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はじめに 
 
本報告書は、『平成 25 年度海外農業・貿易事情調査分析（米州）検討委員会』において

検討を行った事項をとりまとめたものである。本検討委員会は、諸外国における主要穀物

の生産・在庫といった食料をめぐる状況や、直接支払い・経営対策といった農業政策をめ

ぐる状況、そして農産物貿易の動向を把握することにより、WTO 農業交渉その他の国際交

渉に適切に対処するとともに、国民に対する食料の安定供給を確保することを目的として

いる。 
なお、本報告書作成に当たっては、学術的な論文を作成するのではなく、国会質疑や国

際交渉等への対応といった、日々の政策立案業務に利用できるような実務的な情報収集・

分析を行うことを重視している。また、多々のニュース・リソースを利用して、関連情報

を収集・分析を行っている。 
 本報告書の構成は次のとおりである。第 1 章では、2012 年、2013 年と２カ年延長と

なり 2014 年 2 月に成立した 2014 年米国農業法の制定の経緯、その概要、そして、2014
年農業法に至る各年の上院および下院案の変遷について検討を行っている（主監修：服部

委員）。第 2 章では、第 1 節で、カナダが従来 WTO 協定の関税割当制により保護してきた

生乳・乳製品および家禽類産業（鶏肉、鶏卵、七面鳥）の供給管理政策を検討し、第 2 節

では 2012 年に小麦専売制廃止がなされたカナダ小麦ボード（CWB）について、CWB の専

売制創設及び廃止に至る経緯を概観し、専売制廃止以後の動向と今後の展望について検討

した。 
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検討会各回における検討課題およびスケジュール 
開催回
数 

開催時期 米国に関する 
主要検討課題 

第１回 2013 年 
7 月 26 日 

• 本調査の実施内容（実施計画）の説明 
• カナダ生乳・乳製品の供給管理政策、鶏肉・鶏卵・七面鳥の
供給管理政策及び小麦ボードについて-法体系の整理を中心
に 

• 次期米国農業法の論議の現状と方向性 
第２回 2013 年 

12 月 6 日 
• カナダ生乳・乳製品の供給管理政策、鶏肉・鶏卵・七面鳥の
供給管理政策-価格・割当・輸入政策の整理を中心に 

• CWB 専売制廃止後の経緯とその影響 
• 次期米国農業法の論議の現状と方向性 

第３回 2014 年 
3 月 7 日 

【報告書（案）の検討】 
• 2014 年米国農業法の制定と概要について 
• カナダ生乳・乳製品の供給管理政策、鶏肉・鶏卵・七面鳥の

供給管理政策と CWB 専売制廃止後の経緯とその影響 
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