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開 会

○針原企画課長 定刻となりましたので、主要食糧分科会を開会させていただきます。

本日は、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、平成 年産麦の政府買入価格について御審議いただきたいと思います。15

麦につきましては、平成 年に作成いたしました新たな麦政策大綱に基づく民間流通10

への移行の４年目を迎えており、ほとんどのものが民間流通に移行されたところでござい

ます。

需要と生産のミスマッチが依然として解消されていない状況にあり、後ほどこのような

麦をめぐる事情につきまして御説明申し上げ、御意見をいただきたいと存じます。

それでは、会長、よろしくお願いいたします。

会長あいさつ・議事の進め方等について

○八木分科会長 どうも皆様、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。

ただいま企画課長からお話がございましたように、本日は、平成 年産麦の政府買入15

価格につきまして御審議をお願いするとともに、民間流通をはじめとする麦政策について

も御意見をいただきたいと思います。

なお、本分科会につきましては、これまでと同様、会議は公開することとし、傍聴者の

方々も御出席されております。

傍聴者の方々には、あらかじめ書面にもお知らせしております留意事項を遵守していた

だきまして、円滑に本分科会が進行できますように御協力をお願いいたします。

また、本分科会において皆様からいただきました御意見につきましては、議事録として

取りまとめの上、公開させていただきます。よろしくお願いいたします。

まず本日の議事の進め方につきまして、先ほど世話人の方々と御相談いたしましたので

御説明いたします。
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まず平成 年産麦の政府買入価格について諮問をいただくとともに、事務局から麦を15

めぐる事情等の資料の説明を受け、その後、質疑及び諮問に対する御意見の開陳をいただ

くことといたします。

諮問に対する意見等の表明が終了した時点で休憩に入り、世話人の方々を中心といたし

まして、答申案の作成を行いたいと思います。

答申案の作成が終了した時点で審議を再開し、答申を取りまとめ、おおむね 時 分16 30

ごろを目途に終了したいと思います。

なお、世話人をお願いしております竹内委員におかれましては、御都合により本日は御

欠席であります。そのため、世話人会につきましては、立花委員にお願いしたところであ

りますが、立花委員には、答申案の作成についてもお世話をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

このような手順で進めさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。

［ はい」の声あり］「

○八木分科会長 ありがとうございます。

長 官 あ い さ つ

○八木分科会長 それでは、石原食糧庁長官からごあいさつをいただきたいと思います。

○石原食糧庁長官 それでは、一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、御多用中にもかかわりませず、本分科会に御出席を賜

りましてまことにありがとうございます。

御案内のとおり、麦につきましては、平成 年に策定いたしました新たな麦政策大綱10

に即しまして、民間流通の推進を図っているところでございます。

この結果、既に 道府県におきまして民間流通に取り組んでおりまして、国内産麦の39

ほとんどが民間流通となる見込みでございます。

そしてまた、作付面積、それから数量とも基本計画に定められました平成 年の生産22

目標を数量、面積とも超えようという状況でございまして、大きく伸びているということ

でございます。

他方で、基本計画で、その前提となっておりました生産コストの問題、そして品質の向

上の問題、これらにつきましては、まだ大きく遅れているという状況でございまして、先
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、 。ほど来 出ておりますような需給のミスマッチも懸念されているということでございます

本日は、平成 年産麦の政府買入価格につきまして御審議いただくわけでございます15

けれども、この買入価格につきましては、麦の生産性の向上等に資するものとする必要が

あり、昭和 年産麦から適用しております算定方式に基づきまして、麦の主産地におけ63

る生産費を基礎として決定することが適当であると考えております。

また、あわせまして、先ほど会長の方からお話がございましたように、麦政策一般につ

きましても、皆様方から御意見を頂戴できればと思っております。委員の皆様方には、麦

をめぐる状況、これを御賢察の上、忌憚のない御意見を頂戴できますようお願いいたしま

して、私のあいさつにさせていただきます。

○八木分科会長 どうもありがとうございました。

資 料 等 の 説 明

「諮問」及び「諮問の説明」

○八木分科会長 それでは、長官から諮問及び諮問の説明についてお願いいたします。

○石原食糧庁長官 それでは、諮問案と諮問の説明を、それぞれお手元に資料がございま

すが、これを朗読させていただきます。

まず諮問（案）でございます。

平成 年産麦の政府買入価格について、近年における麦作の生産性の向上を的確に反15

映するとともに品質の改善に資するとの観点に立ち、主産地の生産費を基礎として決定す

ることにつき、食料・農業・農村政策審議会の意見を求める。

平成 年 月４日14 10

農林水産大臣 大島 理森

でございます。

続きまして諮問の説明でございますが、麦の政府買入価格は、主要食糧の需給及び価格

の安定に関する法律第 条第２項の規定により、生産費その他の生産条件、需要及び供66

給の動向並びに物価その他の経済事情を参酌し、生産性の向上及び品質の改善に資するよ

うに配慮して定めることとなっております。

麦の政府買入価格については、昭和 年の答申の趣旨に即し、昭和 年産麦から、麦63 63
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の主産地における生産費を基礎として決定してきております。

麦政策については、平成 年に策定した「新たな麦政策大綱」に即し、各般の施策を10

総合的に推進しているところであります。

このような中、政府買入価格の算定については、新たな麦政策の展開方向に即したもの

とする必要がありますが、麦作に取り組む農家の意欲に及ぼす影響にも配慮しつつ、生産

性の向上及び品質の改善に資するとの観点に立つ現行の算定方式は、新たな麦政策の狙い

と合致しており、平成 年産の政府買入価格については、引き続き現行の算定方式に基15

づき、適正に決定することが必要であります。

具体的には、麦の主産地における平均規模以上の階層の全算入生産費を基礎として決定

することとしてはどうかということであります。

以上のような考え方によった場合の平成 年産麦の政府買入価格については、後ほど15

資料により御説明申し上げます。

以上でございます。

「平成 年産麦の政府買入価格（諮問）について」15

「平成 年産麦の政府買入価格の算定（案 」15 ）

○八木分科会長 続きまして平成 年産麦の政府買入価格（諮問）について、並びに平15

成 年産麦の政府買入価格の算定（案）の資料について、食糧庁流通課長から説明をお15

願いいたします。

○篠田流通課長 お手元に配付をさせていただいております資料が何点かございますけれ

ども、ナンバーがふってあります３番と４番について御説明をさせていただきたいと思い

ます。

３番と４番、両方御説明するわけでございますけれども、３番の方に要領よくまとめて

いるつもりでございますので、３番の資料をご覧いただきながら御説明をお聞き取りいた

だければと考えております。

資料の３番でございます。平成 年産麦の政府買入価格（諮問）についてということ15

でございます。

、 、今回 諮問をさせていただいております 年産の政府買入価格でございますけれども15

法律の規定によりまして定めているわけでございますが、方法によりましては、そこに書
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いてございますように、従来から定められた方法で算定をさせていただいております。

最初に、１、小麦と出ております。

それから、２ページ目以降に大麦、はだか麦ということで続いてございます。

最初に小麦でございます。

（１）算定方式等というところがございます。分数に を乗じた式がそこに書いてご60

ざいますけれども、端的に言ってしまいますと、この方式で定められたところによりまし

て算定をしたということでございます。

その分数の上の方のところの部分でございますけれども、そちら大きく括弧をふって囲

ってございますＣという部分、こちら、そこの説明に出ておりますけれども、基本的に全

算入生産費をとっているということでございます。その場合、そこのＣの説明にございま

すけれども、前３年分であるということ、それから、主産地でありますところの北海道を

はじめ、都府県の７県でございますけれども、こちらについて集計をいたしておるという

ことでございます。

それから、そこのところにございますけれども、平均作付規模以上の農家についていた

しておるということでございます。

ａ当たりの平均の生産費を用いて出しておるわけでございますけれども、所要の物10

価修正をさせていただいております。つまり算定にあたりまして、今までの物価変動を織

り込むということで物価修正をさせていただいた数字でございます。

11そこに※印の下の方に書いてございますけれども 全算入生産費ということで 平成、 、

年から 年、 ａ当たりの生産費ということで掲げてあるとおりでございます。こちら13 10

３カ年平均ということでいたしますと、※印の２つ目の一番下に書いてございますけれど

も、６万 円という数値に相なります。 ａ当たりの全算入の生産費でございます。295 10

それから、先ほどの式の分母の方でございますけれども、Ｈということが出てきており

ます。分母につきましては、同じく括弧に大きく囲ったところにＨの説明が掲げさせてい

ただいております。これも同様に、前３年のタームで整理をいたしておりますし、単収を

基本的にとっておるということでございます。

そこの※印のところに、平準化単収ということで、３年分の数値と、それから３カ年平

均の数値を掲げてございます。

平準化した数量というふうに書いてございます。御案内のとおり、麦の場合、結構作柄

が変動する部分がございますので、平準化をいたしまして求めているということでござい
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ます。３カ年平均で、そちらのところに掲げてございますように、 ａ当たり ㎏で10 423

あるということでございます。

そのＣ、あるいはＨということの数字を基本にいたしまして、具体的にどうなるかとい

うことでございますが、１ページ目の一番下のところに横に長い形で式を掲げてございま

す。６万 円、これは ａ当たりの全算入生産費、物価修正済みでございますが、そ295 10

ちらを先ほどの ㎏という数値で割りまして、 ㎏当たりの値に直すということで、423 60

掛ける ㎏とさせていただいております。60

その結果、そこにございますように、 円、 ㎏当たりということで算定の結果が8,552 60

出てきておるわけでございます。

対前年で 円の減という形になります。141

これが簡単に申し上げますと、小麦についての政府買入価格の数値ということになりま

す。

それから、２ページ目でございますけれども、２のところで大麦及びはだか麦というこ

とで （１）が大麦 （２）がはだか麦ということで、今度は大麦、はだか麦の政府買入、 、

価格を算定をいたしております。

こちらにつきましては、そこの式にもございますけれども、大麦、はだか麦とも同様の

やり方でございます。すなわち前年度の価格に小麦の価格の変動の割合を掛けるという形

で、大麦、はだか麦についてはそれぞれ算定をいたしております。

大麦につきましては 円、これは ㎏当たりでございます。6,138 50

60 8,845それから、はだか麦につきましては、これは ㎏当たりでございますけれども、

円ということで、それぞれ計算の結果を出したところでございます。

そういうことで、小麦、それから大麦、はだか麦につきまして、それぞれ計算をいたし

ているところでございます。

それから、３番目でございますけれども、等級間格差についてということで３行ほど記

載をさせていただいております。

等級間格差ということで、１等、２等が生産されるわけでございますけれども、１等か

ら見て２等との格差、いかほどかということで計算をいたしたわけでございます。最近の

価格でありますとかを使いまして、どの程度の額になるかということで計算をいたしまし

て、 ㎏当たり 円の差ということでいかがかというふうに存じております。括弧の60 1,600

中にございますように、大麦の場合に直しますと ㎏、 円ということになろうかと50 1,333
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思います。

以上のような考え方を基本的に使って価格を算定いたしたわけでございますけれども、

４のところ、銘柄区分別・等級別格差ということで、小麦、大麦、はだか麦につきまして

それぞれ表が掲げてございます。やや申し遅れたわけでございますけれども、以上、小麦

の場合 円ということで申し上げてきた数字、そこの４の小麦の表にございますよう8,552

に、銘柄区分の１等の部分、そこのところに 円という数字が出てまいります。要す8,552

るに算定にあたっての基準ということで、銘柄区分Ⅱの１等を基準に計算をしてきたとい

うことでございます。

したがいまして、そこに小麦の場合ですと 円という区分Ⅱの１等のところに数字8,552

が入っております。

同様に、大麦は上の方に出ております 円、はだか麦 円ということでござい6,138 8,845

ますが、それぞれの表の銘柄区分Ⅱの１等のところにその数値を入れてございます。

、 、 、それから 先ほど３のところで申し上げました等級間格差でございますけれども １等

２等の差ということでございますので、それぞれ小麦、大麦、はだか麦、それぞれ１等、

２等に今、申し上げました数値で差をつけているということでございます。

それから、銘柄区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳとございますけれども、こちら銘柄ごとに差をつけ

ておるわけでございますけれども、従来どおりの考え方にのっとりまして、銘柄区分Ⅰの

場合は、Ⅱに比べまして 円、Ⅲの場合は、Ⅱに比べましてマイナス 円、Ⅳの場合600 300

はⅡに比べましてマイナス 円ということで、それぞれ格差をつけているということで900

ございます。

なお、大麦につきましては、 ㎏換算で、今、申し上げた数字で計算をいたしまして50

差をつけているということでございます。

そういうことで、小麦、大麦、はだか麦、それぞれ銘柄区分、あるいは１、２等という

ことで差をつけまして、それぞれのブランクを埋めますと、このような結果になるという

ことでございます。

なお、銘柄区分につきましては、また、後で御説明をさせていただきますけれども、そ

れぞれ銘柄ごとにこの４つの区分のどれかに属しておるということでございまして、それ

ぞれの銘柄ごとによって、今、申し上げましたような一定の差が出てくるということでご

ざいます。

細かい計算と申しますか、それぞれについては、資料ナンバー４の方で掲げてございま
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すが、今、３で御説明をいたしましたようなものをやや詳しく御説明をしているというこ

とになります。

大変簡単でございますけれども、 年産麦の政府買入価格についての諮問という中身15

になりますと以上でございます。

○八木分科会長 以上で諮問に関する説明を終わります。

「麦をめぐる事情」

○八木分科会長 続きまして「麦をめぐる事情」の資料について、食糧庁流通課長、それ

から技術会議地域研究課長から説明をお願いいたします。

○篠田流通課長 それでは、引き続き「麦をめぐる事情」ということで、資料ナンバー５

という横長の冊子をお手元に配付をさせていただいておりますけれども、こちらに従いま

して、あるいは先ほどの諮問の部分と関連する部分がございますので、最近の情勢につい

て御説明をさせていただきたいということでございます。

１ページをまずめくっていただきたいわけでございます。

現在の麦流通の仕組みということで、基本的な概要ということをそこにまとめてござい

ます。

既に御案内の部分が多いかと思いますけれども、麦流通の仕組み、 年産の麦から民12

間流通ということで推移をしてきているということでございます。それ以前は、そこの右

上の図に書いてございますけれども、全量を政府が買い入れて政府が売却する。そういう

方法でやってまいりました。ここ数年は民間流通ということで、生産者の方から実需者の

方に販売をする。政府の方は、生産者の方に麦作経営安定資金という資金を提供するとい

うことになっているということでございます。

それから、右の下の方に民間流通の基本的フローと書いてございます。民間流通に移り

ましたので、民間流通連絡協議会というものを、全国、地方、それぞれに設置をいたして

おります。ここで生産者側、あるいは実需者側の方々に集まっていただきまして、協議を

しながら民間流通を動かしていくということになっているわけでございます。

そこでフローが出ておりますように、協議をいたしまして、７月から８月にかけまして

入札をいたします。入札の結果、価格が出てまいります。それを踏まえた上で、播種前、

種をまく前に契約を実需者と生産者との間で結んでいただく。これが基本的な仕組みとい
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。 、 。うことになります この仕組みで 年産以降 推移をしてきたということでございます12

ページをめくっていただきまして２ページでございます。

その移行状況でございます。

長官からのごあいさつの中でも申し上げましたように、移行自体はかなりスムーズに推

移をしてきたと申し上げて差し支えないかと思います。数量で見まして ％が既に民間99

流通の方に推移を終了いたしております。あと５都県、東京、広島、島根、高知、宮崎と

いうところがまだ民間流通へ移行しておりませんけれども、数量的にはごくごくわずかで

ありまして、これらにつきましても、条件が整えば、民間流通の方に移行をしていただけ

ると考えております。今の結果は ％ということでございます。99

３ページ目でございますけれども、麦の需給動向を全体的に見てどうかということでご

ざいます。

小麦の用途でございますけれども、パン、めん、お菓子ということで、かなり幅広く食

品産業の方に使われているということでございます。国産の麦につきましては、そういっ

た多様な用途の中で中心的に使われておりますのは、日本めん、うどんということになり

ます。右の方に絵をかいてございますけれども、小麦全体の需要、大体 万トンと書い631

てございます。こちらの方は、やや上下をしながらでございますけれども、安定的に推移

をしているということでございます。

国内産小麦の需要ということで、日本めんを中心に 万トンと書いてございます。69

それから４ページでございます。

国産の麦の生産の方の推移ということをまとめてございます。

①の説明にも書いてございますけれども、平成９年から 年産というところは 万ト11 50

ン台で推移をしてまいりました。その後、転作との関わりが出てまいりまして、転作の麦

が大幅に増加したということでございます。

右上の表を見ていただきますと、小麦で見ていただきますと、平成 年産は 万トン13 70

という水準になっているということでございます。 年産の数字がまだ入っておりませ14

んけれども、②に書いてございますように、８月に既に 年産小麦は収穫を終了いたし14

ております。この動向ということでございますけれども、作付面積は前年に比べて増加を

している。

それから作柄の方でございますけれども、九州の一部を除きましておおむね良好だとい

うふうに聞いております。括弧の中に書いてございますように、都府県では作況 とい101
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うことでございます。前の年がやや作況が悪うございましたので、収穫量で見ますと、対

前年で ％ぐらい増えるであろうということでございます。11

北海道につきましては、若干地域的なふれというのはもちろんあるわけでございますけ

れども、都府県に増して好調であったと聞いております。特に畑作地帯の収量というのは

かなり豊作だと聞いてございます。

先ほど転作との関わりを申し上げたわけでございますが、右下の棒グラフを並べたもの

がございます。そこの部分で転作麦の割合が近年、増えているということでございます。

それから次のページでございますけれども、生産努力目標、平成 年を目標に定めら22

れております生産努力目標との関係をまとめてございます。

努力目標との関係で申しますと、その中で、小麦につきましては、④のアのところに書

いてございますように、小麦が 万トン、作付面積 万 というのが目標の姿でござ80 18 ha

います。

右上の表にございますように、 年目標の数値を一番右の方に掲げてございます。近22

、 、 、年どうかということで その間の部分を見ていただきますと 年産では 万14 20 7,000ha

それから、生産量につきましては、これはまだ一部見込みを含んでおるわけでございます

けれども、約 万トンということでございます。 年につきましても、これがやや増え80 15

ていくだろうということでございます。

それから自給率でございますが、 年目標では ％という数字を想定をしておりまし22 12

たけれども、 年の数字で掲げてございますように、 ％までは向上してきたというこ12 11

とでございます。

それから、その表の下の部分でございます。課題と書いてございます。同様に目標の中

では生産コスト、それから製めん評点、適性でございますけれども、そちらについても一

定の目標を想定をしておったわけでございます。こちらの方につきましては、残念ながら

達成という状況には至っておりませんで、今後、生産コストの低減でございますとか、そ

ういった点を課題として取り組んでいく必要があるのではないかということでございま

す。

次のページも需要と生産の動向ということでまとめた数字でございます。

右上の方に小麦の需給のミスマッチの推移ということで、 、 、 とそれぞれの年12 13 14

産につきましてまとめております。

年産のところを見ていただきますと、ミスマッチ、要するに生産者側から作りたい14
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という数値、それから実需者側から買いたいという数値、それの差ということで御理解を

いただければ結構なわけでございますけれども、７万 トンという数字がミスマッチ7,000

の数量ということで出てまいります。 年産と比べましてかなり増えているというふう13

に見てとれるかと思っております。全体の ％程度がそういう割合になっているという11

ことでございます。

それで次のページにも引き続き 年産はどうかということで掲げてございますが、７15

ページの右下の表でございます。小麦を例にとりますと、販売予定数量が 万 ト73 7,000

ン、購入希望数量が 万 トンということで、７万トン余りがミスマッチの数値と66 5,000

しては出てまいります。ミスマッチ率が生産全体に比べまして１割という数字が出てまい

るわけでございます。

これも 年、 年と比べてみることも、前のページと比較をしてみていただくことも14 15

できるわけでございますけれども、総じて言いますと、 年産ミスマッチが大きな問題14

となったわけでございますけれども、 万 トンという 年産の予定ということで73 7,000 15

見てまいりますと、引き続きミスマッチはあるというふうに考えておりますが、大きく悪

化するということまでは至ってないように思っております。ただ、依然としてミスマッチ

の問題は解決を迫られているということだろうと思います。

、 、 。左下の方に 国産小麦についての評価と申しますか 評判についてまとめてございます

先ほど申し上げましたように、日本めん用に使われる部分が多いということでございます

が、外国産のＡＳＷというオーストラリア産のものに比べまして、色の問題、あるいはた

んぱく含有量が低いのではないかという問題、それから地域・年産によりまして品質のば

らつきが大きいのではないかといった問題が指摘されておるわけでございます。

この点につきまして、次の８ページで御説明をしていきたいと思います。

たんぱく含有量につきまして、８ページの右半分で一応３県分拾いまして比較をしてみ

61たということでございます。３県、埼玉、茨城、滋賀ということで、同じ銘柄、農林

号をとりまして、たんぱく含有量がどうかということでございます。

埼玉、これは転作の方でございますが、これは比較的安定をしている。かつたんぱく含

有量が ％、 ％というところにかなり多い。10 11

茨城でございます。こちらは年産によってかなりばらつきが出ているということだろう

と思います。

それから、滋賀の農林 号でございますけれども、たんぱくの含有量がほかの２つに61
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比べますとかなり低いレベルにとどまっているということでございます。

そこの県の下に書いてございますけれども、埼玉は転作比率が ％、茨城は ％、滋37 57

賀は転作麦の比率で ％ということでございます。99

これは従来からのお話で御案内かと思いますけれども、転作に伴いまして麦の生産がふ

えているところ、急激にふやしてきたところ、そういうところにつきましては、たんぱく

の含有量というところをとってみますと、なかなか主産地といわれてきた部分、県に比べ

まして差があるというようなことになるのではないかと考えております。

次のページでございます。

国産麦の価格についてのお話ということでございます。

先ほど申し上げましたように、民間流通に移行いたしまして、国の方から麦作経営安定

資金という形で助成を差し上げているということでございます。

そこの絵にもございますように、民間流通麦の場合の生産者の方の手取りということに

なりますと、何段か積み木を積んだような形になっております。入札をするということで

一番下の部分に入札価格がございます。 円から 円をやや切るような状況でご2,000 3,000

ざいます。これが入札の結果ではございますけれども、これだけでは国内の麦農家の方、

なかなかやっていけませんので、麦作経営安定資金ということで、その上に積んであると

ころ、 円を少々切りますが、そういった部分で資金を交付しているということでご7,000

ざいます。大体もろもろ合わせますと、１万円前後ということになります。

その一番下の入札価格でございますけれども、民間流通になりましてからの推移という

ことでまとめてございます。

年産から 年産まで掲げてございますけれども、小さい数字かとは思いますけれど12 15

も、年々全体加重平均としては下がってきているかというふうに見ていただけるかと思い

ます。 ％、２％ということで下がってきておるわけでございます。0.5

、 。次の ページに 年産 今年の８月に終わりました入札の結果をまとめてございます10 15

上昇した銘柄、低下した銘柄という形で整理をいたしております。高いものは対前年５

％増、低下したものについても対前年５％の減という形で、それぞれの銘柄、産地ごとに

上がっているもの、あるいは低下したものということで分かれてまいります。

左の方に書いてございますように、こういう結果になるという原因でございますけれど

も、産地でとれます麦の品質の問題、あるいは実需の方に要請の強い麦をつくっているか

という問題、それから全体といたしまして、下がっているという部分につきましては、ミ
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スマッチの問題といったように、幾つか要素があろうかと思いますけれども、それぞれの

産地ごと、銘柄ごとに成績は分かれてきているということでございます。

それから ページ、これは農家手取りの関係でございます。麦作経営安定資金につい11

て導入の経緯と算定のルールを書いてございます。

民間流通に移りましたときに、それまでの政府買入との差を埋めるような形で麦作経営

安定資金を設定をいたしまして、それ以降、生産コストの変動というものを乗じまして計

算を毎年しているということでございます。

その単価の推移につきましては、下の表に書いてあるとおりでございます。

次のページは最初の御説明で、諮問の方についての御説明とも若干これはからみますけ

れども、銘柄ランク区分ということでございます。

麦作経営安定資金、あるいは契約生産奨励金、これはここに書いてございますが、実需

の方からの拠出によるものでありますけれども、良品質な麦をつくっていただく、極力い

いものをつくっていただくということで、銘柄区分によって、表にございますように、資

金に差が出ております。銘柄区分Ⅰの方が高く、銘柄区分Ⅳに向かうにつれて安くという

ことになっているわけでございます。

②に書いてございますけれども、この区分がややアンバランスになっているという部分

が出ておりまして、それを是正をしていこうというのが今回の方針ということで御理解を

いただきたいと思います。

具体的に、次のページをちょっと見ていただきたいわけでございます。 ページでご13

ざいます。

グラフに点を打ちまして、それぞれの銘柄がどういうことになっているかというふうに

表にしてみた部分でございます。

3,000 2,700縦軸、これは入札価格でございます。先ほど申しましたように、 円に近い、

円程度から、下の方は 円を切るようなところまで入札価格ということで分布をいた2,000

しております。

それから、横の方、下の方を見ていただきますと、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲということで書いてござ

います。これらの銘柄区分のⅠ、どういう銘柄が入っているか、それから、先ほど申しま

したように、どういう価格で、入札で出ているかということでございます。それから右の

方にいきますと、銘柄区分のⅡ、Ⅲというふうに入っております。

まず１つお気づきをいただけるかと思いますのが、銘柄区分Ⅰの部分が全体の９割をや
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や切るところまで銘柄の数で入っているということ、それからⅡ、Ⅲはそれぞれ ％、10

３％ということで、Ⅰが非常に大きいということで見ていただけるかと思います。

それから価格でございます。銘柄区分Ⅰの方でも、先ほど申し上げましたが、 円2,700

のあたりから、右下の方へいくに従いまして安くなってくるということでございます。産

地、品種によりまして差があるということでございます。

それから、銘柄区分のⅡの細いところで縦に見ていただくと見てとれるわけですけれど

、 。 、も これも価格としてはかなり幅が出てきているということでございます 銘柄区分のⅠ

本来、こちらの方が評価としては高かったのだと思いますけれども、銘柄区分のⅠのもの

と銘柄区分のⅡというもので比べていただきますと、銘柄区分のⅠの入札価格より、銘柄

区分のⅡの入札価格の方が高いというものが出てきております。これは産地のそれぞれの

取組みかと思いますし、また、品種にもよるのだと思いますが、そういう結果が出てきて

しまっている。同様にⅢについてもやや幅がございます。

そういうことで、この銘柄区分の区分、あるいは銘柄区分の内容、ちょっとそれを見直

すことが良品質麦の生産に向かっていく上でプラスになるのではないかということで、か

えっていただきまして、 ページの一番下、③のところでございますが、市場評価を基12

本として品質評価を加味する等の新基準ということで、このⅠ、Ⅱ、Ⅲの区分について、

品種の入れ替えとか、あるいはシェアの適正化、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの区分の適正化ということを

やっていこうというふうに考えておるわけでございます。 年産から始めまして、一定16

期間経過後には、望ましい姿にもっていきたいと思っているわけでございます。

それから ページでございます。14

こちらは関連対策ということでございます。

先ほど申し上げましたように、麦作経営安定資金を提供し、あるいは入札価格というも

のが反映されるわけですが、それとの補完ということで、一定の関連対策ということを講

じているということでございます。 年産につきまして、 年産と対する形でそちらの15 14

方に掲げてございます。

麦作経営安定資金で申し上げますと、 年産が 円でございましたけれども、こち14 6,396

らを 円の引き下げという形になります。49

それから関連対策、幾つかございますけれども、 円を 円にという形で講じてい224 243

こうということでございます。

14 6,620ちなみに 年産、そこの数字をダブりを避けまして縦に足していただきますと
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円、 年産は 円という形になろうかと思います。15 6,590

それから、 ページは流通コスト助成というふうに書いてございます。政府買入から15

民間流通の方へ移行いたしましたときに、それ以前は政府が負担しておったわけですけれ

ども、民間流通ということで、一定の流通コストにつきまして政府が助成をしているとい

うことを書いてございます。

それから ページは、これは今回のあれとは直接はつながりませんけれども、小麦の16

政府売渡価格ということで整理をいたしております。要するにコストプール方式というこ

とで、麦作経営安定資金を出す財源といたしまして、外国産の麦の輸入につきまして、売

買差益をあてていく、それがほぼイコールになるような形で運営していくということが基

本的な考え方としてやっているということでございます。

それから ページ以降のページにわたりまして、こちらは技術会議の方から御説明を17

いただくということにしたいと思います。

ページ、生産対策ということで触れてございます。19

先ほども申し上げましたように、良品質なものをつくっていただこう、品質の管理をし

っかりやっていただこうという考え方がございます。そういう形とも対応するような生産

対策ということも幾つかやっているということで、例えば分析機器の導入でございますと

か、あるいは品質のチェックのための助成でございますとか、そういった点もやっている

ということでございます。

私の方からのこのめぐる事情についての御説明は以上ということで、あと技術会議の方

から関係部分の説明をお願いできたらと思います。

○吉田地域研究課長 ページをごらんいただきたいと思いますが、品種の開発の方で17

ございますが、 年度から麦の開発プロジェクトという形で立ち上げたところでござい11

ますが、これまで一応 の品種を育成しております。昨年まで の品種を育成いたしま16 14

して、この９月にさらに２品種追加という形で をリリースしたところでございます。16

簡単に申し上げますと、小麦につきましては、うどん用、日本めん用といたしまして、

「きたもえ 「ネバリゴシ 「あやひかり 「イワイノダイチ」をはじめ８品種という」、 」、 」、

ことで、一応これで北海道から東北、関東、九州、それぞれの適用品種が出そろっており

ます。特に低アミロースという形でうどんの粘弾性を改良したような品種を一応リリース

できたということでございます。

それから、最近、主産地そういうものを含めまして、国産麦でパンをつくりたいという
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ニーズが非常に高いこともございまして、パン用の育種も力を入れておりますが 「はる、

ひので 「ハルイブキ 「ニシノカオリ」という３品種を今、リリースしておりますが、」、 」、

「はるひので」は北海道用でございます。それで「ハルイブキ」が今年リリースいたしま

した東北向けのパン用でございます。それから「ニシノカオリ」は九州、温暖地向けのパ

ン用ということで、特に「ハルイブキ 「ニシノカオリ」というのは、従来、都府県で」、

はパン用の品種がなかったところでございますが、初めてこういうものが出せたというこ

とでございます。

それから「タマイズミ」とございますのは、これは醤油とか中華麺とか、さらにたんぱ

くの高い品種という形で今年開発したものでございます。

その他、六条の方では、特に北陸地方で急速に進展しておりますが、米粒麦等に使いま

す「ファイバースノウ」という品種がございます。あるいは二条の、これはビール用でご

ざいますが 「スカイゴールデン」という形で、病害抵抗性の優れたものを出しておりま、

す。はだか麦は「マンテンボシ」という形で、従来の「イチバンボシ」というものにとっ

てかわる品種という形で現在出しております。

ページをお願いいたします。18

品種もリリースはしておるわけでございますけれども、やはり普及にどういう形で移せ

るかという形でいろいろと技術会議でも取組みをさせていただいております。昨年もこの

場で栽培技術マニュアルという形で、１品種ごとに栽培能力を発揮させるようなマニュア

ルをつくったことを披露申し上げたところでございますけれども、引き続きそういう活動

を実施するなり、あるいはビデオ、あるいは後ほどちょっと紹介したいのですが、研究成

果の取りまとめをして紹介するなど、育成者自らが現場に出て技術指導をするという取組

みを強めております。

また、全国の試験場及び東京におきましても、試食会をはじめ、消費者の方に直接訴え

かけるようないろんな広報活動もしておるところでございます。

実は先般も、東京の品川プリンスホテルの方で、国産小麦のパンを楽しむ会というのを

催したところでございます。非常に多くの方に集まっていただきまして、好評を博したな

というふうに考えております。

あと②でございますけれども、今の民間流通の場にもこうした新品種も、 年産では14

４銘柄、 年産では８銘柄が出るという形で、流通にもそろそろ乗ってくるかなという15

14 15形で、表の一番下になりますが、こうした新品種、 年につきましては前年の８倍、
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年については前年の２倍という形で、１万 を超える程度まできたということですが、ha

まだまだもちろん 数万 のベースでございますので、わずかでございますけれども、20 ha

消費者、実需者のニーズに即してさらに普及に努めたいなと考えております。

なお、ちょっとお時間を拝借して、私どもこうしたダイレクトな品種育成以外にも、基

礎的な研究も含め取り組んでおりますので、ちょっとこのパンフレットを最後に入れてお

ります。ちょっと簡単に御紹介申し上げたいと思います。

「 世紀の麦研究の鼓動」という形でごらんいただきたいのですが、特に簡単ですけ21

れども、１ページから５ページぐらいまでは、実はこれで品種開発のベースになります遺

伝子レベルのいろんな研究をしております。簡単に３ページをごらんいただきたいのです

けれども、例えばということで、赤かび病の高度抵抗性系統の開発という形が書いており

ますけれども、特に最近、有害物質を出すということもいわれておりまして、赤かび病の

、 、 、抵抗性 非常に大きな問題なんですけれども この赤かび病をほ場で選抜するというのは

年々の発現がまばらでございますので、なかなかうまくいかないケースも多いのでござい

ますけれども、したがって、直接遺伝子を見つけて、それを直接選抜するという方法がゲ

ノム技術の活用でできるわけでございまして、例えば蘇麦３号とか、延岡坊主小麦という

ものに非常に強度な抵抗性遺伝子がわかってきておりますので、それを、ちょっと専門的

ですけれども、ＤＮＡマーカーという、図２に書いてあるのでございますけれども、こう

いうバンドパターンと申しますけれども、バンドパターンを見分けることによりまして、

その遺伝子が交配した後代にその遺伝子が入っているか入っていないかというのを、こう

いう形でも選抜できることになってまいりましたので、こういうまさに遺伝子そのものを

選抜するような育種もこれから進めたいと考えております。

なお、これは交配したものですので、遺伝子組換えの技術ではございません。

それから、あと６ページ以降は若干品質がらみの研究をレビューしておりますが、例え

ば８ページをちょっとごらんいただきたいと思いますけれども、先ほどの品質、日本の小

麦は色の問題があるということでございますけれども、確かにその問題で、下の図をごら

んいただきたいのですが、例えば胚乳の色とＦｅと書いてありますが、鉄の成分でござい

ますけれども、胚乳の色と鉄の成分が負の相関を持っているとか、あるいは粉の明るさと

ポリフェノール含量、色素物質でございますけれども、負の相関があるということが定量

的にきちっとわかってまいりましたので、品種選抜の中で、こういう微量成分を成分分析

によってまた選抜できるという技術開発も可能になってきております。
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もう１つだけ、 ページ以降、栽培の研究をレビューしております。11

ページに１つ紹介をいたしますが、イワイノダイチという形の新品種でございます13

けれども、従来、小麦を早く梅雨の前に収穫したいということですが、したがって、早播

きをすれば早く刈れるのではないかというシンプルな発想に立つわけなんですけれども、

従来の品種では、早く播けば、春先、茎立ちが早くて凍霜害にあって枯れてしまうという

ことで、なかなかそうはいかなかったのでございますけれども、この新しい品種は、早く

播いたとしても、春先の茎立ちが非常にゆっくり茎立ちしてきて、茎立ちしたあと急速に

成長するという形の新しいタイプのものでございます。

したがって、これを用いることによって、さらにこれに追肥技術をきちっと適用するこ

とによって、例えば標準播きより３週間早く播けば５日早く収穫はできて、収量も確保で

きるというような品種と栽培をマッチングさせた技術も開発しております。

そのようなことで、ダイレクトな品種開発以外にも、このような研究で現在、取り組ん

でいるところでございます。

以上でございます。

○八木分科会長 以上が平成 年産麦の政府買入価格並びに麦をめぐる事情についての15

説明です。

なお、説明はされませんでしたけれども、皆さんのお手元に麦に関する資料がいろいろ

とございますので、参考にしていただければと思います。

質 疑

○八木分科会長 それでは、事務局からの資料説明が終わりましたので、まず諮問のみな

らず、麦政策全般についての質疑を行い、その後に諮問についての御意見開陳とすること

としたいと思います。

では、どなたからでも結構ですから、御質問がありましたら御発言いただければと思い

ます。

資料に関する質問でも結構でございますので、どうぞ御自由にお願いします。

○山田委員 口火を切らせていただきまして申し上げます。

昨年も私、需給のミスマッチという言葉使いに、これも冒頭、今日と同じような形で疑

問を投げかけたわけでありますが、今回も使われているわけであります。もちろん今回、
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麦をめぐる事情、ナンバー５の資料で、内容的には単純な需要と生産のミスマッチという

使い方だけではなくて、多分昨年と資料を比較していませんからわかりませんが、品質等

々に関連して、相当な分析がなされている努力があるのだろうというふうに見ております

けれども、需給のミスマッチについて、率直に言うと、余りにも簡単に使われ過ぎている

という印象を持っております。

といいますのは、今年の場合、麦の生産調整を行わざるを得ないというふうな発言が政

府の関係者から出たという話もお聞きしまして、生産者は大変な不安を、我々関係者も抱

いたというところがあるわけです。

といいますのは、食料・農業・農村基本法に基づく基本計画で定めている自給率目標を

達成すべく、国内で不足する麦、もちろん大豆、飼料作物もあるわけでありますが、その

生産振興に努力していこうというふうにいっている最中でもありますし、それから、さら

に米の生産調整の強化の中で、米以外の作物の本作化といいますか、定着化を図るべく努

力をしている経緯があるわけであります。そうした中では、やはり麦の生産調整というの

は冷水を浴びせかねない御発言であったかというふうに思います。

とりわけ米の生産調整についても、そのあり方を大きく見直すということで検討がなさ

れているわけでありますけれど、その内容も、現段階では明確になっていない中なので、

、 。余計政策への不信なり 憤りが逆に我々の方にも投げかけられたという経緯がありました

いろんな場所で、機会があれば、私自身は、この政府による麦管理の仕組み、管理とい

う言葉が適切かどうかですが、麦はまさに管理かもしれませんけれど、麦管理の仕組みは

国内麦の振興にとりまして、極めて重要な仕組みであると思っております。国内麦に対す

る手厚い措置の基本にこれがなっているのだということを説明しておるわけで、この仕組

みを維持するためにも、十分な手間をかけても良品質麦をつくって、実需者に喜んで買っ

てもらうという麦づくりを行うことが必要ではないですかというふうな主張も行ってきて

いるところでありますけれども、それにしても、やはり基本法と基本計画の政策の方向を

きっちりと堅持するということを心がけていただきたいと思うところであります。

需給のこうしたミスマッチが、麦の生産調整だというふうに、量の問題だけで受け取ら

れることのないよう、良品質麦の作付けをどう定着させるかとか、それから良品質麦の生

産をどう進めるか、さらにどう誘導するかという点で、これを基本に新たな麦政策大綱の

見直しが必要であれば、品質評価の反映をより具体的に行う仕組みを検討するなど、対策

の検討を行うことは、やはり４年経ちましたので、あっていいのかというのが考えでもあ
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ります。

なお、この大綱の見直しなりとの関連なんですが、若干申し上げますと、率直に言いま

して実需者への努力もお願いしたい。この点は、かつてビール大麦の買入交渉に私も当た

ったことがありますけれども、品質の向上がものすごくうるさく言われて、これは当然と

いえば当然のことなんです。海外の麦と比較して、国産麦がいかに悪いかということをさ

んざん言われて、そして大きな等級格差、価格上も格差が導入されて、かつ当時は等外上

麦も買ってもらっておったわけでありますが、どうしても災害で等外上麦が出るみたいな

話になると、その比率が高いとの理由で、大きなペナルティーがかけられるという価格交

渉があったわけであります。しかしビールがどんな形で製造されているかというふうにい

いますと、こうした国産の等級や等外上なんかにかかわらず、ともかくあっさり全部一緒

にして麦芽が生産されているわけです。

だから一体生産農家にとってみますと、あれだけうるさく品質問題がいわれているのだ

けれど、使用上は、それは当然のこと、製造される麦芽に一定の格差があらわれるという

ことだろうと思いますけれども、要は、量を引き取らない、ないしは国産麦は要らない、

国産ビール麦は要らない、ないしは価格は大幅に引き下げる、その上で買い取るというふ

うなことでしかなかったのではないかと思うところであります。

結果として、いろんな事情がありますけれども、今、国内のビール麦生産は見るかげも

ない実態にあるわけであります。小麦、大麦につきましても、ビール麦みたいにならない

よう、また、韓国なんかに行きますと、これは制度上の違いといいますか、麦の管理にど

ういう形で国が関わるかということとも関係しますけれど、もう韓国国内では麦は見るか

げもない。これもまたまさに幻の作物にならんとしているわけでありますので、そういう

ことのないような生産と需要、一体化した取組みを十分踏まえていくということかと思っ

ております。

それからもう１点、国内麦を使った商品の開発や、それから需要拡大に向けた取組みや

運動も大変大事なわけで、今もめぐる事情の中で御説明がありまして、さまざまな取組み

が行われているということを承知しております。こうした商品開発に、産地製粉といいま

すか、中小の製粉会社だけでなくて、大手の製粉メーカーにおきましても、こうした商品

開発に着手されているというふうに聞いていますので、その点は敬意を表する次第であり

ます。

ちょっと長々申し上げましたけれども、口火を切らせていただきました。
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○八木分科会長 ほかにございますでしょうか。

○石原食糧庁長官 私も思い出したのですけれども、去年、山田さんがそうおっしゃいま

して、そのとき、私もまた言いましたので、去年とまた同じことを申し上げるのですけれ

ども、我々、この麦の問題、与党とも協議しております。与党の協議の場でも同じような

御意見がございまして、自給率の向上、これを何と心得るかということでございます。

最初に申し上げましたように、生産目標をほぼ達成しつつあるのです。それで我々は少

なくとも大豆等の畑作とちょっと事情が違うと思いますけれども、麦の場合は、生産調整

即ち、今までアクセルを踏んで自給率を向上させよう、それで生産努力目標を達成しよう

と努めてきた、こういう動き、これまでのアクセルを踏んできたことを急にブレーキを踏

む、急にこれを大きく転換するということを主張しているつもりはございません。アクセ

ルの踏み方を、これまでほど踏むのはやめようではないかということを申し上げているの

でございます。

それが具体的には何かといいますと、これも、去年申し上げたことです。この８ページ

に麦をめぐる事情というのがございます。ミスマッチ、各県別に見ますと、そこの左の表

にあるような数字になっているわけですね。一番これが端的にわかりやすいと思いますの

で、これを申し上げますと、例えば茨城がミスマッチが です。これは去年は幾らかと66

いうと、去年は だったのです。 がさらに悪くなって になっています。それから61 61 66

40 42 31 18滋賀県が から ということで２ポイントふえています。他方で、三重県が から

に下がっております。こういうそれぞれの県の努力、そういうことが見られるところもあ

りますし、その努力どころか逆にまださらにアクセルをどんどんふかしているというよう

なところもありますので、我々が、先ほど来、説明がありました地方の協議会等で申し上

げておるのは、こういう大きなミスマッチがあるところについては努力してもらいたい。

努力してもらえば、今日、中村委員がいらっしゃいますけれども、実需者側もやはりそう

いう努力といいますか、それは評価して、入札なんかでもそれなりの配慮がなされている

ということでございますので、やはりこういう各県で努力なされてないところについては

努力をしていただきたい。そういう形でミスマッチの解消に向けてそれぞれの産地が努力

してはじめて麦の制度を守ることができるのではないかということを申し上げているわけ

でございます。

大豆なんかと違いまして、麦につきましては、去年、実需者について、大人の対応とい

うことを言ったかと思いますけれども、最後は非常に協力していただいているのです。で
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すから、大豆と大きく違いますけれども、最後は実需者の方に引き取っていただいている

のです。結果的にそれがどうなっているかといいますと、実需者の方で大きな負担となっ

ているということでございますので、これを徐々にでも改善していかないと、この制度自

身がおかしくなり、麦をめぐる制度が大きく破綻することも懸念されるということで申し

、 、 。上げているわけでございますので その点 よろしく御理解いただきたいと思っています

、 。 、 、 、それから 国内麦の話も山田委員がおっしゃいました 実は私 きのう ある製粉会社

残念ながら中村さんのところではないのですけれども、そこがつくられた、 月１日か10

100 80らこの辺のコンビニでも売っている ％国内麦のパンをいただいたのですけれども、

円です。それが大きくておいしいのです。ですから、それはある製粉会社さんで、中村さ

んのところも６万トンでしたか、内麦を使っていただいているということでございますけ

れども、やはりそういう国内麦を実需者の方に使っていただく、いろいろ工夫していただ

くという努力と、それから生産者側の努力、そういうのが相まってミスマッチの解消につ

ながると思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。

それともう１つ、御案内のとおり、今、国際的な麦の事情といいますか、それが大きく

変化しております。干ばつでアメリカ、それからカナダ、オーストラリア、こういう主要

な産地で大きく減産ということでございます。そうしますと、ますますその干ばつの影響

を受けてないところのものを使う、内麦を使っていただく必要があると思います。そうい

う点でも実需者側にも御努力をよろしくお願いしたいと思っています。

以上です。

○中村委員 山田さんから話が出て、私がすぐ言うと、何となくいかにもという感じがす

るものですから、長官からお話があったので……。

意見と、お願いと、質問が２つありまして、意見は、私は、前もこの席でお話したかど

うかあれですが、製粉業というのは一体何ですかという問いに対して、製粉業というのは

小麦を粉にするのが製粉業ではないかというのは当たり前なんですが、ある人がアートか

らサイエンスだというふうに述べました。天然の農作物を使う、ですからアートに近いの

ですね。それを機械化された二次加工のお得意様の方に、ある意味で工業製品のような規

格品として届けなきゃいかんということで、アートからサイエンスというふうなことで表

現した人がおりまして、したがいまして、商品設計というのは、結構純粋な工業製品ほど

ではないにしても商品設計というのはかなり重要な要素になってきているわけです。

ですから、 万トンちょっとの年間の売却量が、 万トンを超えるぐらいに３、４年50 70
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でなるということになると、やはり商品設計そのものを変えなきゃいかんわけで、やはり

急激にふえるということ自体が、いろんなバックグラウンドがあるにしても、需要が追い

70 22つかないというふうなことがあるわけで もともと 万トンの売却量というのは 平成、 、

年度の目標だというのは、この資料にも書いてあるとおりなわけで、それが早くも達成さ

れてしまっているということでいうと、これから一体どこまでどうなるのかというふうな

大変心配があるわけであります。

したがいまして、生産調整というふうにどなたかが言ったのかどうか知りませんが、ど

ちらにしても、急激過ぎる大増産ということになると、我々の方も幾ら努力しても追いつ

いていけないというふうなことです。

長官から中村さんのところは６万トン使っているというふうにお話がありましたけれど

も、使っている国内産小麦の量は ～ 万トンで、そのうち専用の国産小麦粉を売って25 26

いる量が小麦換算で６万トンということで、それなりに努力しているというふうに申し上

げたのですが。

それから、お願いのところですが、先ほど長官の方から、外国産小麦の被害のお話があ

りまして、実は新聞なんかでも今、報道されておりまして、えらいアメリカなんかでもス

トライキをやっている。自動車メーカーですら大変困っている。いろんなことが喧伝され

ておりまして、ぜひ小麦は国家管理でありますので、力の発揮どころではないかと思って

おりますので、ぜひひとつよろしくお願いしたいということがお願いです。

それから質問ですけれども、１つは先ほどの資料にもありましたけれども、転作麦につ

いての品質、我々も実感としてたんぱくが非常に低い、それから、やはりどうしてもばら

つきがあるというふうなことは我々の分析でも実証されているところなんですが、これは

素人の私からの話ですから、当たっているかどうかわかりませんけれども、やはり転作は

いまや本作だと位置づけられているわけだとすれば、やはり土壌も麦づくりに合った土壌

に変えていく必要があるのだろう。乾燥性の作物ですから、小麦はどうしても。それから

当然のことのように、これまた怒られるかもわかりませんが、あぜ道がたくさんあるとこ

、 。ろで本当に小麦をつくって 大規模土地集約型の作物の代表である小麦は本当にいいのか

それから、そもそも転作でおつくりいただいている生産者の皆さん方に対しての小麦づく

りの指導というのは、一体、だれが、どういうふうにきちんとやっているのか。だからや

はりつくる環境も、つくる土壌といいますか、構造も、それからつくる人も、やはり本作

ならば本作なりに変えていかなければいい小麦はできないのではないかと思っていますの
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で、そのことについてひとつ御意見をお願いしたい。

それからもう１つ、質問の２つ目は、この資料にもありますように、平成 年度では22

３割程度のコスト削減と書いてありましたね。しかしながら、この生産費の計算とは余り

直接合致しないかもわかりませんが、遅々として進んでいない。もちろん２年か３年しか

たっていませんから、遅々として進まないのでしょうが、平成 年度というと、あとも22

う６年ぐらいしかないわけで、ここから遅れを一挙に取り戻さなきゃいかんということに

なると、一体どういうふうなことになっていくのかというふうなこと、それから品質、本

作についての取組みと生産性向上、コストのことについて御質問しました。

以上です。

○八木分科会長 それでは農産振興課長。

○吉田農産振興課長 ただいまの御質問にお答えさせていただきます。

今、特に転作麦の技術指導についてお尋ねがございました。実はこの問題、今回の価格

決定にあたりまして、与党の場でもかなり厳しく御指摘をいただいたところです。

先ほど技術会議の方から品種改良の説明がございましたけれども、研究の方でいい品種

もできてきているのではないか。それから、転作麦すべて相当年数がたっているではない

。 。 。か なぜ生産性が上がらない あるいはいい麦ができないんだという御指摘がございます

これにつきまして、言い訳めいたことになりますけれども、お手元に麦をめぐる事情、先

ほど ページのところを食糧庁の方から説明いただきましたけれども、従前から各県に19

産地協議会というものを設けまして、そこで新しい品種を栽培するにあたっての留意点、

それから、当然のことながら、麦は乾燥を好む作物でございますから、排水対策を中心と

した基本技術の励行、それからさらに土壌診断、そういったものも徹底を図っておるとこ

。 、 。ろであります 徐々にではございますけれども それの普及率も上がってはきております

今後は、特にやはり本作化ということに向けて生産性の向上の問題もありますので、や

はり担い手、本当に麦をつくろうという担い手に麦の生産を集中化していく。それが技術

の向上、あるいは品質の向上につながり、さらには生産性の目標も達成できる早道ではな

いかなと考えております。

○篠田流通課長 今ありました点について若干補足で数点、お答えというか、申し上げさ

せていただきたいと思います。

まず１点目でございますけれども、今、生産のお話で、どういう指導かというようなお

話もございました。昔、この席で、あるいは御説明したことがあったかもしれませんけれ
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ども、実は今年の春だったと思いますが、関係の県の方から、どういう取組みをしている

かというお話を聞いたことがございます。それのときに、県の方から、あるいは系統の方

、 、からお話がありましたのは かなりいいものをつくらなければいけないんだということで

生産者向けに指導はしていらっしゃるというお話を聞いております。いろんなパンフレッ

トなりをつくりまして、現場の方に品質向上、あるいは生産性を上げなきゃ自分の産地の

麦の振興上いけないんだということで、いろいろ努力はされているというお話もございま

す。それは１点、御紹介でございます。

それから、中村委員の方からちょっと触れられましたけれども、外国産の小麦について

のお話でございます。

先ほどありましたように、外国産の小麦、天候等の理由がありまして価格が上昇してい

るというお話も１つございますし、それからアメリカの西海岸のストライキのお話もござ

いました。要するにそういった点を踏まえまして、国として麦の供給に遺漏のないように

しろという御趣旨だと思いますけれども、目下のところ、消費者向けを含めまして、御心

配をいただくような状況にはないのではないかと思っております。

御案内のとおり、国の保有しております麦の在庫というのも一定数量ございますし、そ

れが直ちに消費生活に影響を及ぼすような薄いような在庫だというふうには思っておりま

せん。ですから、そういった点で麦の安定的な供給という点では、国としても努力をして

まいりますが、目下のところ、そういう御懸念はないのではないかと思います。

ただ、ストライキの方ももう１件ございますけれども、こちらの方については、推移を

見ていくということもありますが、基本的には在庫はかなりございますので、大丈夫かと

いうふうには存じております。

以上でございます。

○八木分科会長 中村委員、よろしいですか、２つ目、３割コスト削減の話はよろしいで

すか。

○甲斐委員 関連で、私も山田委員がミスマッチは……とおっしゃられるので、やはり少

しは時間をおかないと成果が出ないということもあるかもしれませんけれども、やはり麦

の場合は、お米が余っているという実情もあって、生産調整とのからみで、やはり麦にす

っと流れたという形があって、思ったよりも早くに 年の目標を達成しそうだというこ22

とでして、それだけれども、品質だけはついていってないという現状がありますので、や

はり日本の場合は、私も３分の１は麦食、原料が麦の食品に頼っているのだから、やはり
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これも必需品として国内で幾ら確保しなきゃいけないだろう。量の問題は素人でわかりま

せんけれども、やはり米と一緒に主要な食料、大豆と麦と米というのは、とっておく必要

があるのではないかということを常々申しておりますし、今も発言がありましたように、

今年の夏、日本は異常にお暑かったのですけれど、やはり世界的に見ても、天候の異変と

いうのは何か起きかねないような状況にありますので、やはり大事な主食といいますか、

そういうものは国産でどれだけ賄っておかなければいけないかということは、国がいつも

考えてなければいけない問題だと思っています。

その中で麦がどれだけあったらいいかという、やはり幾らでもつくり続けていいという

ものではないと思うのですね。バランスの問題で、今でもコストプール方式をとるんだっ

たら、おのずとお金からいっても上限というのはあるだろうし、幾ら大人のつき合いとい

っても、実需者に泣いてもらうのは限度があると思いますし、最終消費者は主食がなくな

ったら困るという経験を持っている数少ない人間がいる限りにおいて、やはり主食は大事

だから、日本でまさかのときには国民の胃袋を賄えるだけの土地は持っておいてほしい、

農地を持っておいてほしいという意見もあります。

国産品を愛用しますかとただ平で聞くと、今だって ％以上の人が国産品を食べると80

言っているときなんですから、やはりつくる人と食べる人に情報が、大変世界の状況を見

るというのは難しい問題なんですけれども、でも今、日本の農業はどういうところに置か

れているかということをやはり生産者も、消費者の一人ひとりも、あんまり実感としてな

いんだと思うのです。生産者だって大変だ、大変だと言うけれども、一時期みたいに生活

に困窮して、それこそ汗みどろ、泥だらけにならなければ、はいずり回らなければ食べら

れないという時代ではないし、消費者だって少々の物価の値上がりがあっても買えなくな

るというようなことはない。ただ、一方でリストラとかいろんな深刻な問題が起こってい

ますから、部分的にはいろいろ問題がありますけれども、全体的に見たら、何となく豊か

になっているし、特に町を見たら、食料は豊かにあふれているのです。その中でいろんな

問題が起きてきています。

だから消費者も、自分の目で見てわかるもの、やはり農家の方が苦労して、安心だ、安

全だといってつくってくださったものだったら、少々高くても買おうという気風が今あっ

て、今、一番みんなが食料について考えているときだと思うものですから、情報の伝達を

ちゃんとしていただきたい。

だから食料に関する危機感とか、農業に対する危機感とかいうのを上部の方だけが持た
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ないで、みんなで共有したいと思うことと、それから、世界の問題になりますと、私、農

民同士は話し合うと、意外と遺伝子組換え作物のことでも、別にアメリカの農業者が全部

そういうものをつくりたいと思っているわけではなさそうな情報も聞いております。要す

るに農業者同士、食べる消費者同士で話し合えば解決する問題が、やはり外交とか、国益

とか、いろんな問題でもってゆがめられている場合もあるかに思うのですけれども、今、

世界がこれだけ交通も便利になっていろんなものが行き交うときになりましたら、やはり

、 、人間同士の考え方というのを一番大事にしていかなければいけないのではないかな ただ

食べる人間だとちょっとまとまりがないのですけれども、そういうことを考えています。

それから、最近の総理府のアンケート調査で、何のアンケート調査でしたか、もう今、

こんなに不況だといわれている日本の中で、物よりも心の安全がほしいと言っている人が

たしか ％ぐらいになっていたと思うのです。そういう状況に今、日本がある。もちろ70

んもろもろの問題を取り上げたら、リストラもあるし、そんなのんきなことを言えないと

おっしゃる方があるかもしれないのですけれども、全体から見てそういう状態の中にある

ときに、日本のいろんな問題を建て直す視点をちょっと変えてみんなで考えなきゃいけな

いのではないかなと思っておりますので、麦の場合でも、要するにあんまり保護が多過ぎ

たとは言わないのですけれども、幾らがいいかわかりませんけれども、やはり転作が余り

にもしやすいようにしちゃうと知恵が出ないとか、いろんなことがあると思うのですね。

難しい問題なんですけれども、やはり私たちの生活の中でも、あんまり便利になったら知

。 、恵を失いました だからあんまり恵まれちゃうと知恵が出てこないということもあるので

そこら辺、考え直したいかなというふうに思います。

、 、○五月女委員 何人かの方のお話を聞いていて ある面ではごもっともかなと思いますし

ある面では、生産者として怒り憤怒の気がしてならないところが何点かありますものです

から、ひとつ虫けらのような農家でありますけれども、また、見るかげもないビールをつ

くっている農家でありまして、そういう中からひもじい思いで転作等に対応して何とか転

作の達成が当初からうまくいっている自信でもありますし、その地域でもあるのです。た

だ、最近の転作要件のしばりというものが年々変動があり過ぎまして、そういうものがこ

ういうミスマッチを生じやすいのではないかなとある反面思います。

それと実需者と生産者が直結し過ぎている部分といいましょうか、私たちのところはビ

ール麦をつくっておりますけれども、直結はしているのですけれども、先ほど中村委員が

お話のように、製粉業者が規格、経営確認、農林 号をつくっておりました経緯も１回61
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もございませんし、ビール会社が来て、どういうビール麦をつくっているんだなどという

話も１回もありません。それはどこが指導しているといったら、普及センターなり農協で

あります。製粉業界が、だれが指導しているのだかわからないような恥ずかしい話はちょ

っとやめてもらいたいような気がしてならないのです。口が過ぎましたけれども、そうい

うところがあります。

それと先ほど言いました８ページにあります品質向上や実需を踏まえた生産などの取組

みに遅れた産地ほどミスマッチが多いといっているのですけれども、やはり先ほど言いま

したような転作要件のしばりの中でやっていきますから、毎年、毎年のように変わるもの

がどうしてもそれに追いつきができないというのが農家の現状なんです。それと先ほどあ

りましたけれども、我々は梅雨のときに、２日か３日、内地では、そのぐらいの間で麦を

刈り取りするわけです。当然ライスセンター、個人の乾燥機の能力が目いっぱいに働きま

して、もう受け入れができないというのが何年かに１回ある、３年にいっぺんぐらいは必

ずあるわけなんです。そういうところが条件に合わないからだといわれればそれまでなん

ですね。そうすると日本の麦はどうなるのかというと、一部の北海道だけにやっと存在す

るぐらいのことになっていってしまう、それでいいのかということになると、水田の持つ

意味がまた新たな発想が必要かなと思っております。

そんなものですから、やはり農村において、それらをうまくクリアするのにやはり今ま

で以上の体制で国からの御指導、御援助をいただいて、我々生産者団体は本気になってか

からなくちゃなりませんけれども、農機具の投資、特にここは内地では１ 以上、あるha

いは北海道では５ 以上の農家が１つの算出基礎になっておりますけれども、それ以下ha

の農家の機械投資をゼロにした場合に、先ほど担い手の話が出ました。私も担い手の１人

だと私は思っておりましたけれども、余りにも急激にそういう意図がありますと、それら

だけで対応できるかというとでき得ないですね。姿としてはやりたいとは思っております

けれども、急に渡されてもそうはできないというのが今までお話した気象条件下でのこと

なんです。

農家は天を見てつばをはくことのできない商売なものですから、そういうところを十二

分にお含みおきいただきながら、このミスマッチの解消というものに対しては特段の努力

は生産者としてはする覚悟でおりまするけれども、なお一層の御協力をいただかなければ

ならないところかなと思っております。

○吉田農産振興課長 今、転作要件の見直しについて１つお話がありました。
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計画助成と我々は呼んでおりますが、麦の場合ですと アール４万円の助成金をお支10

払いするときの要件として、どれだけ団地化されているかという要件と合わせまして技術

要件というものがございます。これにつきましては、ここの助成体系が始まるときに、最

初からその技術の発展なり、あるいはそのときの状況によって要件は見直されるというの

がまず大綱の中に明示してございます。そういった中で、平成 年度から 年度に移行13 14

するときに一部見直してございます。ただ、見直された新しい技術要件の中でも、技術が

すべてで 項目近くあるのですけれども、その中から６項目選んでいただければ、その20

計画助成の助成対象になるということでやっておりますし、また、地域ごとに知事が特に

必要と認めたものについては設定できるという要件もございますので、見直し自身はやは

りそのときどきに応じてやっていくということが最初から約束されてございますので、そ

ういった点について御認識、あるいは御理解をいただけたらなというふうに思います。

○黒田委員 私はどちらかというと、二次産業や三次産業の方に近いところで仕事をして

きたからではないかと、先ほど生産者の側からの御発言を伺っていて、先ほどのどんどん

行政指導といいますか、これからの麦作の生産者として、いろんな国の方針がくらくら方

針が変わるのではとてもやっていけない、急激な変化には耐えられないというような御意

見を伺っていて、少しためらいが出てきたのですけれども、中村委員がおっしゃった転作

でなくて本作に本腰を入れた方向づけというか、大事じゃないかという御意見がございま

した。私はその御意見に賛成といいますか、ぜひそうすべきだと思います。

というのは、生産者にとっても、稲と麦では土壌からして違うという御指摘がございま

したように、何かこれはもし助成とか、補助とか、とにかく生産者に力を貸すということ

からいえば、その土壌みたいなことに対してもっと力を添えて差し上げないと、これはで

きないことではないか。半分、同情を込めて、米と違うんだということをもう１回考え直

さなきゃいけなかったなと思いました。

その問題は実は非常に時間がかかるんだけれども、ですから、それが日本全国行き渡る

のには大変な時間を要するとは思いますけれども、それだけに早く手をつけないと、これ

は大変なことになるのではないか。

転作というのは、素人から見ると、なんかどちらかというと助成金目当てとか、補てん

してもらえるからという、ごく一部の生産者だと思いますけれども、なんかそれをあてに

してやっているというふうに見えてしようがないのです。

ですから、それはいってみればプロとしての麦作じゃなくて、なんかついでとか、ちょ
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っと素人っぽいような気がして、そういう考え方は二次産業や三次産業はもっとスピード

をもって転換しないとやっていけないような状況にあるものですから、ぜひ転作、素人で

はなくて、本当に麦をつくるのにふさわしい土壌を、つくりやすいとか、気候が合ってい

るとか、生産しやすいそういうシステム開発までやれるような指導者がいるということと

か、なんか要するにより適性のあるといいますか、より玄人に近い方に担っていただかな

いと、どうもこの日本で今後、麦作をどうやっていくかという大きな視点から見ると、そ

このところはやはり重要じゃないかなと思いました。

それでちょっと細かいことですけれども、 ページに例えば銘柄のⅠ区分がふえ過ぎ12

ているから、そのシェアを適正化するんだ、各区分のシェア適正化を実現できるようにと

一番最後の行にございますね。 年産から適用というのがございますけれども。16

それから ページ、これは流通コストの問題ですけれども、流通コストの助成につい15

て②の最後の方に 「各産地でのコスト合理化の取組等を踏まえ、 年産以降のあり方を、 15

検討していくこととしている」とございます。ちょっと気になったのは、とにかくいろん

な問題を抱えているけれども、コスト削減は大変急がなきゃいけない問題だと思うのです

けれども、例えばこのコスト削減に関しては、たしか去年の討議にも、売渡価格と並列、

同時に議論すべきだという御意見があったと思います。そのコストに関して、売渡価格に

関して、ここにも厳しい状況、厳しい状況ということがずっと出ているわけですね。そう

いう一応認識がありながら、この 年以降のあり方を検討していくこととしているとあ15

るのですけれども、私はこの辺、どうも受け止め方が性急過ぎるのかもしれませんけれど

も、なんかこのあたりに指摘されている問題は、非常に急がれる問題であって、そうであ

れば、今後、どうするつもりかの案が次の検討のステップのスケジュールといいますか、

そういうことを実は今日、もう議論が始まるのではないかと思っていたものですから、検

討していくことにするというような表現で終わっているので、これは今、どういうことに

なっているか伺いたいなと思いました。

○八木分科会長 では、流通課長からお願いします。

○篠田流通課長 黒田委員を含めて何名かの委員の方から何点か質問なり、御意見をいた

だいたところでございます。

黒田委員の方から、ランク区分のお話と、それから流通コスト助成に関連して、もう速

やかにできるものからやるべきではないかというお話があったように思います。

ランク区分の方で申し上げますと、その ページのところでの御指摘があったわけで12
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ございますけれども、 ページの方でありました分布がちょっと区分ごとに見てやはり13

おかしいという点がございます。したがいまして、 年からこの個別の銘柄ごとの位置16

づけといいますか、それらの助成につきましてはやっていきたいというふうに考えている

わけでございます。

それから流通コスト助成で、本質的なところで今後、あり方検討ということでは、スピ

ードがなかなか遅いのではないかというお話でございます。確かに検討のスピードという

ことで、そういう点、御指摘があるかもしれませんけれども、実はこれにつきましては、

極めて大きな方向で言いますと、私どもとしてはやりたいという方向がございます。つま

り流通コストでございますから、これはばら化といいまして、小さな袋に詰めてやるもの

ではなくて、もっとばらで、もっと数量のコストがかからないように、そういうように流

通をやっていくのが１つの方向だろうと思っております。これはしばらくかなり前からそ

ういう方向で取組みをしております。そのための助成も実はしております。

ただ、残念ながら、生産現場、それぞれいろいろな事情がございます。いろんな施設の

不備であるとか、施設整備がなかなか時間がかかるとか、そういった点でばら化がなかな

できない。袋もののままで流通しているというケースがまだ見られているのも事実でござ

います。

ですから、そういった点、施設整備であるとか、あるいは現場の取組みであるとか、１

つのあれではなくて、幾つもの取組みが必要なわけでございますけれども、そういった方

向で対応をしてきておりますし、今後ともそういう方向での対応をお願いしたいというの

が私どもの考え方でございます。そのための助成ということで、 ページにあります流15

通コスト助成というのも、本来はどちらが負担すべきかという考え方もあるわけでござい

ますけれども、一定の助成を差し上げているということで、これを使いまして、そういう

流通コストの削減ということにつなげていただきたいというふうに思っておるわけでござ

います。

それから、黒田委員以外の委員の方からも何点かございましたけれども、情報伝達の問

題でございますとか、あるいは品質のチェックをしなきゃいけないのではないかとか、い

ろいろ指摘をいただきました。実は先ほど説明の中でも一部触れさせていただきましたけ

れども、例えば ページ、麦の品質向上に向けた取組みということで、つくった麦の品19

質のチェックなり分析ということをやっていただいている部分もございます。そういった

ものがうまくいけば、全体的な品質の向上ということにもつながるわけでございますけれ
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ども、やはりどなたかおっしゃられましたように、こういう取組みなり、あるいは施設の

整備なりということで、一定の時間がかかるということもこれまた正直言って事実でござ

います。

ですから、いろいろな取組みということを私どもやっていかなければいけませんし、そ

れから産地への指導といいますか、情報の伝達ということでも方向づけということは私ど

もの考え方、あるいは必要性ということを生産者レベルの方まで伝えるような努力も今後

またしていかなければいけないというふうに思っているわけでございます。

生産コスト、品質が追いついてないというお話もございましたし、同様に、しばらく前

のお尋ねでありましたけれども、生産コストの方がまだ３割カットになってないというよ

うなお話もございました。規模拡大であるとか、担い手への集中であるとか、あるいは資

材の価格の低減であるとか、今もおっしゃっていた品質のお話等もございますけれども、

いろんな方面で対応をしていかなければいけないということだろうと思います。

あと時間との兼ね合いもございますので、そういった点も十分留意しながら、いろんな

対策ということで、省内の関係のところとも連携をとってやっていきたいと思っているわ

けでございます。

○八木分科会長 黒田委員、よろしいですか。細野委員、お願いします。

○細野委員 少し黒田委員の御発言と重なるところもあるかもしれませんけれども、政府

の助成について、具体的な話と、少し一般的な話とをお伺いしたいことがあります。

１つは、先ほど話も出ました銘柄ランク区分の見直しなんですけれども、シェアの適正

化ということで、具体的には、今、第Ⅰ銘柄が９割近いということで、これを直すという

、 。ことのようなんですが どれぐらいのシェアが望ましいというふうに考えておられるのか

この表には 年産というのがあって、大体３分の１ずつぐらいが出ているのですけれど63

も、これが１つの目途として考えられるのかどうかというふうなこととか、それから、銘

柄の見直しだけではなくて、各銘柄ごとの補助金の格差自体についても、現行のままでい

いのか、もう少しこれをメリハリつけるような形にしていった方がいいと考えておられる

のかというようなこと。

、 、 、それから こういった見直しというのが 実際の市場価格がかなりばらつきが出てきて

それを見て、また変えるというふうにやると、どうしても遅れがちになると思うのですけ

れども、もっと即座に市場価格を反映するような仕組みをうまく組み入れることができな

いかどうかということです。
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いずれにしても、細かいことは別にしましても、こういった市場実勢を反映した政策と

いうのは非常に大事だと思いますので、できるだけ有効な形で、できるだけ早くやってい

ただきたいというのがお願いであります。

それから、こういった助成金全般の話ですけれども、国内の例えば食料の安全保障の面

とか、安定供給の面から、こういった施策が大事であるということは理解できるのですけ

れども、当然こういった施策を実施するためには、それなりのコストがかかっているわけ

で、麦の場合はコストプールということで、直接の財政資金はほとんどないのかもしれま

せんけれども、それだけ消費者が売買差益に相当する部分を、いってみれば高い値段を払

っているわけですね。ですから、こういった施策について我々議論するときは、常にコス

トも考えないといけないので、こういった資料には、そういったどれぐらい我々消費者は

この政策によって余分にお金を払っているのだということも含めて、もう少し、先ほど情

報提供というお話もありましたけれども、政策のアカウンタビリティーの面からも、そう

いうものは必要だと思いますので、そういった資料も併せて出していただければという要

望であります。

以上です。

○八木分科会長 流通課長、お願いします。

○篠田流通課長 区分のところのお話でございます。

どれぐらいのシェアといいますか、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲでどれぐらいのことを考えているのかと

いうことでございますけれども、これはいろいろ確かに考え方があろうと思います。かつ

て３分の１ずつあったということもおっしゃいましたけれども、例えば第Ⅱ区分を中心に

しまして、ⅠとⅢにやや少なくなるようなシェアのつけ方もあろうかなというふうに思い

ます。例えば３、４、３とか、２、６、２とか、いろいろ考え方があろうかと思うのです

が、例えばそういったものを意識して話を進めていけたらいいのではないだろうかと思っ

ております。

それから格差のつけ方でございます。こちらも実はなかなかむしろ良品質だとか、市場

評価をどういう傾斜をつけるかということだと思うのですけれども、どういう考え方でや

っていくべきかというのは、実はもうちょっと勉強したいと思っております。例えばどう

いう格差の額がいいのか悪いのか、なかなか方向性を示すということ、あるいは実際にそ

ういう方へ誘導するということで、どれぐらいの枠というのがあるのかということなんだ

と思うのですが、ちょっとそこら辺、なかなかこれぐらいの額というのは今、確定的にな
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かなか申し上げられない部分がありますので、そこのところは勉強もさせていただきたい

と思います。

それからあと見直しの点で、黒田委員のお話ともまさにダブるのだと思うのですけれど

も、遅れてはいけないよということだという御指摘でありました。スピードを上げてとい

うことであったわけでございます。こういうのも、その点も意識いたしまして、今までの

結果としてこうなってしまったということですので、余り頻繁に変えるのもどうかという

意見も他方にあろうかと思うのですけれども、そういった市場評価ということで現実に出

てまいりますので、それを適正に反映するということで考えていきたいというふうに考え

ております。

意 見 開 陳

○八木分科会長 大分質疑も出てまいりましたので、時間の関係もございますので、そろ

そろ諮問に対する意見開陳も含めて御発言いただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。

○生源寺委員 意見開陳もということでございますので、まずそちらからでございますけ

れども、 年産麦の政府買入価格の諮問案については賛成いたします。15

それから、若干意見を申し上げたいのですけれども、まず今、いろいろやりとりのあり

ました銘柄区分のお話なんですけれども、これから検討されるということなんですが、ち

ょっと私はこの銘柄区分のできた歴史的な経緯等を承知していないので、少し的はずれな

ことになるのかもしれませんけれども、これが主に使われてきたのはやはり区分ごとの価

格の設定ということが当然あったからかと思います。

現在も政府の買入という制度そのものは残っているわけでありますので、そういう意味

で、何か区分というようなものが必要な面はあるようにも思うわけでありますけれども、

ただ、今、品種の改良等も含めてでございますけれども、生産、それから需要の方もかな

り流動的な状況があるように思います。したがいまして、安定した銘柄の分類というもの

が果たして可能かどうかという、そういう感じがしなくもないですね。

乱暴なことを言いますと、銘柄区分という発想が本当に麦価の決定という場合に必要な

のかどうか。このあたりもむしろお考えいただいた方がいいのではないか。それで政府買

入麦価と、もう１つ麦作経営安定資金でまた少し考え方が違うというところもあるだろう
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と思うのです。私は麦作経営安定資金については、極端に言えば、価格にリンクするよう

な支払い方もあり得ると思うのです。今、もちろん銘柄で若干の差はつけておられると思

いますけれども、ここにありますように、Ⅰでもって９割近くが入っているということで

ありますので、ここはいわば一律の支払いのようになっているわけですね。ここは少し区

分を細分するとか、何か工夫は必要かもしれませんけれども、基本的には入札の価格なり

をむしろベースに、それにさらにもちろん足らざる部分というのはあるわけですから、乗

っけるというぐらいの発想の転換があってもいいのではないか。おのずから政府買入麦価

の方も、あるいはそういう発想に近づけていっていい面もあるような気がいたします。こ

れは買入の制度そのものに期待する機能ということとも関連しますので、そこはそう単純

に割り切ることはできないかもしれませんけれども、考え方としては少し市場の実勢を反

映した価格形成というものがなされてきているわけですので、そちらをむしろベースにお

考えいただいてもいいのではないか。こんな気がいたします。

それから、これとも関係するのですけれども、確かに平成 年の目標を生産量なり面22

積で達成している、あるいはしつつある。こういうことであります。ただ、これはある意

味で言いますと、課題をクリアしたことによって達成したとは残念ながら言えないわけで

あります。残された期間でそこの部分について一所懸命追いつくという必要があるのだろ

うと思いますけれども、そこで今申し上げた点でやはりいいものをつくっていただいた地

域なり、農業者の方にきちんと報いるようなシステムをさらにやはり強めていく必要があ

るのかな、こんな感じがいたします。

その関係で、特に転作麦がいろいろ問題になっているわけであります。これは米の政策

、 、の見直しの方とも関連いたしますけれども やはり２つ考えなければいけない点があって

１つは自給率が低いということで、麦、大豆、飼料、この３品目に極めて手厚い助成が行

われているわけであります。しかし、そのほかのものについては、以前に比べますと非常

に薄い応援の手数、こういう格好になっているわけです。そうしますと、勢い、この３つ

の品目にどんなところでも集中していく。うちはとても麦はつくれないように思うのだけ

れども、とにかくつくる。家畜もいないけれども餌をつくるとか、いろんな状況がやはり

出てくるのだろうと思うのです。

したがいまして、これは見直しの中でもそういう方向も議論されているというふうに私

は理解しておりますけれども、３品目を振興するという旗印を下ろすことはできないにし

ても、そのほかのものについても、もう少しその地域の特性に合ったものを応援するよう
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な仕組みをつくってあげないと、今のシステムですと、どうしても３つの品目、その中に

麦があるわけですけれども、無理なところもそういう方向に誘導されているという点はあ

ろうかと思います。

全くそれと同じような結果をもたらしている点として、もう１つ、やはりこれも繰り返

し指摘されていますので簡単にすませますけれども、今の転作麦の助成のシステムがやは

り面積当たり幾らという支払いになっているという部分が大きいと思います。今の最高額

で言いますと、恐らく１俵当たり１万円を超えるぐらいの転作奨励金が麦の場合にいって

いると思います。そうしますと、市場と麦作経営安定資金でかせいだ部分よりもさらに大

きい部分が面積当たり一定額という形で出てくるわけであります。ここもやはり収量なり

品質とリンクしたといいますか、これはＷＴＯの協定なんかとの関係で難しい面はあるに

しても、非常に乱暴な言い方をいたしますと、作れば７万 円という、最高額であり3,000

ますけれども、このシステムというのは、やはり今、全体として麦の政策をこういう方向

にという、その方向とは向きが違うやり方であると言わざるを得ないと思います。アクセ

ルの踏み方とハンドルの操作の仕方、やはり工夫が必要かなと思います。

ちょっと長くなって恐縮でありますけれども、もう１つ、先ほど黒田委員も、このあた

りも含めておっしゃったかと思いますけれども、例のコストプール方式、今日は買入麦価

でありますけれども、売渡麦価の具体的な決定をする場に、フォーミュラといいますか、

システムそのものの議論を持ち込むとなかなか面倒なことになると思うのです。実際の数

値がある中でどうするかということになりますと、おのずから議論の範囲というのは狭ま

ってくるということがありますので、やはり少しきちんと早くから検討する必要があるよ

うに思います。

今の方式でありますと、買入麦価が今、先に決まって、それから外麦の調達コストは我

々にはいかんともしがたい、外生的に決まってくるわけです。それでその結果が売渡麦価

にという、こういう構造になっているわけで、昨年も、これは機械的に適用したわけでは

ないように理解はしておりますけれども、いろんなことのしわ寄せというとちょっとあれ

ですけれども、それが全部実需者、それが製品に転嫁され、消費者の負担になるような構

造というのはやはりあるわけであります。

特に国産麦をふやせばふやすほど使う側にとってはしんどい状況になるというのは、や

はり制度としては、どう考えても無理な部分があるのだろうと思うのです。そのあたりが

どのくらいのものであって、というあたりも含めて少し実態をわかりやすく整理した上で
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そろそろ考えてみる必要があるのではないか。これもこれまでのこの会議にも出ておりま

すけれども、改めて申し上げておきたいと思います。

以上です。

○八木分科会長 ほかにございますか。

○立花委員 私は今回の諮問につきましては、当初の原案どおりということで賛成でござ

います。

ただ、若干、今、生源寺先生の御発言に触発されたわけではありませんけれども、２、

３、コメントといいましょうか、お願いをさせていただきたいと思います。

１つは、農業政策も消費者重視だとかいうことを前大臣もおっしゃられて、いろいろ行

政当局も構造改革に向けて、いろいろ大変努力されていると思うのですが、こと麦につい

ては、消費者重視とは名ばかりで、消費者の膨大な負担において国内生産が維持されてい

るということが実態なわけでして、だからといって私は国内の生産者がけしからんとか、

そういうことを申し上げているつもりではなくて、何とかして国内生産者のコストダウン

に向けた御努力と、それから消費者ができるだけ安いものを手に入れたいという、そうい

ったニーズをどうやって政策的に両立させるような仕掛けをつくっていくか。これが私は

政策当局の仕事だろうと思っております。

私はそういう観点から見ますと、今のような内麦コストプール方式は、恐らく早晩内麦

、 、 、の生産の増大に伴って あるいは小麦粉製品 あるいは調整品の形での輸入ということで

アリの一穴がだんだんほころびてくるということで、長期的にはもたない仕掛けだろうと

思っていまして、そういう意味でも、生源寺先生がおっしゃいましたけれども、そのため

の維持コストを一体だれが、どういう形で負担したらいいのかということを含めて、やは

りデータをオープンにして、ディスカッションして、国際的な交渉の場でも、やはり維持

できるような仕掛け、生産者の方も、できるだけ展望を持ちながら営農していけるような

仕掛けをぜひ考えていただきたい。今のままの消費者、実需者負担でいくことは私は非常

に無理が来ているということを生源寺先生と同様に思っております。

それから、生産の方が 万トン近いというお話がありました。山田さんは量はともか80

く、質の方をやるからというようなことで、余りその量の問題を言うなというふうにおっ

、 、 、しゃりたかったのだろうと私は聞いていましたが ですけれども 生産奨励ということで

麦作経営安定資金のみならず、実需者、引取り手の実需者の方が生産奨励金という形で、

この ページにありますような形で出してきているわけで、それは早晩、 万トンに超12 80
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えるという状況であれば、この銘柄区分の見直しの問題も生源寺先生がおっしゃいました

けれども、契約生産奨励金の問題、これは果たしてこのままでいいのかどうなのか、この

是非なり、引き下げも含めて私は検討していく必要があるのではないかなという感じがい

たします。

私から申し上げるのは以上でございます。

○中田委員 皆さんが大変意見をおっしゃっていただいたので、私、特別ないのですが、

この価格については、まず賛成申し上げます。

今、立花委員からもおっしゃられたことで、ちょっとこの辺もあれかなと思って聞いて

いたのですが、転作の目標数値がもうほぼ達成されているということで、これから転作し

ようとする人、そういう方々はどうなるのかなという、ちょっと素朴な疑問をさっき覚え

ました。

それから、そのほかに民間流通があと５つの県が残っているという、それが近々それも

全部参入しますよということになってくると、この実需者の裁量によって、価格がいろん

なことで消費者にはね返ってくる部分の利幅みたいなのが大きくなってくるのかな、ちょ

っと心配かなというふうに思っていましたら、立花先生も今、そのようなお話をなさって

いまして、実需者が生産の保証金を負担している限り、消費者にかぶってくることという

のは相当大きいかな。これ、消費者は全然気がついてないのですね。そういうことは。何

もわからないで買っているのではないかなと思っています。

先ほど長官からおっしゃった１個 円のパンの話なんですけれども、やはり主婦たち80

の場合も、地元で直接農家から買って、製粉して、自分のところでやったパンというのは

安いのです。そうでないところと比べても味は何にも変わらないし、ここは何々さんの畑

の麦を使ってやったのですよというのは、やはり 円とか、 円とか、そういうことで80 60

できているということを考え合わせると、先ほど言ったコストプール方式的なものがずっ

と続いていく限り、消費者には安いものは提供されないのかな。それも１つの生産という

か、先ほど中村委員がおっしゃったサイエンスの部分で、１つの流通のマジックがあるの

だろうと思いますけれども、それぞれの業界のやはり営業、そして収益というものも全部

加味しないと、これは経済が成り立ちませんから、ほどほどにその辺はある程度のものは

許されるのですが、これがずっと延長されていくことによって、それが消費者にかぶって

くるような立花先生の危惧というのもちょっと先ほど感じましたので、それだけ申し上げ

ておきたいなと思ったのです。ありがとうございます。
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○岡本委員 やむを得ず賛成ということで申し上げたいと思います。

いつも思うのですけれども、今、どきどきしています。こうしてお話を聞いていると、

今、五月女委員が力強く農家のことを代弁してくださいました。もっともで、それ以上言

う必要もないかなと思うのですけれども、震えながらお話したいと思います。

いつも議事録を送っていただいて、私の言ったことは何を言っておるのかわからんと思

うのですが、でも言わずにおれない。うまく筋道立てて話ができませんけれども、少しお

話したいと思います。

先ほどから麦の品質のことを言われました。私は生産者ですから、よいものをつくりた

い、これは当然です。つくりたい、努力もしております。そうすると土壌という話も出て

きましたけれども、私たちにとっては水田はあくまでも水田なんです。そこで小麦と大豆

を表作というか、本作にと言われましても、今の水田でどれだけの田んぼができるように

なっているか、日本で。私の知っている限りはないですね。整理してない未整理地はもち

ろんですけれども、構造改善された大きな水田でも、畑作ができるようにはなってないと

思うのです。もしあれば教えていただきたい。これは私の視野が狭過ぎるということもあ

るのだと思うのですけれども、あくまでも水田は水田。それを畑作である小麦に合うよう

に努力せよと言われると、どうしたらいいのか、排水、まず大事なんですけれども、どう

しようもない。これ以上できないというところまでやっているはずです。皆さん。でも個

人の力ではできない。これを畑作に合うようにしようと思うとすごく大きな問題だと思い

ます。今までされていた構造改善、希望しているところの大部分はもう構造改善されたと

。 、いうふうに聞いたこともあります これからしようというところは少ないと思うのですが

今までされたところも、やり直しとは言いませんけれども、できるはずもない。これはど

うなるのかなと思ったりします。前回にも米がつくれないから畑作物をつくったらどうか

という話が出たかと思うのですけれども、前回も、今回も、通してそんな疑問を持ってし

まいました。

それから、補助金のことで今、出ました。甘いというか、あてにして小麦をつくれば補

助金がもらえるから安易につくっているという御意見も出ましたが、何かそれを聞いてす

ごく農家というか、生産者が侮辱されたような気にもなります。補助金なしでできないよ

うな経営になったのはなぜなんでしょうか。やはりこれは米がつくれなくなったからだと

思います。私たちも経営者として補助金を組み込んだ経営なんて望んではいません。なし

でやりたいです。でもいつの間にかやむを得ず補助金というか、助成金を取らざるを得な
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。 。 。くなった 取らされているという気持ちもあります 途中で本当にそんな気になりました

こんな助成金なんて要らん、なしでやってみたいよね。でもそれができなくなっている現

状を皆さんもちょっと考えていただきたいなと思います。これは生産者としてというか、

これは私個人の意見になるかもしれない、皆さんが皆さん、そんなふうに思ってみえると

は思いませんけれども、それは私たち家族が農業をやっていて、常に家で話していること

です。補助金なしの経営をやりたいというのが本音です。

以上です。

○八木分科会長 御意見をいただきたいと思いますけれども。

○甲斐委員 私も今度の諮問に対しては賛成いたします。

今、お隣から農家のつらい心情を言われまして、私どももやはりつくっていただかなけ

れば食べられないのですから、農家の方々を苦しめようなんてちっとも思ってないのです

けれども、やはり今、お米は余ってしまっているので、お米だけでみんなが食べていこう

と思ったら、農家の方が全部お米だけで食べていこうと思って自由に売買というか、食管

法がなくなったわけですので、新食糧法になったわけですので、食管制度が廃止になって

いるから、国が全部買い上げてくれないで、自由市場に出した場合、完全に値段が下がり

ますね。これはだからやはり情報が生産者まで届いていないのだと私は言わざるを得ない

と思うのです。共有したいと思います。今、日本の農業がどういう立場にあるかというこ

とと、米づくりでいかれなくなった農家は、これから先どうしていったらいいんだろうと

いうことをやはりひざを交えて話し合う必要があるのだなとつくづく思いました。

以上です。

○八木分科会長 五月女委員、どうぞ。

○五月女委員 諮問に対しましては賛成をいたします。

今、岡本委員なり、甲斐委員さんがお話しいただいたとおりでありまして、なかなか水

田で麦をつくるという難しさというのは、ここで我々農家の生産現場を 年も 年もや30 40

っている農家、四苦八苦するのは並大抵ではありませんで、言葉で言うほど簡単ではあり

ません。例えば基盤整備、今、岡本委員から出ましたけれども、夏季施工、冬施工すると

かおっしゃるけれども、当初から排水対策を重点に置いた基盤整備というのは、なかなか

予算の都合でできないのです。農家の予算ではありません。国の予算の都合でできない。

それは麦をつくろうと基盤整備したところへ麦をつくっても、畑作物をつくっても、排水

対策が十分でありませんから、当然冬の施工となれば、冬、湿潤でしけっているところし
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か排水をしません。夏作物、 ㎜の雨も降れば、 ㎜の雨が降れば、もうそこは水田300 150

状態、ダム的なものになってしまいますから、作物はもうだめになってしまいます。そう

、 、いう日本の実情というのをよく存じあげて この技術体系ができているわけでありまして

、 、 、末端では その技術体系の趣旨に従いまして 排水対策を磐石に行いますというけれども

水田は道路よりも低い実情であります。なかなかそういう実情を踏まえたところ、農道、

市道、県道が水田より低ければそんなことはしなくてすむのですけれども、基盤整備はそ

ういう面を重視してやっていきますものですから、難しいのは現実であります。

ただ、その現実を今、克服してやっとここまでの水準に来たわけでございまして、この

水準をどう維持していくかというのは非常に難しいのですけれども、各方面の御指導をい

ただきながらやっていきたいなと思っております。

ただ、私はお米を通して産地の交流をやっておりますけれども、例えばつくっているビ

ール麦や、大豆や、ヤマウドという、ほかの作物を通した交流が進んでいませんし、あん

まりそういう交流も聞きません。消費者との交流を、甲斐委員さんがお話のように、なお

かつ進めるということになれば、そういう新たな発想のもとで努力していきたいなと思っ

ております。

以上です。

○山田委員 私からも申し上げます。

諮問案には賛成であります。

なお、今回の麦価決定に関連しまして、めぐる情勢の ページに載せてあります関連14

措置と関連して申し上げたいと思いますが、この一番下のカに 「新たな麦政策大綱」の、

推進状況を検証の上で、価格形成の在り方等必要な措置について、今後さらに検討という

ことについてでありますが、先ほど生源寺先生もありましたが、米の生産調整のあり方と

も関連しまして、転作麦の対策がどういう状況になるのか大変心配があります。その意味

では、米政策の改革の方向が出されて、全体の枠組みが徹底した時点で、転作麦に対する

対策の検証も含めまして検討を始めていただいてはどうか。こんなふうに思います。

、 、あとはこれまで出ています意見とも関連して若干私の意見を申し上げますが 先ほど来

麦についての消費者負担の大きさについて御議論があるわけでありますが、例えば米の場

合、価格の低下と生産調整の拡大で総生産額は２兆 億円から、ここ５、６年余りで9,000

１兆円減っているわけです。米価は、これは小売り米価も含めてですが、平均で ％、20

、 、 、 。大きいものは ％ 場合によったら 品質にもよりますが もっと減っているわけです30
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この分、率直に言いまして、消費者の負担軽減となっているのです。ところが総額で相当

の金額が負担軽減になっていることをだれも言わないわけであります。一方、それじゃそ

の分だけ余計に米を食べてくれるかといいましても食べないわけでありまして、率直に言

いまして、流通経費も実は減ってないのです。かつ生産資材の経費も負担は減ってないわ

けですから、何のことはない、価格の下がった分はほとんどすべて生産者の手取り減にな

っているわけであります。

そういう意味で、消費者負担の問題は大変大事だというふうに思いますが、同時に、我

が国の食の問題とか、農地を守るという問題とか、それから、農業は補助金ばかりでやっ

ているのかと言われると困るのですが、そうでなくて、工業品との生産性の格差が明確に

出てくるというのは、これも経済学の常識なわけでありますから、ぜひそこの部分を、ど

んなふうに国内農業を考えるかという立場で見ていかなければならないと思うわけであり

ます。

そういう面で、これは中村さんに悪いのですけれども、何も海外の最高級の麦でつくっ

た白いパンばかり食べなくてもいいんじゃないかという思いもあるわけでありまして、自

給率も著しく低い国内の麦につきまして、土地利用の観点からも極めて大事な作物でもあ

りまして、そうしたことを踏まえた制度のあり方なり、制度維持というものを考えてもら

いたい。政府の関わりもぜひその観点で考えていく必要があるというふうに思っていまし

て、その意味で、コストプール方式の消費者負担のみを視点とした見直しには、反対とま

で言わなくてもいいのですが、大きな懸念があるということを申し上げておきたいと思い

ます。

○細野委員 年産麦の政府買入価格の算定につきましては、ルールに沿ったものです15

ので、これに賛成いたします。

それから、つけ加えて、要望としては、先ほどの若干繰り返しになりますけれども、政

府助成のあり方についてさらに見直しを加速していただきたいということであります。

それからちょっと皆さんのいろいろな御意見をお伺いしていて、私自身は技術的なこと

はよくわからないのですけれども、やや政府助成の今の麦に対するあり方というのが、直

接農家の方に渡す補助金というものがかなりほとんどのようで、米の場合だとインフラの

整備とかにもかなり使われているのだと思うのですけれども、麦の場合、今のようなあり

方でいいのか、もう少し技術支援とか、あるいは土壌の話もありましたけれども、そうい

うことも含めて考えていった方がいいのか、これは私がちょっと素人なのでわかりません
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けれども、ひょっとしたらそういうふうなことも考えられるのかなというふうに思いまし

た。

それから消費者の負担の情報提供の話について山田委員の方から話がありましたので、

私、先ほども言いましたけれども、私が考えているのは、例えば余り比較すべきものでは

ないかもしれませんけれども、例えば我々がガソリンを入れるときには揮発油税がどれぐ

らいガソリン価格の中に入っていて、それで道路の財源になっているということはある程

度知っているわけですね。それに対して麦だとか農産物の場合は、例えば小麦を買ったと

きに、それのどれぐらいが農業補助のために使われているかということは全然少なくとも

私は知らないし、あんまりそれは一般的に流布してない情報だと思いますので、だけど政

策を考えるときは、やはりそういうふうにして消費者は麦を買うときにしても、ガソリン

と同じように納得しながらやっていくというのが恐らく日本の農業にとってもいいことで

はないかというのが私の先ほど言ったことの理由ですので、つけ加えさせておいていただ

きます。

以上です。

○中村委員 私も諮問案には賛成いたします。

ちょっと説明させていただきたいのですが、別に五月女委員にあれするわけではないの

ですが、当然麦の作付、育成等について、県の普及員の方が指導されているというのは当

然承知しているわけですが、私が先ほど尋ねたかったのは、本作に向けて一体どういう体

制でやっているのですか。これは岡本委員からも、五月女委員からも、今の土壌改良を畑

作並みにやるのは無理だとか、いろんな話が出てくるわけですけれども、そういうような

ことも含めて、一体体制はどういうふうなことだったのでしょうか。そういう質問を申し

上げたわけです。

それから製粉工場というのは北から南まで全国に 工場ぐらいたしかあると思うので140

す。主要畑作地には全部あります。ですから、その年の小麦について、農家、農協と必ず

意見交換をしているわけです。私自身も北海道、青森、秋田、宮城、茨城、栃木、群馬、

埼玉、愛知、滋賀、岡山、香川、福岡、佐賀の麦作地には行ってきております。この資料

にあるある県なんかに行きましたときに、皆さんで協力してローテーション制度というの

を、いやうまいことやるものだなと考えていたら、やはり毎年、同じ状態に麦作条件がな

ってしまうので、常にたんぱくが低い、一度感心したけれども、どうもまずいなというよ

うなことを感じた経緯もありまして、それなりに製粉業界もいい国内産小麦が育つように
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協力しているつもりでございますので、そのうち五月女委員のところにもぜひお邪魔させ

ていただきたいと思います。

○八木分科会長 では黒田委員、最後に一言。

○黒田委員 諮問案に賛成でございます。

○八木分科会長 ありがとうございました。

それでは、以上で御意見の表明がすべて終わりましたので休憩といたします。

世話人の方々には、答申案の作成に入りますので、起草委員会会場の方へお集まりいた

だくよう、よろしくお願いいたします。

なお、答申の起草にあたりましては、本日、田中会長代理が御欠席ですので、生源寺委

員に起草委員長をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

また、審議の再開は、おおむね３時 分ぐらいを目途としたいと思いますが、答申案45

の作成状況を踏まえ、改めて事務局の方から御案内させていただきますのでよろしくお願

いいたします。

それでは休憩といたします。

［休憩］

［再開］

答 申 の 取 り ま と め

○八木分科会長 それでは、休憩の間に、世話人の方々にお集まりいただきまして作成し

ました答申案を、起草委員長の生源寺委員から御披露いただきたいと思います。

○生源寺委員 それでは、座ったままで、お手元にお配りしております答申（案）を読み

上げさせていただきます。

答申（案）

平成 年産麦の政府買入価格の諮問に対し、次のとおり答申する。15

記

平成 年産麦の政府買入価格については、現行算定方式に基づき諮問されており、諮15

問案どおり決定されたい。

なお、新たな麦政策大綱の実施状況について検証を行い、今後の麦政策のあり方につい

て関係者の間で速やかに検討されたい。
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農林水産大臣 大島 理森 殿

食料・農業・農村政策審議会

主要食糧分科会会長 八木 宏典

以上でございます。

○八木分科会長 どうもありがとうございました。

ただいま生源寺起草委員長から報告されました答申案をこのまま決定してよろしゅうご

ざいますでしょうか。

［ 異議なし」の声あり］「

○八木分科会長 どうもありがとうございました。

それでは、そのように決定いたします。

なお、この答申につきましては、後ほど私の方から大臣にお渡ししたいと思いますが、

そのような取り扱いでよろしゅうございますでしょうか。

［ はい」の声あり］「

○八木分科会長 それでは、そういうふうにさせていただきます。

どうもありがとうございました。

閉 会

○八木分科会長 本日は、活発な御質問、御意見、ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして主要食糧分科会を終了いたしたいと思います。

長時間にわたり、どうもありがとうございました。


