
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１１月２６日（金）１３：３０～１６：００（郵政公社会議室Ｇ・Ｈ） 

 

（高本食糧貿易課長） 

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をいただきまして、誠にありがとうございます。 

本日は、末次委員、曽我委員、立花委員はご都合によりご欠席でございます。竹内委員は少々遅れて

いらっしゃるということです。また、山田委員は前の会議の関係で３０分程度遅れていらっしゃるとい

うことで、現在８名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） 

お忙しいところありがとうございます。今日は第９回ということになりました。本日の議事について

でございますが、これまでの委員会での皆様からのご意見、それから皆様からいただいたコメント、こ

ういうものを反映させて、「取りまとめ（案）」を作成いたしました。まず、これを説明させていただき、

その後、意見交換を行いたいと考えております。 

座長として一言申し上げます。私どもの小委員会は、発足当時から２本の柱の上に構築されるという

ことを想定して考えていたと思います。我が国のＷＴＯ交渉、ＦＴＡ交渉の結果を踏まえた国際秩序の

変革と整合性を持つこと、もう１つは食料・農業・農村審議会企画部会の提言を踏まえた基本計画の見

直しと整合性を保つことであります。我々はこの２つの議論の進展をみながら、それに大きく遅れるこ

となく同時並行的に検討を行うという課題に取り組んでまいりました。しかしながら、現在のところ、

ＷＴＯ交渉は枠組み合意に留まっておりまして、その目指す方向は決まっているのですが、具体的な数

値は入っていないなど、それに伴う国内政策の変革のビジョンというのは充分に読み取れない状況であ

ります。また、企画部会の提言は中間論点整理のままで年を越しそうだと聞いております。この企画部

会で議論されております品目横断的経営安定対策は、現行の麦政策の中核であります麦作経営安定資金

の存廃と直接関係しております。つまり、この品目横断的経営安定対策が採用されるかどうかの決定は、

我々の麦政策の改革を大きく左右するものであります。ということで、我々の麦政策の検討は大きな障

害に直面することになりました。しかしながら、私は座長としてこう考えております。これまでこの委

員会で積み重ねてきました多くの議論、そのために費やされた皆様をはじめ多くの人達の労力、時間を

考えますと、今の考えを一応取りまとめておきたいと思っております。大きく飛ぶことはできなかった

かもしれませんが、せめて一歩か二歩、前に進みたいと考えております。そこで、私と事務局で、この

「取りまとめ（案）」、骨子でお示ししたがまだ国の施策として確定していない品目横断的経営安定対策

の部分を大幅に整理いたしました。これから説明するとおりであります。ということで、できればこの

「取りまとめ（案）」については、今回と次回の議論で一部手直しした上で、全体としてご承認いただけ

ればありがたいと思っています。どうかご検討をお願いします。なお、最終段階ということですので、

手直しの提案は、できましたら抽象的な表現というよりは、できるだけ具体的な文言を使っていただき

たいと思います。 

この会合は、概ね１６時００分を目途に終了したいと思っております。 

「取りまとめ（案）」の説明の前に、本日配布された資料でございますが、資料１としまして、第６
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回からの議論の概要をまとめてございます。また、各委員から頂戴しましたコメントにつきまして、資

料２としてまとめてございますので、ご参考にしていただきたいと思います。 

また、前回の竹内委員のご意見を踏まえ、再提出することとなっておりました「生産組織事例におけ

る生産コストの状況」を再度お配りしていますので、ご覧いただきたいと思います。 

前回、事務局から提出された政府無制限買入れに関する資料については、前回お話したような修正を

行い、お手元のファイルで差し替えてあります。 

では、「取りまとめ（案）」について説明させていただきます。本来なら座長である私が読み上げるべ

きところですが、代理として事務局の方からご説明をお願いしたいと思います。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、お手元の「取りまとめ（案）」というペーパーをご覧いただきたいと思います。 

「第１ 新たな麦政策の構築に当たっての基本的考え方」。 

「麦は、国民の主要食糧として、日常生活において、パン・めん・菓子・味噌・押麦など多様な用途

で使用され、国民が摂取するカロリー全体の約 12％を供給するなど、食生活において大きな役割を果た

している。また、水田作地帯における転作作物、北関東・北九州等の水田営農における裏作作物、北海

道の大規模畑作経営における輪作作物として、現状において、我が国の土地利用型農業の重要な作物と

して位置付けられている。 

 このように、麦は消費面・生産面で重要な位置付けにあり、「食糧管理法」から引き続き、現行の「主

要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」（食糧法）においても主要食糧として位置付け、その時々の

政策的要請に応じ、各般の施策を講じることにより、麦の安定供給を図ってきたところであり、今後と

も、国内産麦について需要に応じた良品質麦生産を推進することにより、外国産麦の安定的な輸入と相

まって、麦の安定供給を確保していく必要がある。 

 このような中で、現在、麦については、平成 10 年に策定された「新たな麦政策大綱」（麦大綱）に即

した施策が実施されているところであるが、この麦大綱に基づく施策が実行に移されてから約５年が経

過した中で、国内産麦の生産状況をみると、ほぼ全量が民間流通へ移行する一方、特に小麦は生産量が

増加し、量的には 14 年産において既に 22 年度の基本計画の目標を超過したものの、品質・生産性の向

上が遅れていること、麦加工産業についてみると、安価な小麦粉調製品等の輸入増の中で、コストダウ

ン等を通じた一層の国際競争力の強化や企業体質の強化に向けた取組が必要となっていること、制度全

体の運用面をみると、麦会計は大幅な赤字が継続していること等の問題点が顕在化してきている。 

 また、食料・農業・農村をめぐる状況をみると、農業の構造改革の立ち遅れなど危機的な状況が深化

してきており、今後とも食料・農業・農村が我が国経済社会においてその役割を十全に果たしていくた

めには、思い切った農政改革に早急に着手し、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を占

める望ましい農業構造を確立することが必要となっている。 

 このため、現在、食料・農業・農村政策審議会企画部会において、農業経営の改善に向けた各種施策

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検討されている。その中で、品目

別に講じられているすべての経営安定対策について、対象となる担い手を明確化し、その経営安定を図

る対策に転換することが急務とされており、特に、複数作物の組合せによる営農が行われている水田作
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及び畑作については、品目別ではなく経営全体に着目した品目横断的政策が検討されているところであ

る。麦については、水田作及び畑作で複数作物の組合せによる営農を構成する作物の一つであり、この

経営安定対策（品目横断的政策）の対象品目となると考えられる。」 

この「また」以下は、経営安定対策の内容につきまして、現在、企画部会で検討されておりまして、

企画部会での中間論点整理を紹介しつつ、麦について経営安定対策の対象品目となるということでここ

に記述いたしました。 

 次の２頁でございます。「さらに、本年７月末のＷＴＯ農業交渉において、市場アクセス・国内支持等

について国際規律を強化する枠組みが合意され、この枠組みを前提に、より具体的なルールの策定に向

けた交渉が、来年 12 月の香港における閣僚会議でのモダリティの合意に向け既にスタートしている。ま

た、東アジア諸国等と経済連携の強化に向けた交渉が行われており、その中で関税の撤廃等が議論され

ている。このような交渉の場においては、多様な農業の共存という考え方に基づいた我が国の主張を最

大限反映させる取組を継続することが重要であるが、同時に、このような国際規律の強化や中長期的な

貿易自由化（内外価格差の縮小等）の流れにも対応しうるような政策体系の構築が麦についても強く求

められている。 

 以上のような状況を踏まえ、現行の麦の施策・制度全般について見直しを行い、担い手の育成・確保

を通じた需要に応じた良品質麦生産、麦加工産業の国際競争力の強化を図るとともに、麦会計の健全化

等を目指すことが必要となっている。 

ただし、経営安定対策（品目横断的政策）については、さらに検討を深める必要があることから、今

回の本委員会の取りまとめのうち、経営安定対策（品目横断的政策）に関連する部分については、現時

点においては、以下のような整理とするが、今後の経営安定対策（品目横断的政策）に関する検討状況

を踏まえ、必要に応じて、その内容につき検証を行い、麦の振興策のあり方について追加的な整理を行

うこととする。」 

この最後の但し書きの部分については、企画部会での検討状況を踏まえると、この対策に関連する部

分については、現時点においては、今回のような整理をしておき、今後のこの対策に関する検討状況を

踏まえて、必要に応じて検証を行って、その時点における追加的な整理を行ってはどうかという考えに

より、整理を行ったものでございます。 

「第２ 国内産麦対策の見直し」。 

「１ 経営安定対策（品目横断的政策）の導入及びこれに伴う既存施策の整理」。 

この表題につきましては、経営安定対策が導入された際に、麦作経営安定資金等の品目別に設けられ

ている既存の施策が機能を整理する必要があるとされたところでありまして、麦作家経営安定資金の廃

止が先行して出ないようにという意見もございまして、既存施策については「整理」としたところであ

ります。 

「(1) 複数作物の組合せによる営農が行われている水田作及び畑作については、品目別ではなく経

営全体に着目した経営安定対策（品目横断的政策）が、次のとおり、検討されている（企画部会の中間

論点整理）。① 諸外国との生産条件格差を是正するための対策として、対象経営の過去の面積に基づく

支払に加えて、品目ごとの当該年の生産量・品質に基づく支払を行う。② 対象経営については、認定

農業者であることを基本とするが、その際、一元的に経理を行い法人化する計画を有する等、経営主体

としての実体を有し、将来、効率的かつ安定的な農業経営に発展していくことが見込まれる集落営農に
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ついては、施策の対象に含めることが適当である。なお、構造改革を推進する観点から、経営規模や経

営改善の取組等を要件化することが適当である。③ また、現行の品目別制度の中で諸外国との生産条

件格差を是正する観点から設けられている措置については廃止する等、機能を整理する必要がある。④ 

なお、このような政策の実施は、国民負担によって支えられるものであることから、目的に応じた施策

の選択と集中的実施により、国民負担を合理的なものにするとともに、国民の理解と納得を得ることが

必要である。 

(2) このような対策を麦についてみてみると、小麦は品質・生産性の向上が、大麦・はだか麦は品

質・生産性の向上に加えて生産の安定化がそれぞれ課題となっている中で、単に面積に基づく支払だけ

では、これらの課題が解決されないことに十分留意する必要がある。 

また、麦の生産状況をみると、経営規模の小さい都府県の水田作地帯を中心として、個々に農業経営

を行う農業者・法人のほか、集落営農・麦作集団が多数存在しているが、これらが果たしている役割を

踏まえ、これらについても担い手を明確化し、効率的かつ安定的な農業経営へ発展するよう、積極的に

育成していくことが必要である。 

(3) 以上のような経営安定対策（品目横断的政策）が導入される際には、以下のとおり、麦作経営

安定資金等既存施策との整理が必要となるが、その際、国内産麦について需要に応じた良品質麦生産を

推進することにより、外国産麦の安定的な輸入と相まって、麦の安定供給を確保するという施策の基本

的な方向性に即したものとする必要がある。① 現行の麦作経営安定資金については、麦大綱において、

それまでの国による無制限買入れから民間流通に移行するに際して生産者の経営安定等を図るための措

置として、麦作の担い手となるべき生産性の高い経営体の経営安定に資する観点から国内産麦の生産コ

ストに着目し設けられたものであるが、経営安定対策（品目横断的政策）が導入された際には、これと

機能が重複することとなるので、同対策へ移行・吸収されると考えられる。② また、無制限買入れに

ついては、麦大綱において、「民間流通の定着に伴い、政府買入れの必要性は漸次薄れていき、最終的に

は不要となると考えられるが、民間流通が定着するまでの間は政府買入れの途は残す」と整理されてい

たが、現時点において、民間流通が定着化した中で、この麦大綱において整理された経過措置としての

役割は終了したと考えられる。さらに、農政全体の方向が品目別対策から経営安定対策（品目横断的政

策）へ転換する中で、我が国の農業全体において麦よりも圧倒的にウェイトが高い米においてすら、こ

のような特定の品目に着目した無制限買入れが講じられていないことにかんがみれば、麦に関して引き

続きこのような措置を講じることについては、国民の理解と納得を得ることは難しいと考えられ、廃止

することが妥当である。なお、これに伴い、国内産麦の売渡しもなくなるものである。 

(4) 麦大綱は、従来の無制限買入れの結果として、実需者のニーズが生産者に的確に伝達されず、

需要と生産のミスマッチが大幅に発生していたため、需要に応じた良品質麦の生産を推進する観点から、

無制限買入れから民間流通に移行し、生産者と実需者が品質評価を反映した直接取引を行う仕組みを導

入することをその基本的な目的とした。このような民間流通に基づき良品質麦の生産を推進するという

方向性は変わることはないと考えられる。 

麦大綱の策定から約５年間で民間流通が 100％達成されたが、このように短期間かつ円滑に民間流通

が定着化したのは、生産者や実需者の努力によるところが大きいが、その背景には現行の食糧法に規定

された内外麦に係る制度の枠組みがあったことも事実である。このため、今回、品目別対策から経営安

定対策（品目横断的政策）への転換に伴う制度の枠組みの変更に際しても、実需者ニーズに応じた良品
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質麦の生産を推進する観点から、適正かつ円滑な民間流通が確保されるよう、その条件整備を図ること

が必要である。」 

「２ 民間流通制度の見直し」。 

「(1) 民間流通制度の仕組みについては、その内容が専門的かつ実務的なものであるため、制度の

見直しに当たっては、今後とも、生産者団体と実需者団体から構成される民間流通連絡協議会を活用す

るとともに、政府は、これらが円滑に運営されるよう、適切な指導等を実施することが必要である。 

民間流通連絡協議会においては、本年９月、市場原理の一層の徹底を図る観点から、現行の民間流通

制度（全量播種前契約、競争制限的な入札制度（義務上場制、値幅制限、申込限度数量）、実績主義）の

見直しが決定され、今後、現物取引の導入、義務上場制・値幅制限等の廃止、実績主義の見直し等につ

いて検討していくこととされた。可能なものは平成 18 年産から、遅くとも 19 年産からの実施に向け、

今後、実行プログラムを早急に明確化するとともに、定期的な検証を行うことが重要である。 

(2) 加工原料としての麦の特性を考えると、今後とも播種前契約を基本とした仕組みとなると考え

られるが、需要に応じた良品質麦の生産を推進する観点から、産地においては、17 年産から、産地改革

計画に基づき生産出荷計画を策定し、実需者ニーズに即した生産出荷体制の確立、品質改善等に取り組

む必要がある。 

(3) また、品質改善を推進する観点から、品質評価の方法・基準について、生産実態・実需者ニー

ズを踏まえ、引き続き、適切に見直す必要がある。」 

「３ 農産物検査規格の見直し」。 

「農産物検査規格については、学識経験者及び関係者の意見を聴取しつつ、良品質麦の生産をより一

層振興する観点から、容積重などの外形的要件に依っている品位等検査の見直し、成分検査項目の拡充

など成分検査の見直しを検討することが必要である。 

なお、春まき小麦については、早急に春まき小麦独自の規格を設定することが必要である。」 

「４ 新品種開発・生産対策の推進」。 

「(1) 最近の消費者の安全・安心志向の高まりを背景に、国内産麦に対する需要が高まっており、

国内産麦を 100％使用した麦製品（パン・めん・押麦等）が増えてきている。このような国内産麦に対

する需要を更に拡大させるためには、実需者ニーズに応じた新品種を開発することが必要である。 

なお、新品種開発においては、各地域段階の推進会議における新系統の選抜、品種化の決定に実需者

が参画するなど、実需者ニーズに応じた新品種開発を一層推進することが必要である。 

(2) 需要に応じた良品質麦の生産を推進する観点から、個々に農業経営を行う農業者・法人、集落

営農・麦作集団について、地域の実情に応じて、担い手を明確化し、これを育成していくことが重要で

ある。 

特に水田作地帯においては、地域水田農業ビジョンにおける地域の合意形成を通じて、担い手の積極

的育成を図るとともに、これら担い手への麦作の集積の加速化（作業受託に止まらず、農地の利用集積

の加速化）を進めることが必要である。 

また併せて、産地におけるきめ細かな品質管理、麦の早生化・早期収穫技術の導入・普及等を推進す

ることが重要である。」 

「第３ 外国産麦の輸入及び売渡し」。 

「１ 国家貿易の維持」。 
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「麦は国民生活上重要な品目であるため、国内産麦に対する施策のほか、需要量の９割近くを占める

外国産麦についても、その安定供給を図る必要がある。 

このため、現在、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は、米・加・

豪の３国（加・豪は輸出国家貿易）であること、また、多様かつ良品質な麦を効率的かつ安定的に供給

するためには、現在のインフラの整備状況に即した配船を行う必要があること等から、当面、引き続き、

麦について国家貿易を維持することが必要である。」 

「２ 備蓄制度の見直し」。 

「(1) 不測の事態に必要な数量については、現時点では 2.6 ヶ月となっているが、他の輸出国から

の代替輸入に要する期間が 0.3 ヶ月程度短縮化していること、過去最大の備蓄の取崩しは 1.8 ヶ月であ

ったこと（平成５～６年のカナダでの船積遅延による取崩し）等を踏まえると、一定程度（例えば代替

輸入期間の短縮分である 0.3 ヶ月程度）の圧縮が可能であり、それに向けた見直しを行うことが必要で

ある。 

(2) その際、官民分担については、民間の在庫だけでは安定供給に支障を来す場合に、国が最後の

出し手として放出することで安定供給を図るという考え方に立ち、通常時の需給操作に必要な在庫（例

えば現行の民間のランニングストック 0.6 ヶ月分に現行の備蓄水準に係る民間保有分のうちの需給操作

分を加えた水準）は民間が保有し、不測の事態において通常時の需給操作に必要な在庫だけでは不足す

るものは備蓄として国が保有するという整理を行うことが必要である。 

(3) なお、上記の見直しについては、制度全体の費用負担の削減の観点から、早急に行うことが必

要である。」 

「３  外国産麦の売渡しの見直し」。 

「(1) 外国産麦の流通については、港湾、サイロ等のインフラが整備されており、引き続き、この

ようなインフラの整備状況に即した計画的配送により効率的な物流を達成する必要がある。したがって、

外国産麦の売渡しについては、引き続き、麦加工産業の需要に即した計画的な買付け、売渡しを実施す

ることが必要である。 

(2) 上記のように、麦については、当面、引き続き、国家貿易を維持することが必要であるが、一

方で国家貿易では最新時点における実需者の多様なニーズにきめ細かく対応することに限度があること

も事実であり、このため、このような実需者ニーズに対応できるようにする等との観点から、米や飼料

用大麦について既に導入されているＳＢＳ方式を、新たに麦についても導入する必要がある。 

なお、ＳＢＳ方式の具体的な運用に当たっては、今後、関係者の意見を聴取しつつ、これを適切に実

施する必要がある。 

(3) 外国産麦については、現在、国内産麦と同じく、毎年、標準売渡価格を定め、年間を通じて一

定の価格で売渡しを行っているが、この標準売渡価格については、① 国内産麦については、無制限買

入れの廃止に伴い、これに基づく売渡しもなくなること、② 標準売渡価格は、当初は消費者の家計へ

インフレの影響が及ばないようにすることを目的に導入されたが、ａ 現時点ではこのようなインフレ

は想定し難いこと、ｂ 小麦粉価格も低下傾向で推移していること、ｃ 現在、標準売渡価格の算定の

根拠とされている品目は、家計における小麦粉と精麦のみであり、パン・めん類等の麦製品の大宗は対

象となっていないこと、③ 同じ主要食糧である米についても、既に標準売渡価格は廃止され、市場実

勢に即した売渡しが行われていること、等を踏まえると、その設定の根拠は現時点では見い出し難いと
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考えられ、外国産麦についてもこれを廃止することが適当である。 

標準売渡価格の廃止後における外国産麦の売渡しについては、買付価格（輸入委託商社に支払う買入

委託代金）に一定のマークアップを上乗せした売渡価格となるが、このうち買付価格については、毎回

の買付価格とするのか、一定期間ごとの買付価格の平均とするのかについては、効率的な物流を達成す

る等の観点に立ち、検討する必要がある。 

(4) なお、大麦については、従来、小麦の標準売渡価格の改定率を準用して標準売渡価格を設定し

てきたため、現在は売買逆ザヤが生じており、管理経費をも賄うことができない状況にある。このため、

売買逆ザヤの解消を始め適切なコスト負担の観点から、売渡価格を設定することが必要である。 

(5) 内麦助成金及び管理経費については、従来、コストプール方式の下、マークアップを充当して

きたところであるが、さらに最近では多額の財政資金も投入しているところである。 

マークアップについては、当面、引き続き、国家貿易等麦の制度運営に係る管理経費に充当する必要

がある。 

また、内麦助成金については、① 国内産麦は、外国産麦に比べるとその比率は小さいものの、消費

者の安全・安心志向の高まりを背景に需要が増加し地産地消が推進されている等、麦加工産業にとって

重要な役割を担っていること、② 小麦・大麦は国家貿易により安定供給が図られているが、小麦と競

合関係にある小麦粉・小麦でんぷん等も国家貿易により管理されている。また、同じく競合関係にある

小麦粉調製品・パスタ等の麦加工品についても、最近では輸入が増加しているものの、一定の関税が賦

課されており、麦加工産業は、全体として相応の対外競争力を有していること、③ 以上のような観点

を踏まえ、従来から、実需者が内麦助成金について負担を行ってきたこと、④ 厳しい財政事情を勘案

する必要があること、等から、当面、引き続き、実需者の負担を求めることが妥当である。なお、その

水準については、中長期的には、国際規律の強化や貿易自由化の流れにも対応しうるよう、麦加工産業

の国際競争力の強化に十分留意したものとする必要がある。また、今後の経済社会の変化等を踏まえれ

ば、納税者負担についてさらに制約が強まることに十分留意する必要がある。」 

この部分につきましては、国際競争力の強化の観点から、実需者負担であるマークアップへの依存度

を下げるべきという意見があった一方で、実需者負担だけではなく、納税者負担の制約も今後強まるこ

とに留意すべきとの意見があったため、今、ご説明したような整理を行ったところでございます。 

「(6) 今回、麦の振興策については、経営安定対策（品目横断的政策）が導入される際には、麦作

経営安定資金について同対策に移行・吸収される等既存施策が整理されることとなる。経営安定対策（品

目横断的政策）については、今後さらに検討が進められることとなるが、麦のマークアップの使途につ

いては、マークアップが実需者負担であり、ひいては消費者負担になることに十分留意する必要がある。」 

「４ 管理コストの削減」。 

「管理コストの削減を引き続き図るため、例えば、保管料単価については、麦加工産業の利便性に配

慮しつつインフラ条件の整ったサイロでの在姿渡販売を行っていることから市場メカニズムが働きにく

い実態にあるが、倉庫業を取り巻く市場動向等を反映して定期的に見直しを実施することや、各港にお

ける港湾能力も勘案しつつ４万トン級の大型船を一層活用する必要がある。」 

「第４ 麦加工産業対策の推進」。 

「上記のような制度全体の見直しは、国内産麦の品質や生産性の向上に大きく資するものであるとと

もに、国内産麦の持続的な生産に不可欠な麦加工産業の体質強化や国際競争力の強化を図ることとなる
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ものであり、これらは最終的には消費者利益の向上にも資することとなる。さらに、このような麦加工

産業の体質強化について、その自主的な取組を促進するため、「中小企業経営革新支援法」の対象業種へ

の指定による製粉企業の経営基盤強化計画への取組や、「産業活力再生特別措置法」の適用等を通じ、国

内産麦を活用した新商品・新技術の開発、製造設備の集約等に対する支援を実施する必要がある。」 

「第５ その他」。 

「麦は、水田営農における裏作作物・転作作物、北海道の大規模畑作経営における輪作作物として重

要な作物であり、その生産動向は我が国自給率の問題を議論するに際しても大きな影響を与える作物で

ある。 

しかしながら、国内産麦の現状をみると、小麦については平成 14 年産で既に 22 年度の基本計画の目

標数量を超過しているものの、品質・生産性の向上は遅れており、また、大麦については健康志向の高

まりを背景に需要が増加しているにも拘わらず品質・生産性の向上に加えて生産の安定化も遅れており、

依然として実需者ニーズに十分に応えられる状況とはなっていない。 

国内産麦の振興に当たっては、以上のような状況を踏まえ、品質・生産性の向上を図り、実需者ニー

ズに応えることが重要であり、このため、今後、自給率を議論する際には、このような点に十分留意す

る必要がある。」 

食料自給率につきましては、現在、企画部会で議論されておりまして、今後、議論が深められること

になっておりますが、各委員の意見を踏まえ、当委員会として現時点で行える自給率問題における麦の

位置付けの検討に当たっての留意点をここで整理したところでございます。 

以上で終わります。 

 

（加倉井座長） 

今、食糧貿易課長からも話がありましたが、遅れて出席された方もいらっしゃいますので重複いたし

ますが、ご説明すると、企画部会での経営安定対策（品目横断的政策）の検討状況を踏まえると、同対

策に関連する部分については、現時点においてはこのような整理となっておりますが、今後の同対策に

関する検討状況を踏まえまして、必要に応じて検証を行い、その時点における追加的な整理を行っては

どうかと考えております。 

 なお、その際、本委員会を再開するかどうかも含めて、どのような体制で臨むかにつきましては、本

委員会を立ち上げ、麦政策の見直しにつき検討することを決定した食糧部会に委ねるべきと考えており

ます。あえて本委員会の「取りまとめ（案）」では触れずに整理を行ったということであります。 

 それではご意見を伺いたいと思います。全体を対象として、ご意見を伺いたいと思います。 

 佐藤委員どうぞ。 

 

（佐藤委員） 

 ２点、質問したいのですが。 

 １点目は無制限買入れの問題と政府が国内麦に関与していくことについてのとらえ方が、最後まで、

ピタッと合わないまま来た気がします。無制限買入れは廃止したとしても、政府は国内の需給調整機能

等を含めて関与していくべきという観点に立ち、意見を申し上げてきたつもりです。米とリンクして書

かれているけれども、その辺がスキッとしないという思いがあります。 
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 農産物検査規格の見直しについて、容積重というのは外形的要件になるのか、成分検査の項目になる

のか、我々は成分検査の要件にあたると思っているのですが。これは検査をして見た目ではなくてとい

うことがあるので。これについてどういう見解なのかということです。 

 

（高橋食糧部長） 

 佐藤委員の最初のご議論についてですが、第１点は、既存の政策を整理していく中で、今後の政府の

役割についてですが、３頁（３）のところ、品目横断はどういう形になるかわかりませんが、基本的に

はそちらの方向に移行していく、そこの移行する際においても、３頁（３）の冒頭のところ、今後の「麦

の安定供給を確保するという施策の基本的な方向性に即したものとする必要がある」、ここのところは

「国内産麦について需要に応じた良品質麦生産を推進する」、あるいは「外国産麦の安定的な輸入と相

まって」行うという基本的な部分は、政策変更にあたっても基本であるということが、第１点でありま

す。 

第２点ですが、（４）のところでさらに無制限買入れに即して言えば、麦大綱における無制限買入れ

の整理が、なぜ民間流通に移行したのかという目的について、平成１０年度の整理でありますけれども、

無制限買入れの様々な問題があるので、民間流通に移行するという整理になっていますが、このような

基本的な考え方について方向性が変わるわけではない、ここも基本的には押さえる。きちんとした民間

流通を前提とした政策をきっちりやっていく必要があるということが第２点。 

それから、４頁の最初のところ、政府無制限買入れから民間流通に移行した背景、これについては生

産者・実需者の様々な努力の結果ではありますが、背景には現行の食糧法の制度の枠組みがあった。安

心感のようなものが、無制限買入れを含め、現行制度にはあったのも事実でございます。したがって、

今後の方向性としては、基本的な枠組み、民間流通、実需に即した生産という枠組みは変わらず、その

方向もキチンとやっていくわけではありますが、その際に、適正かつ円滑な民間流通が確保されるよう、

その条件整備をキチンと図っていく必要があるだろう。この部分については、佐藤委員から何らかの政

府買入れという話がありましたが、こういったものはどういう形で条件整備を図るのかについてはもう

少し議論する必要あると思っております。その際に、政府買入れがあるのかないのか、目的や方向性が

キチンと示されているわけではないので、我々としては円滑な民間流通の確保ために条件整備をする、

それを今後どう考えていくのかを、この制度改革の中で考えていく必要があるだろうと思っております。

少なくとも品目に着目したものから経営に着目した政策に変えていくという基本方向は押さえた上で、

いろいろ考えていく必要があるのではないかと思っております。 

 

（島田消費流通課長） 

 農産物検査についてご説明いたします。１等２等という品位等検査は物理的性状に基づき製粉歩留ま

りによって格付けを行っているところであります。これとしては外形的要件によっておりまして、容積

重、比重についても、要件となっております。整粒歩留まり、異物の混入、被害粒の有無が主たるファ

クターということでございます。これに対し、成分検査は理化学的測定による成分に着目した品質評価

です。小麦については、たんぱく質とでんぷん粘度が成分検査項目としてあるわけでございます。これ

についても必要に応じて、項目の拡充など見直しを行うべきではないかということでございます。 
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（加倉井座長） 

 無制限買入れについては他の方もご意見があるかと思いますが。山田委員。 

 

（山田委員） 

 私も佐藤委員と同じでありまして、無制限買入れの記述について、麦よりも圧倒的にウェイトが高い

米についてやられてないから、麦についてもはずして良いという理由については納得がいきません。こ

ういう理由付けの整理の仕方については反対であります。 

 

（竹内委員） 

 米がこうだからというのは１つの例示ということだと思います。現状も既にそうなっているから、現

状に法律・制度も合わせたということだと思います。一番肝心なことは内外価格差でありまして、政府

の関与は、内外価格差がこんなにある中で、麦の重要性も政策として同時にやっていこうというわけで

すから、政府の関与が必要であることは常識だと思います。そのことと、無制限買入規定を廃止して現

状に合わせることとは、ほとんど関係がない。現在でも、買入れがないわけです。条文上はそういう条

文が必要のあった時代があるわけですが、「無制限買入規定」というのは、いくらなんでも現状とは全

く違った規定になっているので、現状に合わせるということだと思います。一番肝心なのは生産条件格

差だと思います。生産条件格差のところは、今、ご説明がありましたが、現状のどことどこを変えるべ

きということを中心にして書いてあるので、肝心の具体的内容はどうなのかというご質問はわかります。

２頁には「諸外国との生産条件格差の是正するための対策」というのは内外価格差対策ですよね。これ

は強調していませんが、必要であるという大前提に立っている。ただし、やり方は、別途、企画部会で

議論している品目横断でするというので、その是非についてはこの場でする委員会ではないので、ご意

見はいろいろあっても、別途、企画部会で検討していて、中間論点整理で出ていて、その中間論点整理

に即していけば、こういうことが必要ですと、この委員会での整理の原案になっているということと思

います。佐藤委員の素朴なご質問ももっともで、生産者にとって一番肝心な内外価格差のための政府の

対応については、難しく書いてある「生産条件格差の是正」と書いていますが、こういう言葉を使って

はいけないとは言いませんが、普通の生産者に「生産条件格差の是正」と言ってもわからないですよね。

ですから、「生産条件格差の是正」というのは「内外価格差」のことを言っていて、こんなに差があり

ます、政府の介入がなければすぐにポシャってしまいますよと。そうではないのですということを、生

産者のわかりやすい表現にしていただいたらいいのではないでしょうか。もう少しわかりやすい表現に

してはどうでしょうか。そういう理解で間違っているのかどうかどうなのでしょうか。 

 

（山田委員） 

 竹内委員のご意見に賛成です。大変大きな内外価格差があるので、無制限買入れという規定を入れた

経緯が間違いなくあるのだと思っております。当時、アメリカから麦を入れるとなった時の判断として、

１つの政策的判断であったのだろうと思っております。そうすると内外価格差をどうするかというのは

対策の基本となるところで、今回の検討の骨格の議論もそこにあったのだろうと思います。内外価格差

の扱いをどうするかという議論が、ひいては企画部会の基本計画の見直し議論の中での、経営安定資金

の見直しの議論、ないしは経営安定資金を内外価格差対策、直接支払いとして支出するということとの
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関連であったわけで、そこの企画部会の議論が、担い手の議論を含めまして、まだ整理が明らかでない

時点で、かくのごとくこの論理展開をすることには大変無理があるのではないかというふうに思うとこ

ろであります。とりわけ１頁から２頁にかけまして、３頁の無制限買入れ廃止の議論にくるところ全部

の論点は、企画部会を前提にしての話になっているわけであります。確かに２頁の但し書きの部分に整

理がなされているのはよくわかりますが、しかし、企画部会の論議はまだ中間論点でありまして、担い

手の論議もまだ多くの意見があるはずであります。それなのに、なぜ、企画部会の方向が出る前に、麦

の方で３頁に書かれているような論理展開をしなければならないのか、理解できないところであります

ので、申し上げておきます。 

 

（中村委員） 

 無制限買入れの撤廃について、私も前からもお話ししておりましたけれども、無制限買入れをただ撤

廃すると生産者に不安感が残るのではないかと申し上げてあったのですが、今の法律は生産者の方から

「買ってくれ」と言われれば、政府の方で無制限にどんなものでも買わなければいけない制度なので、

そういう無制限買入れはやめようということだと思います。あと、別の措置があるのかないのかは、そ

れを廃止するという後に考えれば、考えられるのではないかと思っております。それから、無制限買入

れがあることの弊害を、我々の立場から言うと、現在、自給率目標で、平成２２年の８０万トンは既に

クリアされていて、その前提条件となるものは生産性３割向上と品質の５％の向上というのが前提条件

となっていたわけですが、生産性３割向上というのはどうなっているのかも検証されないまま、内外価

格差を穴埋めしなければいけないというのは、なんとなく合点がいかないです。一所懸命やって３割向

上しても、なおかつ内外価格差があるわけで、そこは広く国民的世論で賛同してやっていくことではな

いかと思っておりますが、一般の企業は、従業員の移転だとかいろんなことを含めて、苦痛を伴いなが

ら、コスト競争力の向上を図っているわけですから、やはり、無制限買入れ、生産条件の内外価格差の

補てん等は、全部、麦関連産業が国際競争の中でどうやって生きていけるかに繋がってくることと思っ

ております。そういう観点から、無制限買入れや内外価格差の条件についての助成のことについて、お

話をしていただく方がいいのではないかと思っております。 

 

（加倉井座長） 

無制限買入れという言葉がなくなると、不安感があるというのはよくわかるのですが、実際にどんな

ことがマイナスで、どんなことがプラスなのか、一般国民には今一つわからないと思いますが。例えば、

佐藤委員、これがあるとないではどういうふうに農家は違いますか。 

 

（佐藤委員） 

 誤解されると困るのですが、私自身が無制限買入れをなくすことに反対していると理解されると少し

違います。無制限買入れの諸問題も含めていろいろ理解しているつもりであります。無制限買入れをな

くすことイコール政府の買入がなくなるということは違うと言いたいのです。無制限買入れをなくして

も、内外価格差も含め、需給調整も含めて、政府が何らかの形で関与してもらいたいということです。 

 

（加倉井座長） 
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国貿等のいろんな形で関与がありますが。 

 

（佐藤委員） 

そうです。国貿等も含めてそういうことを言いたいのです。無制限買入れを廃止するということをみ

んなで反対しているということではない。無制限買入れの廃止イコール、政府の関与が全部がなくなる

のではないかということに不安感を持っているということであります。 

 

（高橋食糧部長） 

 この点に関しましては、竹内委員、中村委員からもお話ございましたように、まず、基本的に現在の

麦作経営安定資金、無制限買入れを無くして、政府が何もしないのではなく、前提としては、内外価格

差の是正、生産格差是正のための措置を新しく検討しておりますので、そちらに移行する経営安定対策

があって、その関係として、従来の品目別の施策は整理しておきます。特に、米については例示として

書いているのでありますので、米イコール麦というつもりはありませんが、やはり、無制限買入れにつ

いてはこれまでも議論がなされた結果、麦大綱以来の問題点も指摘されて、やはり廃止として検討して

いくべきではないか。経過措置としての役割も終了しておりますから、そういったことで書かせていた

だいております。ただ、政府としては、基本的な考え方として、今後とも需要に応じた生産をしていく、

そのために必要な条件整備はどうあるべきかということについては、政府買入れの議論が佐藤委員から

もありましたが、それ自体どうなのかこうなのかという議論は、品目別にそういう措置がいるのかとい

う議論もありますし、私どもとしても、今後とも民間流通が適正に円滑に行われるということについて

は書いておりますし、民間流通制度の見直しにつきましても、４頁のところでございますが、基本的に

は生産者と実需者の間で今後も協議していくわけでありますけれども、こういった場の設定につきまし

ても、政府として適切な運営に意を用いなければいけないということははっきりしているわけでござい

ます。基本としては、今回、制度の枠組み変更をするわけでありますが、４頁上にありますように「実

需者ニーズに応じた良品質麦の生産を推進する観点から、適正かつ円滑な民間流通が確保されるよう、

その条件整備を図ることが必要」ということも、いろいろと対応していかなければいけないということ

で書いているわけでございます。何度も申し上げますが、政府が何もしないということではないという

ことを申し上げておきます。 

 

（竹内委員） 

 誤解されているのではと思うので、先ほどの話をもう少し敷衍（ふえん）して申し上げたいのですが、

今のお話でだいぶクリアになったと思いますが、佐藤委員のようなご質問、ご疑念のようなことはない

とはっきり書いてはどうでしょうか。無制限買入れの規定をなくすが、麦作振興上、必要な措置を政府

はやるのですよ、なくなってしまうわけではないのですよとはっきり書いたらよいと思うのです。 

２番目は、今度の取りまとめのタイトルはどうするのですか。企画部会では、今、既に中間論点整理

が出ているわけです。来年夏を最終目標にして再修正にいこうとしているわけですよね。こちらの麦は、

品目横断の話がある前から、麦の改革が必要だということから行ってきているはずです。そこに品目横

断が入ってきた。こういう流れで春から研究会を開いて検討を行っているわけです。私が企画部会の委

員であれば、企画部会で大枠の品目横断の議論はしている、各論で大きいのは麦、その麦が、前からや

 12



っている改革で、議論はどうなっていくのか。それと品目横断との具体的な枠組みの繋がりはどうなの

か、となると、品目横断の具体的な中身が詰まってこないとこの委員会としても言えないのはわかりま

す。しかし、元々、麦の議論は必要ということで進めてきており、品目横断の考え方は、一応出ている。

そういう段階で、麦の改革について必要なことは、品目横断の具体化が進まなくても、考え方としては

十分整理するべきであって、整理できる項目についても夏まで待っているというのは、品目横断の総論

をやる方からすると、それは困るのではないか。麦なら麦についての改革の議論の整理ができるのであ

ればやっておいてもらわないと、総論と各論は別々ではないのですから。そうしていくと、両方を見て

いる関係者も、生産者も消費者も実需者も納税者にとっても、取り進め方が分かるわけであります。 

これだけ議論を重ねてきて、改革が遅れ、矛盾は内在化、拡大して、顕在化ししつつある。この基本

的な麦作の振興上の問題である内外価格差問題は、麦作を振興できるように進めていく上では、これ以

上放置できない。これは民間流通であり、生産性の向上であり、品質の向上であり、つまり、実需者ニ

ーズに合う生産を行うというような、元々のところに立ち返って、それに合うような仕組みにしていく

という議論を先送りしなくても、現段階でも考え方が整理できるところは、現段階で整理しておくこと

が必要なのではないかと思います。 

 

（山田委員） 

 一般論として、竹内委員の意見を否定するわけではないのですが、１頁に、基本的な考え方として、

下段に「このため」以下、企画部会の議論が書かれており、「経営安定対策について、対象となる担い

手を明確化し、その経営の安定を図る対策に転換することが急務」と書いて、かつ２頁の第２の１以下

に企画部会の中間論点整理を書いた上で、②に企画部会の中間論点整理をそのまま載せてあるのだろう

と思います。その上で、３頁（２）に「また、麦の生産状況をみると」と書いてあり、要は、全体の論

調として、企画部会の担い手絞り込みの絵を描いて、整理されていることになるわけであります。私は

ここ２回にわたって述べてきましたが、委員要求資料にある麦の生産組織の事例について、生産コスト

の状況としてさらに丁寧に整理されているということでありますから、これはこれできちっとされてい

るとは思うが、まさにこの３頁に指摘されていますように、麦については、このいくつかの事例の最初

の２頁は、企画部会の中間論点整理で議論されている経営安定対策の対象となるのかならないのかとい

う議論をしたら、企画部会で農水省が提案している考え方でいくと、この４つは対象になりません。な

らない可能性が大です。麦は、誰が背負っているのですか。このような組織が背負っているのではない

ですか。後ろの２つにある認定農家と特定農業集団だけではないのです。まさに、とりわけ都府県の麦

作は、こうした集団が担っているからこそ存立していると思うのです。このような集団が対象にならな

い可能性があるのに、その議論を前提にして、麦作経営安定資金がなくなります、変換しますという。

私もいつまでも無制限買入れが必要と言っているわけではありません。ただ論理の展開の仕方が、そう

いう形で進んで、無制限買入れをやめるという形で議論されるのはおかしい。このＥ県Ｔ麦生産組合、

Ｆ県のＳ営農組合はどうしますか。彼等が作った麦は、2,300～3,000 円の最下限の入札価格だけで、あ

とは対策がありませんといって、麦の対策となりますか。そうなったらその麦はどうなりますか。どこ

へ流れていきますか。 

ですから、全体論として、竹内委員のおっしゃることは理解できますが、今の企画部会の議論の中の

対象となる担い手はそういうことになっていることを整理しないで、無制限買入れをやめる、経営安定
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資金をやめるというのはというのは、到底通らないのではないかということで申し上げているわけであ

ります。麦をしっかり検討しなければいけないこと、民間流通をしっかり定着しなければならないとい

う議論は、しっかりやってきましたし、努力もしておりますし、賛成でありますが、この論理の組み立

ては納得いかないということを申し上げております。 

 

（大泉委員） 

今のお話を前提に議論しますと、私も企画部会での品目横断の設計の仕方はおかしいと思っておりま

して、品目別に振興しなければならないものがある時に、品目横断で対応して日本農業の振興がありう

るのかという基本的な問題がないがしろにされたまま、議論しているという感想を持っております。 

そういうことになると、麦で百何十ヘクタールやっている農家がいて、これを品目別でセーフティネ

ットにかけるというのは、おそらく品目横断では出てこない話と思っておりまして、そういう意味で、

品目横断の今回のシステムというのは、経営安定政策、セーフティネットにはなり得ないのではないか

と疑問をもっています。そういう意味で、品目横断を前提として、それを待たなければ議論できないと

いうのではなく、麦委員会として、コストプールや外麦管理の仕方も含めて、改革すべきという話が当

初よりあったわけですから、この委員会で先行して議論して、そしてそれは品目対策でも構わないので

はないですか。品目対策でこういうようなセーフティネットをとりますというので構わないと思うので

す。私は、「ゲタ」や「ナラシ」というのが、よくわからないですが、わかりたくないというのもあり

ますが、果たして経営安定対策として機能するのか、どのようなインセンティブがあるのか、どのよう

なインセンティブをかけるのか分からないですし、制度設計としては、初めから面積で設定を行なうこ

とは、政策として上手なやり方ではないと考えておりまして、意欲や経営努力といった、例えば、青色

申告していることなど、実際の行為・努力を認めて、それに対して、やった、やらないということで対

象にしていく。その結果、残っていくのが、４ヘクタール以上とか６ヘクタール以上とかにしていくの

が制度の作り方としては上手な作り方のではないかと思います。一方、農水省が作っているのは、初め

から４ヘクタール以上とか、面積固定的なシステムを作って、その岩盤をきちっとさせるというもので

あり、賢明なやり方かもしれないですが。 

私は、品目横断にとらわれずに、麦は麦で議論して構わないと思いますし、私の意見であります。 

私は無制限買入れの廃止に賛成ですが、ただ、その場合に問題なのは、麦作経営安定資金があって価

格保証がされているから、実質的に機能しなくなり、政府買入れはあまり意味がなくなっているという

ことなのですが、それでは、品目横断でどれくらいになるか分からない状況で、余ったら無制限に買い

入れてというのは、米の過剰米処理と同じ機能を持つわけです。それは、ある種の経営安定のシステム

として残るということです。そういった期待も無制限買入規定の中にあるのであって、そういったこと

は、途中にある品目横断や、経営安定対策が、どのようなものになるのかがはっきりしないと、実は議

論されない問題であり、それが山田委員のおっしゃりたいことではないかと思うのですが、さはさりな

がら、麦の中では、品目横断にあまりこだわらずに議論して、これぐらい保証が必要だと議論しても構

わない。実質的に無制限買入れがセーフティネットとして機能する部分があるといっても、今の状況か

ら見れば、廃止するのが妥当であると私自身は思っております。 

 

（加倉井座長） 
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麦小委員会で企画部会の話ばかりが出ていますが、今日、竹内委員と山田委員がいらっしゃる前に、

国際秩序の変革と基本計画の見直しの両方が前提となっているという厳しい状況の中で、我々は話を始

めたけれども、それが確定していない中で、我々がめいっぱいの改革を言い出すのは難しいけれども、

今までのこの麦小委員会で積み上げて議論、多くの人の時間や労力を考えると、今の段階で得られたも

のをまとめたいと、座長としての期待を考えていると申し上げたところです。それが、難しいというこ

となると、山田委員はそれがなければ先に進みたくないということなのでしょうか。 

 

（山田委員） 

いくつか方法があると思います。品目横断的な企画部会における議論を前提として論点を進めるので

あれば、企画部会の方向を得て、そして麦の対策をまとめられるというのが１つの考えであると思いま

すので、私はこの考え方でいくべきと思っております。 

一方、座長がおっしゃるように、みんなでここまで議論していて、企画部会以上に議論できる余地が

あるのではないかとか、大泉委員の、麦なら麦として方向性を出せるのではないかとおっしゃる意見を

踏まえて言えば、例えば、３頁（２）の「麦の生産状況をみると」と書いている部分で「これらの果た

している役割を踏まえ、これらを品目横断の対象としていく必要がある」と書かないと、麦全体として

議論してきた、麦からの発言とならないのではないでしょうか。しかし、この「取りまとめ」では、そ

うなっておらず、「これらについても担い手を明確化して～」と書いてあります。要は、企画部会の論

点に立ち返って、あの絞込みの担い手の対象なのですよと言っているのです。これでは、無制限買入れ

はやめますよという話になっていく時に、賛成できない。これら有力な麦の生産組合が対象にならない

可能性がでてくるのです。そんなことをこの段階で認められますか。それはできないという思いです。 

 

（田中委員） 

山田委員のお話を聞いてもっともというのがほとんどですが、しかし、仮に私が、この対象にならな

いかもしれないという生産組織のリーダーならば、もし、担い手の定義から外れたら、どうしたらそれ

に乗れるのかを、当然、考えるはずです。法人化等、いっぺんにできるわけではないが、対象になる人

に全部作ってもらうとか、中身は正式には対象になる人の名前にして、あとで戻してもらうとか、どう

したらそれに乗れるのか、いいこと悪いこと含めていろんな事をやると思います。品目横断の担い手の

対象にならないからといって、麦を作らなくなるわけではない。99％そういうことにはならないと思い

ます。しかし、そうなってしまえば地域は大変なことになると思いますが。 

 

（竹内委員） 

やはり何回も論議していかないとお互いの誤解が解けていかないと思います。 

山田委員がおっしゃるように、ロジカルに考えると、２つの審議会が議論していて、国会でも委員会

で議論していて、オーバーラップしている部分があり、それぞれの会での仕事がある。担い手について、

その事例が対象になるかならないかが分からない状況ではある。しかし、考え方が出ている。その場合

は、中間報告自体は夏にあちらの審議会で了承されているのですから、その考え方が良いかどうかは、

向こうの審議会の方で議論して欲しいと思います。確かに、その考え方は抽象的であり、事例が適用と

なるかどうか分からないが、それは、具体化するこれからの話という状況の中で、麦がこの委員会とし

 15



て品目横断のことを触れられるかどうかということを山田委員はおっしゃっているのだと思います。し

かし、これだけ大きなテーマ、つまり内外価格差に関連したテーマについて、向こうの審議会の中間論

点整理で考え方が出ているのに、こちらが何も触れないことは考えられない。しかし、こちらから注文

をつけることはできると思います。 

先ほどの山田委員の発言にあったような、具体的にこれが適用となるようにして欲しいというのは向

こうの審議会が決めることでありますが、必要な麦振興に対応するための政府の対応がきちっとやられ

るようにそちらで考えて欲しいといったことや、全然対象にならない人ばっかり出ては困るということ

は言ったほうが良いと思います。しかし、企画部会で決まっていないことを、例えば、対象にならない

場合にはどうするかなど、企画部会で議論が整理されてないことを先取りすることはできないわけです

から、しかし、これほど大事なことについて、中間段階だといっても、麦小委員会で何も触れないとい

うのはいかにもおかしいのではないかと思います。 

考え方の整理としては、表現はもう少し生産者に分かりやすくして欲しい。それから、論理的な関係

では、麦小委では企画部会の中間報告が正しいとか正しくないという立場にはないわけですから、した

がって、向こうの中間報告の線に沿って考えると、こういうことが必要になってきますよということは、

当然、触れるべきではないかと思います。そういう表現振りの問題はあると思います。２つの委員会を

やっている時の論理的な関係を整理する必要はある。この取りまとめでは、技術的には「 」で括って

企画部会の議論をそのまま引用するというようなことでいくのであれば、それでいい。麦小委としては、

「こういう点を向こうは考えてくれよ」とか、「しかし、麦の全体の仕組みの中ではこういうことを考

えていく必要がある」ということは、一番大きなテーマであるので、書いておいてもらわないと、生産

者の方から見ても、麦小委員会は一体何をやっているのだということになるのではいかということがむ

しろ心配であります。 

 

（掛札委員） 

３頁（２）の「また、」以下について。私はこれまでも申してきましたとおり、意欲的でも経営規模

が小さい農家が多いという事実があるわけでありますから、書き方として、「これらの果たしている役

割を踏まえ」が前提条件となってしまい、その後に「積極的に育成していくことが必要」という形です

が、まず、「これらの果たしている役割を踏まえる必要があり」と、いったん、現状をきちっと踏まえ

て、その後に「これらについても～」という表現にしていただいた方がわかりやすいと思います。「役

割を踏まえる必要があり、これらについても担い手を明確化し」という表現にしてもらえると、私ども

としましても、小さい麦作農家が今後も麦を担っていく人がいる中では、そういった意向をできるだけ

くみ上げ、その人が論点で整理されている方向へ向かって進めるように、整理していただければと考え

ています。 

 

（大泉委員） 

麦作経営安定資金が今後も継続するとすれば、それはどのような新しいシステムで使われるのか、対

象はどうなるのかという議論をしても、麦小委員会としては構わないのではないか。しかし、それは品

目横断へ移行し、なくなるから議論しないで欲しいということでしょうか。しかし、麦の振興からすれ

ば、麦作経営安定資金が果たしてきた役割は非常に大きいわけですから、こういったシステムにするか
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どうかはともかくとして、この財源を利用して、麦の担い手をどのように育てるのか、イノベイティブ

であるのかどうかということは可能であると私は考えています。しかし、そう考えると、品目横断政策

にならない。では、この財源をどう使うのかについて、誰かが財政で面倒見るのだといえば別ですが、

この金を品目横断に使うとなれば、その時点で、この麦小委員会で議論したことはパァになってしまい

ます。そういうことからすると、２頁（１）③では、これは企画部会の中間論点整理のようですが、「現

行の品目別制度の中で」いろいろな制度については廃止する等、機能を整理する必要があるというのは、

我々の委員会でいうと「麦作経営安定資金は廃止する」、「機能を整理する必要がある」と書いてあっ

て、３頁（３）①では、麦作経営安定資金については、「品目横断と機能が重複することとなるので同

対策に移行・吸収されると考えられる」と書いてある。廃止するのか、移行するのか。ここが分からな

い。制度としては廃止するが、その財源としては移行するのか、あるいは制度が移行するのか。ここは、

厳密に明確にしていかないと我々も困ります。移行するなら麦作経営安定資金を使おう。麦作経営安定

資金で麦のために品目別にやろうという話になるわけです。しかし、その前に企画部会では麦作経営安

定資金は廃止するとあり、使えないのかということになって、一体どちらなのかという気がする。 

麦委員会としては、担い手を育てなければいけないというイメージは出ており、その人を育てようと

いう話はできる議論ですが、その際には、市場原理をきっちり入れる仕組みを作るべきと私は考えてい

ます。ところが、４頁の民間流通制度のところで、それがどういうことなのかまた分からなくなってい

る。それは、４頁の２（１）で、民間流通連絡協議会においては、現在のやり方は見直しが決定されて

いるとある。その中身は、現物取引の導入、義務上場制・値幅制限の廃止、実績主義の見直しを検討し

ていくこととされたとありますが、「現物取引の導入」というのは、播種前契約から現物取引に移るの

でしょうか。播種前契約をしないで現物取引をするという意味でしょうか。しかし、その次の（２）に

ついては、「播種前契約を基本とする」と書いてあり、播種前契約をするのかしないのか。これは、全

量播種前契約を止めて、ちょっとだけ播種前契約するのか。あるいは、全量播種前契約をやめるという

のと、播種前契約を基本とするのは、同じなのか、違うのか。麦の委員会として、この重要で肝心なと

ころが見えない記述になっているのはどうなのかという疑問を感じております。 

 

（高本食糧貿易課長） 

 基本的な私どもの考えは、（２）にございます加工原材料用としての麦の特性を考えると播種前契

約を基本にしましょうということで、今の播種前契約だけでは、窮屈であるということでありますの

で、そういう中で、第６回の資料の別紙５を見ていただきますと、本年９月１５日に行われました民

間流通連絡協議会の決定事項を載せてございますが、「今後の民間流通に関する論議の取りまとめ」

に、今の播種前契約を基本として取引を多様化するという中で、現物取引は特殊なもの、例えば、転

作で発生したミスマッチの麦や、あるいは評価が難しい新しい品種など、そういった麦につきまして

現物取引を適用しようということで、大宗が播種前契約で、現物取引は一部分と私どもは思っており

ます。そういう形で民間流通連絡協議会で決めているということでございます。 

 

（大泉委員） 

 将来は現物取引を導入するということではなく、一部の例外が現物取引ということですか。 
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（高本食糧貿易課長） 

 現物取引は大宗にはならないということでございます。 

 

（高橋食糧部長） 

 民間流通制度の見直しでございますが、（１）にございますように、基本的に実際の商取引にかか

る部分、かつ専門性の高い事項を扱っております。これについては、夏の前の段階で、中間論点整理

の際に実需者と生産者両団体からなります連絡協議会の中で、この点の議論をし、検討の結果を報告

していただきたいということで、第６回の際に民間流通協議会の検討結果の報告という形で出してい

ただいた。したがって当面の検討方向ということで１枚紙に論点を整理していただき、その中に見直

し事項がなされ、例えば、現物取引の導入でありますとか、そこに書かれたような項目が掲げられた

わけでございます。ですから、その項目について実際上検討する、実行に移すと決めたわけでござい

ますので、これを実施プログラムに早く落としていただきたい。できるものは１８年産からやってい

ただきたい。ですから、趣旨としては、両当事者間で決めたものはスケジュール感を持ってやってい

ただきたいということを書いているわけでございます。 

 

（吉水委員） 

 基本的には大泉委員や竹内委員のご意見に近いですが、無制限買入れの廃止には基本的には賛成で

すが、だからといって政府の関与がなくなるわけではなくて、何らかのセーフティネットはあり続け

るということは、明文化しておいた方がいいのではないかという、佐藤委員のご意見でもありました

が、前回も私も発言させていただきましたが、それは変わっておりません。 

品目横断的対策については、企画部会マターなので、この小委員会では議論しにくいというのはあ

るのだと思うのですが、そこで終わってしまうとせっかく委員会に１０回位も集まっていてもったい

ないという気がしますので、山田委員がおっしゃったような、こういう人は漏れてしまうという議論

を含めて、何らかの小委員会なりの品目横断的対策についての意見や指針が議論できた方がよいと考

えております。 

 

（中村委員） 

 最初に座長から「とにかく取りまとめて、その後の開催の仕方等については食糧部会長に一任」と

いうお話がありましたが、私自身も品目横断施策なるものの中身がよくわからないので、ここでは勝

手に自分でイメージしてやっているだけですから、品目横断施策になると麦作が増えるのか減るのか、

どうなるかも全然わからないです。春まき小麦がたくさん増えると、反収が低いから、また補助金が

たくさん増えるのかなど、よくわからないことが多い。いずれにしても、品目横断施策がある程度ま

とまったところで、必要があればこの麦政策検討小委員会でのまとめとの整合性をキチンとするため

にも、何らかの措置をお願いしたいと思っております。 

 何点か質問や感想があります。 

６頁のＳＢＳのところで（２）の「米や飼料用大麦について既に導入されているＳＢＳ方式を、新た

に麦についても導入する必要がある。」と書いてあるのですが、米と飼料用大麦のＳＢＳ方式は根本的に

違うやり方だと思っています。米の SBS は国内流通に支障がないような制約状況の中でやっていて、飼
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料用大麦はあまり関係ないから事務経費を乗せて、ということだろうと思います。どちらかと言えば、

米に近いことなのだろうと思いますが、現時点でわかれば教えていただきたい。 

７頁の上から３行目に、売渡価格の決定の仕方で、「毎回の買付価格とするのか、一定期間ごとの買

付価格の平均とするのかについては、効率的な物流を達成する等の観点に立ち、検討する必要がある。」

とあります。毎回の買付価格は週１回やっているわけですから、極端に言えば、一週間に一度小麦の値

段が変わることになる。「効率な物流」というのは国側からすればそうなのでしょうが、製粉会社あるい

は二次加工ユーザーは、その価格の上がった下がったについて何らかの措置をする必要があるわけです

から、「達成する等」の「等」に入っているのかもしれないが、効率的な物流以上に小麦粉以降の製品の

価格体系を円滑に形成していく観点が重要だろうと思います。そのようなことがあるということを考慮

していただきたい。 

それから、同じ頁の（５）の④の下の２行目、「また、今後の経済社会の変化等を踏まえれば、納税

者負担についてさらに制約が強まることに十分留意する必要がある。」とあります。これは「内麦の助成

金が納税者負担も導入するのですよ」とどこかに書かれていれば、この２行は留意する必要があるとい

うのは話がわかるのですが、前の方にあまり書かれていなくて、この２行だけポンと出てくるのは文書

としておかしいのであって、２頁の経営安定対策の④の「国民負担によって支えられるものであること

から、目的に応じた施策の選択と集中的実施により、国民負担を合理的なものにするとともに、国民の

理解と納得を得ることが必要である。」に対しての言葉なのかと思って見ております。 

今日の資料２で「取りまとめ骨子（案）に係る各委員からのコメント」で１２名の中で、８名の方が

「納税者負担もしくは一般財源負担、農林水産省の組み替えによって安定的な財源を確保すべきであ

る。」と書いてあります。残りの４名の方は「そんな事は必要ない」と言う反対意見はまるでなくて、そ

こに記述がないということですから、１２名の人は全て「そういう方向性が必要だ」ということが、１

２名の委員のコメントではないか。これは重視すべきことではないかと思っております。 

 

（長澤委員） 

中村委員の前段部分は私も全く同感です。コメントでも申し上げましたが、現在時点において品目

横断的政策の内容・対象・助成水準が見えない中では、私ども国内産大麦１００％に頼っている精麦

業界としては「国内産大麦の安定供給が確保できるのか」という点で不安を持っていまして、今後の

国内麦に関する行政の関わり方もハッキリして欲しいと申し上げたわけです。いくつか取り上げてい

ただいているところもありまして、３頁では「大麦・はだか麦は品質・生産性の向上に加えて生産の安

定化がそれぞれ課題となっている」と書いてありまして、８頁では「大麦については健康志向の高まり

を背景に需要が増加しているにも拘わらず品質・生産性の向上に加えて生産の安定化も遅れており、依

然として実需者ニーズに十分に応えられる状況とはなっていない。」と書かれており、この点では確保し

ていただけると理解していますが、最後の２行目に「国内産麦の振興に当たっては、以上のような状況

を踏まえ、品質・生産性の向上を図り、実需者ニーズに」とありますが、もう１つここに「生産量の安

定化」も入れていただきたいくらいに考えております。品目横断的対策になると、大麦が生産者にとっ

て有利であり、ちゃんと確保されるかということが、北陸が米の産地であることから考えても心配して

いるところであります。しかし、先ほど、山田委員が「ただし書きの部分についても良くわかる」とお

っしゃいましたが、我々もここまで議論をしてきておりますし、２頁のところには「ただし、経営安定
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対策（品目横断的政策）については、さらに検討を深める必要があることから、今回の本委員会の取り

まとめのうち、経営安定対策（品目横断的政策）に関連する部分については、現時点においては、以下

のような整理とするが、今後の経営安定対策（品目横断的政策）に関する検討状況を踏まえ、必要に応

じて、その内容につき検証を行い、麦の振興策のあり方について追加的な整理を行うこととする。」と

書かれておりますし、加倉井座長もおっしゃるとおり、これまで精力的に議論もしてきておりますし、

現段階においては精一杯の取りまとめをしていただきたいと考えております。 

 

（佐藤委員） 

 これは第１０回の時に言おうと思っていた意見ですが、品目横断的対策について、場違いかもしれな

いですが、北海道の十勝や北見を中心とした大規模畑作経営を、ある意味１つのモデルではないですが、

１つの実験台としての方策としてどうかという話題がありました。そういう中で、私自身も北見地方に

住んでいる者として関心がありまして、北海道として畑作の横断対策の委員長としていろんな話を進め

ている経過もあったわけです。その時に、我々の考えていたことは、確かに、規模拡大は進んでいます

し、本州の農家も同じように努力をしている。いろんな意見を踏まえて、なおかつ現行だけではダメ

だろうということで、よく大泉委員が言われる「イノベーション、前向きな発想」を伴っていかざる

を得ないだろうという論議がありました。その時に、現実の話に戻れば、両方の話がいつも私自身の

中で葛藤していました。１つは、将来我々がいろんな農業の構造改革をしていくのだろうが、どんな

農業になるのか見えないということ。品目横断的対策で該当する農家がどういう農家になるのか、シ

ミｭレーションが描けないということ。一方で、山田委員が言われるような外れた農家が果たして次の

チャンスが与えられる政策になるのか。また、現行を維持せざるをえない人達はどうなっていくのか

というようなことが、同じ農家として、どうなのかという問題がありました。ただ、これを１つ財政

の中でやろうとすると分配論議になるわけです。分配論議になると、我々が一生懸命やって、将来を

見つめて、犠牲も払ってやろうとしている時に、現行維持の人達と一緒に財源を共通でプールしなく

てはならないとなれば、同じ農家でも山田委員にもモノを言わなくてはならなくなるわけです。 

 そういう問題が常に介在して今日まで来たのが現況です。ですから、チャンスを与える部分など、

いろんなものを政策で考えるなど、一元的ではないものを取り入れて行かざるをえないのではないか

と考えてきました。一方で国際規律もわかりますが、しかし、全部我々が対応出来るわけでもないで

す。国の関与とはそういうことで、その中で我々も努力はしますので、そういう対応をしていただき

たい。先ほど、吉水委員にも触れていただいたし、それに併せて言うわけではないですが、企画部会

や財政論など常にごちゃまぜになって座長は本当に苦労されてきたのではないかと思うのです。どち

らの話もしたい。また、同じ農家でも山田委員と私では体質的に全然違う自治体を抱えている代表で

もあるわけです。そのことを一律に議論すると必ずぶつかるわけで、このことをどうするか、解決な

しでは大変な問題になるということです。 

 

（田中委員） 

 具体的な話をしたいと思います。５頁の４の（２）「担い手の積極的育成を図るとともに、これら担

い手への麦作の集積の加速化～」と書いてありますが、ペーパー全体にカッコ書きが多いですが、パッ

と読んでわかりにくい。「麦作の集積の加速化（作業受託に止まらず、農地の利用集積の加速化）」これ
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は表現的におかしいと思います。まず、我々作る立場からすれば、この項目は「良品質の麦を作る」と

いう観点なので、絶対必要なのは「団地化」という言葉、転作の水田麦にはこの言葉が絶対必要だと思

います。団地化しないと麦は収穫前に根腐れを起こしてダメになってしまうわけですから。カッコの中

でもいいし、文章を考えてもいいと思いますが、必要だと思います。 

２頁の「経営安定対策（品目横断的政策）の導入及びこれに伴う既存施策の整理」の第２の１の（１）

の②で「経営規模や経営改善の取組等を要件化することが適当である。」とかなり抽象的な言い方で、

山田委員と意見が違うのかもしれないですが、せめて「青色申告等」だとか条件を入れる等、わかりや

すい表現をするべきだと思います。１頁はパッと見て読みにくい。例えば、真ん中あたりで「麦につい

ては、平成１０年に策定された」から８～９行目までにマルが１つしかない。問題点は３つくらい指摘

されていると思うのですが、１つの長い文書ではなく、中学生でも理解できる文章にすべきだと思いま

す。 

 

（加倉井座長） 

 文章の点はいつも事務局に申し上げているのですが、「わかりやすくする」ということで承っておきま

す。では、大泉委員。 

 

（大泉委員） 

 担い手部分についてですが、企画部会に取り上げられているので話しづらいのですが、ＷＴＯで日

本の農業は多面的機能を維持するということを中心として主張をしていると思いますが、多面的機能

は中山間地域の直接支払制度の中では、多面的機能を維持するためということで、平地との条件差を

直接支払の水準で設定するとしていると思います。しかし、多面的機能の維持は別に中山間地域にと

どまる話ではなくて、平地にも多面的機能の維持はあり得るのだろうと思います。よく言われる「集

落が大事」ということには水の共同的利用や景観の維持、あるいは地縁的共同作業だとかがあり、そ

の集落営農はどういったものを指しているか一人一人イメージが違うと思うのですが、もっとも生産

性が低いところでもお互いの共同によって多面的機能を維持しているのは事実であって、こういった

ところへのコンペセイション、保証は考えられるのか、考えられないのかという話もあると思います。

それがあれば、生産性の低いあるいは地域維持的な政策はそちらに任せて、あとは産業育成的な、イ

ノベイティブな農家がどんどん成長しうる、しかも規模や形態で差別化するのではなくて、先ほど田

中委員がおっしゃったような、努力がはっきり明示できるようなもので、結果で条件設定することが

必要なのではないか。それが内外価格差対応だと思うのですが。どうも制度設計の時に、「品目別は

制度違反だよ」とアプリオリに決めつけているような気がします。上限関税を逃れられるのと品目別

の対応が逃れられるのは同じ位の確率だと思っています。だったら両方主張すればいいのではないか

という気がしています。「品目別だけがＷＴＯに引っかかる」と農水省の方は言うが果たしてそうな

のかとも思います。カウンター・サイクリカル・ペイメント（価格変動対応型支払）だって、設定の

仕方は過去の作付で決めているが、これは品目横断では黄色ですよね。これをアメリカはやっている

わけだし、日本の制度でも麦振興のために必要なら品目別をやればいいと思っています。 

 

（竹内委員） 
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品目横断的対策の話は企画部会でというのはその通りだと思います。だだ、基本的な理解として、

大豆にしても麦にしても従来の品目別対策では、ＷＴＯとの関係や国際規律の流れの上から、このま

まと全く同じ仕組みではまずいということなのでしょう。それであれば、大泉委員のおっしゃった具

体的な中身については、ここで議論するのは十分な場ではないと思いますが、同時に「ＷＴＯを中心

とした国際規律の強化」と書いているが、その基本的な流れには日本も沿わなければいけない。しか

し、日本の特殊事情もあります。考え方をもう一度見てみると、競争条件に大きな影響を与えるよう

な財政支援等はいかんという発想なのでしょう。そこで、「緑」や「黄」の色が付いている。今のま

までは言えないので、日本の置かれている事情、農業が発展していく上での必要な課題、これに対処

するような形で大枠のＷＴＯといってもそんなにガチガチではない。その点も考えて、最もＷＴＯの

大枠に沿っていて、海外からも無茶苦茶なことは言われない。日本の事情に合うような内容も含まれ

ている。それは別にＷＴＯも文句を言う話ではない。そういう大枠の中で、具体的にどういうふうに

工夫していくかということ。その具体化はこれからの話です。そのような理解で良いのであれば、中

身についてはこれからにしても、当然のことながら新たな品目横断的対策が必要で、その中には一番

大事な生産条件格差対応が入るとなれば、廃止か吸収なのか再編なのか言葉はよくわかりませんが、

今のままの品目横断的対策の個別対策はこのままではすまない。両方はあり得ない。このままではダ

メだという流れなのでしょう。それであれば考え方は誰でも理解できる。そういうことなのではない

でしょうか。日本的な事情も随分訴えてきているし、同時にそれが構造改革の上でもプラス要素があ

るというのであれば、触れてあってもおかしくはない。そういうことであれば、生産者にも考え方と

して理解が得られると思います。もちろん、具体的に適用した時にどうなるかは大問題ですが、それ

は企画部会でまずやってもらって、それに対して注文を付けておいたほうがよい。注文の付け方は考

え方に付けるのであって、入れる、入れないを言うための委員会ではないと思います。注文の付け方

の工夫はいると思いますが。そういう関係にあると思います。 

  

（加倉井座長） 

 竹内委員も大泉委員もおっしゃった、国際的な補助金のルール、秩序について書き込むのが非常に難

しくて、ここには書いていないのです。例えば、生産振興補助金から直接支払いにすべきだというのは

国際的ルールの話なのですが書き込めなかったし、経営安定対策であってなぜ生産振興と言わないのか。

そういうことも全て、国際ルール、日本政府が判を押した契約、国際合意にあるわけです。ただ、それ

を書き込むことは難しい。 

 

（村上総合食料局長） 

品目横断対策にしようという時にＷＴＯ規律があるわけですが、「緑の政策」は生産や価格等にリン

クしないことです。その理由は、貿易を歪曲しない、生産刺激的でない、できるだけマーケットのシグ

ナルが反映されるようにということで、その中で農家が判断していくという考え方だと思います。ただ、

やはり絶対的な生産性格差があるので、そういうところについては直接支払い、生産にリンクしない形

で、直接支払いをすることが、みんなの幸せになるのではないですかということです。ただし、日本の

場合は完全に「緑」にした場合は、自給の問題や、農家の規模があって、モラルハザードが起こる等と

いう問題がありますので、第５回の時も説明しましたが、やはり生産にリンクした部分も必要ではない
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かということで、生産にリンクしない形で直接支払い、量や品質にリンクした形で、ということを言っ

ているところでございます。その場合、どういった人を対象としていくかについて、企画部会で議論し

ていただいているというところですが、その場合、当然、経営を対象にして直接支払いをするわけです

から、算定の根拠としては麦作経営安定資金や大豆交付金を受給していた等が根拠となるわけですが、

支給される人は水田農家であり畑作農家であるわけです。そこは、水田農家の直接支払いを受ける経営

体としてどういう経営体がいいのか、担い手がいいのか、畑作の直接支払いを受ける場合にどういう経

営体がいいのか、その場合、認定農業者や集落営農についてどう考えるかということは、当然、品目ご

とに考えることではなく、経営体として考えるわけですから、もちろん、麦の状況、大豆の状況、米の

状況、てん菜の状況等を考えますが、そこはトータルとして経営体として考えるわけですから、そこは

一本になるわけです。そういうわけで、ここで整理されているのは、企画部会で整理されたままを中立

的に書いていて、経営体の中身はそちらに委ねるしかないのではないかということでございます。 

 

（佐藤委員） 

 農水省の方も含めて、口に出せない出ない部分として、先ほど、キチッと申し上げたが、中村委員の

発言もありましたが、財政の中で、農業予算の中身を考えていただきたい。それはここの委員会だけの

ことではなく、あちこちで出ているわけです。しかし、財政の話は、決してこういうところでペーパー

にならないわけです。いろいろな関係があって表に出ないわけです。これはぜひ肝に銘じていただき、

心していただきたい切実な声なのです。何もいらないというわけではありません。道路がいらない、ダ

ムがいらないとかということではなく、節約できるのならば、どっちを我慢するかとなれば、そういう

ことをみんな我慢すると言っているのです。そういうことを我慢して、本当に農家のためや消費者のた

めになることにちゃんと使ってもらいたいということを言っているのです。３兆円の予算の枠の中を、

無駄遣いしているとはいいませんが、ぜひ真剣に考えていただきたい。 

 

（山田委員） 

 私の意見は、取りまとめるなとか、小委員会の議論の努力を無にするなんてことは言ってなかったつ

もりですので、そこは確認したいと思います。その上で、取りまとめは延ばすべきだと思います。理由

は、まだ決まっていない企画部会の担い手の論議を前提にして、麦の特性を踏まえない議論になってい

ることであります。それから、麦作経営安定資金の廃止や品目横断への移行を前提に、無制限買入れを

廃止することにしているためであります。すなわち、無制限買入れも民間流通への移行も、麦作経営安

定資金があって、背景に無制限買入れの制度の仕組みがある中で、お互いに努力をしてここへきている

のであって、麦作経営安定資金の対象にならない農家や、品目横断の対象にならない農家が出てくると

いうことになれば、これは大混乱必至であります。だから、そんなことがわかっているのに、何で企画

部会に先行して、ましてや決まってもいない企画部会の中間論点整理を前提とした論理展開になるのか

ということについて、全く納得できないということであります。麦全体が抱えている課題や、様々な形

での転換が必要なことというのは、私もこの委員会で積極的に前向きに議論をしてきたつもりでありま

すが、ここにきて、なぜそれを前提にして取りまとめを急がれるのかということは全く理解できません。 

 ５頁の「国家貿易の維持」について整理がされていますが、「麦は国民生活上重要な品目であるため、

国内産麦に対する施策のほか、需要量の９割近くを占める外国産麦」とあり、国家貿易の維持について、
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要は外国産麦について管理をするとおっしゃっていることになりますが、確かに、４頁のところに、民

間流通について、今までの麦は制度の枠組みがあったから 100％達成できたと書いてあるのですが、し

かし、枠組みが変わっても、「適正かつ円滑な民間流通が確保されるよう、その条件整備を図ることが

必要」と書いてある。麦作経営安定資金が対象にならないような事態を、今後、生んだ時、どんな形で、

適正かつ円滑な民間流通が確保されるよう、その条件整備を図るのですか。その内容をお聞きしたい。

それが描けないのに、ここに無制限買入廃止を書いて、かつ国家貿易の方では、「国内産麦に対する施

策のほか」と書いている。「国内産麦の施策のほか」とは、何なのか。ここはキチッと、「国内産麦が

民間流通として全量安定流通するために必要な施策を講ずるとともに」と書いて初めて、内外麦と言い

ますか、内麦の管理をするから、それから、外麦も国家貿易を維持するというのが出てくるのではない

かと思っております。そう思って、基本的な問題と国貿に関して民間流通の条件整備の部分について申

し上げさせていただきました。 

これ以上言っていると、気分が滅入って参りますが、本当に困りますね。残念ながら私は賛成できま

せん。 

 

（加倉井座長） 

 企画部会の議論ではそういう意見があったと聞いているので、中立的に書き換えたつもりでありまし

たが、まだその辺が足りなかったでしょうか。 

 

（山田委員） 

 企画部会の議論を全部捨象して、麦の小委員会でまとめていただくなら結構です。ないしは、企画部

会の議論に対して、麦小委員会としては担い手についてこう考えるとしっかりおっしゃっていただくと

いう議論であれば、私も賛成します。それなしに企画部会を前提にして、大事な無制限買入れや国貿、

民間流通の安定的な条件整備の話を、曖昧にして、曖昧どころか麦作経営安定資金の廃止を前提として

論理展開をされているというわけですから、納得できないと申し上げております。 

 

（加倉井座長） 

 もう１つ山田委員に伺います。山田委員は企画部会にも両方出ておりまして、私は出ていないのでど

うしても認識のギャップがあるのだと思いますが、山田委員は「切り捨てる、切り捨てる」と担い手の

話をなさいますが、一方で、麦小委員会では、育てる人達についても意識していると思います。育てる

人達についても考慮してもらえないかということについてはいかがでしょうか。 

 

（山田委員） 

 座長の質問でもありますので述べさせていただきますが、都府県のことばっかり言っているわけでは

なく、北海道の麦作については明確に基準対象に当てはまる、企画部会の議論が当てはまると思います。

佐藤委員もおっしゃるように、一部、そうは言っても努力する部分が必要なので、それは対象になるよ

う努力するというのは当然であると思います。さて、都府県の麦は、先ほど、田中委員もおっしゃって

いますように、自分のところの麦は大丈夫、米と麦でそういう条件を作ったのだからいいのですが、し

かし、田中委員がそういう形で経営をお作りになった努力はもちろん認めますが、その間、田中委員並
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みとはいかないまでも、育成していく麦作集団というのはいっぱいあるわけであります。それをただち

に転換できるかというと、なかなか容易ではありません。竹内委員が、企画部会の議論に関連して、麦

作についても一定の変換が必要だとおっしゃいましたが、私も全体論としても方向性としても全く異論

は差し挟みませんが、ところが、企画部会での議論は、率直に言って極端な絞り込みになりすぎている

と思っていますから、絞りすぎであるということを何度も申し上げているわけであります。我々も担い

手を作ることについては賛成でありますし、担い手を育成するために最大限の努力をしなければならな

いというふうに思っております。都府県の麦の場合は、受託組織で作っている麦、裏作、転作で作って

いる麦とか、そういう部分について、企画部会の担い手論議に合わせて一体どんなふうに考えていくの

かという議論がどうしても必要なのです。じゃあ、その議論をここでやりきれましたか。必ずしもそう

じゃないと思うのです。それなのに一方的に、企画部会の議論を持ってきている。麦の議論なんて企画

部会ではやってないのですよ。やり切れてないのに、それを一般的にポーンと持ってきて前提にしたら、

方向を誤るのではないかと思いますので申し上げております。 

 

（大泉委員） 

 山田委員の議論はよくわかる議論ですが、企画部会の議論を前提としてやることに関しては、担い手

の議論がない、品目横断、経営安定政策の議論がないということで、私もそれを前提とすることは反対

しております。さはありながら、３頁の「また～」以降の５行は、正直どのように読めばいいのかわか

らない。今は、麦の生産条件をみると小さいね、いっぱい存在しているねとあって、これらの果たして

いる役割を踏まえて、これらについての担い手を明確化し、発展するよう育成していこうという話であ

るわけですけれども、ここの文章から、逆に山田委員がこういった生産条件、事例における生産のコス

トの状況を、これでは入らないよと言おうとしているのかが、実はよくわからない。これは入らないの

でしょうか。 

 

（山田委員） 

 （２）はどうきているのかと言うと、２頁の第２の１「経営安定対策の導入及びこれに伴う既存施策

の整理」とあって、（１）は中間論点整理で「検討されている」と書いて、（２）で、ここまで書くの

なら、「また」以下に、「集落営農・麦作集団が多数存在しているが、これらが果たしている役割を踏

まえ」、「これらを対象にしていく必要がある」というふうに言って初めて、麦の世界からの主張に繋

がるのではないのですか。もちろん、これらについても「担い手を明確化し～は必要である」と書いて

もいいではないですか。ここの流れからすると、そうでしょう。そういう主張がないということを申し

上げているわけです。 

 

（大泉委員） 

 そこなのです。「書け」と言うには、山田委員がおっしゃるように議論していない。だから、ここは

こういう書き方しかできないという話ではないのでしょうか。これから考えようねという話でゲタを企

画部会に預けちゃったという書き方ではないのでしょうか。だから、そういう意味で、私はこういう書

き方はイヤだというのはあるのですが。 
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（山田委員） 

これは違うと思います。（３）には「以上のような経営安定対策が導入される際には」と始まってい

るのであって、（１）（２）は完全に経営安定対策を前提にしての議論になってしまっていて、そして

（３）には無制限買入れは止めますよと書いているのです。これでは、議論の展開にはならないのでは

ないですかと申し上げているのです。 

 

（大泉委員） 

 似ているところと似てないところがあって、「廃止することが妥当である」と書いてあって、その次

の頁には「継承しろ」と書いてあって、どっちなのと質問したのであって、ここは明確にしたらどうで

しょうか。議論していないから、「これらについても担い手を明確化する」という書き方しかできない

という、お互いの認識にしたらどうかということです。 

 

（加倉井座長） 

 付け加えますと、２頁の「１ 経営安定対策（品目横断的政策）が導入された場合の既存施策の整理」

というふうにしたいと思った、という経緯があったということについてはどうですか。 

 

（山田委員） 

 それにしても、どうしてもまとめなければいけないのでしょうか。品目横断の整理をもう少し待って

からでも、充分、議論できるのでないかと思います。 

 

（掛札委員） 

 先ほど発言した時に、「これらが果たしている、今、小さくても意欲的にやっている人達の役割を踏

まえる必要があり」という形に換えてもらいたいと言ったのは、育成した結果を前提とした品目横断的

対策の中でどういう結論が出るのかわかりませんが、育成した結果が対象となるというので進むのなら、

今、一生懸命やっている農家が非常に困るというのが場合によっては出てくると思いますので、「育成

しながら」というニュアンスを、もう少しストレートな表現ではなく、そういう役割は共通認識で持っ

ているのだということで、したがって、そういう人達も育てながらということで、どういう内容になる

かわかりませんが、品目横断対策もできるだけ広く対象になるという方策で取れないかというニュアン

スで、先ほど申し上げたわけです。繰り返して言いますが、育成した結果が前提になった対応にならな

いような形を取れないかという気がいたします。 

 

（中村委員） 

 素直に読めば、この通りではないかという気もします。２頁（１）は企画部会で検討されていて、中

間論点整理として①から④があって、（２）は「このような」と書いてあるのを「しかしながら」とし

て読めばいいのかわかりませんけれども、「麦の生産条件をみると～これらの果たしている役割を踏ま

え」とあって、要は麦は何でも今の支持価格制度と同じで、１０トン取っている人も５万トン取ってい

る人も皆同じように「補助しろ」「調整しろ」というのでは困るのだと思います。結局、以前から言っ

ていますように、大規模土地集約型作物として小麦は存在するわけですから、そういう方向にいくとい
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うのはあまり違和感がない。（３）の麦作経営安定資金は、「移行・吸収」というのは当然だと思いま

す。両方一緒に存在するわけがない。無制限買入れも民間流通が 100％になっているのだから、なくな

っても不思議でない。ただ、いろんな不安があるから措置を講じなければならない。ただ、私自身品目

横断的対策の中身がよくわからないので、その中で麦がどういう位置付けになるのか、よくわからない

が、企画部会が決まれば、ここで論議されている麦政策のことが放り出され、そちらの方のペースで全

部決められたのなら、何のためにやったのかという話になりかねない。それについては、その辺の事情

がよくわかっている方に判断してもらわないと。 

素直に読めばそんなに難しい話ではないと思いますが、よく知っている山田委員からみると、この書

き方はすごく心配なのですよね。 

 

（村上総合食料局長） 

 ３頁（３）は、前頁（１）で企画部会の中間論点整理を引用して、「（３）以上のような」で（２）

も含むような表現になっていますが、基本的には「（１）のような」ということを意味しています。で

すから「（２）このような」は「（１）のような経営安定対策（品目横断的対策）が導入された場合の

麦についてみると」と読んでいただくのが正しいと思っております。 

 

（竹内委員） 

 素直に読むと、品目横断対策で小さいところがはじき飛ばされてはいけないと書くつもりで、企画部

会で議論しているのだから、書けない。ですから、こう書いてあるのだと思います。配慮しなさい、配

慮する必要があると、そういうつもりで原案はできているのでしょう。この表現をもう少し強化してく

れということでしょう。気持ちは、そちらの方にも配慮する必要があるというつもりで書いているので

はないでしょうか。この書き方では足りないと言っているのですか。まさか、全てを対象にするように

というのは、対象論議はまだ議論はしていないのに、そうは言えないですよね。ですから、こちらにも

配慮する必要があると麦小委員会としては言っておこうということ。山田委員の心配を、生産者の心配

を緩和するのを念頭に置いて、入れたのだろうと思っていたのですが。ですから、もう少しわかるよう

な表現にしてくれとか、もう少し強くしてくれという主張でしょうか。何が論点なのかわからないので

すが。 

 

（高橋食糧部長） 

局長から説明いたしましたが、ここの文章の構成については、２頁の企画部会の中間論点整理をまず

（１）で紹介をしている。これに対し（２）は麦からみると、この論議に対して、こういうことについ

て留意してもらいたいと、竹内委員がおっしゃられたようなつもりで書いている。（３）は、（１）（２）

を受けてというわけではなく、（２）とは別に、（１）のような政策をとっていくということで、当然、

必然的に既存施策は整理されるということを言っているわけであります。ここはわかりやすく書けるよ

うに、ご相談したい。 

 

（加倉井座長） 

 時間がきましたので、今日の「取りまとめ（案）」をどう扱うかということにつきましては、こうし
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てはいかがでしょうか。本日の議論を踏まえて、修正をして、一応、次回、ご提示をしたいと思います。

ただ、これを延期しろというご意見もありましたので、その形と本委員会の「取りまとめ」を「取りま

とめ」の形として出すか、もう少し暫定的意味あいの強い形として出すかは、本日は意見が集約できな

いということで、ひとまず、座長に預からせていただきまして、事務局とご相談し、次回、その扱いに

ついても提案させていただき、内容の修正、扱い、位置付けを明確化させたいと思いますが、それでよ

ろしいでしょうか。 

－異議なし－ 

今日は、長い間ありがとうございました。議論を終わらせていただきますが、今日の議論を踏まえ、

さらに追加のコメントがあれば１１月３０日までに事務局へ提出していただくようお願いいたします。

そのコメントは原則公開ですが、非公開でも結構です。 

それでは、本日はこれまでとさせていただきます。次回は 1２月６日の予定でありますので、よろし

くお願いいたします。 

 

- 以上 - 


