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平成20年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成21年３月、６月 担当部局名：総合食料局総務課

評価書公表時期：平成21年７月

【施策名】
主要食糧の需給の安定の確保 政策体系上の位置付け Ⅰ－②

【施策の概要＜目指す姿＞】
主要な食糧である米麦の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資する。

【施策に関する目標】
（１）米の需給の安定を確保する。

目標 ① 米の需給の安定の確保
＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

ａ 消費者への安定供給の確保に資する備蓄運営
ｂ 生産調整の実効性確保 おおむね有効
ｃ 豊作時における過剰米の適切な区分出荷注１

＜目標達成のための主な政策手段＞
【政府米の買入・販売（予算額は買入分） 168,696（180,153）百万円】

米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、政府買入・販売を実施。
【集荷円滑化対策注２ 2,423（0）百万円】

豊作による過剰米について、出来秋の段階で主食用市場から隔離することで、米価の大幅な下落を防ぎ、
稲作経営を安定させ、米穀の需給及び価格の安定を図る対策。

＜目標に関する分析結果＞
目標に対する達成状況としては以下の結果から、「おおむね有効」となった。

ａ 消費者への安定供給の確保に資する備蓄運営については、20年７月から21年６月までの１年間の供給量が
十分確保されると考えられることから、回転備蓄を基本とする備蓄米の適切な年産更新を行うこととして売
買を進めた。
なお、効率的な事業運営を実施する観点から、政府所有米穀の保管や運送を実施する業者を選定する際に

は、一般競争入札を導入する等により、経費節減を図っているところである。

ｂ 生産調整の実効性確保については、「すべての水稲生産農業者に対して生産数量の目標を通知している地域
協議会等注３の割合」が99％となった。
また、「全国の需要量に関する情報に対する水稲生産実施計画書を提出している農業者の生産数量目標の割

合」については、87％となった。

ｃ 豊作時における過剰米の適切な区分出荷については、平成20年10月15日現在の全国の作況指数が102となっ
たことから、全国36道府県で集荷円滑化対策が実施され、このうち34道府県で区分出荷された。
この中で、１月中旬までに区分出荷を完了するよう指導した結果、１月15日の区分出荷数量は、区分出荷

予定数量10.5万トンに対し、10.1万トンとなった（達成率96％）。
＜改善・見直しの方向性＞
ａ 消費者への安定供給の確保に資する備蓄運営については、引き続き、適切な備蓄運営に努めることとする。

ｂ 生産調整の実効性確保については、引き続き、すべての水稲生産農業者へ生産数量の目標の通知がなされ
るよう地域協議会等に対し助言・指導を行っていく。
また、水稲生産実施計画書の提出率を向上させるため、特に生産調整非参加者に対して、生産調整の趣旨

について理解していただけるよう働きかけを強化し、関係者注４と連携しながら取り組んでいく。

ｃ 20年産米の豊作過剰分の区分出荷数量については、達成率が96％であったが、集荷円滑化対策については、
加入者と非加入者との間で不公平感が顕在化していることから、今後、このような経緯を踏まえ、所要の見
直しを行っていく必要がある。

以上のような取組を図りつつ、我が国の食料自給力の維持・向上を図るために、これまでの大豆、麦等の生
産と併せて、水田で米粉用米や飼料用米の生産を本格的に開始し、「水田フル活用」に取り組むこととしており、
この取組が円滑にスタートできるよう、法律、予算、税制、金融の支援措置を総合的に講じていくことしている。
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（２）麦の需給の安定の確保及び良品質な国内産麦の供給
目標 ② 麦の需給の安定の確保及び良品質な国内産麦の供給

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
ａ 需給見通しに即した外国産麦の安定供給
ｂ 需要に応じた良品質な国内産麦の供給

おおむね有効

＜目標達成のための主な政策手段＞
【麦類等の買入・販売（予算額は買入分） 367,514（180,361）百万円】

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律注５」（以下「食糧法」という。）の規定に基づき、毎年３月
末日までに麦の需給に関する見通しを策定・公表。これに即して外国産麦を輸入し、需要者への供給を図る。

【水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）のうち、生産条件不利補正対策
153,153（139,549）百万円の内数】

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょについて、
・過去３年間（16年～18年）の生産実績に応じた支払
・19年産以降毎年の生産量・品質に応じた支払

を実施。
＜目標に関する分析結果＞

目標に対する達成状況は以下の結果から、「おおむね有効」となった。
20年度の麦の輸入量は473万トンとなり、「麦に関する需給見通し」における輸入量の見通し499万トンに比べ

て95％となった。これは、国際価格が一時の高騰局面を脱したとはいえ、比較的高水準で推移した中で、主要
な輸入先国であるアメリカ、カナダ、オーストラリアの輸出機関・輸出業者と安定輸入について協議を重ねる
とともに、当該輸入先国の輸出・在庫状況の把握に努め、必要量を確保するため前倒し買い付けを行ったこと
によるものである。
20年産の小麦の品質評価結果は、Ａランク注６が80％となった。これは、全国的におおむね好天に恵まれて小

麦の生育が順調であった中で、水田・畑作経営所得安定対策を活用して農業者が品質の高い小麦の生産に努力
したことによる。
なお、麦の輸入において、指名競争入札により輸入業者を選定することにより、経費削減を図り、効率的な

事業運営に努めているところである。
＜改善・見直しの方向性＞

達成状況は「おおむね有効」であったものの、中長期的な世界の穀物需給は、ひっ迫基調で推移することが
懸念されており、引き続き、麦の主要輸入先国であるアメリカ、カナダ、オーストラリアの輸出機関・輸出業
者と安定輸入について協議を行う必要がある。
また、国産小麦の需要を拡大するためには、需要に即した良品質麦生産の推進を図ることが重要であり、引

き続き、品質区分に応じた助成を行うことにより、農業者に対して品質の向上の努力を促していくようにする
必要がある。

【施策に関する評価結果】
主要食糧の需給の安定の確保については、「米の需給の安定の確保」及び「麦の需給の安定の確保及び良品質

な国内産麦の供給」の目標に対し、各政策手段の適切な実施により、米穀の需給の均衡がおおむね図られたこ
と、また、麦の需給見通しに基づいた輸入及び国内産麦における実需者の求める品質に応じた供給が行われた
ことから、施策の目的を達成した。
これまでの取組を図りつつ、我が国の食料自給力の維持・向上を図るために、これまでの大豆、麦等の生産

と併せて、水田で米粉用米や飼料用米の生産を本格的に開始し、「水田フル活用」に取り組むことが重要である。
また、事故米穀を二度と流通させないよう再発防止策を継続するとともに、国民の食品安全に関する関心の

高まりを踏まえ、食品（米麦）の販売事業者として、消費者へ安全な食料を販売する取組を徹底することが重
要である。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
食料・農業・農村基本計 H17.3.25 第３の１の（６） 食料の安定輸入の確保と不測時における食
画 料安全保障

第３の２の（５）のア 多様な経営発展の取組の推進
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【政策評価総括組織（情報評価課長）の所見】
施策「主要食糧の需給の安定の確保」を実現するため、「米の需給の安定の確保」、「麦の需給の安定の確保及

び良品質な国内産麦の供給」という２つの目標をおき、20年度はその達成状況について、各政策手段が適切に
実施されたことから、「おおむね有効」であると担当局は評価している。
これら２つの目標のうち、米の需給の安定の確保を図るため、備蓄運営、生産調整の実効性確保及び豊作時

の過剰米の適切な区分出荷の３つの指標をおいているが、水田面積の６割で主食用米の需要を満たせるという
現状からすると、生産調整の実効性を確保することが特に重要である。
平成20年度における生産調整の実効性確保については、さらにその下に２つの指標があり、①「すべての水

稲生産農業者に対して生産数量の目標を通知している地域協議会等の割合」は99％、また、②「全国の需要量
に関する情報に対する水稲生産実施計画を提出している農業者の生産数量目標の割合」は87％となった状況か
ら、生産調整の実効性が確保されたと評価している。しかしながら、生産は、依然として生産調整目標を超過
してなされていることから、現在設定している指標のみを用いた評価では、実態を的確に把握できていないと
考えられる。このことから、生産調整の実効性確保についてより適切に評価できる指標について検討する必要
がある。
なお、事故米穀の不正規流通問題を踏まえ、農林水産省が米麦の販売事業者として、国民の生命にかかわる

「食」を担っているという自覚のもと、信頼の回復に向けて万全の取組を重ねていくことが求められている。
このため、現在、政府が保管している米穀に食品衛生法上問題が生じた場合は廃棄処分するとともに、米穀

やその加工品・調整品についてトレーサビリティを導入する「米トレーサビリティ法」が平成21年４月17日に
成立する等事故米穀の不正規流通問題の反省を基にした取組が進んでいるところであり、それらの効果につい
て検証し、今後とも持続的に実施していく必要がある。

【政策評価会委員の意見】
・ 生産調整の実効性が確保されたか端的に判定できるような指標とすべきではないのか。（合瀬委員、長谷川
委員（第１回））

・ 生産調整の実効性を確保するための指標は、「すべての水稲生産農業者に対して生産数量の目標を通知して
いる地域協議会等の割合」を高くすることとしているが、これはアウトプット指標なので、アウトカム指標と
すべきではないのか。（長谷川委員（第１回））

・ 生産調整の実効性確保については、水稲生産実施計画書を出したからといって、生産調整の実効性が確保さ
れているわけではない。生産調整の実効性確保ということが目標に掲げられている以上、現状からすると「実
効性が確保されていない」と明確に書くべきではないか。（田中委員（第３回））

・ 米が過剰生産された場合、国が買い上げて価格を維持しており、生産調整に参加しなかった人も恩恵を受け
ることになる。このため、生産調整に参加している人は不公平感を感じており、これをどのように受け止めて
いるのか。（田中委員（第１回））

・ 「20/21の主食用等の需給見通し」の表に、ＭＡ米が含まれていないとのことだが、このように米政策の全
体像が分かり難い。（田中委員（第１回））

・ 「政策評価総括組織（情報評価課長）の所見」欄において、「生産調整目標を超過していることから」とい
う記述があるが、これでは、生産調整が進んでいるように読めるため、修正して欲しい。（長谷川委員（第３
回））

・ 今年から米粉や飼料用米の生産を推進しているが、米粉等を作っても販売できるのかを危惧している、これ
に関して、生産した米粉等を販売するような仕組みになっているのか、目標として掲げられているのか。（合
瀬委員（第３回））

・ 事故米穀の不正規流通問題に関する参考資料は、11月28日付けであり、古いのではないのか。（合瀬委員（第
１回））

・ ４月に、販売した輸入米の袋に基準の４倍の鉛が出たという報道があったが、総合食料局、消費・安全局で
どういう対応がされていたのか、後日説明して欲しい。（八木座長（第３回））

・ 「外国産麦の価格」や「国内産麦の品質」について、どのように評価・分析しているのか。また、自給率の
向上を考えた場合、国内産麦の指標は、品質だけで良いのか。（澤登委員（第１回））



②－4

（別紙）

１ データ、資料等

目標① 米の需給の安定の確保
＜目標設定の考え方＞
米については、主食としての役割を果たし、かつ、重要な農作物としての地位を占めていることから、食糧法

に基づき、その需給の安定を図ることとされている。このため、米の供給が不足する場合に備えた備蓄運営を行
うとともに、需給の均衡を図るための需給調整の推進、豊作による過剰米の区分出荷を実施することとする。
また、20年産の生産調整については、農政改革三対策緊急検討本部において決定した「当面の生産調整の進め

方について」に基づき、国としても農業者･農業者団体等と連携して生産調整目標を達成するよう全力をあげる
こととしたところである。
以上を踏まえ、20年度の政策評価においては、以下の取組を目標として設定する。

＜目標値と実績値＞
ａ 消費者への安定供給の確保に資する備蓄運営

○ 20／21年（20年７月から21年６月まで）の主食用等の需給見通し
（単位:万トン）

全体需給
うち政府備蓄米

20年６月末在庫量 A 260 99

20年産主食用米等生産量 B 866 30

20/21年主食用米等供給量計 C=A+B 1,126 129

20/21主食用米等需要量 D 855 30

21年６月末在庫量 E=C-D 271 99

資料：農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」（21年３月策定）

（注）政府備蓄水準の考え方については、学識経験者、生産者団体、消費者団体及び流通業者からな
る備蓄運営研究会において、10年に一度の不作や、通常の不作が２年続いた事態等を想定して、
100万トン程度が適切とされたところである。

○ 政府米の売買実績

20年７月から21年６月までの政府米の売買については、需給・価格の状況を踏まえつつ基本指針
の見通しに沿って30万トンの範囲内で実施。

ｂ 生産調整の実効性確保
① 地域協議会等においては、すべての水稲生産農業者へ生産数量の目標が通知されているか。

すべての水稲生産農業者に対 すべての水稲生産農業者に対
地域協議会等の数 して生産数量の目標を通知し して生産数量の目標を通知し

① ている地域協議会等の数 ている地域協議会等の割合
② ③＝②／①

1,610 1,597 99％
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② 水稲生産農業者は水稲生産実施計画書を提出しているか。
（単位：万トン）

全国の需要量に関する情報に
需要量に関する情報 水稲生産実施計画書を提出し 対する、水稲生産実施計画書

① ている農業者の生産数量目標 を提出している農業者の生産
② 数量目標の割合

③＝②／①

815 709 87％

ｃ 豊作時における過剰米の適切な区分出荷
（単位：万トン）

区分出荷予定数量 区分出荷実績数量 区分出荷予定数量に対する、
① ② 区分出荷実績数量の割合

③＝②／①

10.5 10.1 96％

＜目標達成状況の判定方法＞
評価に当たっては、下記のａ、ｂの視点を基本とし、豊作時においてはｃの取組状況を加味して、総

合的に有効性を判断する。

ａ 消費者への安定供給の確保に資する備蓄運営
・ 不作によって供給量が不足した場合には、政府備蓄の取崩しにより消費者への供給量

が確保されていること
・ 供給量が十分確保された場合には、回転備蓄を基本とした適切な備蓄運営が図られて

いること

b 生産調整の実効性確保
① 地域協議会等においては、すべての水稲生産農業者へ生産数量の目標が通知されてい

るか。
すべての水稲生産農業者に対して生産数量の目標を通知している地域協議会等の割合

が、
９割以上：Ａ
８割以上９割未満：Ｂ
８割未満：Ｃ

② 水稲生産農業者は水稲生産実施計画書を提出しているか。
全国の需要量に関する情報に対する、水稲生産実施計画書を提出している農業者の生

産数量目標の割合が、
９割以上：Ａ
８割以上９割未満：Ｂ
８割未満：Ｃ

※ 評価に当たっては、a.bの指標を総合的に評価する。

ｃ 豊作時における過剰米の適切な区分出荷
・ 豊作により、集荷円滑化対策が発動された場合、対策加入者に係る過剰米数量のうち

区分出荷された数量の割合が、
９割以上：Ａ
５割以上９割未満：Ｂ
５割未満：Ｃ
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【基本データ】
・ 「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」で策定する20／21年（20年７月から21年６月）の

主食用等の需給見通し
・ （社）米穀安定供給確保支援機構及び地域協議会等に対する聞き取り調査 等

目標② 麦の需給の安定の確保及び良品質な国内産麦の供給
＜目標設定の考え方＞
麦については、米と並んで主食としての役割を果たすとともに、我が国農業において重要な農作物としての地

位を占めている。このため、食糧法に基づき、毎年、麦の需給見通しを策定し、これに即して、麦の安定供給を
図ることとする。
このうち、外国産麦については、国内産麦では満たせない国内需要分について安定的に輸入するとともに、国

内産麦については、需要者の求める良品質麦の安定的な供給の確保を図ることとする。

＜目標値と実績値＞
ａ 需給見通しに即した外国産麦の安定供給

外国産麦の輸入量について
（単位：万トン）

需給見通し (a) 20年度輸入量 (b) 比率(b/a)
＜目標値＞ ＜実績値＞

499 473 95%

ｂ 需要に応じた良品質な国内産麦の供給

20年産小麦のランク別供給数量
（単位：トン、％）

ランク 数 量 比 率

Ａ 671,882 79.9

Ｂ 98,878 11.8

Ｃ 49,444 5.9

Ｄ 20,390 2.4

計 840,593 100.0
※ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。

資料：（社）全国米麦改良協会「平成20年産小麦の評価結果（ランク）の総括表」（H21.2.27現在）

＜目標達成状況の判定方法＞
評価に当たっては、下記の各視点を基本とし、総合的に有効性を判断する。

ａ 需給見通しに即した外国産麦の安定供給
・ 20年度の麦の需給見通しにおける輸入量見通しの数量に対し、年度内に輸入される

数量の割合が、
９割以上：Ａ
８割以上９割未満：Ｂ
８割未満：Ｃ
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ｂ 需要に応じた良品質な国内産麦の供給
・ 水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）における毎年の生産量・

品質に基づく交付金の品質区分基準で、Ａランクとなった小麦の割合が、
７割以上：Ａ
５割以上７割未満：Ｂ
５割未満：Ｃ

（17～19年産の平均値（74％）にかんがみ、７割以上をＡとし、天候等による作柄（品
質）の変動を見込み、５割未満をＣとする。）

【基本データ】
・20年度の麦の需給見通しにおける輸入量見通しの数値、実績値
・（社）全国米麦改良協会から提供される小麦のランク別供給数量 等

２ 用語解説

注１ 区分出荷
豊作（全国・都道府県・地域のすべての作況指数が101以上）時に、米穀の出荷段階において、

豊作による過剰米を主食用米の需給に影響を与えないように区分して出荷すること。

注２ 集荷円滑化対策
豊作により需要を上回る米の生産が行われた場合、生産者ごとに過剰米を区分出荷・保管するこ

とにより、米価の大幅な下落を防ぎ、米の需給及び価格の安定を図る取組。

注３ 地域協議会等
市町村段階の第三者機関的組織及び地域水田農業推進協議会。

注４ 関係者
地域協議会等の構成員となる生産調整方針作成者、学識経験者、農業者団体、消費者団体、実需

者団体、流通業者団体、担い手農業者、行政機関等のこと。ただし、市町村及び農業者団体以外に
ついては地域の実情に応じた構成とすることができる。

注５ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
主要な食糧である米穀及び麦について、政府による買入れ、輸入及び売渡しの措置等を総合的に

講ずることにより、需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを
目的とする法律。

注６ Ａランク（の小麦）
Ａランクの小麦とは、たんぱく及び灰分の含有率、容積重、フォーリングナンバー注７といった４

つの品質項目のうち、３つ以上が基準値を満たしているなどの良品質な小麦をいう。

注７ フォーリングナンバー
でん粉粘度の強さの程度（アミロ値）の簡易測定値。
（でん粉粘度が低いほどアミロ値が低く、めんの煮崩れやコシの弱さ、パンの形崩れにつながる。）

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/j/assess/pdf/kihonkeikaku.pdf


