
 

第 21回「国産大豆協議会」議事概要 

 

１ 日 時 

平成21年 10月 27日（火）10:00～12:30 

２ 場 所 

三番町共用会議所 2階 大会議室 

３ 出席者 

(1)協議会委員：別添のとおり。なお、木嶋委員の代理として清水委員、松倉委員の代理と

して矢野委員、林委員の代理として杉山委員が出席。 

 

(2)事 務 局：天羽生産流通振興課長、堺田地域対策官、 

野口課長補佐（生産流通振興課）、恩田課長補佐（食品産業振興課） 

 

４ 議事概要 

（１） 平成21年産大豆の生育状況について  

【事務局】 

○ 資料４「平成21年産大豆の生産状況について」により説明。 

北海道では長雨の影響があったが、8月以降の好天により生育は回復しているが、作

業は遅れ気味と聞いている。九州北部は大雨による冠水、東海地域も長雨の影響があり、

再播種や播種遅れにより一部生育の不足している地域がある。 

全般的には8月以降天気が回復基調にあったので、概ね順調であったが、再播種など

の影響で生育の遅れている地域がある。 

先般は台風18号が上陸して、東海・北陸などで倒伏・冠水の影響があった。現在、

まさに収穫時期かと思うが、大きな被害は無いとも聞いている。 

 

（２） 平成21年産大豆の集荷・販売計画について  

【全農：地挽委員】 

○ 資料５「平成21年産大豆生産計画」により説明。 

6月時点での生産計画から、10月の集荷計画では天候不順等もあり、集荷は1万7千

トン程度下回る見込で、全農では17万2,000トン程度。全集連でも1,000トン程度下回

り、全体では6月計画から約2万トン減の17万7,000トン程度の集荷見込となっている。 

 

北海道では5月頃から播種が始まり、長雨の影響で遅いところでは8月のお盆を過ぎ

てから播種した地域もあった。各地域からの8月末集荷見込の報告を集計、入札販売も

含めた計画を作成した。 

21年集荷数量は17万2千トン程度。6月の計画対比で91％。20年産が豊作で19万8



千トンだったので、20年産対比で87％。しかし19年産と比較すれば102％。天候の関

係から昨年よりは減ってしまったが、安定供給という観点では一定の水準を確保できる

と考えている。 

 

今年は全国的に日照不足・長雨。20年と比べ生産量の減少する県が多い。適期播種が

出来たかどうかは地域により差があり、生育のバラツキも大きく、集荷見込も予想しに

くい状況。 

地域別では、東海地区の作柄が良くなかった。7月の長雨により播種遅れや、再播種

もあった。さらに先頃の台風により一番被害を受けたのが東海地区。悪いところでは6

割作との情報も。北海道では7月の低温・日照不足により生育が不十分。8月以降は天

候が回復するも9月以降はあまり芳しくなく、昨年よりも13％程度減少する見込み。作

業も遅れている。東北地区でも北海道と似た天候の影響や秋の多雨により、収穫作業も

遅れ気味。九州地区では20年対比で14%減の見通し。7月末の豪雨による冠水の影響で

再播種した地域も。2割程度の減収を余儀なくされている地域もある。比較的順調なの

は関東地区。 

 

作業の遅れている地域等では品質低下が懸念されるが、しっかりと選別し、良質な商

品を提供したい。例年よりも収穫が遅れていることもあり、乾燥調整も例年より時間を

要する見込となっている。 

 

面積は前年比98％で、概ね前年並み。 

主要品種の集荷量動向。九州中心に生産されている「フクユタカ」は前年比83％。北

海道の主力品種である「とよまさり」も天候不順により前年比84％。北陸中心の「エン

レイ」は天候不順の影響が北海道や九州よりもやや少なく、前年比89%。関東中心の「タ

チナガハ」は比較的天候の影響が少なかったため、前年比97％。東北の主力「リュウホ

ウ」は生育遅れ等から前年比87%。北海道の納豆専用の「スズマル」は北海道の品種の

中では減少の幅が少なく前年比97％。「ユキシズカ」は作付けが増えており、北海道の

納豆専用品種は全体としては増産傾向。一定程度の供給を確保。 

 

販売計画については、入札で3分の1程度、残りを相対・契約栽培での販売を計画し

ている。 

 

（３） 平成20年産大豆の入札取引結果及び21年産大豆の入札販売計画について 

【日本特産農産物協会：池田委員】 

H20の入札取引の経過については、例年8月までの入札が今年は9月まで行われた。

集荷数量20万4,000トンに対して、落札数量は2万4,000トン、落札割合は11.9%。前

年の落札数量割合33.7%と比較すると、非常に低い数値となっている。生産者団体にお



いては計画では入札で3分の1を販売するとしていただいているが、結果として低くな

っている。 

H20産の落札数量は少ないが平均落札価格は例年と同程度の傾向となっている。全体

的に入札者数も少なく、月別でも落札率は低かった。 

 

21年産の入札販売計画について。集荷予定は17万7千トン。販売予定は目標どおり

3分の1の計画となっている。11月は、産地の対応が遅れるとのことで11月の上場は見

送る旨、買い手には通知している。 

 

【武政座長】 

20年産の販売はほぼ完了すると聞いている。市場取引が不活発であった。21年産は

昨年が豊作であったことに対すれば、全体にどう影響するのか。今年の作柄が良くなく、

収穫・調整が遅れ、市場への出荷が遅れていることに関して、皆様の感触は。 

   

【全穀商連：杉山委員】 

収穫の遅れに関しては特に問題はないと考えている。国産大豆は持ち越し在庫もある。

輸入物は既に来年のプレミアムや数量を予測して、話をしている。国産は作柄によって

価格・数量の上下があり、輸入の方が安定している。 

   

【武政座長】 

安定出荷には安定した品質という意味も込められており、21年産は収穫遅れ調整遅れ

から、11月入札を見送っている。 

新穀の需要があるなど、意見があれば出していただきたいが。 

 

【納豆連：松永委員】 

スズマルの落札が悪いとのことだったが。 

納豆は従来、スズマル、ユキシズカ、茨城小粒が主流だった。これらの品種が差別化

商品ということで売れていた。昨年、スズマル、納豆小粒が高騰し、商品が売れなくな

った。消費者は安くなければ買わないという風潮で、国産差別化商品は売れない。大手

業者は国産中粒を使い始めており、これは納豆では今まで使っていなかったが、価格が

非常に安い。そうなるとスズマルなど高い商品は売れない。納豆業界は二極化しており、

中小の差別化商品の価格が取れなくなるのが心配。 

 

【豆腐協会：清水委員】 

豆腐メーカーでは国産を使っているところは今後も使いたいという意向がある。しか

し、末端の商品価格が上がっていない。大豆もだぶついている。今まで1丁140円で売

れていたものが120円とかになっている。国産と輸入の両方を使っているところは価格



差が問題となっている。 

ＰＢが問題。ＮＢと同じ原料、製法なのに、パッケージだけ変えてＰＢは値段を下げ

られている。同じ棚に並べられると自分の商品が売れない。しかしＮＢを店に置くため

にはＰＢも製造・納入せざるを得ない。 

国産大豆がだぶついているなら値段を下げて欲しいが。豆腐業界は苦しいところ。 

 

【JA全中：馬場委員】 

19～21年と、大豆の生産はこれまでと大きく変わっている。基本的には担い手、集落

営農を中心とした生産となってきた。今回の天候不順でも収穫量にはそれほどの影響は

無かった。今まではちょっとした天候不順で収穫量が大きく変動し、価格が高騰してい

た。何とか良質な国産大豆を供給しようという主体的な担い手が生産を始めており、安

定供給する体制が整ってきつつあるということ。その上でコスト低減などの努力をして

いこうとしている。その産地側の努力を申し上げておきたい。 

 

※参考資料の紹介【情報提供】 

【事務局】 

○ 「参考４ 消費者・実需者ニーズに対応した国産大豆の供給構造」 

農林水産省の政策研究所で調査研究した事例。実需者の皆様において、今後の販売戦

略の1つの視点として参考にしていただければ。質問等については当方から政策研究所

に繋ぐので、何かあれば連絡頂きたい。 

○ 「参考５ 大豆加工食品に関する意識・意向調査結果」 

消費者モニターの意識調査の結果をまとめたもの。消費者のニーズが高いとの結果が

出ている。 

○ 「22年度の概算要求の概要」 

10月 15日の資料。目玉は戸別所得補償。本格導入はH23年度からだが、22年度にモ

デル事業として米で先行して実施する。産地確立助成金などの転作助成金を見直し、わ

かりやすい体系としている。大豆は35,000円/10aとなっている。22年度についてはこ

のほか、水田・畑作経営所得安定対策でも別途支援される（いわゆる緑ゲタ、黄ゲタ）。 

 

【豆腐協会：清水委員】 

政策研のレポートについて、ＨＰなどで公開して欲しい。 

 

【事務局】 

了解した。 

 

（４） 国産大豆の今後の需要見通し等について（アンケート結果） 

（５） 国産大豆に関する情報交換について【事務局】 



～「資料７各業界における大豆の需要見通しアンケート結果」についてコメントしなが

ら、意見交換が行われた。 

【武政座長】 

各実需者の方からアンケートの回答を頂いている。回答に当たってはそれぞれいろい

ろな議論・問題意識もあったろうと思われるので、製品の販売状況など全体を勘案して、

どのように業界が動いていくべきかなど、コメントを頂きたい。 

 

【豆腐協会：清水委員】 

原価・採算性について。製品価格が安い。ＮＢがＰＢとして更に安値を要求されてい

る。そして品質管理は今まで以上に厳しく要求されている。大豆の品質に求めることは、

まずはキチンと固まる、歩留まりのいいもの。各社、自社規格がある。それに合致した

品種改良が望まれる。 

 

価格も安く、良い品質のものを的確な時期に出したい。メーカーとしての役目。推進

したい。良い品質の大豆を作ってもらい、良い品質の製品を作り、売れていくという良

い流れがあればよいが、そうなっていない。やはり製品価格を安くしろと言われ、結果、

原料が高いということになる。今までメーカーは製造ラインを70％稼働80％稼働でやっ

てきたが、コストを考えると100％稼働24時間やらなければ合わない。豆腐業界は苦し

い。 

 

近の豆腐は固まりにくくなっており、品種の劣化があるのでは。新しい品種を望む。 

 

【豆腐油揚商連：橋本委員】 

業界では初めての試みとして、11月8日に新宿西口地下街で「関東豆腐祭り」を実施

する。こういうことをしなければならない状況にある。イベントには費用がかかるため、

業界の取組、需要拡大キャンペーンに対して、支援を頂けないか。国産大豆を生産して

も製品が売れなければならないので、ご理解の上、支援頂きたい。 

 

スーパー、量販店では低価格競争が苛烈。そこへ製品を卸しているメーカーは納入価

格を引き下げさせられる、困っている。採算性が悪化している。しかし止めるに止めら

れない。適正な競争に戻して頂きたい。 

 

不当廉売行為について。富山県のあるスーパーで5円/丁のキャンペーンを実施。そ

ういうことをされると、メーカーはダメージを受ける。昨年も同様のことをしており、

公取に申告したが、注意で終わった。今回も同じ対応。法の不備、無力感を感じている。

農水省もこういった事例がないよう、何らかの指導をして欲しい。 

 



生産者との情報交換など交流の拡大を望んでいる。中央や県レベルではなく、市町村

レベルで継続して実施して欲しいとの声が上がっている。生産者と実需者では売る方と

買う方で利害が相反することもあり、調整役、仲立ちとして役所にも入って頂ければ、

良い交流が出来るのではないか。 

 

【武政座長】 

今後の需要見込は21対比で減少と見通しているようだが。 

 

【豆腐油揚商連：橋本委員】 

豆腐も安いものは売れているが、そうなると、安い原料に向かう。需要は50万トン

くらいとしているが、正確には43～44万トンくらい。国産は減るのでは。より安い輸入

物へシフトするのでは。 

 

【納豆連：松永委員】 

納豆は二極化が進んでおり、大手と中小の差が拡大している。大手は輸入を使って安

価な製品、中小は国産を使って差別化製品を作って、棲み分けしてきていた。 

しかし、大手スーパーでは昨年あたりから小粒と比較するとかなり安い中粒大豆を使

った国産ＰＢ納豆を使い始めている。それに伴い、大手メーカーも国産中粒の製品を出

し始めている。これにより、国産原料の使用量は増えるかもしれないが、折角、中小が

やってきた国産大豆を使った差別化商品が厳しい状態になるのではないかと心配してい

る。 

中国産はいいものが出来るが、消費者は買ってくれない。そのため、今後は国産中粒

が増えてくる。中小の生き残りが懸念されるところ。 

 

【調理食品組合：菊池委員】 

煮豆、総菜の業界。 

傘下業者の使用量は1万トン内外。アウトサイダーでは缶詰や水煮などを作っており、

それらを併せると正確な情報は無いが、大体3万トン前後か。需要動向については、大

体横ばいと考えている。 

 

業界の特徴は国産使用が9割超ということ。金時や黒大豆と比べても黄大豆は価格が

安く安定しているので、煮豆業界は製造販売に安心して取り組めている。 

このため、あえて輸入大豆をつかう必要性がないのが、国産9割超の要因。 

煮豆原料には様々な種類の大豆が使えるが、これは逆に言うと、原料に要求する品質

には特徴がない。今後の希望としては煮豆にぴったりの品種を開発してくれればと思う。

北海道の道南地域では「タマフクラ」という大粒の品種に取り組んでいるが、これは作

るのに手間がかかるため、作付けする生産者が少なく、枝豆でも美味なため、乾豆で10



トン前後しか生産されなかった。 

極端に言うと、煮豆にしか向かないような、そんな品種が開発されると、まだ需要は

開発できる。 

 

ＮＢとＰＢの問題。ＮＢで商品をお願いしている同じメーカーにＰＢを作れとなると、

同じ原料で同じ生産工程で作って、上代価格が安くなるため、メーカーの卸価格が下が

る。パッケージが違うだけで、採算性が悪くなるＰＢをやらざるを得ないのがジレンマ。

大豆の価格が他の煮豆の原料よりも安く安定してはいるが、もっと国産大豆も安い原料

があればなぁという現状もある。 

 

【醤油協会：金子】 

昨年春、醤油は価格改定しており、価格については、比較的安定して推移してきたが、

ここに来て若干下がり気味。出荷量は下がってきており、１～8月期は前年対比で7%強

減っている。「つゆ」や「たれ」など醤油加工品は若干伸びており、全体の原料使用の減

少はあまり無さそうか。 

 

醤油業界は需要20万トンのうち、国産大豆使用が2％で輸入がほとんど。原料は醸造

用脱脂大豆が8割方で、丸大豆は4万トン程度、その中で国産は3,500トン程度。 

醤油は大豆のタンパクが必要で、色、形はあまり重要としていない。しかし差別化と

して、国産大豆を使った製品も若干ではあるが増えてきているのではないかと思う。 

 

農水省のＨＰで大豆のページの中で、醤油の原料が大豆かすとされており、エサと同

列で記載されている。訂正して頂きたく、お願いする。 

 

【全味噌連：小畑委員】 

業界は前年比マイナスが続いており、1～8月の集計では前年同期比▲3.4%。数量にし

て1万トン弱。これは、準大手1社分、中堅規模のメーカー3社分くらいの大きな量で、

これほどの落ち込みはかつて無く、深刻に受け止めている。価格については、昨年春に

約10％の価格改定が出来たが、特売などのプレッシャーで価格改定分は7～8割は吹き

飛んだとも言われている。 

 

国産大豆はシカゴ相場や消費者の意向などから、国産大豆使用商品の競争は厳しくな

っている。ここにきてＰＢに対してＮＢが頑張っているとの業界紙の見方もあるが、低

価格指向が背景にあり、比較的高価格帯であったこだわり商品、例えば国産無添加など

は苦戦していると言われている。 

 

消費量も家計調査では減少続きだが、平均価格も前月までの前年同月比プラスがつい



に8月には前年同月比マイナスとなっている。 

消費者の意向、低価格指向がメーカーにしわ寄せが来ており、この傾向が続く限り、

廃業など、ますます厳しい経営環境になるのではと心配している。こういった中でも需

要拡大を図りたいが、そういった面への支援をいただければ。 

 

【きな粉工業会：服部委員】 

きな粉は地域密着型の加工食品。会員の中の1社が「うぐいすきな粉」の製法登録を

しており、そのブランドを会員に公開、それを使用する企業を中心に30社程が参加して

工業会活動を行っている。 

 

業界は 大1,500トンを消費するところは4～5社でそれ以外は中小零細。 

国産に対するニーズは高いと感じているが、価格の面で中々輸入から国産に切り替え

られないのが現状と思う。 

 

国産大豆には長期的に安定供給、価格安定対策をお願いしたい。メーカーも自社リス

クもあるが、安いときに仕入れた豆を備蓄している。大豆業界としても備蓄の政策をお

願いしたい。 

 

きな粉は洋菓子需要が拡大してきていたが、これが止まってきており、横ばいから減

少傾向。それに代わって和菓子業界で品数が増えている。コンビニでは年金支給日に一

番和菓子が売れるということで、これに対する品揃えで和菓子の提案をどんどんやって

いこうとしている。1割～2割くらいは和菓子業界で新しい提案をしながら、拡大してい

くのではと見込んでいる。 

 

【全穀商連：杉山委員】 

売価が上がらないことが問題。消費も進んでいない。 

在庫を持っている、新穀の時期もやってくる、在庫をどうしようかという話を聞く。

組合としてはいくつか需要拡大の要望として、アンケートに列記した。 

キャンペーンによる需要拡大にも連合会として出来るだけ参加していけたらと考え

ている。業界は全体的に元気がないとの印象。 

 

【武政座長】 

ここ数年は安定した生産で、来年もまずまずの量を確保できている。それよりも品質、

価格に対する要請が多いかなという印象。需要の動向が反映している。 

消費者側からの意見があれば。 

 

【生協連：大久保委員】 



納豆の供給状況について、今月は昨年比でクリアした。本年度末では昨年対比ほぼ前

年並みで着地見込み。国産が比率を上げていることが貢献しているが、スズマル商品が

落ち込み、中粒でカバーしている状況。 近は、小粒のプレミアム化、中粒のレギュラ

ー化が進んでいるように見受けられる。 

 

次年度計画では、今年度並みを維持したいと考えている。中心に国産を据えてゆきた

い。スズマルは流通各社ＰＢが出揃っていない状況。この動向によりスズマルのポジシ

ョンがどうなるのか、注意していきたい。 

 

今後の見通しは、ボリュームゾーンの商品で顔が見える商品を発売したところで、供

給状況を確認しており、今後の開発につながるか注視してゆきたい。 

 

国産には安定供給と輸入と大きく離れない程度の柔軟な価格体系を望む。 

北海道豆腐はプレミアムの位置づけとして販売してきたが、以前より甘みが少なくな

ってきているとの意見を聞く。 

 

【消科連：犬伏委員】 

景気低迷、主婦としては家計を堅実にしようとして、安いものに走るのは確かだろう。

しかし、地産地消、国産への安心感という意識はあるはず。また消費者は自給も強く望

んでおり、国産を多少の価格差はあっても選んできた。 

 

大豆は毎日消費する食品。それなのに何故、休耕田などがこれだけあるのに自給でき

るほどの生産が出来ないのか。国の支援により外国産との価格差をカバーして欲しいと

いうのが消費者の要望。国産のものをもっと買えるようにして欲しい。 

 

きな粉は嗜好品なのに、それすらも輸入が6割というのは、悲しいこと。もちろん、

メーカーの経営として安い原料を選ぶのも分かるが。過去の話では、メーカーから国産

大豆は欲しくても安定的に手に入らないとの意見もあったかと思う。これは農水省の政

策としてなんとか生産をするようにできないものか。 

醤油でもこだわりの部分の2％でしか国産を使っていない。若い世代の家庭はどうし

ても価格に振り回されることはあるかと思うが、全体としてみればその量は少ないもの

と思う。 

 

【武政座長】 

全体として、価格と品質の問題の話が多かったかと思う。 

今後、農水省の政策も戸別所得補償制度に大きく変わる。この制度が浸透するほど、

安定した価格、コストの問題が重要となってくる。 



需要に応える品質のものを供給するということも大事。 

 

品種の劣化の話もあった。これは北陸のエンレイが全体的に不安定化しているのでは

ないか。本来南の方の品種と思っていたフクユタカが全国的に栽培されている。決して

悪いことではないが、もう少し各地に適した品種を広げることも必要かと思う。 

研究サイドではどのような状況にあるか。 

 

【農研機構：荒木委員】 

300A技術は、機械を使って基本技術を大規模に低コストに行う技術であり、今後はも

っと積極的に多収とするような技術の開発が必要と思っている。 

 

話のあった品種劣化の件について、一般論としてはある地域において特定の品種の弱

点である病害が増えてくるなどで、結果として需要者の方に「品種の劣化」という印象

を持たれることがあるかと思う。北陸の「エンレイ」の場合は地域の土壌性質等関係で

大豆等を連作した場合の影響で地力が減退し品質が下がっていると言われ、品種の能力

とは別に問題が起こっていると考えた方が良いと考える。 

 

品種育成の取組については、豆腐用を中心にしつつ力を入れて行っている。東北では

「エンレイ」に代わるタンパク含量の高い品種も昨年登録されており、富山では今年新

しい品種が出る予定。ただ、実際の栽培は農家が選択した品種となるため、安心感のあ

るフクユタカやエンレイがあり、なかなか品種が代わって行きにくい現状はある。今後、

栽培技術などと組み合わせて、積極的に収量を増やせる品種を作ることに力を入れてい

きたい。 

 

更に高度化できる技術としてＦＯＥＡＳという技術がある。この技術について、少々

紹介したい。 

 

【農研機構：島田委員】 

大豆は根に根粒菌が共生して、空気中の窒素を固定しており、これをいかに活かすか

が重要。根粒は土壌水分の影響を受けやすく、湿害も干ばつもダメだが、水田転換畑で

は変動が大きく、これが大豆生産不安定化の大きな理由。 

ＦＯＥＡＳは基盤整備が必要なため多少コストがかかるが、地下水位を自由に制御で

きるシステム。これを用いると大豆の生産が非常に安定する。これまでの全国的試験で

は平均すると約4割の増収という結果が得られている。なおかつ、この技術は耕作地の

排水性が良くなるので、作業性も良くなる。今後も研究を進めていきたい。 

 

地力の問題については、水田で水稲を栽培する場合は連作できるが畑地化するとどう



しても土壌中の有機物が減ってしまう。北陸の生産の不安定化問題についても地力の維

持の観点から今後も取り組んでいきたい。 

 

【武政座長】 

後に、補正予算で販売関係にかかる支援策について。 

 

【事務局】 

21年度補正予算で、68億円ほどの麦・大豆・米粉用米の需要拡大対策の予算を確保

していたが、今政権において、見直しが行われ、本年度に取り組むものは予算を確保す

ることとなっている。大豆関係では、複数年契約や食品製造事業者における商品開発へ

の支援があるが、本年実施分は予定どおり。今後についても、ご要望を賜りながらやれ

ることを検討してきたい。 

 

イベントへの支援の要望が複数あったが、現状では支援は難しい。しかし生産者団体

の皆様、実需者団体の皆様、消費者団体の皆様と一緒になってコーディネートしていく

といった協力は出来る限りしていきたいと思っている。 

2年ほど前から、消費者に直接キャンペーンするような予算はほとんど認められなく

なってきており、国の予算で行うというのは今の状況では難しい。国産大豆の振興とい

う観点から、技術的には単収の向上や安定がひとつの大きな要素だが、需要と結びつい

ていなければミスマッチとなってしまうため、21年度補正予算で第1弾として食品製造

事業者の方への支援を仕組ませて頂いている。 

 

それから、大豆のホームページで醤油原料にかかる表記については、既に修正されて

いるので、後ほどご確認頂きたい。 

 

【宮城大学：高橋委員】 

安定供給には生産レベルでの対応が重要だが、今回の政権交代によって、どのような

影響を受けるのか気になるところ。 

概算要求の中では、水田利活用自給力向上事業において大豆に35,000円/10aとなる

が、農業新聞等で見ると県間調整により実質、70，000円/10aくらい交付されていると

ころもあるようで、これにより生産減退が心配される。また、団地化加算金が重要な支

援だったが、これがどうなったのか。 

 

それから、経営所得安定対策は前年度よりも増やしているとのことらしいが、個別経

営4ha以上、集落営農20ha以上といった規模要件、生産調整への参加要件といったもの

が撤廃されるのかどうか。 

分かる範囲で教えて欲しい。 



 

【事務局】 

水田利活用自給力向上事業について、今の産地確立交付金は予算額固定の中で運用し

ていたので、面積拡大の時には対応しづらいということで、別途対策を更に措置してお

り、複雑な仕組みとなっていた。転作面積の大きい地域には沢山配分するといった対応

をしていた。 

今回は簡素なわかりやすい仕組みに設計となっており、大豆を沢山作れば、その面積

に応じて支援する形としているので、以前の制度とは異なるので、県間調整の話で御指

摘のあった件については一定程度の対応は出来ると考えている。 

 

団地加算については、現在の要求の中には入っていない。担い手に集約してブロック

ローテーションなどに取り組んで頂いているが、こういった取組が壊れないように、し

っかり対応していきたいと考えている。 

水田経営所得安定対策は現行の整理のまま22年度は実施する。 

 

生産調整参加要件、23年以降の取組に関しては今後議論していくこととなる。 

 

【武政座長】 

今年は今までの政策の延長上にあるので、供給に関して量的問題は出てこない。政策

の転換の期間によっては影響が出る可能性もある。そうならないよう、関係者で今後も

協議していかなければならないと思う。 

 

【JA全中：馬場委員】 

大豆は中国など諸外国の生産条件と異なり、国内では水田で作付けしなければならな

いため、問題がたくさんある。その点から、今の制度の中では海外とのコスト差を埋め

る対策としてゲタがあるが、今後価格差を埋めようとすると国産価格は下がるため、そ

のときの再生産可能な農家手取りを確保するには現行制度では不十分な面がある。23年

以降の戸別所得補償の際には、しっかりと対応していかなければならないと思っている

が不安がある。 

 

米の水準以上の価格補てんをしないと、なかなか大豆は作られない。このため50,000

円/10a以上の交付をしている地域が半分以上ある。これが全国統一単価で35，000円/10a

になるとされ、現場では不安感、今までの努力は何だったのかといった動揺が広がって

いる。 

22年産ではキチンと今までの努力が報われるようにならないと、それ以降のステップ

に入れない、というのが現場の実態。 

 



【チェーンストア協会：小笠原委員】 

ＰＢとＮＢが同じ製造コストなのに小売りではＰＢが安く販売されているはおかし

いとの話について。ＰＢは物流コストや広告宣伝料をかけないといった1銭単位の努力

の結果として安価に提供するという仕組みを理解頂きたい。 

 

5円/丁の豆腐の話について。これは理解できない価格であり、改正独占禁止法では不

当廉売も課徴金の対象となる。公正取引委員会で取り締まってもらうのが肝要と考える。 

 

【武政座長】 

今後も頂いた意見等をもとに皆様とまた議論していきたい。 

後に全農からご報告があるとのこと。 

 

※国産大豆シンボルマークについて 

【全農：地挽委員】 

国産大豆シンボルマークについてはH11年の協議会において制定され、全農に運用を

任されてきた。今般、マークの運用管理について改正するにあたり、皆様にお知らせす

ることとした。 

 

改正概要について。 

現状は使用申請後、申請者に許諾していたが、商品への許諾か使用者への許諾かが明

確ではなかったので、使用者への許諾である旨を明記する。そしてマークの使用状況を

的確に把握するため、使用者から毎年、マークの使用状況を報告頂くこととした。 

皆様には国産大豆の需要拡大に取り組んで頂くとともに、全農も農水省同様、予算が

無い中でも協力をしていきたいと考えている。 

 

昨年は中国産問題や穀物高騰から国産大豆に目が向いたが、現在、消費者は価格指向

となっている。その中で産地のコストは上がっており、きちんと産地で安定生産できる

ような対策をお願いしたい。22年から制度が変わるが、従来の政策との整合性、連続性

がないと産地が苦労する場面も想定される。 

価格志向の中で輸入商品の価格下落、生産コスト上昇と厳しい状況。大豆の備蓄政策

について、実需者、生産者から要望が出ている。生産振興との両輪で検討していって頂

きたい。 

 

【事務局】 

国産大豆の生産振興に当たっては様々な課題、問題があり難しさをしみじみと感じた。

頂いた意見をもとに、農水省内でもさらに議論していきたい。 

了    


