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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 17 年 10 月 28 日（金）15：00～17：00（郵政公社会議室Ａ～Ｄ） 

 

（太田食糧貿易課長） 

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。委員の皆様方

におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日は、大泉委員、

田中委員、吉水委員はご都合によりご欠席でございます。中村委員は若干遅れてお見えになるとの連絡

がございました。結果、10 名の委員のご出席となっております。それでは、議事進行につきましては、

加倉井座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

（加倉井座長） 

皆様お忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございます。長い中断になりましたが、昨年の

12 月に第 10 回の麦政策検討小委員会におきまして、提示しました取りまとめ案につきましては、担い手

のあり方・品目横断的経営安定対策についての論議が続いていて、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なうことについては問題が多いという強いご意見があったこ

となどから、座長の取りまとめ案として預からせていただいたところであります。 

またその際、 終的な取りまとめにつきましては、品目横断的経営安定対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い、必要な整理をして行なうことといたしました。骨子案の中で品

目横断的経営安定対策につきましては、本年３月の基本計画において大枠が定められ、昨日、対策の対

象品目等の、或いは対策の加入対象者等の具体的な仕組みについて、「大綱」というかたちで農林水産省

において省議決定されました。そこで座長としましては、品目横断的経営安定対策の具体的な姿を踏ま

えまして、本日 終的な取りまとめを行なうために、この小委員会を開催させて頂いたわけであります。    

本日はまず、品目横断的経営安定対策の具体的な姿について簡単にご報告いただき、続いてこれを踏

まえまして、必要な整理を行なった、「今後の麦政策のあり方（案）」について、説明を受けた後、審議

を行い、当小委員会としての 終取りまとめにしたいと考えておりますので、何卒ご協力をお願い致し

ます。 

なお、審議につきましては、概ね 17 時を目途に進めさせて頂きたいと思います。それでは、まず開会

に際しまして、村上総合食料局長からご挨拶をお願いします。 

 

（総合食料局長） 

総合食料局長の村上でございます。冒頭、一言ご挨拶したいと思います。今日は大変お忙しい中、委

員の皆様方にはご参集いただきまして誠にありがとうございます。今、座長の方から経緯等については、

ご紹介がございましたけれども、昨年５月以降、大変熱心にご議論いただきまして昨年 12 月に座長の取

りまとめ案を、座長預かりという形で中断させていただいたわけでございますけれど、４月の後半以降、

かなり時間が経ったということで、大変恐縮に思っているところでございます。その間、我々の方は３

月に、「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定させていただきまして、それに基づきまして、品目横断

的経営安定対策につきまして、鋭意調整を続けて参ったところでございます。その対象者の要件や対象

品目等につきまして、基本的な仕組みというものを「大綱」という形で、先日決定いたしたところでご
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ざいます。また、麦政策につきましても、新たな進展の見られるところでございます。座長取りまとめ

案との関係でございますが、昨年 12 月の段階で、意見の一致を見ている点につきましては、これを反映

させる為に、実行できるものは実行していくということで、一部については実行してきたところでござ

います。特に民間流通制度の見直し等につきまして、状況の進展を見ているところでございます。本日、

ご審議いただくところでございますが、本委員会 終報告となる「今後の麦政策のあり方（案）」でござ

いますが、品目横断的経営安定対策の具体的な姿が示されたことを踏まえまして、これを反映させるこ

とが、昨年の座長の整理ということでございますので、よろしくお願いします。ただ、今申し上げまし

たとおり、昨年の座長取りまとめの段階から、約１年経っているわけでございます。様々な状況の変化

もございますので、委員各位におかれましては、これを出来得る限り反映させるものとして、 終的な

取りまとめをしていただければ、大変有り難いと考えているところであります。何分、忌憚の無いご意

見を賜りますよう、よろしくお願い致しまして、簡単ではございますが、局長挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願い致します。 

 

（加倉井座長） 

ありがとうございました。それでは、これより議事に入りたいと思います。まず品目横断的経営安定

対策について、事務局からご説明をいただきます。 

 

（佐々木大臣官房参事官） 

大臣官房参事官の佐々木でございます。座長の方から御紹介いただきました、「経営所得安定対策等大

綱」につきまして、昨日の夕方、農林水産省議を開催いたしまして、農林水産省として正式に決定をし

たところでございますので、その内容につきましてポイントをご報告させていただきます。お手元にお

配りしてあります資料の、資料ナンバー１の１、Ａ４の縦紙でございますが、これが「経営所得安定対

策等大綱」の本体でございまして、それらの概要につきまして、図等も併せまして説明用に整理したも

のが、資料の 1 の２という番号を付しております、Ａ４横長の資料でございます。この１の２の資料を

用いて、ご説明をさせていただきます。この大綱におきましては、品目横断的経営安定対策と併せまし

て、米政策改革の推進対策でありますとか、農地・水・環境保全向上対策についても大枠を決定したと

ころでございまして、そちらの方は参考にご覧いただければと思います。説明は品目横断的経営安定対

策に特化してやらせていただきます。扉を開けていただきまして、１ページからが品目横断的経営安定

対策の関係でございます。導入の目的・意義でありますとか、制度の骨格に関しましては、３月の基本

計画の段階でそれぞれ、方向性が明記されていたところでございます。今回、２ページにございます、

加入対象者の要件につきまして、細部を決定したというのが、ポイントの第１点でございます。２ペー

ジの四角い枠の中に、文章として整理しておりますように、対象となる担い手につきましては、認定農

業者、それから経営主体としての実態を有する集落営農組織として、特定農業団体又はこれと同様の要

件を満たす組織ということといたしております。この特定農業団体と同様の要件を満たす組織につきま

しては５つの要件を課すことといたしておりまして、規約の作成、それから構成員全員で費用を共同負

担し利益を配分する等の経理の一元化、主たる従事者の所得目標を定めること、農業生産法人化の計画

を作成すること、地域内における農用地の一定割合以上を利用集積していくという目標を定めること、

この５点が要件でございます。それから次の３ページでござますけれども、集落営農の経理の一元化に

つきまして、様々な誤解もございますので、イメージとして整理しているものでございます。収入面に
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ついて一元化をしっかり図っていくということが、ポイントになるわけでございます。それから４ペー

ジ目が経営規模の要件でございます。認定農業者、特定農業団体又はそれに準ずる組織であって一定の

経営規模要件を充足していることが、対象者の要件ということに相成るわけでございます。具体的には、

真ん中の左端に基本原則と書いてございますけれども、現在品目別対策として米政策の中で実施してお

ります、担い手経営安定対策で設定している規模要件がありますけれども、この考え方を踏襲しながら、

認定農業者にありましては、都府県では４ｈａ以上、北海道では 10ｈａ以上、それから一定の要件を満

たす集落営農組織にありましては、20ha 以上というものを基本原則として据えております。ただ、地域

の実情にも配慮して構造改革を推進していく必要があるということでございまして、３つの特例のパタ

ーンを提示いたしております。１つには、物理的に制約があってなかなか規模拡大が困難な地域がある

ということで、そういう地域に対しましては、基本原則の概ね８割までの範囲内で基準を緩和すること

ができるという特例、それから中山間地域はそういう困難性が極めて高い地域でございますので、集落

営農組織等につきましては、基本原則の５割までの範囲内で緩和することができるというものでござい

ます。それから２つ目のカテゴリーは、生産調整に応じた特例ということで、成り立ちが生産調整を受

託する組織という場合には、一定の面積の中で生産調整に関わる部分を専ら担っているという、そうい

う成り立ちでございますので、基本原則の面積に生産調整率を掛けまして、それらまでの範囲内で基準

を緩和することができるということといたしております。20ｈａを７ｈａを下限として生産調整率を掛

けたものまでの緩和が可能。そのうち、中山間地域につきましては４ｈａを下限として緩和が可能とい

うことでございます。それから所得に応じた特例が３つ目にございまして、経営規模はそれほど大きく

はなくとも複合経営を営んでいること等に因りまして、相当水準の所得を確保している経営が現にたく

さんあるわけでございますので、そういった地域の担い手も対象と成り得るように基本構想に定める所

得目標の過半を確保している、かつ、この品目横断的経営安定対策の対象品目の収入、所得、あるいは、

経営規模が経営全体の３分の１以上であるといった場合に対象と成り得るという特例でございます。こ

の他、注１にございますけれども、上記により難い特別な事情がある場合には、知事からの要請に基づ

いて対象となる基準を設定することができるということといたしておりますけれども、公平性・透明性

を確保する必要がありますので要請内容等については、きちんと公表したうえで取り計らうことといた

しております。それから５ページでございますが、これは、経営規模として参入できる面積を整理して

いるものでございまして、今回の品目横断的な対策が水田経営及び畑作経営を対象とするものでござい

ますので、田畑の面積、それから、主な基幹作業を受託し、かつ、販売名義と販売収入の処分権を持っ

ているような、もう実質的に経営を営んでいる面積についても、経営規模として参入可能なようにして

いるところでございます。次に、対策の内容が６ページ以降でございますけれども、まず、諸外国との

生産条件の格差を是正する対策の方でございます。対象品目は真ん中の上の方に枠で囲ってございます

ように、麦・大豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょの４品目でございます。この格差の捉え方でござ

いますけれども、担い手の生産コストと国内における販売収入の差額を格差として捉えまして、それを

支援水準として設定するということでございます。これらは、トータルの支援水準でございますけれど

も、これを、過去の生産実績に基づく支払いとその年々の生産量・品質に基づく支払いとに切り分けて

対応していくという考え方でございますが、これらにつきましては 終的な 新データを用いて、来年

に支援単価を確定させていきたいと思っております。現段階で得られる 新データ等を用いて試算をい

たしますと、飛んで恐縮でございますけれども、９ページの真ん中の右側の表にお示ししてございます

ように、それぞれ、例えば、麦であれば支援水準は 40,200 円といった水準に相成るわけでございます。
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各品目ともに共通の支援水準の算定要素を取っておりまして、それらは９ページにおける下段の表に整

理をいたしているところでございます。具体的には、比較的高い生産性を実現している生産者の直近年

の生産コストを用いまして、平均単収につきましては７ヵ年中庸５ヵ年の平均値をとるといったことに

よって安定性を確保しつつ算定をしているところでございます。この支援単価につきましては、 終的

には、来年の秋に 新データを用いて確定させていくという運びになっているところでございます。そ

れから、10 ページは対象経営が規模拡大をした場合にどのような配慮を行うのかということでございま

すけれども、下の図にございますように対象経営に農地が新たに集積される場合、それから対象経営同

士で農地が取引される場合の扱いを、それぞれＡの対象面積に加算するなり、Ａの対象面積に加算しＣ

の対象面積から除外するなりによって配慮していくということ。また、集落営農組織が育成された場合

の取り扱いはどうなるのかといったことにつきましては、構成員の対象作物の過去の生産面積の合計で

取り扱っていくということ等を明示しているところでございます。11 ページは、２つ目の支援の要素で

あります収入の変動による影響の緩和のための対策でございます。こちらにつきましては、先程申し上

げました、諸外国との生産条件の格差を是正する為の対策で、対象としている品目に加えまして、米が

入ってきております。加入対象者は両対策とも共通でございまして、担い手を対象に講じていくという

ことでございます。対策の具体的な内容でございますけれども、過去５ヵ年中庸３ヵ年の平均収入を基

準収入といたしまして、当該年の対象品目の収入の増減の関係を合算・相殺いたしました変動額に、補

填割合の９割を乗じまして、補填金を算出し支払っていくという仕組みでございます。この補填金の原

資につきましては、積立金を政府が３、生産者が１の割合で、予め積み立てておくことといたしまして、

基準収入の 10％下落に対応する部分を、原資を積み立てたうえで、いざ事があった場合に補填をしてい

くという仕組みでございます。当然、下の括弧内にございますように、農業災害補償制度による補償と

の重複を控除して算出するという対応にする考えでございます。現在、品目別には米と大豆でこういっ

た対策が講じられているわけですけれども、今般、５品目全てを対象としてやっていくこととなりまし

た。その他 13 ページからは米政策の改革の関係、さらには 19 ページ以降は農地・水・環境保全向上対

策の関係につきまして、それぞれ、現段階で決定した内容のポイントを御紹介をしておりますので、後

程ご覧いただければと思います。端折って恐縮でございますけれども、私からの報告は以上でございま

す。 

 

（加倉井座長） 

 ありがとうございました。小委員会は経営安定対策の中身につきましては、直接議論する立場にはな

いのですが、ご説明をしていただきました内容を踏まえまして、小委員会として 終的に取りまとめた

「今後の麦政策のあり方（案）」につきまして、引き続き説明させていただきたいと思います。なお、

経営安定対策についてのご質問がある場合もそれは一体として考えまして後ほどまとめてお願いしたい

というふうに思います。それでは、本来なら座長である私が読み上げる所ではありますが、事務局の方

から修分理由等を含めましてご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

(太田食糧貿易課長） 

 それでは、ご説明をいたします。資料２-１と２-２を用意させて頂いておりますが、２-２に基づきま

して説明をいたします。これは昨年 12 月の座長取りまとめ案を左に、それから 終的な成果であります

「今後の麦政策のあり方（案）」を右側に新旧対照表という形で整理をいたしております。変更点につ
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きましてアンダーラインを引いております。12 月６日の座長整理におきまして左の座長取りまとめは品

目横断以外については概ね意見が一致しているということで取りまとめ（案）を作成していただきまし

た。従いまして、今回の今後の麦政策のあり方を取りまとめるにあたっていろいろ修正する箇所がござ

いますけれども、その修正する方針につきましては、１つは、品目横断対策導入の決定に伴う変更、そ

れから１年近く時間がたっておりますので、その後の状況変化を踏まえた変更というのがもう１つある

であろうと。それから昨年 12 月に座長取りまとめ（案）を提示いたしました際に各委員から意見などが

出されておりますので、そういった論点への対応による変更が３つ目。それから、修辞的な修正といい

ますか、文言的な修正といいますか、再度読んでみてこの表現にした方がいいだろうというふうな修正

をさせていただくと、こういう４つの修文方針に基づきまして、右側の「今後の麦政策のあり方（案）」

を整理させていただいたところであります。それでは、右側の方につきまして朗読をさせていただきま

して、その都度修正の理由につきまして簡単に説明をするという形で説明をいたしたいと思います。 

 

 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（生産性の向上を含む）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「（生産性の向上を含む）」というのを挿入しております。こちらは残された論点でございまし

て、「良品質麦生産」に「生産性の向上」を入れたらどうかという意見がございました。当初案からそ

ういう意味が含まれているという考えでおりましたが、明確にするという、その含まれていることを明

確にするという意味で括弧書きをつけているということでございます。 

 

 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７年が経過

した中で、 

・ 国内産麦の状況をみると、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 15 年産以降では既に食料・農業・農村基本計画（平成 17 年 3 月 25 日閣議決定。以下「基本計画」

という。）における 27 年度の生産努力目標に到達しているものの、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、内外価格差が存在する中で、安価な小麦粉調製品等の輸入が増加して

おり、原料調達面も含めた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
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た取組が必要となっていること 

ここでは時制、状況変化を踏まえた変更ということでございます。それから、基本計画を作成いたし

ましたので、その点を変更しております。その下の「麦加工産業についてみると」というのは、12 月の

際にいろいろ論点になった所でございます。小麦粉調製品等の輸入が増加するということにつきまして、

その背景を丁寧に説明するという修正、コストダウンを通じた一層の国際競争力の強化につきまして原

料調達面ということで、後ほど出てまいりますが、ＳＢＳの導入等を検討しておりますので、そこを丁

寧に書くという修正でございます。 

 ページをめくっていただきます。 

 

・ 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分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、本年３月に新たに策定した基本計画

では、我が国農業の構造改革を加速化するとともに、ＷＴＯにおける国際規律の強化にも対応し得るよ

う、現在品目別に講じられている経営安定対策を見直し、施策の対象となる担い手を明確化した上で、

その経営の安定を図る対策に転換することとされた。特に、複数作物の組合せによる営農が行われてい

る水田作及び畑作については、品目別ではなく、担い手の経営全体に着目し、市場で顕在化している諸

外国との生産条件の格差を是正するための対策となる直接支払を導入するとともに、販売収入の変動が

経営に及ぼす影響が大きい場合にその影響を緩和するための対策について必要性を検証することとされ

た。 

麦についても、このような諸外国との生産条件格差の是正対策の対象とするとともに、収入の変動に

よる影響の緩和対策の対象とすることとされた。 

さらに、昨年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、本年 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て大きく展開されているところである。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 大限反映

させる取組を継続させ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。 

 

いろいろ修正がございますが、すべて状況変化あるいは経営安定対策導入が決定されたことによる変

更でございます。 

 ページをめくっていただいて、 

 

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、コストダウン等を通じた麦加工産業の国際競争力の強化を図ると
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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。 

コストダウン等を通じたというのは、前の方に出てきている部分との平仄を合わせた修正でございま

す。 

 第２ 国内産麦対策の見直し 

 １ 品目横断的経営安定対策導入に伴う既存施策の整理 

（１） 麦を含む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係る品目については、

品目別ではなく、担い手の経営全体に着目した品目横断的経営安定対策を、別紙のとおり導入

することとされた。 

 

こちらにつきましては、昨年は企画部会の中間論点整理から引いて記述をしていたところでございま

すが、この度品目横断的経営安定対策が省議決定され、取りまとめられましたので、それを別紙として

添付するということで、修正をいたしているということでございます。この別紙につきましてこのまま

朗読させていただきます。資料の２－１のページが１から８ページになっていて、その後の１ぺージと

いうことで別紙が添付されております。 

 

 別紙 経営所得安定対策等大綱（省議決定）[抜すい] 

 

品目横断的経営安定対策 

１  趣旨 

 我が国農業の構造改革を加速化するとともに、ＷＴＯにおける国際規律の強化にも対応し得るよう、

現在、品目別に講じられている経営安定対策を見直し、施策の対象となる担い手を明確化した上で、そ

の経営の安定を図る対策に転換する。具体的には、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、品目別ではなく、担い手の経営全体に着目し、市場で顕在化している諸外国との生

産条件の格差を是正するための対策となる直接支払を導入するとともに、販売収入の変動が経営に及ぼ

す影響が大きい場合にその影響を緩和するための対策を実施する。 

 

２ 仕組み 

（１）諸外国との生産条件格差の是正のための対策 

①  加入対象者 

 担い手への施策の集中化・重点化を図る観点から、加入対象者は、以下の全ての要件を満たす者と

する。 

・ 認定農業者、特定農業団体又は特定農業団体と同様の要件を満たす組織であること 

 

この同様の要件とは、特定農業団体が満たすこととされている以下の要件ということで、 

 

ア）地域の農用地の２／３以上の利用の集積を目標とすること  

イ）組織の規約を作成すること  

ウ）組織の経理を一括して行うこと  

エ）中心となる者の農業所得の目標を定めること  
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オ）農業生産法人化計画を有すること 

このうち、アの２／３については、経過措置として、当分の間、地域の生産調整面積の過半を受託す

る組織に限り、１／２とする 

・ 一定規模以上の水田又は畑作経営を行っているものであること 

「一定規模」とは、 

ア）認定農業者にあっては、北海道で１０ha、都府県で４ha 

イ）特定農業団体又は特定農業団体と同様の要件を満たす組織にあっては、２０ha とし、制度

開始後は、構造改革の進捗状況を定期的に点検し、その結果を踏まえ、望ましい農業構造の

実現に向けた見直しを行うものとする。ただし、この規模については、都道府県知事からの

申請に基づき国が別途基準を設けることができる。 

 

具体的には、 

ア） 物理的制約から規模拡大が困難な地域に限定し、基本原則の概ね８割の範囲内（中山間地

域にあっては、特定農業団体又は特定農業団体と同様の要件を満たす組織については５割の

範囲内）で緩和可能とする。 

イ） 地域の生産調整面積の過半を受託する組織に限り、２０ha×生産調整率（７ha を下限）の

範囲内（中山間地域にあっては、２０ha×生産調整率×５／８（４ha を下限）の範囲内）で

緩和可能とする。 

ウ） 対象品目を経営上の重要な構成要因としつつ、有機栽培、複合経営等により相当水準の所

得を確保している経営については、事情に応じて個別に認定する。 

なお、上記の要件により難い特別な事情がある場合においては、都道府県知事は、その経

営を施策の対象としなければならない合理的な理由を付して、対象者とすることを要請する

ことができることとする。（都道府県知事からの要請内容については公表） 

 

先程申しました面積につきましては、 

 

（注２）対象者が権原を有する農地基本台帳の現況地目「田」と「畑」の面積の合計（特定農業団体

又は特定農業団体と同様の要件を満たす組織にあっては、組織の構成員が権限を有する「田」と「畑」

の面積の合計（一元経理の対象外の面積を除く））とするということでございます。また、主な基幹作

業（水稲においては基幹３作業以上）を受託し、収穫物についての販売名義を有し、販売収入の処分権

を有している面積も含む。 

（注３）市町村基本構想の目標所得水準の過半の農業所得を確保するとともに、対象品目（米、麦、

大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ）の収入、所得または経営規模が当該農業経営の農業収入、所

得または経営規模の概ね１／３以上である場合。 

・ 対象農地を農地として利用し、かつ、国が定める環境規範を遵守するものであること 

 

②  対象品目  

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょとする。 

③  具体的内容  
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②の対象品目について、市場で顕在化している諸外国との生産条件格差を是正するため、担い手の生産

コストと販売収入の差額に着目して、各経営体の過去の生産実績（現行対策における支援対象数量を面積

に換算）に基づく支払いと各年の生産量・品質に基づく支払いを行う。 

 

ここでの担い手の生産コストと販売収入の差額については、 

 

主産地の一定規模以上の農家の全算入生産費と平均販売収入額との差額を措置ということであります。

参考として、直近の数値を基にした現時点での試算値（平均的単収の場合）をその下に掲げております。

これは先程発言があったとおりでございます。 

ページをめくっていただきまして、注５は単価が地域ごとの収入の違いを反映して地域別に設定すると

いうこと、それから注６は先程説明にありましたが、規模拡大した場合の対応につきまして、対象者の規

模が拡大（縮小）した場合及び対象者となる集落営農組織が育成された場合には、規模拡大（縮小）や組

織化の状況に応じて「過去の生産実績に基づく支払い」の交付額を修正するものとするというものであり

ます。 

 

（２） 収入の変動による影響の緩和のための対策 

 ①  加入対象者 

（１）と同じとする。 

②  対象品目 

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょとする。 

③  具体的内容 

②の対象品目ごとの当該年の収入と、基準期間（過去５年中の 高年と 低年を除いた３年）

の平均収入との差額を経営体ごとに合算・相殺し、その減収額の９割について、積立金の範囲内で

補てんする（農業災害補償制度による補償との重複を排除する）。積立金は、政府３：生産者１の

割合で、拠出する。 

 

これは都道府県ごとに捉えるものとする。あるいは、対象品目ごとの基準期間の平均収入の１０％の

減収に対応しうる額とする。 

 

３ 計上先 

    品目別の各種財源を一括経理するため、本対策に関連する食糧管理特別会計と農業経営基盤強化措

置特別会計の統合を検討する。 

 

こちらは以上でございます。また資料２－２に戻っていただきまして、ページをめくっていただきま

して４ページをお願いします。 

 

（２）この対策を麦について見てみると、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、各年の生産量・品質に基づく支

払いも実施することとされており、各課題の解決に資するものとなっている。 
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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、これらのうち、別紙の要件を満たすものについては対策の対象に位置付けられた

ところである。 

 

修正分は導入に伴うものでございます。 

 

（３）（１）のような品目横断的経営安定対策の導入は、以下のとおり、現行の麦作経営安定資金等既 

存制度・施策からの転換となるが、その転換に際しては、現行の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 麦作経営安定資金は、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、

今回、導入される品目横断的経営安定対策と機能が重複するため、これを廃止し、同対策へ移行

することが必要である。 

 

いずれも導入に伴う変更でございます。ページをめくっていただきまして、 

 

②  また、無制限買入れについても、麦作経営安定資金を含めて農政全体の方向が品目別対策から

品目横断的経営安定対策へ転換することにより、政府買入価格の持つ麦の再生産確保機能が新た

な対策に代替される中、これを存置した場合、制度全体の整合性を保てなくなること、麦大綱に

おいても、「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、 終的には不要と

なると考えられるが、民間流通が定着されるまでの間は政府買入れの途は残す」と整理されたが、

民間流通については、17 年産において既に 100％定着した中で、この経過措置としての役割も終

了したと考えられること等から、引き続き適正かつ円滑な民間流通を確保しつつ、廃止の方向で

整理することが必要である。なお、これに伴い、国内産麦の売り渡しもなくなる。 

 

これらにつきましては、新たな施策導入に伴う変更と、政府買入れの機能について品目横断的経営

安定対策とどのように重複しているかを丁寧に説明するための修文でございます。 

 

（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実需者ニーズに応じ

た良品質麦の生産を推進するという方向性は今後とも変わることはないと考えられる。その際、麦

大綱の策定から７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ものの、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り、このため、今回の品目別対策か
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ら品目横断的対策への転換に伴う麦に関する制度の変更に際し、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、国内産麦について今後とも適正かつ円

滑な民間流通が確保されるよう、麦の全体需給を示すなどその条件整備を図ることが必要である。 

 

これは修辞的な修正がいくつかと条件整備につきましてその事例として麦の全体需給を示すなど

というのを加えた修正でございます。 

 ページをめくっていただいて６ページ。 

 

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、昨年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。 

その後、本年４月に開催された民間流通連絡協議会において、18 年産については、播種前契約の

徹底、播種後における作付面積の確認、全国一律に設定されているアローワンス（播種前契約締結

時において契約数量に設定した一定の幅）の地域の実情に応じた地方協議会での弾力的な設定につ

いて決定され、実行に移されたところである。 

さらに、19 年産以降については、契約の複線化（現物取引の導入、複数年度契約の試行的導入）

や、従来相対とされていた追加契約麦（アローワンスを超えたもの）への入札取引の導入、相対取

引における実績シェアのみによる現行の仕組みの見直し並びに入札の仕組み（義務上場制、値幅制

限等）の見直しについて検討を進めることとされたところである。これらについて、定期的な検証

と見直しを行っていくことが重要である。 

 

こちらは、状況の変化を踏まえて、進んでいるところについて、多少加筆しているものでござい

ます。 

 

（２）特に、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。このため、産地においては、需要に応じた良品質麦の生産を推進する観点から、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んでいるところである。また、引き続き需要に応じた良品質で生産性の高い麦

の生産に取り組むため、播種前契約の徹底を図るとともに、追加契約麦については、品目横断的経

営安定対策への転換に併せ、その取扱いについて、今後、早急に検討する必要がある。 

 

こちらは、情勢を踏まえた変化と、播種前契約が重要でありその徹底を図るという観点から、追

加契約分についての課題を加筆したものでございます。ページをめくっていただいて、 
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（３）さらに、品目横断的経営安定対策への転換に併せて、品質改善を推進する観点から、品質評価の

基準について、17、18 年産の運用状況をみつつ、現行の品質区分の適正化を念頭に置きながら、生

産実態・実需者ニーズを踏まえ、適切に見直しを行う必要がある。 

 

こちらも状況の変化を踏まえた変更でございます。 

 

（４）なお、民間流通麦にかかる流通コストについては、民間流通への円滑な移行を図る観点から、当

面政府がその負担を助成することと整理されたものであり、民間流通への完全移行という状況を踏

まえ、本来のあり方に立ち返り、見直す必要がある。 

 

こちらも麦経の一部である流通コストについての課題を加筆し、整理したものでございます。 

 

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を見直し、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。既に、春まき小麦については、独自の形質規

格を設定し、17 年産麦の検査から適用しているところであるが、今後とも実情に応じた形質規格を設

定していく必要がある。 

 

状況変化を踏まえた変更でございます。 

 

４ 新品種開発・生産対策の推進 

（１） 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

る需要を更に拡大するためには、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）国内産麦の現状をみると、小麦については品質・生産性の向上が、大麦・はだか麦については健

康志向の高まりを背景とした需要の増加に対応するため、品質・生産性の向上に加えて生産の安定

化が課題となっている。このため、地域の条件を踏まえた新品種の導入・普及や麦種の転換、産地

におけるきめ細かな品質管理、早期収穫技術の導入・普及等により、麦種・用途ごとの実需者ニー

ズに応じた良品質麦の計画的生産を推進することが重要である。 

 

こちらは一番 後の第５の所に書いてきたものを移しているものでございます。第５は基本計画に

向けての課題を整理した所でございまして、基本計画を作成したために第５を削除しておりますけれ

ども、生産の課題についてはこちらで整理したものでございます。 

 

また併せて、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、別紙の要件に沿っ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。 
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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一層の加速化（作業受託に止まらず、

農地の利用集積の加速化）、さらには米等を含む麦以外の作物も含めた農地の利用集積も進めるこ

とが必要である。 

 

これらは修辞的な修正あるいは経営安定対策導入に伴う変更、それから状況変化を踏まえた変更でご

ざいます。 

 

第３ 外国産麦の輸入及び売渡し 

１ 国家貿易の維持 

麦は国民生活上重要な品目であるため、国内産麦について適正かつ円滑な民間流通を基本とし

た施策を講ずるほか、需要量の９割近くを占める外国産麦について、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。 

また、このような国家貿易は、麦に関する制度の基本的な枠組みとして、国内産麦の民間流通

の定着に資してきたことに十分留意する必要がある。 

 このためにも、麦の全体需給を示すことなどにより、それに基づく国内産麦の民間流通の定着

と外国産麦の安定的な供給を図ることが必要である。 

 

先程申しました全体需給を示すということにつきまして、こういった機能もございますので、ここで

改めて書いているものでございます。 

 

 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、従来 2.6 ヶ月とされていたが、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 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、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、このため、既に 17 年度末

には、2.3 ヶ月分となるよう見直しを行ったところである。 

（２）さらに、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 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。なお、この整理については、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。 
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これらは、状況変化を踏まえた点で修文を行っております。 

 

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 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、決定する必要がある。 

（４） なお、大麦については、売買逆ザヤが生じており、管理経費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 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 
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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、 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、 

① 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、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こと 

② 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こと 

が必要である。 

 

この部分につきましては、前回の左にございますように、麦加工産業の国際競争力の強化に対す

る留意、納税者負担についての制約が強まることについての留意、これが文章が前後になっており

まして、そうしますと、後ろにあるものが前を否定するというふうに思えるのではないかという指

摘がございました。元よりそういったつもりで整理しているものでありませんので、そのような誤

解がないように並列に記述を改めたものです。 

ページをめくっていただいきまして 12 ぺージ。 

 

（６） 品目横断的経営安定対策の導入は、麦作経営安定資金等既存制度・施策からの転換となる

が、その転換に際しては、麦のマークアップの使途に関し、マークアップが実需者負担で

あり、ひいては消費者負担であることに十分留意する必要がある。 

 

これは経営安定対策導入に伴う変更であります。 

 

 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

となるものであり、これらは 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、「中小企業新事業活動促

進法」に基づく経営革新の取組や、「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
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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。 

 

これらは、法律面の変更など状況変化を踏まえた編集点を加えているものでございます。それから、

左の第５のその他という欄がございまして、12 ページから 13 ページに記述がございます。これらは基本

計画の策定に向けて、生産努力目標などについて、どのような努力目標とするかというような課題を載

せたものでございまして、これらは基本計画で整理されておりますので、第５につきましては削除し、

先程述べましたように、生産面での課題は引き続きございますので、それは第２の４の（２）に移行さ

せたところでございます。以上でございます。 

 

（加倉井座長） 

 お疲れ様でした。それではご意見を伺いたいと思いますが、 終的な取りまとめという性格を踏まえ

まして、手直しの提案は、できるだけ具体的な文言を使っていただけたらと思います。 

 初に、恐縮ですが、曽我委員が退席される予定ということですので、曽我委員からお願いします。 

 

（曽我委員） 

 申し訳ございません。いろいろ麦を取り巻く環境が厳しい中で、今回の取りまとめを拝見いたしまし

て、大変ご苦労が多かっただろうと思いますし、１００％私ども製粉産業、とくに中小製粉の希望とい

うものが、完全にというわけにはいきませんけれども、条件の許される中で整理していただき、大変あ

りがとうございました。ただ、問題はこれからが勝負といいますか、大変大切な段階にくるかと思いま

す。とくにこの品目横断が今回示されて、実際実行段階に入って、我々がひとつの柱にしております国

内産麦の生産実態、品質、数量、生産性等々を含めて、どのような変化が生じるのか、これを見る中で、

お互いに私ども中小製粉の努力も必要だと思いますけれども、やはり行政の関わり、指導は今まで以上

に必要ではないかと思っております。また、この麦加工産業の整理でありますけれども、具体的にこの

展開の中で、どのように国としての支援をしていただけるのか、今この時点では何とも言いようがない

とは思いますが、これから私どももよくこれを踏まえて実施する中で、ぜひ麦加工産業、とりわけ中小

製粉の内麦によるところの事情をご理解いただいて、ご支援をいただきたいと思います。それとあと、

これからの日程等を分かる範囲でお聞かせいただければありがたいと思います。以上です。 

 

（加倉井座長） 

 何か事務局から日程等についてあれば。 

 

（太田食糧貿易課長） 

 これからの日程ということでございますが、今後の麦政策のあり方は、前回の麦大綱のこともありま

して、法律改正を伴うという認識でおります。従いまして、この取りまとめを受けまして、次期通常国

会に品目横断的経営安定対策の関連法のひとつとして、食糧法の改正を提出していきたいと考えている

ところでございます。 

 あと、事務的な日程で申しますと、今回の取りまとめにつきましては、11 月７日に予定されておりま

す食糧部会におきまして、座長から報告を行うということになっております。 
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（加倉井座長） 

 よろしゅうございますか。 

 それではほかの方ご意見を。はい、佐藤委員。 

 

（佐藤委員） 

 昨年から１年たって、そのときに申し上げた文言についてここに書いていただいて、厚く御礼申し上

げたいと思っております。また、品目横断的な政策も含めて、一定の方向性を出されたことについても、

敬意と御礼を申し上げるわけですけれども、その中で、４ページ、それから６ページのところですが、

我々としても、新たな試算値が出た中で、これが今後どういうふうに、たとえば面積支払というものは、

いい物を作ろうが何を作ろうが、面積を作ったところに支払われるわけですね。そこで、いい物を作っ

たり、コストダウンが報われるような、いい方にインセンティブが働くような仕組みをきちっと方向付

けしていただきたいということがひとつあります。それから、９ページに、国内麦と輸入麦との全体的

な需給調整をきちっとしていただきたいということを申し上げてきた経緯があるわけですけれども、そ

のことに触れられているのは大変ありがたいと思うのですけれども、やはりこれも今後具体的にどうし

ていくかということは、本当にいろいろな問題があると思います。ＷＴＯの問題もあったり、いろいろ

なことがあると思うんですけれども、ぜひそのことは具体的な形で示していただきたいということをお

願いしたいと思います。以上です。 

 

（加倉井座長） 

 ありがとうございました。新しい絵を描いたわけですから、いろいろな不安が当然出てくると思いま

すが、政府がきちんと見ていくのだろうと思います。何かお答えが必要ですか。よろしいですか。 

 

（佐藤委員） 

 コメントがあれば。 

 

（加倉井座長） 

 それでは事務局、コメントがあればということですが。 

 

（高橋食糧部長） 

 まず 初の品質ですとか生産性の問題でございますけれども、今度の品目横断は、さきほども説明が

ございましたが、面積支払の緑の部分と合わせて、数量ですとか品質に応じた支払い、黄色の部分、こ

れを日本の今の特性に合わせて講じていくということであります。これをどのような形でやるかという

ことについては、来年に向けて、これから数字等も含めて調整していくわけでありますけれども、この

制度を導入するとき以来申し上げてきた、今の日本の農業の実情、品質あるいは生産性の実情が反映さ

れたような仕組みにしておりますので、これはきちんとそういう形で整理させていただきたいと思って

おります。それから、９ページのところで、新しい全体的な姿を示すということであります。今、佐藤

委員が言われたようなことを、これから具体的にどうするかというところを詰めて、法案作成までに考

えていこうと思っておりますので、ご指摘を踏まえて検討を進めたいと思っております。 
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（加倉井座長） 

 ほかのご意見いかがでしょうか。はい、立花委員。 

 

（立花委員） 

 仕事の都合で出られなかった会合もあって、全部まじめに参加できたわけではありませんけれども、

いろいろご意見を申し上げた中で、結局なかなか全体の議論の中で、取り入れられなかったのは、やむ

を得ないかなという気持ちでありますけれども、これまで 20 数年間、この麦の問題を私もいろいろ考え

てきた中で、無制限買入れの廃止の問題だとか、民間流通の改善だとか、そういった評価すべき点は多々

あると思います。 後に、それでもなおかつ、ないものねだりということを承知の上で、こういう段階

ですから別に修正してくれとかそういう贅沢なお願いはいたしませんが、何を私が申し上げたかという

と、要するに麦の問題の本質は一体何なのかという点なんです。それは、ここに書いてあるように、実

需者、さらには消費者という立場から見ると、昭和 56 年以降、内外麦コストプール方式、つまり海外の

安い輸入小麦を国内で高く消費者なり実需者に買ってもらって、そこから得た差益を国内小麦の生産助

成に回すという、通常の産業では見られないような方式がとられて、これが国内麦の生産が少なかった

ときには矛盾は余りなかったわけですが、結局国内麦の生産が増えて、一方では貿易の自由化という流

れの中で、いろいろほころびが目立ってきた、それでなかなか持続可能でないということで、そうした

点が今回の改革のひとつの背景にあるのだろうと私は認識したんですね。いわゆる自由貿易の問題と国

内農業保護をどうやって両立させるかという問題は、先進工業国家にとって共通の課題といえるわけで

ございまして、この問題を放置しておきますと、国内の麦生産者と、麦を加工する製粉事業者の対立の

要因になるわけでございます。その意味で私は、この小委員会でも何回も申し上げた点は、何とか国内

生産の問題と、麦の加工産業、ひいてはその背後にある消費者、これを対立させるような構図を作るべ

きではないと、それを解消するためには、今日ご議論ありましたが、担い手に対して、農業者の自助努

力ではいかんともしがたい自然条件による生産条件格差は財政で補てんし、一定条件の下で直接支払を

行って国内生産を維持する一方、実需者、ひいては消費者は基本的には国際価格で小麦粉なりあるいは

その関連製品を買うことができるようにすることが、両立を図ることになるのではないかということを

申し上げてきたわけです。結局は、そうはいっても、今日の大変な財政危機の下で、財源がなかなか見

つからないということで、生産者への生産条件格差の補てんの財源の多くは、輸入小麦からの差益に期

待せざるを得ないというのが現実の解だったのかなと思っておりまして、その意味では、輸入小麦の割

高な状態は基本的には解消されない状態が続くのではないかと懸念しております。その意味で、名前を

どう呼ぶかは別にして、基本的には国内生産者と消費者・実需者とを対立させる、あるいは対立を引き

起こす基本的な構図は変わっていないのではないかと現段階では判断せざるを得ないと思っておりまし

て、願わくば国内麦の生産性向上によるコストダウンと、既存の農業予算の組み換えで何とか必要な財

源を生み出して、こういった消費者負担ではない形で、両者の矛盾といいましょうか、おそらく国民の

大部分は、健全な国内農業生産と健全な国内麦加工産業の両立を願っているわけですから、今みたいな

形で消費者あるいは実需者に負担を求める形では、なかなか対立の図式は解消できないのではないかと

いうことを私は懸念しているわけでありまして、その点だけ申し上げさせていただきます。 

 

（加倉井座長） 

 ありがとうございました。消費者負担から財政負担へという流れはあるのですけれども、その中で精
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一杯の努力はしているように私は見ておりますが、もちろん十分でないというご意見もあるということ

だと思います。何か事務局ございますか。 

 

（村上総合食料局長） 

 立花委員のおっしゃったところは、まさに現状のポイントでございますが、やはり全体的に見て、国

内生産において担い手の育成を図りながら、生産性の向上を図り、コストダウンを図っていく、あるい

は品質の向上を図る、そのためにわれわれも担い手育成のために一生懸命がんばっていかなければなら

ない。それから製粉業界のほうも、国際的な競争にさらされている中で、コストダウン等の努力をして

いただく必要がありますし、財政負担と消費者負担という問題が生じる中で、総体的なコストダウンの

努力の中で、徐々に解消されていくように我々も努力していきたいと思っております。 

 

（加倉井座長） 

 それでは山田委員。その後、長沢委員。 

 

（山田委員） 

 まず質問からしたいのですが、５ページの下段に「麦の全体需給を示すなど」という文言が加えられ

ております。９ページの一番上段にも「麦の全体需給を示すことなどにより」と入れてあるのはどうい

う意味かを聞きたいと思います。私は小委員会でいろいろなことを発言して、これまでの議事録等も見

てまいりましたが、場合によっては、私がいろいろ発言したこととの関連で入れてもらった可能性もあ

るけれども、改めてこうして見てみると、いまひとつきちっと入っていないという感じもします。 

 

（加倉井座長） 

 それでは事務局からのご説明を。 

 

（太田食糧貿易課長） 

 山田委員からのご意見を踏まえて、条件整備といったものについてどういうものが適当なのかいろい

ろ検討させていただいた中で、今までの国内産麦と外国産麦の関係というものを、政府無制限買入れが

廃止になったときにどういうふうに継続していくかという仕掛けをどのように構築するかという観点か

ら検討した中で、全体需給を示せばそういった目的が達成されるのではないかということで、検討中で

はございますけれども、ややふわっとした書き方であり、なおかつ「など」という文言を付け加えてお

りますが、そういったご意見を踏まえてこういった記述をさせていただいているところでございます。 

 

（加倉井座長） 

 山田委員、どうぞ。 

 

（山田委員） 

 ここの部分だけちょっと整理したいと思います。おっしゃる意味は分かりますが、そうかもしれない

と思っておりますけれども、読む限りにおいて、「全体需給を示す」と大事な箇所に２つとも入るとい

うのは、まさに今おっしゃったように、大変意味のあることとしてこの点が盛り込まれたと思います。
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ここに書いてあるのは、まず無制限買入れを廃止するということとの関係、それからさらに、９ページ

のところは国家貿易の維持との関連でこのことが挙げられていますから、今回の麦の制度転換のまさに

基本に関わる部分にこの文言が入れてあるというふうに承知しました。ところで、この文言を見る限り、

どうも品質等で十分ではないから、国内産麦については、全体需給の中で減っていくというか、場合に

よったら、そんなことはたぶんないだろうとは思いますが増えてくる中で、内外価格差やコストの面か

らして、外麦の一定の需要、これは加工の側面からそうだったり製品等の競争の面からもそうだったり

するかもしれないけれども、国内産麦が増えて外麦の需要を食ってしまうかもしれないという中で全体

需給を示しますということになれば、繰り返しますが、この全体需給を示すということは国内産を減ら

すこともあり得ると見えるのです。だから、この文言はかなりおっかなびっくり書いておられる感じが

する。ここはもうはっきりと、「内麦優先の原則（麦大綱）」とちゃんと入れて、これを基本に麦の全

体需給を示すとやったらいいと思う。無制限買入れを廃止するのだから、それに国貿を維持する原則は、

前に何度も言ったけれども、国内は自由です、あとは海外から必要な分だけ入れるということが果たし

て国際的に通るのかどうかという心配をするんです。やはり国内の麦をこんなふうにちゃんと扱うとい

うことがあって、国家貿易で、海外の麦についても適切に国が関与するということがあるということだ

と思います。だから、別に遠慮しないで、何も国内麦優先の原則というから生産者団体は何か怖いこと

を狙っているのではないかというような話ではなくて、そこは麦大綱にも盛り込まれた案なのだし、そ

こはきちっとされたらいいのではないかと具体的な提案をします。 

 なお、立花委員から意見がありまして、対立させるような構図ではない麦の管理を考えていかなけれ

ばならないとおっしゃるのは、私も大賛成であります。ただ、もうひとつ申し上げたいのは、麦の無制

限買入れとか国内麦の優先利用とかいうような話は、昭和 35 年か 36 年かに麦を自由化するに際して、

当時は大量の国内産麦があったんですけれども、しかし自由化したんです。これは国内麦で足りないほ

ど需要が伸びるということもあっただろうし、今と同じですけれども輸出国の自由化要求に対応するこ

ともあったし、ふすまも含めてエサに活用できますからそういう面での需要もあったりという事情があ

ったと思います。そんな中で自由化を決めたわけですから、大量に国内にある麦を一体どうするんだと

いうことになって、その結果として、国内産麦の優先利用ということを基本に、それの制度の具体策と

しての無制限買入れが国会で決められたということだと私は承知しておりますので、ここの大事な部分

は引き続き変わらないと思います。アメリカやカナダやオーストラリアからどーんと入ってくる、加工

する企業もみんなそれに依存するという形でしか勝負できないということになってきたときに、国産麦

を一体どんな仕組みで維持していくのか。今回の直接支払の仕組みについても、一歩踏み込んだ大事な

仕組みだと思いますけれども、もう１回戻って言いますと、全体需給といったときに、内麦を減らそう

とするようでは困ると思います。以上です。 

 

（加倉井座長） 

 それでは、事務局どうぞ。 

 

（高橋食糧部長） 

 今、山田委員からご指摘があった点ですけれども、５ページのところが無制限買入れの廃止との関係

についてですが、無制限買入れと国家貿易は２つの柱で支えてきましたが、そのうちのひとつを今回廃

止するということでございます。ただ、５ページをよく読んでいただくと分かるんですが、（４）のと
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ころで、いわゆる麦大綱以来の基本的な考え方は変わらないということは、はっきりと前段で踏まえて

おります。その際に、いろいろな生産者の不安があるから、不安の払拭のために必要なこととして条件

整備を行う、そのために麦の全体需給を示すということであります。おっしゃったことは、この前段の

ところにきちんと書き込んであると私どもは理解しておりますので、その点はご心配はいらないのでは

ないかと思っております。それから１点、山田委員のおっしゃった中で、自由化ですけれども、麦は２

７年の無制限買入れ以降、ご承知のとおり自由化ではなくて、はっきり言えば間接統制していたわけで

ありまして、36 年は大豆のほうですから、そういった意味で、麦に関して長期的な生産振興の枠組みと、

国貿の枠組みと、無制限買入れ、それから基本計画などでも基本的な生産目標はきちんと立てているわ

けでありまして、そういう全体を踏まえてやってまいります。そして、内麦・外麦それぞれごとにどう

いう形で需給というものを見ていくのかということだと思っておりますので、今ご意見があったわけで

ありますが、（４）のところでその部分をきちんと私どもが認識をしたうえで、今後の検討を進めたい

と考えております。 

 

（加倉井座長） 

 関連ですか。それでは、山田委員の後、関連で中村委員。 

 

（山田委員） 

 だから直さないということだったんですが、丁寧にもう１回提案します。５ページの②のところの下

から３行目で「引き続き適正かつ円滑な民間流通を確保しつつ、内麦優先の原則（麦大綱）を基本に」

とか、ないしは５ページの（４）の下から２行目の「麦の全体需給を示すなど」と書いてあるところに、

「内麦優先の原則（麦大綱）を基本に」というふうに入れていただきたいというのが私のお願いです。 

 

（中村委員） 

 このペーパーは、いろいろな関係者が集まって論議をして書いていますから、片方の関係者だけ一番

理解できて、そのほかの関係者が全く理解しにくいような書き方というのは多分出来ないと思うんです

ね。今、山田委員が内麦優先の原則というふうに言いましたけれども、そのほかのいろいろな事柄につ

いて、たとえば自民党の部会に行ってもどこに行っても、需要あって生産ありきとすべての人が言って

いるわけです。内麦優先と言ってしまうと、需要がなくても内麦を作ればみんな製粉会社が買ってくれ

るのかという話になるわけで、言葉というのは、活字になるときに内麦優先と言うとみんなたぶんそう

思うんです。それこそ作りたくなくても作っているけれども、内麦優先だから製粉会社は買わなければ

いけないではないかと、そういうふうに受け取られては困るので、たぶん「麦の全体需給を」と書いた

のだろうと思います。我々は、国内産の小麦を使っていて、昭和 50 年代の始めから急増してきて今に至

った、そういう過程の中で、生産者のほうから、製粉業界が意地悪をして買わなくなったなどというケ

ースは、一度は昭和 63 年か何かにあったかもしれませんけれども、今まで一度もなかったわけです。民

間流通になっている現在は、売り手は生産者で、買い手は製粉業界なのです。だから、その売り手であ

る生産者と買い手である実需者が、立花委員は対立の構図であると話されましたけれども、それはいろ

いろな面で利害の反するところはあるかもしれませんが、小麦関連産業、これは生産者から食品工業に

至るまで、やはり国際競争をやって日本の小麦関連産業が伸びていくという気持ちを持たなければいけ

ないのであって、そういう環境の中で、内麦優先とストレートに書かれると、品質はどうするんですか、
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生産性向上はどうするんですか、それらがすべてなくても、とにかく内麦があればそれを使うんですか、

そういうふうに受けとめられても困るので、こういう「全体需給」という言葉を使ったのだろうと私は

推察をしております。その推察のとおりであるとすれば、この文言はむしろ変えないほうがお互いにい

いのではないかと山田委員に申し上げたいと思います。 

 

（加倉井座長） 

 山田委員、実需委員のご意見に何かございますか。 

 

（山田委員） 

 私は「麦の全体需給を示す」という文言は、制度の仕組みの根幹を変えることに関連する重要な事態

でありますので、ここは、どちらかというと５ページの下の段の「麦の全体需給を示すなど」の前に、

「内麦優先の原則（麦大綱）を基本に」ということを入れていただきたいと提案します。 

 

（加倉井座長） 

 では、事務局、食糧部長。 

 

（高橋食糧部長） 

 山田委員もよくご存じだと思うのですけれども、麦大綱そのものには今のような「内麦優先の原則」

という字句はないわけでございます。いわゆる内麦優先というもののとらえ方は、麦大綱においても、

先ほどありましたようにたとえば品質ですとか、あるいは量的に不足するものについて外国から輸入す

る、品質的に国産麦では使用できないものを外国産麦で輸入するということを麦大綱の直接の文言で言

っているわけです。ですから、「内麦優先の原則」という字句そのものは新語になる。今までの委員会

の議論の中でもないわけです。先ほど申しましたけれども、麦大綱の思想は（４）の前段のところでき

ちんと踏まえているという流れの中で、この後段があるとご理解いただければ、山田委員の言われたこ

とも、そこに反映していると私どもは理解しているところでございます。 

 

（加倉井座長） 

 関連ですか。それでは、竹内委員、その後末次委員。 

 

（竹内委員） 

 ここまで来たことについて、若干の感慨と、これから先への期待といいますか注文といいますか、そ

ういうものがありますが、それはちょっと後にして、今のところについて私の感想を２つ申し上げたい

と思います。１つは、この「全体需給を示す」というのは、全体の麦についての流れ、これは私自身は、

消費者と生産者の関係が近ければ近いほど相互にとってメリットがあったというのが資本主義の基本的

な構図だと思うんです。そういう趣旨からこの民間流通が進んできたというのは非常に良いことで、か

つ関係者のご努力は非常に評価されてしかるべきではないかと思います。そうすると、政府の立場はど

うだ、どういう流れできているかということになると、全体状況、需要・供給がどんな姿になっている

のかというのは、農民だけではなく国民生活や社会にとって重要な物資、基礎的な物資というのは、ご

承知のように全体計画、計画ではないかもしれませんが需給の見通しとかいろいろな言葉がありますが、



                     

 - 23 - 

そういうものは示されます。政府によって示される場合もあれば、関係者が集まって示す場合もある。

とくに関係者が非常に多い場合には、情報が非常に不均一になりますので、よく経済学では情報の非対

称性とかいいますが、やはりそういうものは社会的に要ると、そういうことを背景にして必要なことだ

と書いたのかなと私は理解していまして、その意味でこれはいいことだなと思います。 

 それから２番目は、ちょっとあまり自信がないテーマに急に入ってしまったので、事前の勉強をして

いないので直感的なことで申し訳ないんですが、全体の麦についての、消費者といっても第１次ユーザ

ーはメーカーなわけですけれども、需要のほうが国内生産よりもずっと高いわけです。したがって生産

量が需要の総枠に届かない自由経済の下では、差額が輸入されているという物量からみれば、全体需給

においては国内優先に決まっているわけです。ですから、そういう意味でおっしゃるなら当然のことで、

だれも異論がないという理解でいいのではないか。ただ、わざわざ書くと、それはどういう意味だとい

うことになります。その意味を私の理解で説明すると、そんなことは当たり前のことだと、別なことで

書いてあるではないですかと。ちょっと別な意味合いを持たせようとすると、今のような議論になって、

これはなかなか収斂するのが大変だなと、そもそも論みたいな議論になってしまうということで、そん

なに心配されなくてもいいのではないかなと思います。何で心配しなくていいかというと、市場の世界

で解決していくという大枠の流れの中できているというのが基本ですので、その中で、作ったけれども

売れなくてどうしようもないということは、米は逆ですよね。麦は生産のほうがずっと少ないのですか

ら、まず起きない。それでは何が起きるかというと、評価の違いが起きてくる。その評価の違いをどう

やって生産の世界に結びつけるか、あるいは需要者のほうも、この問題はそう簡単ではないので、そん

なに短時間には解決できませんから、従って実需者にもいろいろご努力をいただく、そういう過程で解

決していくことになるので、いろいろ議論するのであれば、その程度の理解にしておいたらどうかなと

今の議論をお伺いして感じました。 

 

（加倉井座長） 

 では、末次委員。 

 

（末次委員） 

 私も生産団体のほうですから、この点は非常に重要だと思っているわけです。字句の挿入にはこだわ

ることはないというのが結論なのですが、非常に重要なファクターなのです。我々も実務段階で、地方

協議会などで実需の団体と品種ごとにどういう数量が要るかということを、とくに問題になるようにも

めたことはございません。だからそれについて、実務段階では努力をして、ここに書いてありますよう

に、我々としては品質向上なり、安定供給を目指したいと思っています。そこで、国に対する政策上の

お願いですが、我々と実需の団体との関係、末端の消費者とのつながりというのは、この麦の分野では、

ほかの作物と比べて非常に少ないのではなかろうかと思います。そこで、政策的に国内の生産なり、我々

が努力すべき品質向上なり、そういうものを国に示してもらう中で、量的な問題としては、表示の問題

があるのだろうと思います。これまで、ほかの作物につきましても、この麦についても、実需の方のご

努力によって、いろいろな形で国産麦の製品を新たに作ってもらいまして、そういうものが着実に伸び

ている。そういう努力をされているわけです。表示は政策ですから、麦の量的な拡大なり、あるいは安

定した生産をするためには、食品表示の面でもうひとつ段階的に進められればなと、これをぜひ国の役

目として需給計画の表を示してもらいたいと考えております。 
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 もう１つは、これは実務的な点なのですが、後でいろいろな法律ができると思いますので参考までに

申し上げるわけですが、これまで政策が変わるたびに、確かに分かり易い政策になってきたであろうと

思っています。ただその分、実務段階における事務量、これもご承知のとおりだと思いますが、これが

非常に負担がかかるほど膨大になってきております。今度の品目横断的政策にもそういう項目が出てお

りましたが、ぜひ今回だけは、この大綱に基づくいろいろな法律ができる中では、事務の簡素化をお願

いしたいということを強く申し上げておきたいと思います。 

 

（加倉井座長） 

 ちょっと戻りますが、山田委員、どうでしょうか。内麦優先について、麦の品質の違いがありますね。

それから評価の違いもあるということを考えて、 近は農業団体も、需要あっての生産ということを農

家の方に一生懸命言っていると思うのですが、内麦優先という言葉をどうしても入れるということでし

ょうか。あるいは、別な表現を入れるということでしょうか。あるいは、一応中には書いてあるという

ことでそれでよろしいということでしょうか。ちょっとご意見を伺いたいと思います。 

 

（山田委員） 

 いずれにしろ、この「麦の全体需給を示すなど」の前段にどうも何かいるんです。ご案内のとおり、

環境要件いかんによって、国内の麦が作れなくなってしまうと思うのです。生産者なり団体の努力に関

わらず。そこをものすごく心配するのですが。 

 

（加倉井座長） 

 事務局、いかがですか。 

 

（村上総合食料局長） 

 先ほど食糧部長からありましたとおり、言葉の問題として、「内麦優先」という言葉は今まで公式な

文章には出ていないということはご理解いただけたと思います。「新たな麦政策大綱」でも、不足する

もの、品質的に国内産麦で使用できないものについて輸入するとなっております。言葉の問題もあるの

ですけれども、無制限買入れをやっていたときのいわゆる内麦優先と、民間流通が徹底された後の内麦

優先というのは、若干意味合いが違っております。どうも内麦優先という言葉がひとり歩きしてしまっ

ていますが、民間流通に移行して、我々は市場原理をできるだけ取り入れていこうとしているわけです

から、民間流通が円滑にいって、需要に応じた生産がされて、民間流通が定着するという、そういう前

提の下で、足りないものを国家貿易で輸入するということでなければいけない。ですから、無制限買入

れを連想するようなことであっては、我々としても非常に困るわけです。民間流通がちゃんと円滑に働

き、需要に応じた生産がされるという中で、足りないものを輸入するという意味での、括弧付きの内麦

優先だと考えております。そこが誤解を与えると、これは後々禍根を残すのではないかと思います。 

 

（加倉井座長） 

 山田委員、もう一回いかがでしょうか。 
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（山田委員） 

 私自身は、麦の全体需給に関連して９ページの一番上、「このためにも麦の全体需給を示すなど」と

ありますが、制度の骨幹である国家貿易と関連する大変大事な部分だと思います。今の局長のお話から

すると内麦優先が基本みたいな言いぶりが無制限買入れを想定するものとしていかがかとおっしゃるな

ら、５ページは入らないにしてもむしろ９ページはどうなのか。「このためにも麦の全体需給を示すこ

となどにより、それに基づく国内産麦の民間流通の定着と外国産麦の安定的な供給を図ることが必要で

ある。」というところに、内麦優先の原則なんて言葉は入れないとして、「国内産の生産と民間流通が

あって、そして外国産麦の安定的な供給がある。」との趣旨でここに、「それに基づく国内産麦の生産

及び民間流通の定着と外国産麦の安定的な供給を図る」と入れて欲しい。 

 

（加倉井座長） 

 事務局いかがですか。 

 

（村上局長） 

 特段問題ないと思いますが。他の委員の皆さんがよろしければですが。 

 

（加倉井座長） 

 中村委員いかがですか、よろしいですか。 

 それでは９ページのところは、事務局からお願いします。 

 

（太田食糧貿易課長） 

 今の該当箇所だけ読み上げさせていただきます。「このためにも、麦の全体需給を示すことなどにより、

それに基づく国内産麦の生産及び民間流通の定着と外国産麦の安定的な供給を図ることが必要である。」 

 

（加倉井座長） 

 山田委員及びその他の委員の皆様、いかがでしょうか。よろしいという意思表示のようなので、その

ように考えるということに致します。時間が迫って参りましたが、長澤委員お待たせして申し訳ありま

せんでした。どうぞ。 

 

（長澤委員） 

 大はだか麦の関係についての整理・記述に対しましてお礼を申し上げたいと思います。私ども精麦業

界を含めて、ちょっとくどい位に麦の生産安定について要望をして参りました。今の話とは逆でして内

麦生産が足りない、特に六条大麦が心配だということで、東北農政局及び北陸農政局や経済連にお邪魔

して、長期的に見て責任の持てる生産をして欲しいという要望を８月にしてきたところです。今回各所

において具体的な形で書き込んでいただいておりまして、実際に施策の転換の中で実現されて、ニーズ

に応じた新品種の開発など具体的に具現化される状態をぜひ期待したいと思っております。その中で、

特に品目横断のところを心配しておりました。個別の対策に対する諸外国との生産条件格差の是正のた

めの対策の中で、大麦に対しまして具体的な形でしっかりと議論していただきたいと思っていますが、

小麦の 40,200 円はあるんですが、大麦はない。小麦・大麦・大豆・てんさいなどはあるが、大麦につき
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まして具体的な金額がありましたら、これがかなり小麦との格差、マイナス条件になっていますから、

この辺がしっかり盛り込んでいただけると違うのかな、とも思って期待をしております。ぜひ、産地形

成が引き続き良い型で行われますように希望申し上げてよろしくお願いしたいと思います。 

 

（加倉井座長） 

 わかりました。承っておきます。時間がございませんが、中村委員それでは。 

 

（中村委員） 

 先程の立花委員のご意見を伺っていて、私の深層心理をお話いただいたかなと思っております。行政

の方に３つほどお願いがあるんですが、麦政策検討小委員会から食糧部会へ報告となって政府へ手渡さ

れるということで、この中には「留意されたい」と沢山言葉が出てくるんですが、「留意する」の主語は

やっぱり政府なんだろうと思います。そういう観点で申し上げますと国際競争がますます激しくなって

くるということを前提としますと、内外価格差の縮小というのは、これはもう避けて通れないという認

識で、もちろん財政事情もあるということは重々承知しておりますけれど、ぜひ政策意思として内外価

格差の課題を捉えていただいて、その縮小に向けてご努力いただきたいと言うこと。二つ目は、昨日今

日の新聞にはＷＴＯの交渉について大変激しい観測報道等がなされておりまして、センシティブ品目が

１％だとか上限関税が75だとか100だとかというふうな事が本当に国際交渉としてまとまってしまうよ

うな事があれば、今回のこの麦政策の見直しはあんなことまで前提にしてやっている訳ではないでしょ

うから、そうするとこの麦政策のあり方もその時点で相当考え直さないといけない、あるいはスピード

を上げるとか中身を相当変えるということになるんじゃないかと思っておりますので、その際はぜひ適

切なご指導をお願いしたい。三つ目は事務的なことなんですが、在庫、備蓄水準の話が出ておりました

が、我々も今まで沢山あった備蓄水準の中で需給を行ってきましたので、一挙に在庫水準が厳しくなる

と、７～８品目もある外国産小麦が途中で切れたりしてもお得意さんに迷惑が掛かりますし、ぜひ実務

的によく仕事の分かったところできちんと確認した上で実行に移していただくようにお願い申し上げた

いと思います。 後に小麦生産者の皆様方にお願いしたいのですが、今もお話しましたようにＷＴＯの

進展がささやかれる中、やっぱり我々ストレートに向き合っている訳なんですね、海外から製品が沢山

入ってくるわけですから。国内の小麦生産者は製粉業界がなくなったり、疲弊すると国内産の小麦は誰

も使ってくれる人がないんですよね。海外に輸出するなんて出来る訳がないんだから。やっぱり製粉業

界と国内の小麦生産者がスクラムを組んできちんと競争力を一つでも二つでも上げて、それで日本の食

品産業とまでは大げさに言わなくても、せめて国内産小麦と日本の製粉業界がきちんと健全に生きてい

けるように、小麦生産者の皆さん方にも我々と同じ意識でぜひお願いしたいと思います。今までもやっ

てもらってきていると思いますが、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。以上です。 

 

（村上局長） 

 総合食料局は米・麦、それからその関連産業を担当しているだけでなく、食品産業全体を担当してお

りまして、私も菓子業界からもいろいろお話を伺うわけです。菓子業界というのは大手の明治ですとか

そういうところだけではなくて、全国津々浦々にありますお菓子屋さん、そういうところで小麦粉を使

っていただいているし、それから乳製品とか砂糖とかそういうものも使ってもらっておる訳です。ＷＴ

Ｏ交渉、それからＦＴＡ交渉の中で我々は当然その国内農業における重要品目ということで 大限努力
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をして、出来るだけ影響がないように努力をしてやってきている訳です。ＷＴＯ交渉のお話がございま

したけれど、そういう意味で今回の交渉においても 大限の努力をして政策をきちんと維持できるよう

していきたいと思っております。いずれにしましても国際化というのは今回ＷＴＯ交渉が満足裏に終わ

ったとしましても、次のラウンドもあるでしょうし、ＦＴＡ交渉もこれから進んでいく中で、やはり未

来永劫のものであるという訳に考えるわけには行かないと思っております。そのスピードというのは中

村委員がおっしゃったように、我々としても相当念頭において、国内においての体制強化をして行かな

くてはならないと考えております。品目横断政策も単にＷＴＯ上の緑の政策にしたという意味ではなく

て、担い手を育成して、施策を集中し、体質を強化し、国際化に対応して行こうというふうに思います。

我々も先ほど申し上げましたけれども、担い手育成に対して相当全省挙げて努力をし、生産者団体と一

緒になって頑張って行きたいと思っておりまして、そういう意味で内外価格差という言葉にはいろんな

意味がありますけれども、国内原料の生産性という意味での内外価格差。それから、原料調達という意

味での内外価格差があると思います。その辺、両輪相まって努力をしていく必要があると思っておりま

して、皆様方のご協力をむしろ我々もお願いしたいと思っております。 

 

（加倉井座長） 

 ありがとうございました。一応ご意見を承ったということで、締めくくらせて頂きますが、「今後の麦

政策のあり方」につきまして、一部修正をした上でまとめさせていただくということでよろしゅうござ

いますか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

それでは、調整した後の「今後の麦政策のあり方」につきましては後ほど正しいものを委員の皆様に送

付させていただくということでよろしゅうございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

只今決定されました「今後の麦政策のあり方」については、11 月７日に開催されます食糧部会へ報告

するということになりますが、その報告につきましては私にご一任いただくということでこれもよろし

ゅうございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ありがとうございます。それでは局長、ごあいさつを一言だけ。 

 

（村上局長） 

 長期間に渡りまして、本当にご熱心にご審議いただきまして、それからお互いの立場を譲りあいなが

ら、非常に中身の濃い含蓄のある取りまとめをしていただいたと思っておりまして、これを受けまして

我々、先程申し上げましたように 大限、行政としての責任を果たしていきたいと思っております。大

変ありがとうございました。 
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（加倉井座長） 

 以上を持ちまして、麦政策検討小委員会の議事を全て終了致しました。昨年５月に第１回の検討を始

めましてから、懇談会を含めて12回ということであります。真摯かつご熱心なご議論をいただきまして、

また、紳士的かつ円滑な議事運営にご協力いただきまして、座長として各位に大変感謝しております。

ありがとうございました。政府におきましてはぜひこの取りまとめを十分尊重いたしまして食糧法の改

正など今後の行政運営に生かしていただきたいと考えております。 

それではこれを持ちまして麦政策検討小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 

－ 以上 － 


