中でいわゆる担い手経営安定対策、担い手に限定した経営安定対策の要件

というものが定められスタートしているわけでございます。それが左側にありますように、内地は４ha、
北海道は１０ha、集落営農２０ha、こういう規模がもうスタートしている、現に制度が発足していると

いうことでございます。これはどうやって決めたかといいますと、右側の吹き出しにありますように、

その決めた当時における目指すべき規模の概ね半分、２分の１を基本として決めた。すなわち、目指す

べき規模の半分を基本としてこの要件を決めたということが、振り返って見れば言えるということでご

ざいます。 
次の１１頁をご覧いただきますと、ジャンプ台のような絵でございますが、水田について考えた場合

に、今申し上げた既にスタートしている要件というものが、平成１６年の、左側にあるとすれば、一番

右側には、今後の基本計画の目標年度である平成２７年度における目標規模があります。これは、先ほ

どのように５３０万円をベースに考えた場合のものです。その上で、今般検討しております品目横断的

政策は、今のところ平成１９年の導入を予定しているわけですので、そうなりますと、この発射台の真

ん中近辺にその対象規模というものがくるのではないか。構造改革を進めていくという観点で考えれば、

左側の既に発足している現行施策より右側にくるというのを基本的に考えるべきではないかというのが

私どもの考え方でございます。 
１２頁は省略させていただきます。１３頁、１４頁は先ほど説明した資料と同じでございます。１５

頁以降は具体的な仕組みでございます。１５頁がどういった水準、高さを支援するのかという考え方で

ございます。これは１４年産の大豆の例でございますが、輸入される大豆の生産コストと、我が国にお

ける生産コストがこれだけ違っているということでございまして、これは言ってみれば、埋めがたい諸

外国との生産条件の格差ではないかということでございます。この一番右側の色が塗っている部分、こ

れは大豆の場合には関税がございませんので、既にこういうコストが顕在化していることから、現在大

豆についていろいろな支援がなされているということですので、今後の品目横断的政策の中でも基本的

にはこういった関税で遮られない、国内で顕在化してしまうような内外の生産条件の格差というものを

埋めていくということではないか。その場合にその生産コストの基準としては、先程来申し上げている

ような、いわゆる担い手が実現するようなコストをベースに考えていくのが筋ではないかという基本的

な考えでございます。 
これに対して１６頁は米の場合でございますが、米についてはご案内のとおり非常に比較的高い関税

が張られておりますので、今、申し上げたような形での、諸外国との間の生産条件格差が、国内で今顕

在化してないということです。したがって、こういったような生産条件格差を埋めるような施策は、米

については、現在の前提で考えれば必要ないのではないかということが言えるのではないかということ

でございます。 
１７頁は省略させていただきます。１８頁が「わが国農業の特質への配慮」ということでございます。

今まで申し上げたことは、左下にございますように、WTO の規律を念頭に置きまして、「緑の政策」と

いうことで、当該年の生産量や品質ではなくて、基本的に過去の面積を基準にして生産刺激的にせず、

WTO 上、緑になるような施策に組み替えていく必要があるという基本的な考えに立っております。しか
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し、そうはいっても我が国の農業はいろいろな問題がございます。自給率も向上しなければいけない、

それから生産性、品質の向上も課題だというのは、麦についてもご議論いただいているところでござい

ます。そういったことを考えますと、単純に WTO 上の規律に合わせてすべて過去の面積を基準にした

支払いにした場合に、いろいろな問題が生じてくるということですので、左下にありますような、組み

合わせの要素が必要になるのではないかと考えております。過去の生産実績に基づく部分と、当該年の

生産量なり品質に基づく部分、これを組み合わせていきませんと、我が国農業にフィットしない形にな

ってしまうのではないかという基本的な考えを持っているわけでございます。 
 少し飛ばしまして、２０頁が「担い手の責務」ということで、いろいろな形で財政支援をする以上、

対策の対象となります担い手については、一定の責務を負っていただく必要があるということで、左側

に想定される責務を３つほど書いてございます。適切な営農を行っていただく、耕作放棄などは行わな

い、あるいは環境に配慮する、それから行っていただく営農の内容を対外的にディスクロージャーする

というような責務を負っていただいた上で、こういった支払いの枠組を考える必要があるのではないか

ということでございます。 
 次々いって恐縮ですが、２１頁以降が、今度はいわゆる「ナラシ」という変動影響緩和対策の部分で

ございます。基本的なイメージは２２頁にございますが、現在行われております、先程申し上げました

米の担い手経営安定対策、すでにスタートしているこの対策の姿がひとつのイメージになるのではない

かと考えております。すなわち、直近の一定の収入を基準としまして、当該年の収入が減った場合に、

その減った減少の一定割合を、国ないし加入者が積立てた基金で一定割合補填していくと、こういった

ものが収入や所得の変動の緩和対策の基本的なイメージではないかということでございます。ただ、こ

ういった施策を講ずる場合に、こういった収入や所得の変動が起こるということがもちろん前提になる

わけでございますので、市場原理、価格形成がそういった形になってないと、こういう対策を講ずる必

要がそもそもないということでございます。 
 ２３頁をご覧いただきますと、現在いろいろな品目についてどういった価格形成の現状になっている

かということで、麦については、本委員会でも御議論いただいているところだと思います。一番右側に

ありますような生産者手取価格がどういった要素で決定されるかといったことを考えた場合に、例えば、

てん菜のように政府が直接決定しているというような状況であれば、そもそも今申したような収入や所

得の変動が起きないわけですので、そういった変動のための緩和対策が必要ないということになります

が、入札を基礎として市場価格が決定されるというようなものであれば、こういった対策が導入される

前提があるということになります。ただ、市場価格があるだけでは、導入の必要性がストレートにある

ということにはなりません。 
すなわち、次の２４頁をご覧いただきますと、真ん中の箱が３つございます。そこは農業収入の中で、

販売収入と、先ほど申し上げた、いわゆる「ゲタ」的な支援、生産条件格差の是正の支援があるという

ことを想定した場合に、販売収入のところに市場原理が入って、ここの部分がいくら振れたとしても、

下の生産条件格差の「ゲタ」の部分がかなり厚い一番右のような場合ですと、農業収入全体があまり振

れません。こういった場合には、この振れの緩和対策が直ちに必要だということにはならないというこ

とでございます。すなわち、販売収入のところで市場原理が導入されているということに加えまして、

農業収入の中で販売収入のシェアがどのくらいあるかということも併せて見ませんと、この対策の導入

の必要性が一義的には出てこないということでございます。 
なお、最後の２５頁に、収入所得変動緩和対策の具体的な仕組みの論点が書かれておりますが、例え
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ば、着目する指標は所得ではなく収入のほうがモラルハザードが起きないのではないかとか、あるいは

財源の問題を考えた場合に、一番下にありますように、積立なのか保険なのかという論点は今後詳細に

検討する必要があるということでございます。 
かなり端折りましたが、資料２と資料３をご説明申し上げました。ありがとうございます。 

 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。非常にわかりやすくご説明いただいたと思います。次は農産振興課長、よ

ろしくお願いします。 
 
（小栗農産振興課長） 
生産局の農産振興課長でございます。私からは資料４で「麦生産の組織化の事例」という点でご説明

したいと思います。先ほどの説明で、農業全体の担い手の動向なり集落営農の状況等のご説明があった

わけでございますが、それではそれを麦にあてはめた場合、麦ではどんな状況になっているか、なかな

か事例等も少なくて難しい面もありますが、代表的な事例を何点かご説明をさせていただきたいと思い

ます。 
 まず資料４の１頁目でございますが、これは先ほどありました法人化、あるいは特定農業団体に発展

する前の状況ということでございます。ちなみに２頁目に、「集落営農組織が法人又は特定農業団体に発

展した事例」というのを別途ご用意しておりますが、１頁目はその前段階といいますか、任意の生産組

織、集落営農組織、そういったものの状況にある事例でございます。４点用意してございますが、上の

２点は、中段の「営農の状況」というところをご覧いただきたいのですが、いずれもオペレーターが地

区内の作業を受託し、少数のオペレーターが主に作業をするというタイプでございます。しかしながら、

上のほうの左と右、左側が「営農の一括管理・運営タイプ」、右側が単に「オペレーター集団タイプ」と

いうふうに仮にタイプ分けをしておりますが、そのタイプ分けの違いは、その下の「出荷名義」なり「会

計方式」というところで、左上の事例では、会計方式が例えば、収入・支出ともに一括経理し、オペレ

ーターの出役とか、あるいは農地面積において利益を配分するということで、経営まである程度きちっ

と経理をしていくというタイプが左側のタイプでございます。それに対し、右側のほうは、作業はオペ

レーターがやっておりますが、経理は構成員各自ということで、集団でやっておりますのは機械や施設

の償却費、そういったものを賦課金等で構成員から徴収するといったような形の運営がなされているタ

イプでございます。それに対しまして下側の２事例、これは「共同利用タイプ①・②」としております

が、こちらは「営農の状況」の欄を見ていただきますと、機械は共同利用をするわけでございますが、

オペレーターも何人かいるわけでありますが、必ずしもオペレーターが全ての作業をするということで

はなくて、構成員が各自でやるなり、あるいは持回りでやるなり、機械の共同を主にやっていくタイプ

というような状況のものでございます。そのほか「土地利用の調整」という意味では、上の３つ目の欄

でございますが、有・有・有・無とございます、上の２つと左側の下までは土地利用の調整が有という

ことで、いわば集落営農的な組織と言うことができると思いますが、右下の例は北海道でございます。

これはそれぞれが大規模な農家が集まって機械を利用しているタイプでございまして、必ずしも集落の

土地利用といったものには関与していない、いわば、まさに麦だけの生産の組織という事例でございま

す。また、対象としている作物も、それぞれの「対象面積」の欄に書いてございますように、麦だけを

対象にしているもの、あるいは、転作でございますので稲・麦・大豆と、水田作の主要３作物を対象と
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しているタイプ、あるいは稲・麦のもの、といったような作物によりましても、麦だけから主要作物全

体まで取り扱っているといったものまで、いくつかのタイプがあるわけでございます。 
いずれにいたしましても１頁目は、任意の集落営農組織等でございまして、２頁目が、集落営農組織

から法人なり特定農業団体に発展した事例でございます。両者とも先ほど言いました営農の状況で言え

ば、機械作業はオペレーターを中心にやっておるわけでございますし、出荷名義なり会計方式もそれぞ

れ法人なり組合の名義、会計も一括経理としているわけでございますが、下のほうの「発展の経過と組

織の体制」というところにありますように、やはりスタートは、昭和５０年代の転作麦の作業の受託組

織であるとか、あるいは、稲・麦・大豆のブロックローテーションを主力で始めたといったようなとこ

ろから始まりまして、かなりの年数がかかってきているわけでございますが、それぞれ左側で言えば平

成１３年に法人を設立、あるいは右側の特定農業団体の事例では、平成１３年にまず、協業経営方式に

よる営農組合ということで、任意でありますけども協業経営方式にまで進展をし、平成１６年に特定農

業団体の認定を受けたといったような発展の経過を示している事例でございます。 
 次の頁は先程と同じ集落営農の類型図を、参考までに載せさせていただきました。私からは以上簡単

でございますが、麦における生産の組織化のタイプを主な事例で説明させていただきました。 
 
（加倉井座長） 
 資料５をお願いします。 
 
（月山地域研究課長） 
技術会議の地域研究課長でございます。資料５でございますが、「新品種育成における実需者との連携

強化」ということでございます。一番上の流れにございますように、左から右に向かって、育成のステ

ージが書いてございますけども、研究機関では交配から６～７年後に、生産力検定予備試験ということ

で予備的な試験を２年程度経まして、生産力検定試験を３年と、いわゆる系統と言われているものがこ

の生産力検定試験を行っております。ここで栽培特性の他、品質の評価といたしまして、その中から良

いものにつきまして品種化をするということでございます。それと並行いたしまして、一番下にござい

ますように都道府県におきましては、育成地の生産力検定試験と平行いたしまして、その県に合うかど

うかということで、奨励品種決定調査というものを３年程度しまして奨励品種の採用かどうかというこ

とを決めるわけでございますが、今回の実需者との連携強化につきましては、真ん中の黄色に塗った、

太枠での囲みの左側でございますが、系統選抜、品種化決定への実需者の参画ということで、これまで

も新系統の選抜でありますとか、最終的な品種化にあたりましては、実需者によります品質評価結果を

踏まえまして、育成者等がこの検討をしていたということでございます。今後より実需者の意見を反映

するということで、実際に系統の選抜あるいは品種化を行っております、推進会議というところがござ

いますけれども、そこへ実需者にも参画をしていただくようなことを検討してまいりたいと思っており

ます。 
 ２点目が黄色の右のほうでございますが、一般圃場で栽培された新品種の実需者による品質調査とい

うことで、今年度より製粉協会が一般圃場で栽培された新品種の品質調査を実施するということになり

ましたので、今後はその調査結果を育成段階のものと比較をいたしまして、品質の安定化技術の開発等

に活用していきたいと思っております。 
それと下の段に「麦類良質品種化実用化・普及促進協議会」と書いてございますが、これはブロック
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ごとに、実需者、生産者、行政、研究機関で構成いたします協議会で、新品種の普及につきましての意

見交換・情報交換をやっている場でございます。これまでも実需者の参画を得ておりますけども、さら

に二次ユーザーの参加範囲の拡大等につきましても検討していきたいということでございます。以上で

す。 
 
（加倉井座長） 
 資料６をお願いします。 
 
（小栗農産振興課長） 
 農産振興課長でございます。若干重複をいたしますが、品種の関係で、できた新品種を普及のための

アプローチということで、ご説明をさせていただきたいと思います。 
 資料６でございますが、左側下にありますようにいろいろ新品種が作られるわけでございますが、な

かなか実需者からの評価も初期の段階では定まりにくいとうことで、それぞれの県がいろいろな品種を

導入しようとするということでございまして、左上の絵を見ていただきますと、これ北関東の絵でござ

います。従来、北関東の農林６１号が各県主要品種であったわけでございますが、この農林６１号を最

近の新しい品質の良い品種に置き換えていきたいということで各県取り組んでいるわけでございますが、

県によりまして主要県、茨城、栃木、群馬、埼玉とそれぞれの県が、例えば群馬で言いますと県の単独

で育種もしております。つるぴかり、きぬの波、ダブル８号と、これ県単独の品種でございますが、そ

ういったものを中心に取り組んでいきたいということでございますし、また隣県でありながら埼玉、栃

木、茨城などは、それぞれの考えで普及をしていきたいということでございます。結果的にバラバラに

なってまいりますと、一方では実需者側からは、ブロック単位くらいではある程度、できたら統一して

いきたいという要望もあるわけでございます。したがいまして、各品種は育種の段階で品種として育成

された後も、産地としてそれを採用していくに当たりましては、右側にありますように、その過程、取

組の各段階に応じまして、例えば小規模な段階にあっては実証圃の設置ぐらいから、その次の段階では、

いくつかあるうちの農協単位で、特定農協でまとまって取り組んでもらえれば、そういった段階での量

をまとめた品質分析なり実需者の評価の反映と、そういったものを重ねながら地域全体での広範な普及

に取り組んでいく必要があるのではないかというふうに考えております。 
めくっていただきまして、「新品種への導入に向けた産地の取組状況」ということで、全国の産地協議

会にアンケートによれば、新品種の作付けを積極的に取り組みたいというところが、左側のところで２

２％、今後取り組んでいきたいというところが３３％、半分以上の協議会では取り組んでいきたいとい

うことでございますが、一方では右側にありますように、新品種への作付転換に当たっての課題という

ことで、「新品種の評価に時間がかかり直ちに作付転換するにはリスクがある」、あるいは３つ目の「栽

培適地の見極めが十分ではない」、そのまた２つ先ですが、「栽培方法等のノウハウが不足している」と

いうふうなことで、そういった課題があるわけでございます。そういった点につきまして先ほどのよう

な段階を踏みまして実証圃なり特定農協の取組、そういったことから段階を踏みながら普及に努めてい

きたいということでございます。私からは以上でございます。 
 
（加倉井座長） 
ありがとうございました。それでは食糧貿易課長。 
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（高本食糧貿易課長） 
 それではまず資料７をご覧いただきたいと思います。資料７は「国家貿易について」ということでご

ざいます。前回の資料の大きな２枚紙の中では、国家貿易について若干言及されております。その他の

資料等でも付けておりましたけれど、今回、国家貿易について一定の整理をするということでこのペー

パーを提示したわけでございます。 
まず小麦をめぐる貿易の現状が左のところに書いてございます。世界全体の生産量だいたい５億トン

くらいございますが、そのうちの輸出量１億トンの輸出国は、大体、特定国に集中してございます。ア

メリカ、カナダ、豪州、ＥＵ、アルゼンチンといったことで集中しておりますし、そこの輸出国の中で

も担い手となるものにつきましては、例えばカーギルといったような穀物メジャー、あるいは輸出国家

貿易企業というところが、担い手になっているということでございますし、一方で我が国はかなりの麦

を輸入している、世界では、エジプト、ＥＵに次ぐ３番目の輸入国という、そういう現状でございます。 
 では、我が国の国家貿易の現状、ここは前回の資料でもお示しをしてございますけれども、いわゆる

我が国の需要に応えられる多様かつ良品質な麦を安定的に輸出できる国ということで、アメリカ、カナ

ダ、豪州の３か国ということで、ほぼその３か国から輸入しているという状況。それから２番目の○に

ございます、一方でそういった外国産麦の輸入に係るいろいろなインフラが整備されているという中で

計画的な買い付けを行っているということで、コストというものを考えた場合に、計画的な配送により

効率的な物流を達成をしていくということで現在やっているわけでございます。 
そういう中で、国家貿易ということで対応しているわけでございますが、一番右の欄に、国際需給逼

迫時の対応ということでございますが、９４／９５年に豪州が干ばつの時に、豪州の輸出量がかなり減

少した際、私どもが向こうの国家貿易機関オーストラリア・ウィート・ボード（ＡＷＢ）と協議をいた

しまして、優先的な輸出を約束させたということで、輸入量を確保したということでございますし、２

００２年／０３年のときのカナダのそういう状況につきましても、カナダからはパン用の小麦を輸入し

ているわけですけども、日本向けに優先するように約束させまして輸入したというような対応をやって

いるわけでございます。そういったような状況を見れば、右の下の緑の欄にございますように、麦につ

きましては米と並びまして主食としての地位もございますし、幅広い用途、あるいはカロリーベースで

も食生活に不可欠ということでも、重要な品目でございますので、今後とも安定供給が必要であるとい

うこともございます。一方で外国産をめぐる需給状況については、今後大きな変化は見られないという

こともありますし、②に書いてございますように、多様かつ良質的な麦を効率的かつ安定的に供給する

ということのために、インフラの整備ということに即した効率的な配船を行う必要があるといったよう

な状況を踏まえれば、当面国家貿易を維持する必要があるという整理をしたわけでございます。 
 次の資料８をご覧いただきたいと思います。資料８につきましては、いわゆる備蓄の関係でございま

す。備蓄につきまして、一枚目の左側は現在の備蓄水準の考え方でございます。主要な輸入先でござい

ますアメリカ、カナダ、豪州が禁輸等の措置で輸入が途絶えた場合に、他の国、例えばアルゼンチンと

かフランス等を想定してございますが、そういったところから代替輸入をするという期間を考えまして、

いわゆる備蓄水準というものを設定したと、だいたい代替輸入は４～５か月かかるということでござい

ますが、その前に、既契約分での供給は２か月と書いてございます。これは従来の、いわゆる我々のや

っている入札がだいたい２か月前に入札をしているということで、２か月分の供給が確保されていると、

そういう意味で備蓄の取り崩しにつきまして、４～５か月から２か月を引きまして、だいたい２．６か
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月という水準ということで考えているわけでございます。この水準につきましては、国が２．３か月分、

それから民間が０．３か月分を保有しているということでございますし、この他にいわゆる需給操作分

の在庫として、０．６か月分を保有しているという状況でございます。 
 そういった状況の中で、右のほうに、他の輸出国からの代替輸入に要する期間の短縮化、これは前回

もご説明したとおりでございます。他の輸出国ではそういういろいろな能力が増しているということか

ら船積期間が短縮可能と、それから我が国においても、受け入れ側の期間も短縮可能ではないかという

ことから、０．３か月程度の短縮は可能ということで前回もご説明をいたしました。そういった中で、

短縮すれば大丈夫かということでございますが、過去の備蓄の取崩しの事例を見ますと、平成５～６年

のときにカナダで降雪、港湾ストライキ、あるいは貨車の不足等いろいろトラブルの要因が重なりまし

て、結局１．８か月分の備蓄を取崩したということがございますが、これは最大で１．８か月というこ

とでございます。そういうことからすると、不測な事態に対応した必要な量につきまして一定の圧縮が

可能という考え方でございます。 
 次の頁は、そういった中で、備蓄量、備蓄の考え方をもう一度整理をしようということでございます。

今の頁で我が国に必要な数量は現状で２．６か月ということでございますが、大きく２つに分けようと

いうことでございます。考え方としまして、最初にございますが、民間の在庫だけでは安定供給に支障

を来たすといった場合に、国が最後の出し手として備蓄を放出するということで安定供給を図るという

考え方に立てば、必要な全体数量というのは、いわゆる民間ベース、通常の需給操作に必要な在庫とい

うことで、これは民間ベースであろうと、不測の事態においてそういった需給操作で不測するものにつ

いては、国が備蓄として保管するという整理が必要ではないかということでございます。下のほうに書

いてございます、通常の需給操作に必要な在庫、これが民間ベースだと、それから不測の事態に備えた

備蓄、これが国の役割であろうということでございます。民間の需給操作の在庫は０．６か月保有をし

ております。現在民間が備蓄の水準の内訳として、前の頁にございますが、０．３か月ということにつ

いては、ここの部分については需給操作分と言えることと備蓄分が混在しているということで、この部

分についての役割分担の明確化が必要であろうということでございます。一番下の欄に、他の品目にお

けるいろいろな需給操作とか、国に備蓄の状況の例を示してございます。穀物については、必要な水準

は２か月だけれども、民間の需給操作の在庫として１か月、国の備蓄が１か月と整理をされているわけ

でございます。食用大豆についてもそういったような整理をして、例を挙げてございます。以上が資料

８でございます。 
 資料９は前回の資料の中でも、国内産の売渡しの見直しに伴って、必然的に外国産の売渡価格の見直

しをするという中で、標準売渡価格の必要性を検証をする必要があるのではないかというようなことで、

それに関します検証をした資料でございます。最初の頁は標準売渡価格の導入の経緯でございます。標

準売渡価格につきましては、昭和２７年の食管法改正のときに導入されたわけでございますが、その当

時はかなりインフレが進んでいたと、下の図にございますように、昭和２６年のインフレ率は１６．４％

ということで、かなりインフレが進んでいるという中で、そういったインフレが消費者の家計に影響し

ないようにということを目的としまして、売渡価格の伸び率を可処分所得の伸び率の範囲内に抑えると

いうことで、いわゆる家計麦価ということが設定をされたわけでございます。その家計麦価の算式は、

右の下のところに書いてございますような算式で算定されるものでございます。なお、売渡価格につい

ては、そういう意味では広義の公共料金として位置付けられているわけでございます。 
導入はそういう経緯でございますが、現状はどういうことかということで、次の頁をご覧いただきた
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いと思いますが、現在はご承知のとおり、戦後のそういったインフレというのは想定されませんし、現

在の消費者物価指数、これもほぼ横ばいで推移しているということでございますし、一方で二次メーカ

ーと言いますか製パンメーカー、あるいは総合スーパー等いわゆる川下の価格交渉力というものが増し

てきておりまして、いわゆる製粉企業と二次メーカーの間における小麦の価格というものが低下傾向で

あるということで推移をしているわけでございます。事業所数の推移を書いてございますが、小売の菓

子屋さん、パン屋さんの数が激減しておりますし、その反対に総合スーパーあるいは百貨店の数が増え

ているということでございます。 
 次の頁をご覧いただきたいと思いますが、では家計麦価そのものにつきまして、これも前回の資料で

も言及してございますが、実際家計麦価の算定の時に使っている消費者価格というのは小麦粉あるいは

精麦の価格を使っております。ただ現在の家計支出に占めます割合というのは、家計調査にございます

ように、小麦粉につきましては０．１％と非常に小さな割合でございまして、現実の家計と乖離してい

るということがご覧いただけるかと思います。 
 次の頁は、米と麦の比較でございます。米についてはご承知のとおり供給ベースで見ると、１日当た

りの供給熱量でございますが、米に比べまして小麦は約半分程度と、依然として米のほうが高いわけで

ございます。一方で、米と小麦粉の価格変動の状況をご覧いただきたいと思いますが、小麦粉はかなり

横ばいで推移しておりますが、米につきましては、変動があるという中でも、標準売渡価格が廃止され

まして、市場の実勢に即した売渡しが行われている。これは右のほうの下にございますように、食糧法

の制定、食管法の廃止の時に標準売渡価格は引き続き規定はしましたけれど、昨年の改正で、今年から

標準売渡価格が廃止されているということでございます。 
 最後の頁をご覧いただきたいと思います。いわゆる公共料金の定義は、公的機関がその水準の決定や

改定に直接関わっているものをいうということでそこに書いてございます。米、麦につきましては、従

来は広義の公共料金に位置付けられまして、一定の関与というものがなされてきたわけですけれども、

米につきましては標準売渡価格が廃止されたため、そういった範ちゅうからはずされております。麦に

つきましては下の表にございますように、内閣府に協議をするということに今はなってございます。こ

の他、電気料金あるいはガス等といったものにつきましては、物価関係閣僚会議に付議をしているとい

う、状況をご紹介しているわけでございます。 
 以上、私からのご説明を終わります。 
 
（加倉井座長） 
 ありがとうございました。それでは資料１０を食料企画課長お願いします。 
 
（林食料企画課長） 
 食料企画課長でございます。それでは資料１０ということで、食料の安定供給と食料自給率について

ご説明をさせていただきたいと思います。本資料につきましては９月１６日に、食料・農業・農村政策

審議会の企画部会に提出した資料でございまして、これに即しまして説明をさせていただきます。 
 １枚めくっていただきますと目次がございます。全体が３つのパーツに分かれてございまして、１番

目が基本法なり、あるいは現行の基本計画におきます食料自給率の位置付けということになってござい

ます。２番目が食料自給率目標の策定、新しい基本計画におきまして新たな食料自給率の目標を設定す

るわけでございますが、その検討方向をさし示しているところでございます。３つ目といたしまして、
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食料自給率の議論がどちらかといいますと平常時の議論でございますので、不測時における食料安全保

障のあり方につきましても、記述してはございますが、今日は時間の関係もございますので、１と２を

中心にしてご説明をしたいと思います。 
 まず１頁でございますが、基本法における食料自給率の位置付けということになってございます。右

側に基本法の条文が書いてございますが、第２条第２項というところで、「国民に対する食料の安定的な

供給については、世界の食料需給及び貿易が不安定な要素を有している」、これにつきましては左側にご

ざいますように、人口が増えてきているとか、あるいは収穫面積が横ばいでございますので、結果的に

１人当たり収穫面積が減ってきている、環境問題の顕在化、等があるわけでございますが、そういった

状況に鑑みまして、基本法の第２条第２項では、「国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと

輸入及び備蓄とを適切に組み合わせる」ということが明記されているわけでございます。それを受けま

して、第１５条第２項というところで、「基本計画には食料自給率の目標を定める」ということが記述さ

れてございます。また第１５条第３項で「食料自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、国内の

農業生産及び食料消費に関する指針として、農業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして

定める」というふうに規定されているところでございます。 
 ２頁でございますが、現行の基本計画が平成１２年３月に策定されたわけでございます。その中で食

料自給率目標がどうなっているかということでございますが、左側に現行の基本計画における目標の定

め方でございますが、第１点といたしましては、基本的には、食料として国民に供給される熱量の５割

以上を国内生産で賄うことを目指しております。しかしながら、１０年間という限られた計画期間内に

おきまして、実現可能性や、関係者の取組及び施策の推進への影響を考慮して定めるというふうになっ

てございます。また、平成２２年度までの計画期間を、関係者の努力により食料自給率の低下傾向に歯

止めを掛け、その着実な向上を図っていく期間と位置付けまして、下にございますけれども、食料消費、

農業生産における課題を明らかにして、計画期間内においてこれらの問題が解決された場合に実現可能

な水準を食料自給率目標として定めてございます。下にございますように、望ましい食料消費の姿、あ

るいは生産努力目標ということで課題が設定してございまして、２３頁をお開きいただきたいと思いま

す。主な品目の生産努力目標の実現に向けて取り組むべき課題と対応状況と書いてございますが、麦類

につきましては、２つ目の箱、「実需者ニーズの的確な把握、品質の向上と安定化、生産の安定化や生産

コストの３割程度の低減」、こういった課題を設定してきているわけでございます。また２頁にお戻りを

いただき、先ほど述べましたように、こういった諸々の課題を設定いたしまして、こういった課題が解

決された場合に実現可能な水準ということで、２頁の右側にございますように、食料自給率の目標、一

番よく議論されますのがカロリーベースの食料自給率でございますけれども、平成９年度４１％、平成

１０年度４０％という数字を前提にいたしまして、平成２２年度４５％という目標を設定しているわけ

でございます。 
 それでは３頁をお開きいただきたいと思います。食料自給率目標の策定に当たっての検討方向、新し

い基本計画に基づく自給率をどういった考え方でやるのかということでございますが、下にございます

ように、現行基本計画での目標４５％という数字があるわけでございますので、まず３つの視点から検

証していこうというふうに考えてございます。食料自給率の長期的な動向が第１点、第２点といたしま

しては現行基本計画策定以降の動向、第３点といたしましては食料自給率向上のための課題への対応状

況、こういった３点の視点で検証しまして、新たな基本計画における目標を設定することにしておりま

す。ちなみに第３回の企画部会、平成１６年１月３０日に、基本計画の計画期間について、資料を提出
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してございますが、その中では、真ん中やや下ほどにございますけれども、今後１０年程度を見通した

新たな計画を策定するということで、目標年度を２７年度とする方向で検討してございますので、自給

率の目標につきましてもこういったことを踏まえますと、平成２７年度とすることが適当であるという

ふうに考えているところでございます。 
 それから４頁をお開きいただきたいと思います。食料自給率の長期的動向でございますけれども、左

側の上に食料自給率の動向が書いてございます。先ほど平成１０年度４０％という数字をご紹介いたし

ましたけれども、平成１５年度の数字まで明らかになってございますが、６年連続して４０％というこ

とで、現行では横ばいでございますけれども、過去に振り返ってみていただきますと、昭和４０年当時

７３％という数字もございましたので、長期的に見るとやや低下傾向にあるということがうかがえるわ

けでございます。 
それから５頁をお開き下さい。食料自給率低下の背景というところがそこに記述をさせていただいて

おります。左上のグラフを見ていただきますと、これは国民が消費する食料、供給熱量の割合の推移と

いうことで示してございますけれども、全体の数字が国民の皆様方が供給されている熱量、平成１５年

度でいえば２,５８８キロカロリーという数字でございます。見ていただきますと、米と畜産物と油脂類、

この３点を合計しますと、大体その総供給熱量の半分ということになってございまして、小麦は今もお

話がいろいろありましたけれど、大体横ばい傾向にあるわけでございます。この米と畜産物と油脂類を

見ていただきますと下にもございますように、米の消費がピーク時の２分の１であるとか、肉類の消費

が５倍に増加している、あるいは油脂類の消費が３.５倍に増加しているということでございます。そう

いった状況が自給率にどういう関係なのかということが右上にございますけれども、米につきましては

自給可能な作物でありますので、米の消費量が大きいときには自給率は高いわけでございますが、畜産

物でありますと飼料穀物の多くを海外に依存しているとか、あるいは油脂類につきましては油糧原料の

大豆、なたねをほとんど海外に依存している、こういったことが自給率の長期的な低下の要因であると

いうふうに考えているわけでございます。 
 ８頁につきまして、その関係をもう少し分かりやすくしたものをつけさせていただいてございます。

昭和４０年度自給率７３％という数字と平成１５年度に自給率４０％というタンスのようなものがござ

います。この黒く塗りつぶしてあるところ、緑色で塗りつぶしてあるところが、国内で自給をしている

ものでございますので、昭和４０年度でいえば総供給熱量のほぼ半分が米でございました。米が１００％

自給になってございます。それに対しまして平成１５年度、米の消費が減少しておりますので、だいた

い総供給熱量の２０％強が米ということでございますが、４０年と比較いただきますと、畜産物と油脂

の幅が広くなってございます。先程も申しましたように畜産物につきましては、特に輸入飼料によって

生産されている部分がございまして、例えば鶏卵でいえばほとんど１００％自給をしてございますけれ

ども、鶏卵を生産するに当たって飼料作物が、例えば輸入がほとんどということになって、国内の飼料

作物が１０％くらいしかないということになりますと、鶏卵につきましては１００％×１０％で鶏卵の

自給率は１０％、そういったようなこともございまして、畜産物の自給率の割合が低くなってございま

す。 
９頁をお開きいただきたいと思います。基本計画策定以降の動向について記述させていただいており

ます。消費面でみました場合、供給熱量といたしましては、左にございますように、２２年度の目標に

対しまして、全体が６５．１kcal の減ということになっております。米につきましては何とか減少に歯

止めをかけるということで、油脂類、肉類につきまして減少を見込んでいるわけであります。現状の数
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字がございます。１５年度と９年度の数字を比べたものでありますが、全体が６３．２kcal の減でござ

いますので、全体的な動向としては目標に近づいておりますが、米の減少につきまして、残念ながらな

かなか歯止めがかからないということで、４８．７kcal の減でございます。油脂類につきましても、７

０kcal 弱の減を見込んでおりますけれども、現状では横ばい。肉類につきましては減少を見込んでおり

ますけれども、現状では増加しているということで、結果的に脂質の熱量割合が、真ん中にございます

が、９年度の２８．３％から２２年度に２７％に下げる見込みでありましたけれども、現状では１５年

度につきまして２９．０％となっております。生産面につきましては、国産熱量につきまして、全体を

６７．４kcal 増やすということでございました。現状につきましては、右にございますように、小麦、

大豆、砂糖は、目標を超える、あるいは目標に近づいている状況でございますが、先ほど申しましたよ

うに米の消費が減少していることに連動しているとか、あるいは牛乳、乳製品、肉類につきましてもマ

イナスということになっておりますので、１５年度と９年度の数字は全体で７０．７kcal の減となって

おります。 
１０頁でございますが、それではその課題への対応状況がどういう形であったのかということでござ

います。まず食料消費面での課題でございます。左側に円グラフがございますけれども、ＰＦＣバラン

スということで、たんぱく質がＰ、炭水化物がＣ、脂質がＦということになっております。平成９年度

はグラフが乱れておりますが、それを平成２２年度にはきれいな三角形に近づけようという目標を掲げ

ているわけでございます。しかし平成１５年度は、先ほど述べましたように脂質が増えてきているとい

うことで、引き続き栄養バランスの崩れという課題があるわけでございます。 
農業生産面での課題が１２頁でございます。これにつきましては、個別の品目についていろいろ説明

しておりますが、麦類につきまして、１２頁の右側にございます。品質の向上ということで、製めん適

性を５％向上していく、あるいは、規模拡大等による３割程度のコスト低減といった課題を設定してい

るわけであります。製めん適性につきましては、右側の上の表にございますように、５％向上すること

でＡＳＷの水準に近づけるという課題を掲げておりますが、平成９年度と１５年度の数字で、まだまだ

目標に到達していないという現状にあるわけでございます。それから、下の方に作付規模別作付面積シ

ェアと６０kg 当たりの生産費がございますが、規模拡大は着実に進んでおりまして、５．０ha 以上が増

えているわけでございますけれども、６０kg 当たりの生産費ということでは、まだまだ目標には到達し

ていないという状況にあるわけでございます。 
それから、１５頁をお開きいただきたいと思います。今後の食料自給率向上に係る具体的施策という

ことで、こういった状況の中で自給率をどう考えていくのかという問題でございますけれども、食料政

策のキーワードとしましては、安全・安心、健康、家計食費の節約、食文化が挙げられます。そうした

キーワードの中で、基本的方向といたしましては、消費面では基本はその地域に適した農産物を食べて

いくこと、生産面では基本は需要に即した国内生産の増大を目指すということでございます。具体的な

施策といたしましては、消費面では食育の推進、生産面では構造改革の加速化ということで、先ほど経

営政策課長からもお話がありましたけれども、品目横断的政策への転換とか、担い手の明確化と施策の

集中化といった点があろうかと思っております。またそれ以外に、新技術の開発・普及、食品産業との

連携強化といった具体的施策につきまして、今、企画部会の方で議論をさせていただいているわけでご

ざいます。 
１６頁以降は、不測時における食料安全保障政策のあり方ということで、先ほど食糧貿易課長の方か

らもお話がありましたけれども、過去の不測時における対応でどのようなことをしたのかが書いてござ

 - 14 -



います。１８頁をお開きいただきますと、不測時の食料安全保障マニュアルということで、左側にござ

いますように、レベル０、１、２とそれぞれ課題を設定いたしまして、国民への情報提供、備蓄の活用、

輸入の確保などについてマニュアルを策定しております。このことをご紹介させていただきまして、私

の説明を終わらせていただきたいと存じます。 
 

（加倉井座長） 
 ありがとうございました。非常に盛りだくさんの内容ですが、一括してご質問、ご意見を受けたいと

思います。 
 はい、田中委員。 
 
（田中委員） 
 まず、麦政策に直接は関係しませんが、担い手について、集落営農もこれからかんばってやらなけれ

ばならいという説明がありましたが、我々が心配しているのは、我々というのは個人の農業者、あるい

は大規模農業者としてですが、来年から国の交付金制度などの仕組みが変わりますよね。各県のレベル

にまとめて落として、何に使うかは各県の裁量によるところが大きくなる方向だと聞いています。そう

なれば、特に我々滋賀県では、県の職員は口を開けると集落営農の推進ということを話しますが、そう

いうところばかりに行って、大規模農家とかそれ以外の部分にはかなり薄くなるのではないかというこ

とを、本音では心配している部分があります。もちろん集落営農を否定するものではありませんが、集

落営農は、青色申告をしてきちんと経営としてやっているところもありますけれども、そういうところ

は別として、５年たったら法人化の計画とかいうことも資料に載っていましたが、あれは計画をするだ

けで実現しなくても、担い手としてある程度プラスになるような感じだと思います。では、仮に５年た

って計画どおり法人化できなければ、これはもう延長しないのかという辺りが、分からないところとい

いますか、おかしいのではないかと感じるわけです。せめて青色申告しているような形態の集落営農を

これから育成していこうと言うのなら分かりますが、私はそのようにしてほしいと思います。今ここで

は、法人化だとか大規模農家だとかがわりとバックアップされるような感じで議論をしていますけれど

も、実際に県へ帰って、あるいは町へ帰って議論すると、まだまだ我々のような存在というのは、小さ

な点の存在でしかないわけです。大部分はいわゆる兼業農家です。そういうことが担保されるようなお

金の流れの仕組みにしてほしいと思います。 
 それともう１点質問ですが、５３０万円という認定農業者の線が出ていますけれども、私はこれ自体

はかなり安いなと思いますが、実際に今現在１８万か１９万くらい認定農業者がいるわけですが、その

中で実際にこれをクリアしている人がどれぐらいいるのか、あるいはこの改革が進んで３年後、５年後

に品目横断の対策をしなければ、その人たちはこれぐらいになるというシミュレーションをしたものは

何かあるのでしょうか。その辺を聞きたいと思います。 
 あともう１点、これは直接お金に関係あることですが、１４年産麦の精算書というのを今年の春先に

もらいました。１４年の６月、７月に収穫した分です。それについて、今、麦作経営安定資金が安くな

ったりといろいろ議論があるわけですが、この部分に消費税はかかるのでしょうか。ちなみに、私ども

１４年では３，６００万円くらい小麦の売上げがあるわけですが、これはすべて消費税を払っています。

４分の３が麦作経営安定資金であり、それに消費税がかからないとすれば、単純に計算したら１３０万

円ぐらい払わなくて済むわけです。大豆の交付金についても同じことが言えると思いますが、大豆の交
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付金は精算書にきちんと交付金という欄がありますから、それをこちらで仕分すれば税務署はみてくれ

るという話を聞いています。麦作経営安定資金の部分については、内訳が精算書の中に全くないもので

すから、その辺を示してもらいますと、少なくとも消費税を払っている農業者というのは、大方は担い

手と言われる人だと思いますが、その人にとってプラスになると思います。そこをちょっと確認したい

です。 
 
（加倉井座長） 
 はい、経営政策課長。 
 
（柄澤経営政策課長） 
 ３点ご質問をいただきまして、最初の２点について私からお答え申し上げます。 
 最初に、今般の品目横断的政策と交付金制度との関係等についてご質問がございました。確かにいろ

いろな状況を勘案しまして、１７年度予算から広範囲にわたる農林水産省の補助金につきまして交付金

化して概算要求しているところでございます。しかし、今般のこの対策につきましてはまだ先の話でご

ざいますので、１７年度の予算の姿とは直接関係ございませんし、これから詳細な制度設計をしていく

過程で、お金の流し方についてどういった形にするかというのはまだまだ先の話でございます。したが

って、今、交付金を前提としてお話を申し上げることはできません。しかし、今のお話の中で、実際に

は集落営農の方にしかお金がいかないのではないかとか、あるいはきちんと法人化しないようなものに

お金が行ってしまうのではないかというようなご心配があることはよく理解できます。どんな制度にな

ろうとも、先ほどの資料の中でも担い手の責務を課していくということを申し上げましたが、当然そう

いったことを前提としてお金を交付しますし、一定の要件を決めた以上は、その先裁量によってこちら

の方は多くしてこちらは少なくするということは基本的にないと思います。一定の要件に該当する経営

体には、ルールどおりにお金を支払い、またそのルールを守っていただけない、担い手の責務を守って

いただけないようなところについては、一定の措置を講ずるということが前提になろうかと思います。

ご心配の点はよく踏まえて制度設計をしていきたいと思います。 
 ２件目の５３０万円の問題でございますが、これはご指摘のとおり、認定農業者は今累計で１９万弱

いらっしゃいます。ただ残念ながら、そもそも認定農業者に限らず全農家を対象に考えた場合にも、５

３０万円を現実に達成しておられる農家は、認定農業者１９万という数字よりもかなり少ないと推定さ

れておりまして、ご指摘のように認定農業者全体がもうすでにこれをクリアしているという状況には到

底ございません。ですから、認定農業者というのは現在の経営状況もさることながら、一定の経営改善

計画を作っていただいて、まさに５３０万円でございますけれども、他産業並みの所得を得ることを目

指していただく、目指す際にいろいろな政策でこれを応援するということでございます。したがいまし

て、私どもとしては、できるだけ早く、認定農業者の方にこの水準を達成していただくことを希望して

おりますし、さらに言えば、この１９万以外の方についても認定を受けていただいて、そういったこと

を目指していただきたいと考えております。ちなみに、シミュレーションという話もございましたが、

資料３の２１頁が現在の基本計画に基づきまして策定されております農業構造の展望の抜粋でございま

す。２２頁の右側のところをご覧いただきますと、平成２２年におきまして効率的かつ安定的な農業経

営が、家族経営で３３万から３７万経営体、法人・生産組織で３万から４万経営体できるということを

見通して、これに向けていろいろな施策を講じているというのが現状でございます。以上でございます。 
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（高本食糧貿易課長） 
 それでは、３点目のご質問でございます。麦作経営安定資金自体は、不課税でございます。ただそれ

以外の売上げについては、今では１，０００万円を超えれば消費税がかかってくるということでござい

ます。 
 
（加倉井座長） 
 田中委員。 
 
（田中委員） 
 麦作経営安定資金は不課税ということですが、明細を示してもらわないことには、税務署は認めてく

れません。あなたの１４年の３，０００万円のうちのこれだけが麦作経営安定資金ですというのをきち

んと数字で円まで示してもらえれば、税務署は認めると思いますが、その辺を早くやってもらわないと、

毎年１００万円余り払わなくていい税金を払っていることになりますから、お願いしたいと思います。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 その辺は担当に一度確認しまして、対応していきたいと思っております。 
 
（加倉井座長） 
 中村委員。 
 
（中村委員） 
 ４つほどありまして、１つは品目横断的政策等についてですが、前回の「麦の制度の概要」という２

枚のペーパーで作成していただいた資料の、「国内政策の見直しと国際環境の変化」のところで、「過度

な国境措置に依存しないで政策体系も変えていく必要がある」、それから、「国際ルールに基づいた体系

をとっていくために、経営安定対策、直接所得保障政策を導入する」ということになっていました。今

回の経営安定対策の資料の中に、ＥＵとかアメリカの直接支払の例が出ておりましたけれども、ＥＵと

かアメリカの直接支払の原資というのは、たぶん財政負担なのだろうと思います。何で財政負担になっ

ているかというと、これも私の推測ですが、特にＥＵなんかは域内の農作物並びに域内の農作物を使用

している産業の国際競争がフェアに行われるために、財政負担による直接支払を行っていて消費者負担

にはなっていないのだろうと思います。前回の考え方の中にもあるように、あくまでも過度に国境措置

に依存しないような形でずっとやっていくとなると、日本の今回考えられている品目横断的政策での直

接支払は、最終的には財政負担で行われるというのが、大変理にかなった話なのではないかなと思って

おります。それから、どこかに日本固有の事情ということで、生産面積が少ないとかいろいろなことが

書いてありましたけれども、財政事情というのは書いていなかったので、それは固有の事情ではないと

いうことで受け止めてよろしいですね、ということです。 
 それから資料４に麦生産の組織化の事例が出ておりまして、いろいろ集約化された麦作が行われてい

る事例が出ておりますけれども、今回ではなくて次回でよろしいのですが、もしこれのそれぞれの１次

生産費と２次生産費が分かれば教えていただいて、それが今の生産者麦価等に使われている全国平均の
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１次生産費、２次生産費とどのぐらい違うのかを教えていただければありがたい。別にそれで麦作経営

安定資金を少なくした方がいいと言っているのではなくて、あくまでも小麦というのは大規模土地集約

型農業の最たるものですから、たぶんそこで相当大きな差が出てきて、なるほど担い手にやった方がい

いという話になるのではないかと思っております。 
 それから国家貿易について、資料７がありますけれども、右下の緑色のところに①・②と理由が書い

てあって、この理由を踏まえれば当面国家貿易を維持する必要があると書いてありますが、どうもこの

①と②というのはあまり国家貿易を維持する理由にはならないのではないか。私は民間貿易にすべきだ

と言っているのではありませんが、２か国か３か国しかやっていない国家貿易を国際的にもきちんと認

めてもらうためには、なぜ国家貿易をするのかということのきちんとした理論立てが必要なのではない

かと思います。 
 最後に資料９の標準売渡価格の検証についてですが、家計麦価というのは確かに非常に分かりにくい

し、過去の遺物だと私自身も思っております。ただ、この２年でしょうか３年でしょうか、コストプー

ルの計算上では売渡価格を上げなければいけないけれども、家計麦価の計算では上げられないというこ

とで上げてこなかった経緯があるわけですね。それは政府内でも了承されていると思っておりますが、

家計麦価を外そうかと言ったとたんに、むやみに売渡価格が上げられるということがないような形で家

計麦価のあり方を検討すべきだと思っております。以上です。 
 
（加倉井座長） 
 事務局、順にお願いします。 
 
（柄澤経営政策課長） 
 最初の品目横断の点についてお答え申し上げます。ご指摘のように、資料２の２頁と３頁、先ほど説

明を省略させていただきましたが、ＥＵにしましても米国にしましても、一定の政策転換を図って、価

格を直接支持する政策から直接支払に転換しているわけでございます。これはおっしゃられるように、

過度な国境措置に依存しないということも含め、端的に言えばＷＴＯのルールをにらみつつそうした政

策転換を図ってきているといえます。支持価格を維持するということは、かなりの財政負担を伴うわけ

でございますが、その支持価格を下げることによってそこで原資を生み出して、それを直接支払に転換

しているというのが米国なりＥＵの実態だろうと思います。その上で、支持価格を下げて財政負担に転

換する際に、その財政負担の出し方についても、国内支持でありながらＷＴＯの規律が及んでおります。

これについても生産に直接連動するような出し方ではなくて、過去の面積に着目して出すようなことで、

生産を直接刺激せずにＷＴＯ上の「緑」なり「青の政策」に該当するような形で政策を転換してきてい

るのが実態でございます。価格支持あるいは関税であれば、その物を買う消費者の負担でございますけ

れども、それを直接支払に転換するとことで、消費者負担から税収入に基づく財政支出、つまり納税者

負担になるということが言えると思います。消費者負担から納税者負担に転換するということを米国も

ＥＵもやってきておりますし、それがＷＴＯのルール全体の流れになっているわけでございますので、

そういったことを我が国の政策転換の場面でも参考にする必要があるということで、今日の資料でもご

紹介しているわけでございます。 
 なお、我が国の固有の事情のところに財政事情が入るのかどうかという話がございましたが、この資

料上は農業の特質のことを記述しておりますが、どんな制度であれ、法律・制度あるいは予算という形
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で国会の議決をいただいて実施する必要がございますので、当然我が国の財政状況を全体の中で勘案し

て最終的に制度が決定されるということだと思います。以上です。 
 
（小栗農産振興課長） 
 麦の組織化の事例の生産性はどうか、かなり高いのではないかということでございますが、この資料

４の事例につきましては、麦の共励会とか大豆の共励会などで表彰を受けたような農家の事例でござい

ますので、かなりいい数字になろうかと思います。これはまた調べまして、次回必要であれば提出させ

ていただきたいと思います。ちなみに平均的な生産性で申しますと、個別農家の平均の生産費に比べま

して、例えば協業組織をしております組織の生産性でみますと、１０a あたりで約２割はコストが低い

という数字がございます。個人であっても、例えば都府県で申し上げれば作付規模５ha 以上であれば、

やはり２割ぐらい平均よりも生産性が高いという数字になっておりますので、組織化した場合には、個

人の大規模化と同じように作業規模が大きくなり、機械も効率的に利用されるということで、生産性は

かなり上がると思っております。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 ３点目でございます。国家貿易についてでございます。資料７で整理しているのは、今の輸出国は穀

物メジャーや輸出国家貿易企業が担い手であり、非常に力が強いため、そういったものに対抗していく

という点で国家貿易を維持する意味があるということでございます。緑色のところの①というのは、「需

給状況等の大きな変化」ということが書いてございますが、その上に国際需給逼迫時の対応について書

いてございます。そのような対応も考慮に入れて輸出国に対抗するためには、国家貿易を維持する必要

があると考えております。もう１つは、国内での効率的な配船や物流ということを考えたときに、今の

国家貿易が必要だということをご説明したわけです。 
 
（加倉井座長） 
 食糧部長。 
 
（高橋食糧部長） 
 今の点について補足ですが、たぶん需給状況という言葉が誤解を招いたのではないかと思っておりま

して、例えばアメリカにしましても、豪州やカナダにしましても、輸出国貿なり穀物メジャーという形

で、売り手側が非常に強い力を持っております。それに対して買い手側がバランスをとるために輸入国

貿を行っているという意味で、麦の国際貿易の構造自体に現状では大きな変化がないということが第１

点です。２点目は、現実に国家貿易が果たしている役割の中にこのようなものがございます。これも国

家貿易のメリットと言える部分でありますので、そういったことを勘案しますと、現状ではやはりこの

ような役割を引き続き果たしていくことが必要だろうと考えております。 
 
（村上総合食料局長） 
 今部長が言ったようなことでございますけれども、ではなぜそのようなことを言うのかですが、麦は

米と並んで国内農業上非常に重要であるし、国民生活上も非常に重要ですので、そういう国際環境の中

では国家貿易を維持することが基本ではないかということにつながっていくと考えていただきたいし、
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我々もそのように思っております。 
 
（加倉井座長） 
 よろしいですか。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 あと家計麦価についてご発言がありましたが、家計麦価は過去の遺物だというご認識を示されました

けれども、今まで売渡価格については、コストプールで算定した価格と家計麦価とを総合的に勘案して

最終的に決めてきたという経緯が確かにございます。ただ今回の資料にあるのは、標準売渡価格自体が

本当に必要かどうかという検証の中での家計麦価ということでございまして、米も標準売渡価格はなく

なっておりますが、では麦はどうするのかという意味でございます。今、中村委員がおっしゃった売渡

価格の水準そのものについては、いわゆるマークアップの水準などの議論になるのではないかと考えて

おります。 
 
（加倉井座長） 
 たくさんの手が挙がりましたが、それでは、吉水委員。 
 
（吉水委員） 
 中村委員がご指摘なさった国家貿易に関することですとか、前回か前々回加倉井座長がおっしゃって

いた麦における国の役割は何かということに関連すると思いましたので、意見を言わせていただきます。

国家貿易に関して、大きく見直そうという議論がたぶん今まで起こっていないのは、国内麦と外国麦の

品質格差ですとか価格格差というものを埋める手段が現状ではないということで、暗黙の了解と言いま

すか前提があるのではないかと考えていまして、あえて乱暴なことを言わせていただきますと、では例

えばこの国家貿易がなくなったらどうなるのでしょうか。単純に私が考えつくのは、きっと大手製粉会

社は安い輸入麦を買って、品質のいいものを安く供給なさる。それでは国内の生産者や中小の製粉企業

はつぶれてしまうのではないかという議論があると思いますが、もし国内の生産者保護ということが国

の役割であるとすれば、それはコストプール方式という、よくできてはいるけれどもちょっとひねくれ

た方式で迂回をせずに、直接的に予算をとって支払うということも概念としてはあり得るわけですよね。

中小製粉企業にとっては、市場のマスは良質で安いものを買いたいというのが市場原理といいますか規

模の経済性が働くところだと思うのですけれども、それ以外にニッチかもしれませんが、高くても良質

のものを買いたいというセグメントも必ずいるわけで、そういうところに注力していかれるという道も

またあるのではないかと考えています。衣料で言いますと、ユニクロでいい人もいれば、ディオールを

着たい人もいますし、お米もコンビニのパックを電子レンジで温めて食べるのでいいという人もいれば、

銘柄米を買って土鍋で炊いて食べたいという人もいるわけで、この豊かな世の中で、多様な選択肢を消

費者に提供するというのが国の役割の１つでもあるのではないかと思っています。先ほどの家計麦価の

話ですとか食料需給という話を聞きますと、どうもまだ日本が貧しくて、とりあえず生活全体を底上げ

する必要があった頃のロジックに縛られているような気がしてならなくて、やはりこの時代に即した国

の役割はどうなのかということが、ずっと疑問として残っております。もしかしたら、すぐお答えいた

だけるものではないのかもしれませんけれども、質問といいますか、問題提起として言わせていただき
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たいと思います。 
 
（加倉井座長） 
 今のご意見について、どなたかどうですか。はい、食糧部長。 
 
（高橋食糧部長） 
 今の吉水委員のご意見自体は、例えば国の役割をどう考えていくのかというのは、先ほど経営政策課

長の方からもございましたけれども、今の新しい国の政策全般について５年前に作られました食料・農

業・農村基本法の中で規定されているわけであります。その中で、国としてはまず食料の安定供給を目

指さなければならず、そのために、必要な生産と輸入と備蓄の適切な組合わせを行っていくと、規定さ

れています。もう１つは農村地域の議論がありますが、これは少し別の議論として置いておきまして、

その際に基本は、消費者あるいは市場の状況に即した供給体制を図っていくということが第１としてご

ざいます。従来それぞれの市場に直接国が介入した方式から、まず市場の中に需要に応じた生産体制を

育てる方向を目指し、そのために必要な手立ては経営安定という形で担い手を中心に講じていくという

方向性は、すでに基本法の中で示されているわけです。さらにそれを１歩進めるものといたしまして、

現在企画部会でご議論いただいている経営安定対策は、農業構造改革の遅れですとか国際交渉の進展の

中で、一層加速しようという方向でご議論されているものと理解しております。ですから、吉水委員が

おっしゃられたような基本的な考え方自体は、私どもも根底に十二分に持って政策展開を進めておりま

す。それがこの数年間で全部できたわけではございませんので、今度は米以外の品目も含めて、全般的

に見直しているところであります。先般行われました米改革も、そのような方向の中で進めさせていた

だいていると理解しております。 
 
（加倉井座長） 
 吉水委員。 
 
（吉水委員） 
 私も品目横断的政策ですとか担い手政策ですとか、そういうところは１歩踏み出しつつあると思って

います。それは生産者の方たちの中でもたぶん認められ、消費者のためにもなると思います。ただ、国

家貿易と担い手政策というのは対極にあるような感じで、大きな枠組みというものをどこかで考え直さ

なくてはいけないのではないのかな、ということで申し上げました。消費者対策というのは、今おっし

ゃられましたけれども、あまりこの場で議論されたことがなく、ちょっとその観点というのもあまり実

感できずにおりましたので、そのようなことを申し上げました。 
 
（加倉井座長） 
 よろしいでしょうか。国家貿易というのは、輸出国が国家貿易をやっているので輸入国も対抗上やっ

ている、というのが一番説得力があるような気がしております。 
 では、曽我委員が早かったでしょうか。後でまた皆さん伺いますので。 
 
（曽我委員） 
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 ２点ばかり申し上げます。最初に、先ほど中村委員からありました今の国家貿易に関して、今回の説

明の中で需給状況等に大きな変化はないということでしたが、自給率についての話の中では不安定要素

が拡大しているという説明があって、したがって自給率を高めなければならないという考え方で整理を

されてきたのだと思います。そうなると、片方では安定的な状況があると言っているのに、なぜ片方で

は不安定要素が出てくるのでしょうか。中国の食料問題がどうなるかということが我が国にとって大変

大きなインパクトを与えることだと思いますので、そういう点で、自給率を上げるために国産の小麦も

きちんとできるような体制を今から準備しておく必要があるし、外麦についてもセーフティーネットと

いう機能を含めて国家貿易を維持していくことが、国民にとって必要であると思っております。中国に

関して、ＷＴＯのこともありますが、農林水産省として今どのように考えられているのかということが

１つです。 
 もう１つは、技術的なことで誠に恐縮なのですが、前回も質問しましたが、新品種に関わることです。

大事なことは実需者とどのように連携していくかということで、先ほどの説明は従来から必要性が叫ば

れていた点を整理していただいたと思いますが、これは吉水委員の専門なのでしょうけれども、我々製

粉企業だけではなく、２次加工メーカー、そしてエンドユーザーである消費者が国産小麦の新しい品種

に対してどう感じているのかということも、マーケティング的にとらえる時代に来ていると思います。

先ほどニッチの話が出ましたけれども、これは中村委員のところも粉を出されていますが、国産麦で大

変黒い粉を出しております。黒い粉というと誤解を生むかもしれませんが、色の白いＡＳＷに近づける

という話の一方で、地粉を使っているということで真っ黒いようなうどんを出して、もっと黒くできな

いかという需要もニッチの中であるわけです。ましてどういう生産者が作ったかとか、なるべく農薬を

使わないものがいいということには関心が高いわけですので、需要が多種多様である時代に国産麦も置

かれていると思います。したがって、その辺のあり方を踏まえた国の指導が必要だと思います。もう１

つ先ほどの技術会議の関係では、試験場の圃場と実際の圃場で違ってくることがありますが、肥培管理

とか細かい技術的なことが新品種には非常に大事だと思います。もともとフレが生じやすい国産小麦が、

同じ品種でありながら生産者によって、ロットによって、産地によって、余計にフレが生じてしまうと

いうことを最小限に止めるためにも、肥培管理を中心とする指導を、特に新品種に関してはきめ細かく

していかないと、せっかくの新品種が定着しないと思いますので、前回に引き続いてですが、意見とし

て申し上げます。 
 
（加倉井座長） 
 ご要望とご意見と両方あったと思いますが、黒いうどんは私も賛成で、今黒が健康だというブームに

なっていますので、そういうのも良いのではないかと思います。ただ中国の問題は、話が少し大きくな

ると思います。恐縮ですが後で文書によるコメントなども募集しますので、その折にまたご意見をお聞

かせいただきたいと思います。 
 １２時を少し延長するという前提で、それでは手を挙げてください。 
 佐藤委員、大泉委員、その次に末次委員、お願いします。 
 
（佐藤委員） 
 冒頭田中委員からご質問があった担い手の問題と、そのほか２点ほど意見と質問を申し上げます。 
 田中委員が言われたことは非常に重要だと私は認識しております。今年の秋の畑作４品に関する議論
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のときにも、ある程度の価格で対応していただいて落ち着いたとは思っていますが、ものの考え方の骨

子として、今この小委員会で論議されている方向性がもう少し色濃く出るのではないかと思っていまし

た。北海道の中でも担い手の基準に当てはまらない農家はたくさんいます。それで非常に厳しい論議を

経てきました。私自身も現行が一番いいと思っているわけです。ですけれどもそれを乗り越えて、多少

痛みを伴う人がいても、将来どうあるべきかという話をしてきたつもりです。現行の問題だけをクロー

ズアップして論議をするとどこかで話が少し変わってしまうわけで、そこをこれからどのように進めて

いくべきかということを田中委員は示唆したのだと思います。集落営農でも何でも、イノベータ－が働

いてきちんと決った方向に行くのであればどんな傾向でも良いです。これからいろいろな方策を出すと

きに、政治的なことも含めて常に両方から揺り動かす力が働くと思うので、そのことを再確認すべきだ

と思います。 
 それから、先ほど消費者負担から納税者負担へというご説明がありました。これは本当にぜひお願い

したいと思っております。 
 もう１つは国家貿易の関係で、将来国が食糧の需給調整をどうするのかという方向性をそろそろ明確

に示すべきではないかと思います。私は企画部会のペーパーも全部読んでいますが、いつまでたっても

堂々巡りで消化不良のまま、最終的には農林水産省の方々がご苦労いただいた案の中で、我々も分かっ

たような分からないような状態になる気がしているわけです。以上です。 
 
（加倉井座長） 
 事務局からどうでしょう。はい、経営政策課長。 
 
（柄澤経営政策課長） 
 今の最初の２点につきまして、佐藤委員のおっしゃることは大変よく分かりますし、ある意味で力強

く感じた次第でございます。とくに現状の政策を何らかの形で変えていくということになりますと、必

ず現状に照らして考えてこういうところが困る、どうにかしてほしいという話になりますが、現状をど

こまで救うかということではなくて、やはりある目標を掲げてそちらの方に誘導していく、インセンテ

ィブを設けていくということが非常に重要だと思っております。目指すべき方向を明確にするというこ

とは当然ですし、そういう前提で私どもも今後の議論に臨んで参りたいと思います。 
 
（加倉井座長） 
 食糧貿易課長どうぞ。 
 
（高本食糧貿易課長） 
 国家貿易について、需給調整をきちんとやるべきだというご意見がございました。そういう意味で、

今回の私どもの資料でも国家貿易は維持するとしているわけでございます。外国産が９割、国内産が１

割という状況でございますので、当然国家貿易を維持していくにはその辺をうまくバランスをとってや

っていく必要があるのではないかと考えております。最後の点ですが、当然皆さんから十分いろいろな

ご意見をいただきながら対策をまとめていきたいと思いますので、そのことだけ付け加えさせていただ

きます。 
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（加倉井座長） 
 それでは大泉委員。 
 
（大泉委員） 
 制度設計に関わることが１つと、それから抽象論を１つ申し上げます。 
 品目横断的政策についてですが、この小委員会は品目横断的政策を麦という１つの品目からみるとい

う非常にパラドキシカルな状況に置かれていて議論がしにくい、佐藤委員がおっしゃったように堂々巡

りになってしまう可能性があるわけです。ただ、麦の立場から疑問に思うのは、中村委員がおっしゃっ

たことと一緒なのですけれども、財源として内外差益を利用することに関する理論的な整理ですが、品

目横断的政策でこの財源を使うのかどうかということです。もしも使うのなら、麦で得た収益をほかの

品目で使うというのも変だという気がします。それから、これは結局はマークアップと財政との役割分

担だと前回整理していただいたことと関係するのですけれども、そこをどのように整理するのかが重要

なポイントになってくると思います。これはいつ頃分かるのかよく分かりませんけれども、やはり財政

の方向へということになるのでしょうが、その前提として、財政を使うのなら麦に限らず土地利用型農

業はちゃんと構造改革をしている過程にあるということが、国民的にも納得できる状況を作らなければ、

財政も使いにくいだろうと思います。さらに言えば、水田作と畑作とに分けていますけれども、経営対

策というときに、経営というのは品目横断的であると同時に地目も横断的なのではないかと思います。

そうすると、もともと経営安定対策が仕組まれたときに、なぜ品目だけ横断的にしたのか、それは地目

も横断的にならないと、制度として経営安定対策にはならないのではないかという疑問があります。そ

こを最初に品目横断的政策と言ってしまったので、１つ１つ制度設計を見ると、確かに７頁の図は黄色

と緑で横に横断的に書いてありますが、財源だとか交付の仕方だとかは品目ごとにならざるをえないの

かそうではないのか、その辺がよく分からないのです。 
 もっと大きな、抽象論的なことを言うと、先ほど食糧部長がおっしゃったように、これから市場原理

に基づいてやっていくのだというのはそのとおりだと思いますが、問題はテンポとスピードで、経営安

定対策というのは何のために出てくるかというと、関税を下げたり、あるいは市場で競争原理にさらす

という厳しい状況において担い手を育成しなければならないから、その部分に関しては直接支払で経営

安定対策を仕組みますよというのが基本だろうと思います。そういうことを考えると、ハードルを飛び

越えて品目横断をやってゴールするという図がありますが、これを本当に担保するのかどうかというこ

とが見えないのです。本当にやる気のある人、麦の構造改革をしようというインセンティブを持つ人、

つまり３割コストダウンをしてＡＳＷ並を目指そうとする人たちに対して、厳しい条件に置かれるけれ

どもあなたたちにはこういう保護をしますよという、ある意味のセーフティーネットがあるべきなので

すが、そのように仕組まれていればいいのですけれども、その原点を忘れないでいただきたいと思いま

す。お答えはとくにいりません。 
 
（加倉井座長） 
 お答えはいいそうですが、何か一言ありますか。よろしいですか。 
 では、末次委員、その後、長澤委員と山田委員。 
 
（末次委員） 
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 私は自給率向上という観点に絞って意見を述べさせていただきます。これは麦の自給率の向上を目指

す政策をとっていただくことを前提とするわけですが、そのためにはまず１点目は担い手がどうかとい

うことで、生産者側から２つほど意見が出ました。まさに私も同感でございます。先ほどもありました

ように、全体的な所得保障の範囲がまだ示されていない段階であるかもしれませんが、このペーパーで

麦の政策が自給率向上につながるかというと、生産者側から見るとまだ不安が解消されていないという

感じを受けておりますので、それはある一定の時期になると総合的に出てくると期待をしております。 
 もう１つは、我々としても地域集団や大規模集団、生産コストの低減、品質の向上などいろいろやる

わけですが、逆に我々がどのような情報を発信すれば、国民の全体的なコンセンサスが得られるような

麦の政策に持っていけるのか、資料の中では情報の開示という言葉が出ていますが、日本全国で土地条

件も気候条件も生産条件も違いますので、いろいろな形態は必要だと私たちは思っていますが、それぞ

れが生産者側として具体的にどんな情報を発信すればいいのか。こういうこともできれば提言をしても

らえればと思っておりますので、一言だけ述べさせていただきます。 
 
（加倉井座長） 
 ご要望として伺っておきます。長澤委員、関連ですね。 
 
（長澤委員） 
 自給率向上の話が出たので、それについてぜひお願いしたいと思っておりますけれども、若干言い過

ぎを恐れず言わせていただきたいと思います。資料１０で自給率向上のための対応状況、食料消費面で

の課題という形でとらえておられることは全く私も同感であります。１５頁には、今後の「食料自給率

向上に係る具体的施策」ということが書いてありますが、食育の推進と分かりやすい情報の提供という

ことが具体的に今後どうなるのかということですけれども、今まで行政はどうしても米政策中心的なと

ころがあったと思いますし、生産者サイドから消費者サイドへと軸足を移す流れの中で、消費面への対

策が非常に重要だと思います。ここに「日本版フードガイドの策定・普及」とありますけれども、これ

は具体的にはどういう形で見えてくるのかが非常に大事な点で、食育の推進と分かりやすい情報の提供

ということも具体的にはまだ全く見えないと言いますか、食育という言葉がある日突然出てきたような

感覚を私は持っていまして、非常に大事な内容を持っているのだけれども、もう少し時代の現状、トレ

ンドをしっかり認識していただいて、将来ビジョンとしてはっきり分かる形で掲げていただきたい。そ

の中で、「食品産業を含む関係者が一体となった国民的運動の展開」とまで書いてあるわけですけれども、

日本版フードガイドが、どれだけ質の高いものが出てどこまで国民に普及し、それが農業政策の柱とし

て中心的な役割を果たすことができるか、関係省庁も含めて、あるべき日本型食生活をどう実現するの

か。食品産業全般に大きな関係があるわけですし、それが見える状態をぜひ作っていただきたい。この

ことを期待しますと同時に、大いに質の高いものをということを要望したいと思います。 
 
（加倉井座長） 
 ご要望として承ります。山田委員。 
 
（山田委員） 
柄澤課長から一連の担い手対策や経営安定対策についてご説明がありまして、たいへん流暢な説明な
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ものですから、これで決まっているのか、農林水産省はその政策でいくのだろうという印象を全体に与

えていると思います。 
私は企画部会において、一貫して主張している立場からすると、必ずしもこれで全部決まっているわ

けではありません。私は一貫して主張している多くの意見があります。率直に言いまして、担い手の極

端な絞り込みは問題があるのではないかと言っております。担い手に対して、例えば麦の場合は、6,000
円の麦作経営安定資金は率直に言って絞り込まれた担い手にだけいくわけです。あとの生産者は基本的

には 2,000 円又は 2,300 円といった決まった価格しかいかない。こういう話で議論されている。今日の

資料の絵の描き方もそういう部分が見えてくる。そういう面では、極端な絞り込みは大変問題がありま

す。同時に土地利用をどのように集積するのか。そのためにどういう手を打つのかということも明らか

になっていないので、ハードルを越えるのに、どんなハードルをどんな形で越えていくのかということ

について、きちんとした議論がない限り簡単に対象となる担い手はこれですと言うことができない。で

すから、担い手の問題と農地利用をはじめとする農地制度の問題は絶対に切り離せないのであって、認

定農家のあり方も見直さなければなりません。認定農家になりたい人をどのように考えていくのか、集

落営農も言われていますが土地利用の観点から集落営農の重要性は明らかですので、多くの認定農家に

とっても、例えばより効率的な営農を行うためには集落営農の一元的な団地的土地利用の集積は非常に

重要だというのは論を待たないわけです。そういう観点で、集落営農をどういった形で役立てていくの

かということがあります。 
さらに、小委員会と関連させて言うと、資料４のことがあるわけですが、答は次の委員会で結構です

が、組織化の事例です。上に４つありますが、これは間違いなくモデル的取組事例だと思います。この

モデル的取組事例はきっちり麦を作っていて、9,000 円なり、9 千何百円なりの一俵あたりの価格を実現

しているわけです。これが絞り込んだ担い手の対象になるのかというと、この中のいくつかが、2,000
円、2,300 円しかの対象にならないという議論を農林水産省はしようとしています。そこの危なさを念頭

に置いて議論をしないと本当の現実的な政策にはならないと思っています。例えば上から２枚目のこれ

は農事組合法人で法人化しているし、特定農業団体でこれも恐らく対象になるといわれている事例でし

ょうけれども、この右側のＳ県の事例は、次のページの集落営農の類型と発展プロセスの特定農業団体

の上から４つ目の「主たる従事者の所得目標が市町村基本構想の水準以上」を実現できているのかどう

かをみてみるとこれは難しいかもしれません。実現しているならば心配ないのだけれども、実現してい

ないと対象にならないのです。だからこちらの方の要件もしっかり実態に合わせて考えていかないと、

国産麦を一生懸命作ろうとしても、それを支援する仕組みに全くならないということになってはいけま

せんので申し上げました。 
 
（加倉井座長） 
ご要望ですね。竹内委員。その次に掛札委員。 

 
（竹内委員） 
全体として、１２月にはこの小委員会としてどういうメッセージをまとめることができるか。全体の

状況がこういう段取り、特に品目横断的政策の骨格というのはまだ見えていないわけですので、したが

って１２月で小委員会をどうするかは知りませんが、テーマ全体がまとまるという段取りにはならない

だろうと思っています。ただ、自給率の話や国家貿易の話はベースになるので、意見を申し上げておき
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ます。 
まず、国家貿易についてのバーゲンニングパワーは確かにそのよう気もします。しかし、それ以外の

手法や仕組みでも国家が輸出国に対してバーゲンニングパワーを持つことは可能な仕組みもあるわけで

して、見通しとしては、短期間で直接政府が買い入れて売るという国家貿易が急速に代わるというのは

現実的には可能性が小さいとは思いますが、これが絶対的だとは思えない。むしろ、国家貿易、国が直

接買い主、売り主になって持っているというような状態が、このＷＴＯはいうまでもなく、ソ連、中国

をはじめ世界中でなくなってきています。したがって、むしろ国家貿易の仕組みが持っている非効率性

なりのいろいろな問題ということを途中の過程では気をつけなければならないので、ここに書いてある

ように国家貿易だから効率的ですと言うと、普通の人は逆ではないのかと、少なくとも一般論として逆

ではないかと、麦だけ別だというならば説明してくれ、とこうなるわけですから、そこは気をつけなけ

ればいけない。  
関連して、全体の麦の輸出入、国内の生産、国は何をやるのか。１つは自給率。自給率は今日、説明

のありましたように玉子を輸入しているのですか、玉子も少しは輸入しているかもしれませんが、ほと

んど国産の生玉子です。これがカロリーベースでは１０％の自給率になっている。これは消費者はほと

んどわからないでしょう。カロリーベースというのは、いま成人病だの太り過ぎだので先進国はカロリ

ーの摂りすぎだと、カロリーの摂りすぎはよくないといろいろその他大変だといっているわけです。そ

うではなくて、飢餓も頻繁に発生していて、世界でも大変大きな割合の人がまだ食生活不十分なので、

こういった世界において、カロリーベースは確かに重要だと思います。日本の実態から見るとカロリー

ベースというのはピンとこない。ですから、先ほどお話しにもありましたように、食生活がゆがんでい

ると、これは政府がどういう立場から発するメッセージなのでしょうか。農業生産サイドから発するメ

ッセージなのか、健康だの政府のどこから出てくるメッセージなのでしょうか。厚生労働省は医療費が

膨らんでたまらない。そこを直してもらうと医療費が減るからありがたい。保険もうまくいく。という

ようなメッセージであれば、いいかどうかは別として、言っていることはわかります。どうもここは政

府の仕事なのかどうか、生産サイドの責任を負っている農林水産省としては、マーケットリサーチは大

事だと言える。マーケットリサーチからすると先ほど曽我委員がおっしゃったように、もう少し早くや

っておいて欲しい。実需者が品種育成や普及の場に参加するのはこれから大いに結構ですが、このよう

なことは以前からやっておいて欲しことでありますし、むしろマーケットリサーチ、つまり第一義的に

は消費者の前の一次ユーザーが生産サイドのいろいろな動き、改革、問題に対して入ってくるのは、マ

ーケットリサーチ上当たり前だと思います。これはさらに進めていってもらいたい。そういう政府の立

場はおそらく、国内生産者との関係で言えば、１つはマーケットリサーチについての産業政策としての

政府のバックアップ。主体ではなくむしろバックアップだと思います。もう１つは生産サイドに対して、

どういったバックアップができるのかということに政府の立場というのはなるのではないかと思います。 
残った問題は財政の問題。これはみなさんがお話しのように、単純に輸出国側の生産過剰から端を発

した今の世界の動き。これについてはいろいろな規制がアメリカ、カナダ、ＥＵにあり、その仕組みに

合うようにした結果、所得政策が消費者負担から財政負担になった。その背景に過剰生産を落とすため

に生産者が苦しい状況に追い込まれる。それでは、所得政策だ。その動きが消費者負担から財政負担に

移っている面とその側面だけ日本に当てはめて先々を今展望するということは、少なくともこの品目横

断的政策の骨格的な姿、それも財源は、ここにもありますが色が違うわけですから、それがどういう形

になるのか。今のコストプールでもって外麦で得た黒字を他のものにすべて配ってしまうというのは想
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像がつかないのですが、そういうふうな骨格がまだ見えていない段階では、そういう方向をビジョンと

してまとめてメッセージとして出すということは難しいと思います。全体としては１２月までに、どう

いうメッセージをまとめて送り出すことができるのか。それから先、全体の動きに応じていろいろなや

ることがまだまだたくさんあるといった段取りではないかと思います。 
私も別に回答は結構です。 

 
（加倉井座長） 
ご要望として伺いました。掛札委員。 
 
（掛札委員） 
私もお願いになりますが、食料・農業・農村基本法の先ほど説明された中で、食料の安定的な供給の

ためには国内農業生産の増大を図ることが基本という説明がありました。これが基本的なコンセンサス

を得ているということで考えてございます。そのような場合、これから取ろうとしている施策、あるい

は、検討されている施策、この品目横断的政策も含めて、そういった施策を展開する中で、どのくらい

の自給率が確保しうるものなのか。というのは、ハードルが高ければやめる農家がかなりおります。ま

た水田農業対策についても１９年度から新しい対策がスタートするというふうな計画になっているはず

でございますので、そういう対策をとる中でどのくらいの自給率が確保できるのかそれを一定段階でお

示ししていただければ、今後の土地利用の観点からもいろいろ検討する部分が出てくると考えておりま

すので、よろしくお願いします。 
 
（加倉井座長） 
ご要望と思いますが、他にございませんでしたら、時間を大幅にオーバーしておりまして、申し訳あ

りませんので、このあたりで引き取りたいと思います。 
今後の委員会の進め方ですが、次回８回については、取りまとめを視野に入れていきたいと思います。 

次回は議論を行いますが、事務局と相談しまして、これまでの皆さんのご意見を踏まえて取りまとめた

骨子案を出させていただきたいと思っております。 
申し訳ありませんが、時間が限られておりますので、次回の委員会終了後、皆様から文書にてのコメ

ントをお寄せいただきたいと思っております。それらのご意見を踏まえながら、第９回でとりまとめの

素案を提示させていただく。それについてご議論いただいて、さらにそのコメントが必要ならばコメン

トを頂戴したいと考えております。念のため申し上げますが、一応公開なのですが、ご要望によりまし

ては非公開のコメントでもよろしいということにしたいと思います。このような進め方でよろしいでし

ょうか。何かご要望等ございますでしょうか。 
それではそういうふうに進めたいと思います。 
本日は時間を大幅に超過いたしまして、返す返す申し訳ありません。次回は１１月１０日の予定でござ

います。よろしくお願いします。ご苦労様でした。 
 


