
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１２月６日（月）１３：３０～１５：３０（郵政公社会議室Ｇ・Ｈ） 

 
（高本食糧貿易課長） 
 それでは、少々遅れましたが、ただ今から第１０回麦政策検討小委員会を開会させていただきます。

本日は、立花委員、掛札委員はご都合によりご欠席でございます。それから、佐藤委員、山田委員、吉

水委員は少々遅れるとのことでございます。したがいまして、予定では１１名の出席をいただくという

ことになっております。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、貴重なお時間を割いていただいてありがとうございます。 
 本日の議事でありますけれども、前回取りまとめの原案をお出ししましてご議論いただきました。原

案の内容そのものについての議論ももちろんございましたが、とりわけ、現時点で取りまとめを行うこ

とが是か非かという基本的な部分についても、ご意見がありました。現時点で取りまとめを行うべきで

はないという意見があったわけです。 
 このため、現時点で取りまとめを行うかどうかを含めましたこの案の取扱いにつきましては、内容の

修正と併せまして、再度、今回の委員会でお示しすることにしたわけであります。 
 前回の委員会の終了後、追加のご意見もいろいろお伺いしまして、事務局とも相談いたしまして、今

回、座長として次のような形で取扱いを整理したいと思っております。 
（座長整理メモ配布） 
 ご覧いただければよろしいのですが、若干ご説明申し上げます。最初にこれまでの経緯を書いてござ

います。この前も最初に申し上げましたけれども、本委員会の検討は、発足当時から二本の柱の上に構

築されることを想定して議論してきたところです。１つは、WTO 農業交渉、FTA 交渉などの結果を踏ま

えた「国際秩序の変革」と整合性を持つということ、もう１つは、食料・農業・農村政策審議会の企画

部会で検討されております基本計画の見直しと整合性を保つということであります。 

 しかしながら、現在のところ、特に企画部会の基本計画の見直しについて、８月の「中間論点整理」

以降引き続き議論が進められているものの、現時点では、最終的な形が決まっておりません。 

 特に、経営安定対策（品目横断的政策）につきましては、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して、この経営安定対策（品目横断的政策）の具体的な方向性がど

のようになるかは麦政策の改革を大きく左右するものでありますが、現時点における状況は、本委員会

の検討に大きな制約を与えることとなっております。 

 このような状況ではありますが、座長としましては、これまで本委員会において多くの議論が積み重

ねられてきたこと、経営安定対策（品目横断的政策）に関連する部分以外については概ね意見が一致し

ていると考えられること等を踏まえまして、現段階で得られた結果を一応取りまとめておく必要がある

と考えまして、今回別紙のとおり取りまとめ（案）を提示いたしました。これに対しましても、担い手

のあり方や経営安定対策（品目横断的政策）について論議が続いており、その具体的な姿が決まってい

ない段階で、これらを前提とした取りまとめを行うことについては問題が多いとの強い意見があったこ

とも承知しております。 

 したがいまして、以上のような状況を踏まえれば、現時点では、本委員会としては取りまとめは行わ
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ず、別紙については、座長の取りまとめ（案）として預かり、今後、経営安定対策（品目横断的政策）

について具体的な姿が示された段階で、これについて検証を行った上で、必要な整理を行い、最終的な

取りまとめを行うこととしたいということであります。 

 なお、現段階で委員の意見が概ね一致していると考えられます民間流通制度、農産物検査規格、備蓄

制度、管理コストの見直し等につきましては、食糧法の改正を必要とするものではありませんので、早

急に着手すべきであると考えております。 

 また、以上の経過につきまして、本委員会の座長として食糧部会に報告することにしたいと思ってお

ります。念のため申し上げますが、取りまとめ（案）を報告するのではなく、経過を報告するというこ

とであります。 

 なお、座長預かりとしますけれども、前回の委員会でもいろいろな議論がありましたので、皆さんの

ご意見がほぼ一致した部分については、この前出しました取りまとめ（案）を若干修正いたしました。

この修正点につきまして、事務局からご説明をしていただきたいと思います。 

 

（高本食糧貿易課長） 

 それでは、お手元にお配りした取りまとめ（案）をご覧いただきたいと思います。１頁目の真ん中あ

たりに・を３つ入れてございます。これは、田中委員の、非常に長い文章で分かりにくいので読みやす

くするべきだというご意見を踏まえまして、箇条書きにいたしました。中身は変えておりません。 

 ２頁目をご覧いただきたいと思います。第２の１の表題ですが、前は「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」となってございましたけれども、表現を少し柔らかくした

方がよいのではないかという座長のご指摘を踏まえて、修正いたしました。 

 ３頁目をご覧いただきたいと思います。（３）のところで、前は「以上のような」と書いてございま

したが、そうすると（１）と（２）を前提にしている誤解を与えるということで、（１）を前提として

いることを明確にするため、「（１）のような」と修正したわけでございます。 

 それから、（３）②の無制限買入れについてでございますが、座長からの、無制限買入れについては

品目横断の導入の際に整理するとの前提であるため、これを前面に出すべきではないというご指摘を踏

まえまして、農政全体の方向の転換と大綱の整理とを入れ替えております。 

 また、無制限買入れについての記述の中に、前は米の例がございました。山田委員から、米について

行われていないから麦についても外してよいという理由については納得いかないというご意見がござい

ましたし、竹内委員からも、米は１つの例示であるというご意見がございました。そのため、米の例示

を削除いたしました。 

 次の４頁でございますが、上の方で、「無制限買入れの廃止についての生産者の不安感を払拭する必

要があるとの意見も踏まえつつ」という文言を追加いたしました。ここは、佐藤委員の、無制限買入れ

の廃止イコール政府の関与が全部なくなるのではないかという不安感を持っているというご意見もござ

いましたし、竹内委員からも、佐藤委員の疑念のようなことはないとはっきり書いてはどうかというご

意見があったことを踏まえまして、入れたわけでございます。その後に、「国内産麦について今後とも」

という部分を、文章上の整理として入れております。 

 次の５頁でございます。４の（２）で、「特に団地化に重点を置いた」という部分を、前回田中委員

からの、団地化ということが絶対に必要だというご意見を踏まえまして、このような形で修文させてい

ただきました。 
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 第３の１の国家貿易でございますが、これは山田委員から、「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措置を講ずるとともに」とあってはじめて国家貿易の維持ということが出てくると

いう意見を踏まえまして、最初の文章と、最後の「また」以下について、修正・追加をしてございます。 

 次は７頁でございます。（５）の最後のところでございます。中村委員からの、「また」以下の文章

につきまして、納税者負担のところでこの２行だけポンと出てくるのはおかしいというご意見を踏まえ

まして、「麦に対する財政支出についても」という文言を加えてございます。 

 ８頁でございます。「第５ その他」の最後の段落でございます。「品質・生産性の向上を図り」の

ところに「等」を加えました。これは、長澤委員の、生産の安定化ということも入れていただけないか

というご意見を踏まえまして追加したということでございます。 

 以上、主な修正はそういうことでございます。 

 

（加倉井座長） 

 この取りまとめ（案）の取扱い、修正部分、全体としてご意見をいただきたいと思います。いかがで

しょうか。はい、中村委員。 

 

（中村委員） 

前回は、担い手の問題や無制限買入れの問題で随分時間をとられまして、私の言いたいことがほとん

ど言えなかったものですから、資料２で私からのコメントということでお配りしてありますので、ご参

照いただければありがたいと思います。 

 この「取りまとめ（案）原文」というのは、前回の「取りまとめ（案）」ですが、ほとんど今回とは

変わらないものですから、頁もほとんど同じだと確認をしております。 

 例えば、取りまとめ（案）１頁の本文１９行目、中段の・の２つ目で、「麦加工産業についてみると・・・」

と書いてありますが、私の修正・加筆の要望は、「輸入増の中で、小麦内外価格差の縮小やコストダウ

ン等を通じた一層の国際競争力の強化」ということで、「小麦内外価格差の縮小」という文言を入れて

いただきたい。コストダウンは、当然企業が行うものと一般的にはとられますが、一番コストの大宗を

占める小麦の原料コストの格差の縮小が必要だということのために、加筆をお願いしたいということで

あります。 

 それから、２頁の本文８行目の「内外価格差の縮小等」は、特別必要ないのではないかと思っており

ます。 

 また、２頁の１１行目、２頁の２つ目の段落であります。「以上のような状況を」というフレーズで、

「担い手の育成・確保を通じた需要に応じた良品質麦生産・・・」とありますけれども、その後に「良

品質麦生産と生産性向上、計画的な小麦内外価格差の縮小とトータルコスト削減を通じた麦加工産業の

国際競争力の強化」というように挿入をお願いしたいと思っております。 

 ２頁の最後の④の後に加筆をお願いしたのは、これはちょっと私どもの解釈の間違いがあります。あ

くまでも（１）の①～④は、企画部会の中間論点整理として書かれているのであって、ここに下線のと

ころを付け加えるのは不適当だと思いますので、修正して、また後ほど述べさせていただきます。 

 それから、本文の７頁の２７行目、「内麦助成金については・・・」というところの、「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」と書いてありますが、こ

こに「実需者の一定の」という言葉を挿入していただきたい。「一定の負担を求めることが妥当である。
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しかし、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強化に十分留意したものとする必要がある。」ここで区切っていただいて、「ま

た、麦に対する財政支出についても、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」という項目を、「④ 厳しい財政事情を勘案する必要

があること」の後に書いていただきたい。あくまでもこの麦政策検討小委員会の考え方としては、内外

価格差の縮小、企業の努力、生産者の努力を含めて国際競争力を強化して、日本の麦産業が成り立って

いくという位置付けにしていただきたい。ここに書いてありますが、さらに納税者負担について云々と

なると、考え方はそうだけれども、財政事情があるから何もできませんと読まれかねないので、書くの

であれば、④の後に書いていただければと思っております。 

 最後になりますけれども、８頁の本文２０行目、「その他」のところですが、「平成１４年産で既に

２２年度の・・・」と書いてありまして、「生産の安定化も遅れており」の後に、「麦関連産業の国際

競争力向上が進まない状況となっている。」それが、全てではないにしても、そういう状況を醸し出し

ている原因の１つであろうということで、そういう挿入をお願いしたいというのが、私からの、前回の

取りまとめ（案）に対してのコメントでありますので、よろしくご検討をお願いしたいと思います。 

 

（加倉井座長） 

 今の修正案について、事務局からのお話は後にしまして、皆様のご意見をまず伺えたらと思いますが、

いかがでしょうか。竹内委員。 

 

（竹内委員） 

 ３点ほど申し上げたいと思います。 

 全体の座長の扱いについては、結論的には結構だと思いますが、事柄としてはいささか残念だという

のが率直な気持ちです。やはり時代の環境の変化は非常に急速ですので、麦だけではなくどの分野でも、

その都度必要な議論を重ねて、目安がついたものはまとめて、実行すべきものは実行していくことが非

常に強く求められております。加えて麦については、非常に改革が遅れたということからこの小委員会

の検討が始まったわけですし、当面最終報告ではないけれども、議論のまとめを１２月中にやろうとい

うことで、今まで熱心な議論を重ねてきましたので、そういう意味で非常に残念だと思います。しかし、

扱いとしては理解はできます。したがって、議論を重ねた結果であるこの取りまとめ（案）の中身は、

非常に重たいものであると理解する必要があります。その上に立って、今後全体の議論のまとめの状況

をみて、これを最終版にしていくこと自体には、反対するわけではありません。 

 ２番目は、ちょっと細かい点ですが、私の申し上げたことに関する修文がありますが、その２つの修

文については、これを修文してくれという気持ちはありません。ただ、米の例示というのは、１つの例

示として原案に書いてありましたが、もともと事柄の性格からいってどう考えるかというのが一番で、

ちなみに米についてもこうなっているじゃないですかということだと申し上げたので、削除してくれと

言ったつもりはもともとありません。米がこうなっているのに麦がこうなっているというのは、やはり

遅れているというのは、普通の人が考えればみんな理解できることなのであって、米がこうなっている

からということだけで言っているわけではないというのが、もともとの趣旨だろうと思います。もちろ

ん、また米の例示を復活してくれと言うつもりはありません。 

 それから、４頁のところで、「生産者の不安感を払拭する必要があるとの意見も踏まえつつ」の部分
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も、直してくれということは申し上げません。私が申し上げたのは、不安感というのはどういうところ

にあるのですかということで、今日ここでまた重ねて議論するという段取りではないと思いますが、ど

ういう不安感があるのか、どういうケースであれば買入が考えられるのかがはっきりしないので、もう

少し想像力を働かせて議論する必要があると申し上げました。ちょっと違いますが、逐一委員でニュア

ンスが違う点を取り上げると、羅列することになってパッとしませんから、これをどうしてくれと言う

つもりはありません。 

 ３番目は、中村委員のおっしゃったいくつかの修文案についてです。これは、全体の論理や筋道から

いって、各委員にほとんど異論のないものもあると思います。それはもう座長にお任せしてはどうかと

思います。ただし、内容についていろいろ議論があるところ、例えば、「小麦内外価格差の縮小」であ

るとか「計画的な小麦内外価格差の縮小」ということになると、前から麦が抱えている矛盾が出てきま

す。つまり、米の消費量が減ってきて、かつ、農地もしっかりしたものを確保したい、稲転も進めてい

く必要がある、そうすると麦も大きな柱ですから、内麦の生産が増えていく。そうすると、コストプー

ルの議論はどうなっているんだということで、今でも財政負担がありますが、財政負担を解消しようと

すれば引き上げになります。それでいいと考えるわけではもちろんありません。しかし逆にいうと、こ

の部分だけ前提としておけるのかとなると、論理的には、財政負担の増大か生産量の減少ということに

なるわけです。そうすると、生産量の減をこの先見通すということに賛成する委員はおそらくいないと

思います。ですから財政負担の増だということになるわけです。それをこの取りまとめでまとめられる

のかとなると、現状のいい悪いは別にして、方向としては納税者負担を増やすということで整理できる

かというのは、１２月段階では私はまだ無理だと思います。この議論を継続していただくことは大いに

ありうる。そういう事柄の性格からいって、ちょっとまだ議論が整理しきれないというものについては、

こういう意見が別途ありますとくっつけるのなら結構ですけれども、これ自体の修文となると、１２月

段階では困難ではなかろうかと思います。それは１つの例でございますが、そのように意見を論理的に

収斂しきれないところの扱いは、そういう扱いに合うようにしていただいて、ほとんど異論がないとい

うところは、座長にお預けするということがあってもいいのではないかと思います。 

 

（加倉井座長） 

 はい、中村委員。 

 

（中村委員） 

今の竹内委員からありました「計画的な」という言葉は、計画的な方が望ましいのですが、必ずしも

入れなくてもいい言葉ですから、それは結構だと思います。しかしながら、内麦の量を減らすのか、財

政負担を増やすのか、どちらにも今の時点では右だ左だとできないので、それは１つの参考意見として

検討すべきであって、１２月の取りまとめに入れるのは難しいというお話がありましたけれども、もと

もと「新たな麦政策大綱」を作る時に、あくまでも「国際化の進展に対応し」ということが大きな柱に

なっていたわけです。これは何を意味していたのか。また、この麦政策検討小委員会の何回目かの取り

まとめの時にも、「過度な国境措置に依存しないように」「国際規律に従って品目横断的政策を導入す

る」それから、「国民負担とマークアップとの負担について論議すべき」ということが全部書かれてい

ます。かつ、前回私から申し上げましたけれども、１２人の委員の方から、内外価格差、麦の助成につ

いてのコメントが出ておりましたけれども、１２人のうち８名の方が、何らかの形で内外価格差を縮小
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すべきである、あるいは、一般財源というのか、とにかく財源を確保すべきであると述べておりました。

残りの４名の方は、そのことについて一切触れておりません。触れていないということは、賛成もしく

は反対、もしくは意見がないということであろうかと思います。したがいまして、今、私が述べました

修正・加筆につきましては、基本的には、この小委員会の大宗を占める意見なのではないかと思ってお

ります。単なる１つの意見としてどこかに書いておくとか、時間をかけて論議するというのではなく、

ぜひ真摯にご検討いただきたいと申し上げたいと思います。以上です。 

 

（加倉井座長） 

 はい、曽我委員。 

 

（曽我委員） 

前回出席できなかったのですけれども、取りまとめ（案）を見まして、今、中村委員からご指摘のあ

った考え方は、私ども中小製粉もまさに同じ考えでございます。座長預かりという形の処理ですが、可

能な限り、我々業界の意見を入れられるようにご努力いただければありがたいと思います。 

 先ほど竹内委員からもお話がありましたけれども、この取りまとめについては若干残念な部分がある

わけでありますけれども、現時点において、今の企画部会の状況の中で完全に整理しきれないことも事

実でありますので、やむを得ないと思います。私ども中小製粉の立場から申し上げますと、できるとこ

ろから先行するという考え方でやっていただきたいと思います。特に、外国産麦の売渡等の問題につい

ては、見直しが図られるわけでありますが、これは仕方がないとは思いますけれども、来年になるか、

その次になるのかは分かりませんが、総合的な経営安定対策、品目横断的政策との整理の中で、マーク

アップ議論、また、先ほどから出ております麦の価格決定のスキーム等がはっきりした中で、きちんと

整合性が取れればいいですけれども。簡単なことを言えば、弱肉強食的な色彩が強く出て参りますと、

私どもとしても忸怩たるものがありますので、そこがちょっと懸念材料ではありますけれども、現時点

では、極力国際競争力等の観点から、内外麦価格差の縮小に関しまして可能な限り加筆・修正をしてい

ただければありがたいと思います。 

 

（加倉井座長） 

 はい、末次委員。 

 

（末次委員） 

 あくまでもこれは麦に関する政策であろうと思っております。ただ、我々生産する側から見ますと、

水田農業というのは、できるだけ農地を遊ばせないで、一年中有効活用していこうという観点で、いろ

いろな組み合わせが必要だということを、これから議論していくわけです。どのような農地の使い方を

するのか、その一環として、我々は麦をどのような使い方で、どのくらいの量を作るのかを考えていく

ことが必要になってきます。したがいまして、今、議論されております水田農業に関する所得政策、品

目横断的な対応が見えてこないと、やはり不安が出てくるわけです。全体が見えてこないと。だから、

麦だけでは語れない地域に我々はいるわけです。そのような中では、例えば、麦は今後も生産していく

品目の１つで良いというのを前提にしていただきたい。そしてなおかつ、どういう地域で、どれくらい

の量を作っていくかということのためには、全体の国内生産量はどの程度許容していくのか。いずれに
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しましても、我々も現段階で、内外価格差の縮小はできないと断言できると思います。そうしますと、

そこには財政負担がどれくらいみてもらえるのか、どういう考え方か、という国の施策の方向が見えて

欲しい。そしてそれは、全体では食料自給率目標が４５％とか言われていますが、そういう数字も、具

体的な細かいところが欲しいと思っております。今回、取りまとめを後日に回すということについては、

生産者としてもそういう方向でお願いしたいと思っております。 

 

（加倉井座長） 

 それでは、山田委員。それから、長澤委員。 

 

（山田委員） 

 遅れて参りまして恐縮です。また、どうしても早めに出なければならないものですから、本当に恐縮

であります。 

座長の整理について、賛成でありますので、まず申し上げます。私は、座長整理の文言にありますよ

うに、前回も含めて強い意見を言った仲間のうちの１人かもしれないので、座長の努力に対しては敬意

を表するところであります。しかしながら、私は無茶苦茶なことを言ったつもりは毛頭ありませんで、

経営安定対策で、麦作経営安定資金を見直すということになれば、間違いなく民間流通の一層の安定化

対策が必要になるということであります。それがきちんと条件整備されないとなると、例えばここで無

制限買入れをなくしますよと言ったとたんに、どこへ行くのか分からない麦が生じないとも限らないと

いう立場から、現時点では判断できないと申し上げたところであります。いずれにしても、全体の流れ

の中で、無制限買入規定の見直しがいずれ必要になるのではないかということは、十分承知していたと

ころであります。そこを前提にしながら、経営安定対策の内容、すなわち、担い手をかなり絞り込んだ

話にしてしまいますと、そしてそれが対象にならないということになると、対象にならない麦が出てき

て、行き場がなくなるのではないかということを大変心配しているものですから、その点はご理解願い

たいと思っております。 

その上で、改めて、品目横断対策が具体化する中で、ないしはまとめができてくる中で、麦の議論が

なされるということだと思いますが、現時点の取りまとめにおきましても、３点ほど留意しておいてほ

しいことがありますので、申し上げておきます。なお、取りまとめに反対しておりながら、何点かさら

に修正するというのは一体どういうことかと言われそうですが、それは、先ほど竹内委員もおっしゃい

ましたが、これまで議論してきた経緯は、それはそれで大事だという立場で申し上げたいということで

あります。 

第１点は、３頁でありまして、（２）の下から３行目に「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」と整理されておりますが、「これらについても担い手を明確化し」と

いうのは、結論から言いますと、削除したほうがいいのではないかと思っております。「これらが果た

している役割を踏まえ、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」という整理でいいのではないかと思っております。品目横断的政策のあり方いかんで、また

議論になると思いますけれども、麦の世界から麦の在り方について主張していくということであれば、

この点は、ここにきちんと書いてありますように、「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、効率的かつ安定的な農業経営へ発展するよう」としていただいていい

のではないかと思います。 
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第２点は、４頁でありまして、上から５行目のところでありますけれども、「無制限買入れの廃止に

ついての生産者の不安感を払拭する必要がある」というように入れていただいたのは、前回の私や佐藤

委員の意見を踏まえて、しっかり盛り込んでいただいたということで、極めて適切だと思っております

が、文章の形としては、そこに「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」というの

は引き続き残っています。全体の論理の展開からして、また言葉の点からしても、これは削除でいいの

ではないかと思っています。と言いますのは、３頁に、（４）の上から２行目「需要に応じた良品質麦

の生産を推進する観点から」ときちんと盛り込んでありまして、これは貫徹するのだということが書い

てあるわけです。そして、その上で、麦大綱云々からこのように出てきて、ここは、あくまで無制限買

入れに関わる話と、それを実施するに際しまして、民間流通がきちんと確保されるための条件整備が必

要だ、という論理展開でいいのではないかと思っておりますので、その点ご配慮願いたいと思います。 

それから、第３点は、５頁でありまして、国家貿易の維持の部分について、ここもこのような形で文

言を追加いただいて、相当意義が出てきて良くなったと思っております。ただ、この点は、検討課題と

してぜひ局長に申し上げておきたいと思うわけです。局長は、国際関係の総括審議官をおやりだったわ

けですから、この点は一番よくご存知だということも含めて申し上げたいと思うのですが、国家貿易と

いうのは、あくまで国内外の麦を一緒に管理することで、はじめて世界に対しまして、とりわけ強力な

３カ国に対しまして、国家貿易の維持を主張できると私は思っています。内麦は管理も含めて自由にし

ている一方で、９割の外麦は輸入国家貿易をやるんですよという話は本当に通るのかという議論になり

ますと、厄介ではないかと思っております。ただ、ここに書いてあります整理は、手直しされたため、

相当内容的には思想がはっきりしてきたと評価しますけれども、改めてここの部分だけはしっかり見て

おいていただきたいと思います。「また」以下の２行をきちんと追加されたのも、たぶんこのような趣

旨だろうと思いますが、適切な文節になっていると思っております。以上です。 

 

（加倉井座長） 

 ありがとうございました。長澤委員。 

 

（長澤委員） 

内外価格差の縮小の問題ですが、これはぜひ明確にしていただきたいと思います。いろいろな議論が

あるところだと竹内委員の話がありましたけれども、今回の麦政策検討小委員会の中でも、製粉業界の

考え方からしますと、これがひとつの重要なテーマであると皆が認識していると思いますし、国際的な

時代の流れから言いますと、業界にとって、国際競争力強化という面からも、避けて通れない流れだと

理解しているわけです。中小製粉にとりましては、かなりいろいろな課題、難しさを持っておりますけ

れども、方向としてはこのような方向の中で整理していただくことが必要だろうと思っております。ま

た、内麦の生産量の減少という問題がありましたけれども、これは自給率向上の問題を含めてありえな

いことですし、今回のこの小委員会の中での１つの議論は、国内産麦の高品質化・低コスト化、そして、

安定的生産が柱であることは間違いないわけであります。そのような流れの中から、基本的には、財源

の問題はまた別になると理解しておりますけれども、ただ、そこは別としましても、内外麦価格差の縮

小という方向につきましては、明記していただければと思っています。以上です。 

 

（加倉井座長） 
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 よろしいでしょうか。では、ちょっと途中で事務局から、今までのご意見を踏まえましてお願いしま

す。はい、食糧部長。 

 

（食糧部長） 

 今、竹内委員、中村委員、曽我委員、山田委員、末次委員、長澤委員からお話がございました意見に

ついてでございます。座長にご整理いただきましたように、基本的には、現段階におきまして詰める部

分については、私ども行政の方にご注文を頂いているわけでございまして、そこは大体一致しているの

だろうと思っております。 

各委員からありましたお話を大きく分けますと、内外価格差の問題、品目別経営安定対策の直接の関

係の２つであろうと思っております。若干、文節あるいは文脈で不適切というところは、特段問題ない

と思うわけでありますけれども、この２つの点につきましては、今回、座長が整理をされました一番の

基本的な論点だと思っております。品目別経営安定対策の書き振りのところは、まさに直接関係する部

分でございますし、また、内外価格差等のご議論につきましても、財源と政策論というところでござい

まして、その政策のご議論が、今回の整理の一番の基本部分だったということであります。座長整理メ

モにお書きいただいているわけでありますけれども、現段階において、収束がなかなかできない、具体

的な姿がまとまっていない段階で、取りまとめし難い部分に、相当程度、密接に関連するということで

ございます。今日頂いたご意見、また、ご欠席ではございますけれども、立花委員も別の観点からでは

ございますが、似たようなご意見を頂いているところでございますので、私どももこのようなご意見を

踏まえ、他方で、今後の政策の議論を踏まえた形で、再度、座長とご相談して整理させていただきたい。

もちろん、皆様方にその場でまたご意見を頂くことになると思いますけれども。大きな２つの点は、直

接この政策の部分に係ると理解いたしますので、今の段階ではそういう整理になるのではないかと思っ

ております。 

 

（加倉井座長） 

 はい、中村委員。 

 

（中村委員） 

 米と違って、小麦をそのまま食べるのは、非常にまれにはありますが、９９．９％は必ず製粉され、

小麦粉になってパンになり、麺になり、国民に食料として供給されているわけであります。我々も、製

粉産業だけが良ければいいと、決して思っているわけではありません。けれども、我々のお得意さんが

作っている製品の輸入関税が約２割、あるいは２割以下、それから、小麦粉調製品という、小麦粉にち

ょっと混ぜたものを入れた製品の関税が１６～２４、２５％という国境措置なのです。一方、これまで

のいろいろな資料の中にも出ておりますけれども、小麦に対して、マークアップが課されておりますが、

それを関税だとみなせば、７割とか８割の関税になっているわけであります。小麦粉の売上原価に占め

る小麦の割合は７割なのです。残りの３割が人件費、償却費、袋代、輸送費ですから、その３割のとこ

ろで、製粉業界もコストダウンの努力を一生懸命やっているつもりもありますし、これからもやってい

こうと思っております。 

 麦に関する法律改正は、基本的には５０年ぶりになるのか、とにかく有史初めてか２度目のことにな

ろうかと思います。その時に、考え方のベースになるものの１つの骨格に、「過度な国境措置に依存し
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ないで内外価格差の縮小を目指していく」というようなことが背景として謳われない限り、５０年経っ

ても今と同じということになるわけです。もちろん、財政事情が厳しいことを百も承知をした上でお話

を申し上げておりますので、明日から直ちにそうしてくれと言っているつもりは全くない。しかしなが

ら、そういう方向性を打ち出すことが重要なことではないかと思っておりますので、あえてまた意見を

述べさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（加倉井座長） 

 田中委員。 

 

（田中委員） 

 この麦政策検討小委員会の検討で、農業者の立場でこのようにまとまったものを見せてもらったとき

に、一番に何を思うかというと、これは、結局麦を作れと言っているのか、作るのはもういいと言って

いるのか分からないという部分があります。まず第一印象としてそれがあります。もちろん、中身を見

ると、既に２２年目標の８０万トンはクリアしている、ただ、品質やコストは、まだまだしなければい

けないことがあると書いているわけですけれども、では、農業者は、これ以上面積を増やしてはいけな

いのか。当然これ以上面積を増やすと、財政負担が増えることに直結するような感じがしますけれども、

では、我々はどうしたらいいのだろうと、普通の農業者、麦を作っている人は、先ほど末次委員から同

じようなニュアンスの発言がありましたけれども、まずそのように思います。今、米で生産調整をして

お金が使われていますが、麦がたくさんあちこちでできてきたら、麦の生産調整もしなければならない

のではないかという感じがあります。ですから、まず本当の基本のところが、これから麦はどうするの

かというところが、２２年は８０万トンだが、例えば３２年は１２０万トンであるとか、そのようなも

のがあれば、これからの展望が持てますけれども、その辺が全然表せていないし、もちろん、議論され

たこともないわけです。その辺が不安というか、分からないという感じがしますので、できれば聞きた

いのですけれども。以上です。 

 

（加倉井座長） 

 では、竹内委員のお話を伺った後で、事務局にお話をさせます。 

 

（竹内委員） 

いよいよこの麦の議論が、ぎりぎりの本質論に迫る厳しいものになってきた、これは自然なことだと

思います。今までその辺をあまり議論しないで、自給率何％、８０万トンと言っていた。例えば、８０

万トンというのは、政府の望ましい姿として描きはしましたが、どこの農業者にどこの農地に何を作っ

てくれということを政府が要請するものではないわけです。しかし、麦のいろいろな矛盾がだんだん顕

在化してきて、このままの状態では、一方の柱が立てば他方の柱が立たないということになりましたか

ら、遅れてはおりましたが麦改革の議論を始めたということだと思います。ですから、１つのキーポイ

ントは、民間流通を進めてきたので、さらに一層、実需者に合うよう生産をすることです。政府に対し

て売るのではなく、実需者に対して売るわけですから、そのようなことがもっと徹底され、また、生産

性・品質の向上がキーワードになることは、どなたも賛成していただけることだと思います。麦を巡る

いろいろなぎりぎりの厳しい議論が具体的に出てきましたが、今まで、こんなに厳しい議論をしたこと
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はなかったと思います。そうなってきたのは、事柄の性格上、自然なことだと思います。今日、全部議

論が出尽くすということにはなりませんし、また来年以降続くと思いますが、事柄の性格から言えば、

国内産麦と外国産麦の１：９という割合は、内外価格差からきておりますから、このスキームをどのよ

うに作っていくのかが基本になるという点では、山田委員をはじめ皆さんのおっしゃるとおりだと思い

ます。ただ、この部分を、財政負担にするのか、消費者負担にするのか、実需者負担にするのかという

のは、事柄の順番から言えば、一番近いステークホルダーが負担していくのが自然なのです。納税者で

も、パンや麺を食べない人はいないと思いますけれども、納税者の立場と消費者の立場とは自ずから違

います。ただし、納税者が一切負担するべきではないと言っているわけではないのです。もっとも、内

外価格差の縮小という言葉の中には、先ほど２つのことを申し上げましたが、生産性の向上･品質の向上

も、内外価格差の問題と解決の方向で大きく関係してくる大きな要素でもあります。ですから、こうい

う議論は、大いに議論して頂きたい。私も製粉の立場であれば、同じようなことを言ったと思います。

もちろん、製粉事業の全体としての状況、外との関係、その経営に及ぼす影響についてご説明がありま

したけれども、それを度外視してこの議論をすべきではないことは当たり前のことです。そういうこと

を見ながら、実際上は、大きなはっきりした方向性を出すのは難しいのではないかということを申し上

げているわけです。それ以上は、途中段階で座長にお預けして神棚に上げるというわけではもちろんあ

りませんので、それから先また来年以降もございますから、そこの扱い方は座長にお任せすればいいの

ではないかと思います。 

 

（加倉井座長） 

 それでは、事務局から。はい、食糧部長。 

 

（高橋食糧部長） 

田中委員のご質問についてご説明させていただきます。麦につきましてはこれまでもこの委員会でも、

生産の現状、課題についてご説明させていただきましたが、それの１つの尺度として現行の基本計画、

その中の自給率の関係で麦の生産努力目標があり、８０万トンという世界があり、あるいは品質の製め

ん適性の問題等が、現在の基本計画の中で位置付けられ、それにのっとって、現状はどうかという判断

が下されているのが、我々の麦の現状認識だと思っております。では、この尺度をどうするのかについ

ては、基本計画の見直しの中には、政策的な議論として、今後の経営所得安定対策あるいはその他４つ

の大きな柱という政策の大きな見直しがあるわけですが、それと同時に今後の国内の農業生産をどう見

通していくのかという、その見通しと課題、ある意味では食料自給率の議論も現在行われているわけで

あります。そういうわけで、同時並行に基本計画が進んでいると座長が整理した中には、この生産の目

標等の議論も別途進んでいるということがあるわけです。したがいまして、今までこの委員会での麦政

策の議論は、政策の手段、政策のフレームということを中心にご議論をいただいているわけであります

が、田中委員がおっしゃったような今後の実際の需給、あるいは生産の動向等につきましては、今回、

一度、座長にお預かりいただくわけでありますけれども、別途、こちらの件につきましても、企画部会

でご議論いただいておりまして、今後は、政策のみならず、この辺の動向を踏まえたご議論ができるの

ではないかと思っております。 

 

（加倉井座長） 
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 田中委員の意見についてですが、理解が間違っていたらすみませんが、国が作れ、もう作るなという

時代ではなく、市場が欲しがるモノ作るなら、たくさん作って下さいというように理解しております。

市場が欲しがるというのは品質が良いとか、価格が適正というか、品質に応じた価格、そういうものな

ら作って下さいということと私は理解しています。 

 

（佐藤委員） 

 今日で意見の取りまとめということではなく、取りまとめ（案）が座長の預かりになって、今後、論

議をしていくという方向性もあるようですが、春から意見を述べさせていただいた中で、感想を含めて

申し上げたいと思います。 

 １つは、先ほど山田委員が言われていましたが、言っているニュアンスと文字に書かれたものがどう

も違うことになっていくのが残念だと思います。先ほど申しました、無制限買入れの問題も、無制限買

入れはなくしても仕方がないという観点に立っていますが、ただ、国の関与と無制限買入れは違うとい

うことを何度も言っている。国の関与というのは国際規律も含めた需給調整等の問題の整理をしていか

なければ、国内産麦１割、輸入麦９割という中で、どういうふうに麦をこれから、我々もコストダウン

をして努力していきますが、キチッとしたルールで、キチッとした戦いが出来る状態にないと思ってい

ますので、そういう意味も含めて、いろいろな問題がまだあるということを認識しているわけです。で

すから国は関与をキチッとすべきであるという観点に立っているわけです。 

 それから、財政の関係について、１０人のうち８人が財政の問題を挙がってあったということですが、

こういうことは文字に表れない。私の同じ職場の仲間も別の委員会に出ていますが、非公式に聞きます

と、どこの審議会も、財政のことが頭にあって、モヤモヤして話が進まないとみんな言っています。で

すから、何度も言いますが、その部分も含めて、どういう農業、どういう小麦になるのかというシミュ

レーションが描けなかったのが非常に残念でした。やはりもうそろそろ、例えば、Ａ案・Ｂ案・Ｃ案と

いったような、いろいろな小麦の方向性になるというような話が出ても良かったのではないかという気

がした。 

 もう１つは、私も田中委員と同じように１００ｈａ以上の麦を作っており、農業団体の役員もしてお

りますが、私の付近にはもっと大きな団地もあり、昭和５０年の始めから、手で刈っているような規模

が小さいところは、麦はもう作らなくてもいいですよといったくらいの制約も設けながら、厳しい中で

やってきたわけであります。ですから、私の集落では８０戸ありましたのが、今、１５戸しかない、そ

ういう変遷を経てきたから、時としては厳しいことを申し上げているのはそういう背景があるからです。

そういう中で、一元的に扱うことは、どの問題も難しいという印象があるわけです。当然、一元的に扱

う時は私達は水田転作の麦やいろいろな麦の経営体系や必要性なども十分理解できますが、財政の論議

になって、分配の論議になって、うんと経営規模が大きくてコストダウンに耐え得るところは少し我慢

して下さい、そういうところに予算措置を講じてくださいとなると物を言いたくなるわけです。そこが

やはりストレスとしてあるわけです。残念ながら、我々も国際競争には勝てないという思いもあります。

ただ、そういうことを努力していくという気概はみんな持っているわけです。その辺がモヤモヤしてい

る。ですから、北海道は面積が守れなければペナルティーを課していますし、品質面でも独自のことを

やっています。ですから、そういう問題も、例えば、私は甘味資源の担当もしているので、よく沖縄や

いろんな生産者の方と論議することがありますが、農業の論議でなくなっていくのです。でうから、麦

はそういう要素があるのではないかという思いがあります。ですから、十把一絡げな議論は無理がある
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のではないかということを感想として述べておきます。農家同士でここで論議を闘わせるのはつらい思

いで話をしており、一方で若い人が将来に向け頑張るのは十分わかるわけです。 

 検査体制については、若干申し上げた過程の中で、いろんな要素が取り入れられたということについ

ては大変ありがたいと思っております。 

  

（加倉井座長） 

 制度改革をする場合は予算が変わるということがありますので、一概に予算を切り捨てるために制度

改革をするというのはおかしいと言っているそういうお気持ちはわかっているつもりですが、ここでそ

れをどう書くかということは、書きにくいことをご理解いただけると思います。 

中村委員、内外価格差のお話はあれでよろしいでしょうか。 

 

（中村委員） 

 佐藤委員が遅れてお見えになったということですので、内外価格差の縮小をきちんと行っていただく

ように考え方として記述していただきたいということを、先ほどからお願いをしておりましたが、改め

て申し上げておきます。 

 田中委員からお話がありましたが、国内産小麦の目標として、あと２０年経ったら１３０万トンに増

やすといったような目標があれば、張り合いもあるし、やりがいもあるというお話もあったのですが、

実は、麦政策大綱を作る時の政府が買っている小麦の量は私の記憶では５０万トン切るか切らないかと

いうそんな程度だったのです。わずか５年かそこら前です。今、８０万トンとか８２万トンとか言いま

すが、これは北海道のホクシンの大増産のようなことも含めて、いろいろあるでしょうけれども、我々

は民間流通を是非成功させたい。民間流通をなぜ成功させたいかというと、売り手と買い手の間に政府

が介在しなくなるから、直接いろんな話し合いができるだろうと、そうすると我々製粉業界の言ってい

ることも生産者の方に伝わるだろうし、生産者の方も製粉業界といろんな話ができるようになるだろう

というふうなことのために、民間流通を推進しようと製粉業界挙げて、当時の政府のトップの方もそん

な無理なことはやめて、北海道の１農協から、２、３万トンからやったらどうだという話もあったので

すが、我々は全国一斉にやろうというふうなことで民間流通をとにかく育てようということきたわけで

ございます。そして、いろいろな所与の条件が重なり、今、８０万トンとなっていますけれども、これ

は何回も言っていますとおり、例えば、我が社だけでも年間１億円かけて国内産小麦１００％の粉のＰ

Ｒもしている。８０何万トンとれる時には生産性向上が３割できるという前提だったのです。本当はそ

ういう制約条件があったのです。３割ということは、当時、政府買入価格が１６万円位だったので、１

トン当たり５万円程度の生産性が上がっていなければならなかったのですが、そういうふうにはいかな

いにしても、生産性を向上させて、品質を向上させて、我々製粉業者も努力して、かつ、国にもいろん

な支援を出して、財源の見直しも含めてやって、内外価格差を進めていって、やはり民間産業が世界に

胸を張っていけるようにしようというのが、民間流通の趣旨ではないかと思っておりますので、良い麦

で、生産性の高い小麦をたくさん作っていただければ、我々も安心して使えますので、１つよろしくお

願いします。 

 

（竹内委員） 

 中村委員が私の方に向かれて、１つよろしく言われても私はそういう立場にないのですが、議論とし
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ていろいろ議論した方がよいということは事実です。 

 内外価格差縮小についての中村委員のおっしゃっていることはよくわかりますが、消費者負担から財

政負担に切り替えるべきとおっしゃるから、そう簡単ではないと思います。財政の話がよく出ましたが、

全体の財政事情、歳入・歳出の問題、これを私から説明する必要はないと思います。では、農林予算が

全体で３兆円があり、これは増やすのか減らすのかは、政策そのものであってここで議論する問題では

ありません。農林予算の総額が決まっているわけではありません。しかし、農林予算の内どういう部分

を伸ばして、どういう部分を削るのかということ自体をここで議論する問題ではないと思うのです。そ

れは突き詰めれば最終的には政策そのものの議論であって、内閣の問題になりますよね。そういう議論

ではなくて、事柄の性格、麦を取り巻くいろいろな市場事情、一番基礎は実需者に選考してもらえるよ

うな麦を作りましょうというようなことが、民間流通の柱でした。ですから、今の状況から、麦につい

て改革が必要だということで、これは大いに議論してきた。おっしゃるようにどこへいっても財政の議

論が出てくる。今までよりも財政支援が減るのではないかという不安が当然ありますから。しかし、そ

れはやはり、言葉がよくありませんが、それぞれの利害、立場で主張は当然違ってきますが、予算は１

本ですから、それを全部ホッチキスで留めることはできません。ですから、あるところから先は、これ

は政策そのものになってしまうと思うのです。ですから、この文章をどう扱うかよりも、中村委員のお

っしゃっている内外価格差の方向、内外価格差の背景にはいろいろな要素があります。今の仕組みは、

これは当然守っていかなければなりませんが、生産量が増えれば、消費者か財政かの負担が、全体が増

え、生産性、品質が向上すれば減る要素になるわけです。いろんな要素が絡んでくるので、そこは表現

振りの問題なら解決するのかもしれませんが、まだ、いろんな議論が錯綜している段階で、ヨーロッパ

のように消費者負荷の財政負担に切り替えるべきだというご主張もある状況では、まだ、１２月段階で

は、論理的な整理を押し切るのは時期尚早だということではないかと思うのです。いずれにせよ、全体

としての方向として内外価格差を縮小していく方向とおっしゃることはわかるのですが、ここでの扱い

は、まだ議論の糸を解きほぐすには、もう少し議論を重ねていく必要があるのではないかと思います。 

 

（加倉井座長） 

 内外価格差のお話を、なぜ中村委員にもう一度お尋ねしたかと言いますと、今、竹内委員がおっしゃ

られたことがほとんどでありますが、要するに国境障壁を下げるというのは１つの手ですが、しかし、

これは麦小委員会の仕事としてはやりたいけれどもできません。もう 1 つは、他の条件にして等しけれ

ば、国がお金を出せばできますということなのです。この辺が非常に難しく、実は、中村委員のご意見

を踏まえまして、私どもはこの「取りまとめ（案）」に「内外価格差の縮小」という言葉をいろいろ入

れようと努力いたしました。一部入っているはずですが、それにもかかわらず、あえてもっと入れたい

ということになりますと、その部分についても議論をしなければいけないということがあると思います。

その辺をどうお考えかということです。 

 

（中村委員） 

 ７頁の（５）に①～④と書いてあります。「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」とある。そして（５）の最初の部分には「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」と書いてあります。管理経費にも充当し、

内麦の助成金にも負担を求めることが妥当であると書いてある。そうすると、内麦の助成金も管理経費
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も全部マークアップでやるのですかという話なのです。ですから、私は、「当面、引き続き、実需者の

「一定」の負担を求めることが妥当である」と、「一定の」と是非入れて欲しいということが１つ。 

そのあとに、「なお」と書いてありますが、「しかし」でも「なお」でもいいですが、「その水準に

ついては」、水準というのは内麦の助成金の水準ということですよね、マークアップの水準になるかわ

かりませんが、「中長期的には国際規律の強化や貿易自由化に対応しうるよう」というのは、ＷＴＯ・

ＦＴＡの今の状況をみれば当たり前の話で、「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」ここでいいではないかと私は言っているのです。その後にまた、「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」と書いてあると、せっかく書いた「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」というふうに思想・哲学を述べておきながら、その後でま

た、否定をするというのはおかしいではないか。最後に書かれる文章が一番強いわけです。ですから、

当然、厳しい財政事情はわかっていますから、④のところに「納税者負担に…十分留意する必要がある」

書いて、その後に、「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」というふ

うなことで終えてもらう方が、この委員会の総合意見になるはずであると私は思っております。 

 

（加倉井座長） 

 ７頁のこの部分については、食糧部長にお話を伺いたいと思います。 

 

（高橋食糧部長） 

 今の、竹内委員と中村委員からご発言のございました内外価格差の方向性について、基本的な考え方

と別に、実際の政策の採択についてはどうしていくかという議論に、密接に結びつく表現振りになって

まいりますので、ここに「内外価格差」という言葉を入れさせていただいたのも、中長期的な方向性と

しては、当然の方向性だということで入れさせていただきました。ただ、１つの負担で１つの政策を行

っているわけではございませんので、私どもといたしましては、こういったもののバランスも見させて

いただいた書き振りとなっております。 

 それから、７頁のところについては、そういった意味では、内外価格差の直接の議論ではなく、今、

申しました、政策に対しての負担議論、２つ財源と言いましょうか、実需者・消費者負担と納税者負担

という現実の姿を踏まえ、それぞれが当然のことながら将来的に向かって厳しい制約要因があるという

ことをうたっている部分でありますので、直接の内外価格差のご議論とは少し違うかと思っております。

どこにどういう形で表現をするのが、現下に置かれております３つの大きな難しい課題を調整できるの

かということだと思っております。ただ、なかなか中村委員のおっしゃったような思い入れでここに書

いてあるというようなことでも、多分ないというふうに私どもは思っているわけでございますが、逆に

そう読んでしまっていけばいくほど、論点が先鋭化するのかなというふうにも思ってしまうわけでござ

いますが、どういうような表現振りが可能なのか。いずれにしましても、政策の大きな変更の中での議

論ということになりますので、これをまた現時点で直ちに変えるということ自体が、１つの大きな判断

行為になるわけでございますので、政策の方向性等の中で、座長にお預かりいただくことなりますが、

それも含めて、私どもの方も考えますが、あまり趣旨として先鋭的にするように書いているつもりはご

ざいませんので、それだけはご理解いただきたいと思います。 

 

（佐藤委員） 
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 私も、あえて今まで触らないで質問しないできましたが、管理経費も含めたコストプールでいろいろ

やっていることについては、全体の農産物の輸出入のこういう問題も含めて共通的に政策的になされて

いるかというと、これもまたいろいろ違うのですが、それはそれで歴史的背景があっていいのではない

かという思いもあるのですけれども、これがどんどん先鋭化して論議すると、どうしてもそこを論議せ

ざるを得なくなるわけです。ですからあえて発言をしました。 

 もう１つは、内外価格差の問題も、一元的に内外価格差を取り扱うのではなくて、例えば、私は北見

に住んでいますけれども、北見から鹿島まで船でいつも送っていますが、その運賃より、五大港の周辺

から鹿島に送る運賃の方が安い等のいろいろな問題があるわけです。ですから、１万円対千円、２千円

という論理になると、非常に難しい。そこがどういうことを想定した内外価格差か、具体的に目標値に

なるとヒステリックな論議にはならないわけですが、構造的な差が、我々の農産物だけに課せられてい

る問題なのかと取ってしまうわけで、もし、今後、論議するならば、その辺も十分考慮に入れて、広範

囲な内外価格差として論議をしていかなければ問題が出るのではないかということでございます。 

 

（長澤委員） 

 先ほど、田中委員から出された問題の関連なのですが、今後の麦の生産目標値をどうするかという中

で、片方では企画部会で基本計画の見直しが進んでいるということでして、我々もかねてから、１０年

後の目標値が大麦についてどういう数字が出るのだろう、どういう考え方をするのだろうと、注目して

いるわけです。その中で、生々しい問題が近く起こると思っていますのが、今回、大麦の価格はコスト

価格での売渡価格とするという方向になってまいりますと、現在、外国産大麦が約２２万トン輸入され

ていて、それは焼酎用、主食用に使われている。この中で、価格改定が行われますと、比較すると国内

産大麦の方が割安になる可能性が起こってくる。そういう中で、一方、食用の大麦は需要が上がってき

ておりまして、現状の中だけでは、小粒大麦は新麦が取れるまで間、間に合うかという議論も起こって

いるわけであります。その中で、内麦生産が増えると財政負担が増えることになりますし、しかも、大

麦を作ることが、他の作目と比較して、必ずしも生産者にとっては有利ではないという中で、麦経から

品目横断的政策になった時に、安定生産が確保されるだろうかということを注目しているわけです。こ

の問題を近いうちにどう考えていくかという問題が起こってまいりますので、国内自給率向上の問題、

財政負担の問題も含めて、極めて身近な問題として注目していきたいと考えておりまして、議論を深め

ていただきたいと思っております。 

 

（大泉委員） 

そろそろ収斂している気がしますが、私も残念ではありますが、当初から麦委員会で、経営安定も含

めて、担い手も含めて、議論をするというのはかなり困難ではないだろうか予測されているところがあ

って、難しいだろうなと思っておりましたので、今回、企画部会の議論が終わるまで座長預かりにして、

その後に最終的な取りまとめの議論を行うという案に賛成いたします。 

先ほどの、中村委員発言の「内外価格差を縮めていく」は文面の中になぜスンナリと入れられないか

ということが私の率直な意見でありますが、内外価格差を縮めていく方向にするというのは農政の基本

的なスタンスとしては当然のことなのではないだろうかと思っていて、議論になるようなことなのだろ

うか。入れられない何があるのか。議論を聞いていて不思議で仕方がなかった。先ほど、中村委員がお

っしゃった、そうかそういう読み方があるのかと、部長からはあまり先鋭化しないようにという話なの
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で、その通りだと思いますが、Ｐ７の（５）④の「また、麦に対する財政支出についても、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、（６）の「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」というのがペアなのだと思います。ですから、両方、睨み合っているという構造なのかと理解

をしていたのですが、これはマークアップの使途に関してですけれども、問題は額、水準に関してです

よね。この辺が私の読み方とは違うのかなというような印象を受けておりました。 

今回の委員会では、全体の動きとして、１つは消費者負担から納税者負担へという背景があって、も

う１つは品目から経営へという動きがあって、私はこれは中途半端だと思っているのです。品目から経

営という動きも、品目から経営ではなく、土地利用単位へという動きで留まっているのではないかと思

うのですが。それはともかくとして、制度移行期でありますから、麦からこれを論ずるのはかなり困難

だということは、議論していてよくわかりました。そういった意味で座長案を支持したいと思います。 

ただ、麦小委員会ですから麦から見ると、麦はなぜ国内的に必要なのかという議論はあまりなかった

と思うのですが、自給率向上だとか、あるいは土地利用を維持するために重要だとか、そういったこと

が言われるわけですよね。けれども、これはもう少し大きい枠でズームをひいてみますと、麦でなくて

も飼料作物だって自給率も向上するし、水田土地利用方式を守るし、いいわけです。でも、ここには麦

と同じような価格差があって、なかなか飼料作物が国内で流通しないという問題もあるのですが。要す

るに、これが水田農業の問題だとすれば、これを産地作り交付金で対応するのが普通の考え方になるの

ではないだろうかと私自身は思うのですが。そうなってくると、転作麦で麦作経営安定資金を使うのは

問題だと発言した記憶がありますけれども、品目横断にそれでやるのも問題なのではないかとなってき

ますし、そういう問題があるということを考えつつ、ズームをひいてみますと、麦も現在８０万トン作

っていて、北海道では４４～４５万トン作っていて、内地では３２万トン作っている。１０万ｈａずつ

位でしょうか。麦の産地の構造改革というのも麦生産の中では当然起きてくる話ではないのか。もし８

０万トン必要であれば、北海道で作るという産地間移動は、こういうことを進めることが、本来のコス

ト３割ダウン、品質向上ということに寄与するのではないだろうかという気がします。というのは、基

本的にはミスマッチなのです。ミスマッチというのは需給調整ができていなくて、そのミスマッチは、

当初出てきた資料によれば、茨城と青森ともう１つ位が大きいわけで、ここでの計画生産というのは本

当に日本の麦生産として必要なのだろうかというマクロな議論が必要となってくるのかもしれない。そ

れは適地適作ということからすれば、内地での水田での麦というのは、麦単体としてみれば、必然的に

畑作麦の方に転換していく必要があるのかもしれない。水田利用としてみればどうなるのか、水田利用

としてみてみれば、飼料を作らせた方がいいのではないかというような話にもなるでしょう。そういう

議論をしてくると、担い手問題に関しても、麦の立場からすると、このあいだ出てきた生産組織という

のも、これは結局、産地づくり資金でどうにかもっている生産組織なのか、あるいは本当に経営的なセ

ンスとしてやっているのか、仕分けが必要になってくるのだろうと思います。結局、経営安定対策など

もいろいろな矛盾する要素があって、それを整理した政策としてポンと出すというのは農林水産省だか

らできるのだろうと思うのですが、そういう政策ではなくて、重要なのは、努力・創造性を喚起する政

策なのかどうかというところだと思うのです。ですから、品目横断も個々の経営者が「そうか、これだ

ったら、土地利用方式を自分で考えて、これだけのお金をもらえるのなら自分で考えてやろうじゃない

か」というようなインセンティブを与えられる政策になりうるのかどうかということだと思うのです。

そうなってくると、別に、現状はこれだけ生産しているから、これを維持しなくてはいけないというと
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ころから発想する必要は全くなくて、この人達を支援すれば、こういうシステムで支援すれば、今１０

町歩しかないけれども１００町歩になるかもしれない、そういうところを支援しようという、そういう

政策が必要になってくるのだろうと思っていますが、そういうことになるのかならないのかということ

が正直なところよく見えないのです。そうなってくると農政全体の体系の話になってくるので、あまり

麦政策検討小委員会がしゃしゃり出る問題でもないのかもしれませんのでやめますが、要は、部分整合

性ではなくて、全体整合性を考えた政策を作って欲しいというのが１つ。もう１つは農家の努力・創造

性を喚起するような政策、農家だけではなく農家ができなければ外から異業種法人を入れても構わない

のだろうと、私自身は思っているのですけれども、努力・創造性を喚起するような政策、その２点を将

来の麦政策でも考えて欲しいということであります。 

 

（加倉井座長） 

ありがとうございます。いろいろ示唆に富むご発言をいただいたと思いますが、他に発言は何かござ

いますでしょうか。吉水委員。 

 

（吉水委員） 

 この委員会も今日で最後ですが、当初から農業問題はＷＴＯや食料自給率など難しい問題が絡まる中

で、麦政策検討小委員会の課題としては、市場原理にのっとった良品質麦生産と供給、具体的には外国

産麦と国内産麦の品質差と価格差の縮小が、この委員会でのテーマではないかと個人的に思ってまいり

ました。今回、それを実現するための１番の課題としては、実需者・消費者ニーズにあった麦の供給、

かつ、国内産麦生産者の経営安定ということが３番目にあって、２番目として、１番と３番を繋ぐもの

が、生産者のモチベーションアップではないかと考えてまいりました。そのモチベーションアップの中

に品目横断的政策（経営安定対策）もあったかと思いますが、企画部会の議論を待つということでは、

多少残念な部分、しょうがない部分というのがあるかと思います。前回、山田委員がおっしゃっていま

すが、そこなしには外でできないというのももっともだと思いますし、ただ、私の耳には、もしその議

論がここで行われれば、また違う成果もあったのかなという気がしなくもないのですけれども、それは

この委員会の立場がどうとか、実現可能性がどうということが、私にはわかりませんのでそういうこと

なのだと納得をしております。 

 いずれにしても、非常に、加倉井座長もご苦労されて取りまとめられたことと思いますので、座長預

かりということには賛成します。 

 

（加倉井座長） 

 中村委員よろしいでしょうか。先ほどの検討は一応させていただきますが、ご意見としては全面的に

「内外価格差の縮小と書き入れよ」というように承りましたけれども、誰でもア・プリオリに、税金を

下げろというのと同じで、全くそれに反論する人はいないと思いますが、他の政策体系やこの場等、い

ろいろなことを考えまして、最大限の努力はさせていただきたいと思うのですが、それでお預けいただ

けるかどうか。 

 

（中村委員） 

 内外価格差の縮小をあちこち書けということではなく、方向性をきちんとして欲しいということ。 
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（加倉井座長） 

 それでは、一通りご意見をいただいたので、多少のご意見の違いはあるかもしれませんが、現在の状

況を踏まえまして、「取りまとめ（案）」の扱いにつきましては、最初にお配りした「座長整理メモ」

のような形にさせていただけたらありがたいと思います。よろしいでしょうか。 

（一同、うなずく） 

 それでは、そのように扱わせていただきます。 

なお、最終的な取りまとめに関しましては、年明け以降、経営安定対策の具体的な姿が示された段階

で、それを踏まえてご議論いただくことになると思います。その時点で本委員会を開催し、最終的な取

りまとめを行っていただきたいということであります。これまで、かなり議論を積み重ねておりまして、

したがいまして、年明けの会議はそれ程の会議を重ねる必要はないと今のところ考えておりますが、具

体的な時期等につきましては、追って事務局からお知らせいたしたいと思います。 

長い間、貴重なお時間を割いていただきまして、ありがとうございました。年明けにまたご足労いた

だくということになると思いますが、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。それでは、本日はこれ

で終わらせていいただきます。皆様、長い間、ありがとうございました。 

 

－ 以上 － 


