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○ ○ 県 

（別紙１）１８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に向けて検討すべき事項 
 
１ １８／１９年の都道府県産米の需要見通しの設定に関する事項 
（１）政府備蓄米の需要実績カウントの扱いをどうすべきか 

（食糧部会では、買入れた時点と販売される時点で相当なタイムラグが生じており、その間に各都道府県の生産構造が変化して
いるため、政府が買入れた時点でその数量を需要実績にカウントすべきではないかとの主旨の意見があったが、実際に、政府が
販売していない数量を需要実績としてカウントし、需要見通しを算定することについてどう考えるか。） 

 
ア 意見 

新方式による政府米の買上数量を各県別需要として反映させるべきである。ただし、
需要として反映させる数量は、産地を提示して実施した政府米の入札分のみとし、この
入札で不落となった枠の再配分分については、反映させるべきではない。 

 
イ 詳細説明 
・ 政府米に対する需要は基本的に価格に対する需要で、個々の産地に対する需要とは
言い難い。このため、本来は政府米の販売実績の県別内訳を県別需要実績に反映すべ
きものではないと考える。（県協議会構成員の一部には、市場で売れないから政府米と
するものであるから、県別需要としてカウントすること自体をやめるべきとの意見も
ある） 

・ しかし、政府米自体は実態としても一つの需要であり、平成１６年度からの検査数
量に応じた買上げは、各県別の生産あるいは需要の動向を一定程度反映したものとい
えることから、需要と見なしても適切と考える。 

・ この場合であっても、需要として反映させる数量は産地を提示して実施した政府米
の入札分のみとし、この入札で不落となった枠の再配分分については、反映させるべ
きではない。 

（検査数量に応じた買上げとならないことから、需要を反映したものといえないため。） 
 
ウ 論点について 
○ 実際には販売していない数量を需要実績として扱うことについて 
 備蓄状況に応じて当該年に必要な量を政府が買い入れるもので、備蓄という特定用
途向けの需要としてみても差し支えないのではないか。生産サイドからすれば、政府
米として買い入れされたものは実質的にもその年の需要である。 

○一貫性が確保されない問題 
産地別の需要を必ずしも反映していない「過去に買い入れられた政府米」の販売実

績を需要として反映させる手法と、「流通実態をある程度反映することになる新方式」
による政府米の買い入れ実績を需要として反映させる手法とを比較すれば、各県別の
需要という観点からは、後者がより適切な手法であり、一貫性に拘わらず、買入実績
を需要として反映させる手法に改善すべきである。 
なお、15 年度までの政府米に係わる需要については、政府米の販売実績を引き続き

活用せざるを得ないか。 

○売り渡しが不可能な地域との公平・不公平 
民間流通で売れる産地（応札のなかった産地）の米は、一般流通で需要カウントさ

れるものであることから、政府米としてカウントされなくとも影響は少ないと考える。
不幸にして災害で政府に売る米のない産地の需要については、作柄補正で対応してい
るのではないか。 
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（２）需要実績の生産調整達成・未達成補正の扱いをどうすべきか（食糧部会では、? 当面

の需給調整の間は、生産調整の実効性を確保するため何らかの形で補正をすべき、? 米政策改革
を着実に進めるため、地域の売れる米づくりの取組を尊重すべきとの意見があったが、１６年産
米からは数量調整による生産調整の手法に転換しており、１５年産米までのように、農業者個々
の生産調整実施面積を積み上げて生産調整の達成・未達成を定量的に客観的に算定することが技
術的に困難であることを踏まえて、この扱いをどう考えるか。） 

 

ア 意見 
生産調整の制度が変わった１６年度以降の需要実績については、達成・未達成補正

を行うべきではない。（旧対策（水田農業経営確立対策等）に拠る生産調整が実施されていた平
成 15 年度までの需要実績を算定の基準に用いる場合には、生産調整の達成率を引き続き反映すべ
き） 

 
イ 詳細説明 
① 自らリスクを負って販売先を開拓し、生産を増やした農業者の努力を認めないよう

な枠組みは本来の施策方向に即していないのではないか。 
② 15 年までの全生産者が生産調整に取り組まなければならなかったときの未達成（超

過達成）状況は需要実績に反映させることが必要だが、米政策改革下の 16 年以降で
は、その必要はない。そもそも達成・未達成の概念をなくしているのに、旧態の考
え方を持ち込むことが不自然である。 

③ 16 年産米からは生産調整(ネガ)の達成・未達成を客観的なデータで算定することは
困難であり、統計データの市町村別水稲作付けの数量・面積から生産調整の達成を
逆算する方法も、精緻なデータに基づく積算であると言い難い。 

 

 

２ １８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に関する事項 
  １７年産米の生産目標数量の設定に当たっては、１７／１８年の都道府県産米の需要見通し（６割）
と１６年産米の都道府県別の生産目標数量（４割）を用いて算定したところであるが、より地域の販
売戦略が活かせるように生産目標数量を設定するにはどのような客観的な手法が考えられるか。  

 

ア 意見 

 各県別の需要（実績）を厳密に把握する方法や販売戦略の評価方法がない以上、18

年産米の目標数量の算定においても、現行の一定項目の計算方式により、激変緩和・

営農の継続性にも配慮して算定せざるを得ないのではないか。 

（イメージ面から、６：４の比率を実績重視にシフトさせることは必要か。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 109 - 

（別紙２）需要に応じた米づくりの取組み状況等 

１ １７年産米の市町村等別の生産目標数量の設定要素 

（１）配分 
本県に配分された生産目標数量の前年からの増減数量を、産地別に１６年産生産目

標数量の配分（当初配分）を基礎に比例配分した。 

○○県では、県→県現地機関→市町村のルートで配分しており、一部現地機関では、
関係市町村，ＪＡの合意を得て、担い手育成に配慮した配分を行った例もある。 

・特色のある配分を行った地方協議会の例 
①担い手育成に向けた独自調整 
・16 年産の水稲作付面積と 17 年産目標数量（面積換算）の差の１０％について、担い手農

家数の割合（70%）及び H5→H6 水稲復帰面積割合（30%）を要素として配分 
②独自の「第一次調整」 
・「第一次調整」として、H16 の地域間調整数量及び H16 産計画書提出農業者の生産数量等を

加味した調整ルールを策定し、特定ＪＡ管内の市村に適用 

 

（２）需要に即応した米づくりを推進するための新たなルールの設定（事前調整活動） 
ア 「事前調整活動」：地域間調整の第１ステージとして位置付け） 

市町村への配分前に地域間調整（ＪＡ間（ＪＡ内市町村間含む））を行い、市町
村から農業者へはその結果を含めて配分する。 

イ 「事前調整活動」の手法 
① 生産目標数量が、県から地方事務所、ＪＡ中央会からＪＡに配分された段階で、ＪＡは
16 年産の生産実態、地域間調整実績、平成 17 年産の生産計画・生産者意向等を踏まえ、
当該時点で明確となっている調整可能数量をＪＡ中央会に報告する。 

② ＪＡ中央会は、営農の継続性に配慮し、16 年産地域間調整の取り組み実績を踏まえて、
ＪＡ間調整を行い、調整結果を 12 月 8 日までに取り組み意向のＪＡに通知するとともに
県に報告する。 

③ 調整結果は地域間調整と同様の位置付けとする。 

ウ 「事前調整活動」で期待される効果 
① 生産目標数量の最大限の活用（いわゆる「未活用数量」の縮小） 
② 米生産に力を入れる地域の営農の継続性の確保（前年の地域間調整確保枠） 

エ 「事前調整活動」の状況（17 年１月現在） 
２，５９０ｔ（出し希望：５ＪＡ、受け希望：３ＪＡ） 
ＪＡ内市町村間調整を含めると４，５００ｔの地域間調整が見込まれる 

（16 年度の地域間調整は２，９４５ｔ） 
 

２ 需要に応じた米づくりのための農業者・農業者団体の主体的な取組の評価 
（販売戦略に基づく需要に応じた米づくり、販路の開拓や地域の米の銘柄ごとの販売動向、価格動向
等が農業者に的確に情報提供される体制の確立に向けた取組状況等） 

①米の主産地のＪＡでは積極的に農業者への情報提供を行う例がある。 

②生協・コンビニ等への販路の拡大や、地元の観光ホテル・旅館・学校給食での食育とし

ての活用等の地産地消の取り組みが行われている。 

③地元のスーパーマーケット販売担当者・卸業者・先進地ＪＡの担当者等を招いて｢売れ

る米づくり｣に向けたシンポジウム等開催している。 

※現実には、現場の取組みがなかなかつかめない状況（特に販売関係や独自販売を行う農業者） 



 - 110 - 

 

（別紙３）その他の事項 

１ 基本指針の内容充実について 
（遅くとも平成２０年度からの農業者・農業者団体が主役となる需給調整システム移行後も念頭に置き、今後の基本指針

について、①現行の基本指針に対する評価、②主役システムに向けた改善点（翌年の生産の判断材料とするために国か
ら提供すべき情報等見直し点）、③主役システム移行後を想定した活用方針（行政からの情報の活用方法、情報提供ル
ート等について現時点で検討している内容等）あれば記載。） 

 
①現行の基本指針に対する評価 
・広範なデータ、資料がまとめられており、状況把握に役立つ。 
・反面、ボリュームが多く、ＪＡ等・市町村担当者にとっては、集荷・販売や在庫動
向、需要見通し等生産現場で直接必要な情報の要約・抜粋版を同時に作成いただけ
ればより活用されるのではないか。 

 
②主役システムに向けた改善点（翌年の生産の判断材料とするために国から提供すべき
情報等見直し点）、 
・米の生産流通等に係る全国情報は、現在の指針及び参考統計程度でよいのではない
か。むしろ、個々の産地（農業者）の米に係る情報（特に流通・販売関係）が伝わ
っていないのが課題。 
 
○全国における米政策改革の取組み状況についての情報がなく、米政策改革の動向が
把握できないため、以下の情報を提供していただきたい 
・ 市町村段階からの配分対象農業者数及び配分面積、水稲生産実施計画提出農業
者数及び作付予定面積等（４３号報告に係る全国結果） 

・ 集荷円滑化、稲得、担い手経営の契約数・件数、加入・契約面積等 
 

 

２ 関連施策に対する意見等 

 ①集荷円滑化対策に係る市町村事務の軽減 

㈱インテックの水田情報管理システムを導入していない市町村からの農政事務所へ

のデータ提供が多大な業務とならないようシステム・運用の改善を願う。 

 ②集荷円滑化対策の実施主体の体制強化 

機構は職員も少なく、ＪＡ等からの疑義の問合せに対応できる体制が整っていないと

の声がある。問合せができる体制を整えていただきたい。 

  ・拠出金の扱い（対策終了後の返還の可否、どのような状況になれば拠出単価の見直

しが行われるのか等）への問合せへの回答ができない状況。 
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○ ○ 県
（別紙１）１８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に向けて検討すべき事項

１ １８／１９年の都道府県産米の需要見通しの設定に関する事項

１６年１１月２２日に開催された食料・農業・農村政策審議会総合食料分科

会食糧部会（以下「食糧部会」という ）において、委員から発言があった次。

の事項について、客観的にどう考えるか。

（１）政府備蓄米の需要実績カウントの扱いをどうすべきか（食糧部会では、買

い入れた時点と販売される時点で相当なタイムラグが生じており、その間に

各都道府県の生産構造が変化しているため、政府が買い入れた時点でその数

量を需要実績にカウントすべきではないかとの主旨の意見があったが、実際

に、政府が販売していない数量を需要実績としてカウントし、需要見通しを

算定することについてどう考えるか ）。

＜回答＞

生産者から見れば、政府が買い入れた時点でその米穀は「売れた米」であり、

その時点で需要実績ととらえることもできる。

しかしながら、政府米は備蓄が本来の目的であり、市場に出るのは早くても１

年後であることから、既にその時点で“古米”であり、これと一般の米穀とを同

、 。じ次元で数量カウントすることは 適正な需要実績の把握とは言い難いと考える

、 、このことから 政府米の販売実績を主食用米の実績としてカウントすることは

買入れ、販売のタイミングに関わらず、政府備蓄毎年手の需要に応じた販売とい

う生産者の主体的な需給調整を促すこととした米づくりの本来あるべき姿の確立

に反することから、政府米の販売状況は需要実績から除外すべき。

（２）需要実績の生産調整達成・未達成補正の扱いをどうすべきか（食糧部会で

は、①当面の需給調整の間は、生産調整の実効性を確保するため何らかの形

で補正をすべき、②米政策改革を着実に進めるため、地域の売れる米づくり

の取組を尊重すべきとの意見があったが、１６年産米からは数量調整による

生産調整の手法に転換しており、１５年産米までのように、農業者個々の生

産調整実施面積を積み上げて生産調整の達成・未達成を定量的に客観的に算
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定することが技術的に困難であることを踏まえて、この扱いをどう考える

か ）。

＜回答＞

現在、生産調整に対応する生産者の大部分は旧対策を経験していることから、

過去の実績を無視した需給調整の仕組みが抵抗なく理解されるとは考えにくい。

米づくりの本来あるべき姿への円滑な移行を図るためには、少なくとも現対策の

検証が行われる平成１８年度までは、過去の実績を一定考慮すべきと考える。

２ １８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に関する事項

１７年産米の生産目標数量の設定に当たっては、１７／１８年の都道府県産

米の需要見通し（６割）と１６年産米の都道府県別の生産目標数量（４割）を

用いて算定したところであるが、より地域の販売戦略が活かせるように生産目

標数量を設定するにはどのような客観的な手法が考えられるか。

＜回答＞

現行の仕組みにおいては、農業団体等系統出荷の販売状況や在庫量から流通動

向を把握する手法をとっている。

しかしながら、この手法による調査対象は、農協系統出荷や一定規模の届出業

者等に留まることから、生産者独自の販売・流通や在庫の状況については、相当

量が流通・消費されている実態にも関わらず、その把握については努力されてい

ない。

“より地域の販売戦略を活かす”との観点に立つならば、他に適切な算定方法

が見当たらないと早計に結論せず、生産者・消費者・関係機関それぞれが納得で

きるよう実態把握に努めるべき。
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（別紙２）需要に応じた米づくりの取組状況等

１ １７年産米の市町村等別の生産目標数量の設定要素

＜回答＞

１ 需要に応じた売れる米づくりの市町村別実績（６０％）

２ 平成１６年産米の市町村別生産目標数量の配分実績（４０％）

２ 需要に応じた米づくりのための農業者・農業者団体の主体的な取組の評価

（販売戦略に基づく需要に応じた米づくり、販路の開拓や地域の米の銘柄ごと

の販売動向、価格動向等が農業者に的確に情報提供される体制の確立に向けた

取組状況等）

＜回答＞

本県の米穀情勢は、需要量が供給量を上回るいわゆる“消費県”であることか

ら、県全域をひとつの産地として各種対策に取組んでいる。

生産対策としては、環境と食味に配慮した安心感ある○○産米づくりの拡大に

向け、具体的には、品質向上対策、防除回数削減及び農産物検査の受検等の取組

を積極的に推進。

販売対策については、○○産米の地産地消（県産県消）運動を中心に取組むこ

ととしており、具体的には、実需者を含めた関係機関で構成する販路拡大推進チ

ームを立上げ、量販店等における販売スペースの確保や生産者による積極的な販

売促進活動を展開。

また、平成１５年産から、県全域のＪＡ系統出荷米を対象としたシステムとし

ては全国に先駆けて米のトレーサビリティシステムが整備されており、府産米の

有利販売に向けた一助となっている。
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（別紙３）その他の事項

１ 基本指針の内容充実について（遅くとも平成２０年度からの農業者・農業者

団体が主役となる需給調整システム移行後も念頭に置き、今後の基本指針につ

いて、①現行の基本指針に対する評価、②主役システムに向けた改善点（翌年

の生産の判断材料とするために国から提供すべき情報等見直し点 、③主役シ）

ステム移行後を想定した活用方針（行政からの情報の活用方法、情報提供ルー

ト等について現時点で検討している内容等）あれば記載 ）。

＜回答＞

今後、内容の充実にあわせてボリュームの増大も予想されることから、本文に

あわせて概要版を別途作成し、より使いやすい指針としていただきたい。

２ 関連施策に対する意見等（①集荷円滑化対策や、②稲作所得基盤確保対策の

運用についての意見等あれば記載 ）。

＜回答＞

集荷円滑化対策への拠出が水田農業構造改革交付金の交付要件となっているこ

とについて、水田経営面積もしくは水稲作付面積が一定規模以下の生産者につい

ては、算出される過剰米が大勢に与える影響が軽微であることから、この要件か

ら除外するべき。

また、過剰米数量の算出方法のうち３０kgの倍数に整理するときの具体的な方

法である「１４kg捨１５kg入」について、実際の算出より多くの過剰米を課せら

、 、れる状況が想定され 不評の制度がより受け入れ難いものとなっていることから

、「 」 「 」 。この方法を １４kg捨１５kg入 から ３０kg未満切り捨て へと改めるべき
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○ ○ 県
（別紙１）１８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に向けて検討すべき事項

１ １８／１９年の都道府県産米の需要見通しの設定に関する事項
（１）政府備蓄米の需要実績カウントの扱いをどうすべきか

政府備蓄米は一般米と同様、販売時点での需要実績カウントとされたい。
（１年遅れではあるが、販売されれば、需要実績として客観的に評価できる
しくみとなっているため）

（２）需要実績の生産調整達成・未達成補正の扱いをどうすべきか

平成１６年産米から生産調整の方法が数量調整に転換したことと、全ての
農業者のデータを積み上げることが困難になったことから、都道府県単位で
の生産調整の達成・未達成を算出することが不可能となった。
また、１８年産米は、新しい対策となり、３年目を迎える。
このことから、今後の配分にあたっては考慮すべきではない。

２ １８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に関する事項

当面の需給調整期間における都道府県別生産目標数量の設定は、需要見通
し（需要実績）と営農の継続性（生産目標数量）の観点から、客観的なデー
タをもって算出する手法が望ましい。
算出の際、地域の販売戦略など実績に基づかない要素は入れない方が、農

業者などにとってわかりやすい （販売戦略などに基づいた販売実績は、１。
年後、在庫の増減として定量的に評価できるしくみであるため）
なお、算定に当たっては、現行の手法である需給見通し（６割）と生産目

標数量（４割）とし、現場に混乱が生じない配慮をしていただきたい。

今回の米政策では、農業者に対し、生産調整に参加して、産地づくり対策
をはじめとする各種メリット措置を受けるか、生産調整に参加せず、自己責
任で米生産に取り組むか、いずれの選択が有利であるかの判断を迫っている
とも解される。

、 、 、生産現場の現状を考慮にいれず 例えば 需要実績を１０割見るなどして
前年の生産目標数量に比べ大幅に減少する都道府県があると、生産現場で混
乱が生じるばかりか、豊作時における区分出荷などを受け入れて対策に参加
している農業者の米づくりへの回帰を促すことになりかねない。
こういった事態を招くとなれば、本対策の趣旨が見失われ、需要に応じた

米づくりを進める米政策改革自体の崩壊をも懸念する。
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（別紙２）需要に応じた米づくりの取組状況等

１ １７年産米の市町村等別の生産目標数量の設定要素

配分は次のとおり。
配分の観点 比率 算定に使用したデータ

①営農の継続性 ８０％ H15年度水稲作付実績
②売れる米づくり １０％ １等米比率（H14,15,16） （５％）

（ ）（ ）農産物検査実績率 H13,14,15 ５％
③転作実績による補正 １０％ H15年度転作率・転作達成率
上記により、市町村毎に算出し、生産目標数量を算定した。

２ 需要に応じた米づくりのための農業者・農業者団体の主体的な取組の評価

ア 県段階の取組
県内産地は、大きく分けて、早期米地域、普通期米地域に区分される。

地域の状況に応じ、米の生産・販売戦略を策定し、生産者に的確な情報提
供と「売れる米づくり」に向けた取組を推進している。
農協等に対する販売動向・価格動向、主役システムなどの情報提供は、

組合長会議、販売担当者会議、営農販売部課長会議などを通じ、的確に行
っている。

イ 地域段階の取組
地域水田農業ビジョンと一体的になった生産調整方針の作成と取り組み

を推進し、需要に応じた米づくりと主役システムの円滑な移行について体
制を整備している。
農業者者への販売動向、価格動向等の情報提供は、水稲部会、各生産部

会、実行組長会などにより行っているほか、情報紙である「ＪＡだより」
にも掲載し、周知に努めている
対策１年目を経過する現在、徐々にではあるが農業者の意識改革が図ら

れている。

ウ 農業者段階の取組
生産調整については、実行組長を通じ集落での情報提供を行っている。
需要に応じた米づくりに向けて、農業者が地域の水田農業が抱える問題

を自らの課題と受け止めるとともに地域の合意形成などが必要である。
このため、県農協中央会が中心となり、現在、農協の支所単位のビジョ

ンの作成をすすめている。
集落や農協の支所を単位としたビジョンの検討が県内各地域で生まれる

ことで、農業者の意識改革が進み、地域水田農業の新たな展開が期待でき
る。
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（別紙３）その他の事項

１ 基本指針の内容充実について
①現行の基本指針に対する評価

、 、 、 、本指針は 動向編 需給見通し編 国の方針編の３編から構成されており
情報の質・量とも充実しており、評価できる内容である。
さらなる充実のため、取り組みの優良事例などをもう少し記載していただ

きたい。

②主役システムに向けた改善点
米政策改革を実効性のある対策とするためには、本対策への参加率を確保

する必要がある。このため、農業者・農業者団体が主体的に需給調整に取り
組む姿を実現するため、需給バランスと価格動向との関係が理解しやすい情
報が欲しい。例えば、集荷円滑化対策における豊作時の区分出荷について、
豊作分を区分出荷することにより米価の価格維持にどう反映されるのか、需
給バランスがどう維持されるのかなど、農業者まで伝わるメッセージとして
の情報が欲しい。

③主役システム移行後を想定した活用方針
主役システム移行後の当面の間、農業者団体等が基本指針からの情報を基

に主体的に需給調整に取り組めるよう、より的確で迅速な情報を提供してい
ただきたい。
このため、現行の年３回の基本指針に加え、補完する情報提供を検討いた

だきたい （例えば、集荷円滑化対策における区分出荷に関する情報など）。

２ 関連施策に対する意見等

①集荷円滑化対策の運用について

（１）本県には、８月末までに出荷される早期米地域が県全体の約４割ある。こ
のことから、当該地域の販売戦略は、早期米の強みを生かし、他産地よりも
早く売り抜くこととしている。このため、１０月１５日現在の作況で区分保
管するしくみは、農業者にとって理解されにくい。
生産出荷団体間の調整（早期米地域と普通期米地域）についても、具体的

なマニュアルがないため推進に苦慮している。このことから、早期米地域に
おいても効率的かつ円滑に対策が推進できるよう、運営マニュアルを示して
ほしい。
また、過剰米数量の算出方法が、生産目標数量の地域内調整、地域間調整

の足かせとなっている。需要に応じた米づくりに向け、自主的に地域間調整
等が行われる必要性を感じているが困難な状況となっている。
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（２）米政策に参加していない農業者による米の増産、米消費量の減少、ＭＡ米
輸入量などの需給実勢による米価形成が強まっている現状から、豊作による
過剰米を処理することにより米価下落を防止し、農業経営への影響を防ぐと
いう本対策の趣旨が農業者に理解されにくい状況となっている。
つまり、米需給の現状を見るに、豊作による過剰米＝需給上の過剰米とい

う関係にはなっておらないため、過剰米処理に対する理解が進まないと考え
る。
農業者が納得しやすく、自発的に参加するしくみとなるよう、例えば、一

定以上の豊作（作況指数が１０４以上）の場合に発動するなど、柔軟な制度
運用の検討をお願いしたい。

②稲作所得基盤確保対策の運用について

本県において１６年産米の参加者は１２３名と当初の予想を大幅に下回っ
た。その主な原因は、集荷円滑対策における豊作時の区分出荷への理解が進
まなかったことである。
生産調整実施者に対するメリット措置である本対策への加入推進には、集

荷円滑化対策への理解が不可欠であり、今後、関係機関と一体となり制度の
理解浸透、加入推進に努めたい。
早期米地域においても円滑に推進できるよう、集荷円滑化対策の制度・運

用の見直し検討をお願いしたい。
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○ ○ 県
（別紙１）１８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に向けて検討すべき事項

１ １８／１９年の都道府県産米の需要見通しの設定に関する事項
１６年１１月２２日に開催された食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食

糧部会（以下「食糧部会」という ）において，委員から発言があった次の事項に。
ついて，客観的にどう考えるか。

（１）政府備蓄米の需要実績カウントの扱いをどうすべきか
（食糧部会では，買入れた時点と販売される時点で相当なタイムラグが生じてお
り，その間に各都道府県の生産構造が変化しているため，政府が買入れた時点で
その数量を需要実績にカウントすべきではないかとの主旨の意見があったが，実
際に，政府が販売していない数量を需要実績としてカウントし，需要見通しを算
定することについてどう考えるか ）。

政府備蓄米の需要実績カウントの取扱いについては，消費者ニーズに基づいた売れ
る米づくりを基本にした販売を進める観点から，タイムラグは生じるものの，実際に
販売された時点で需要実績としてカウントすべきである。

また，これまでの需要実績の算出方法は，実際に販売された時点の数量をもとに算
定されており，算出方法を変えることは一貫性を欠くことになる。

今後，回転備蓄や入札による売買のシステムが円滑に運営され，売れる米としての
政府備蓄米の売買方式が定着すれば，買入と販売のタイムラグも軽減されるのではな
いか。

（２）需要実績の生産調整達成・未達成補正の扱いをどうすべきか
（食糧部会では，①当面の需給調整の間は，生産調整の実効性を確保するため何
らかの形で補正をすべき，②米政策改革を着実に進めるため，地域の売れる米づ
くりの取組を尊重すべきとの意見があったが，１６年産米からは数量調整による
生産調整の手法に転換しており，１５年産米までのように，農業者個々の生産調
整実施面積を積み上げて生産調整の達成・未達成を定量的に客観的に算定するこ
とが技術的に困難であることを踏まえて，この扱いをどう考えるか ）。

米政策改革の初年度である１６年産米の作付面積は，前年に比べて全国で３万７千
ｈａ（前年比２．３％）増加している。

また，１２月１日公表の水稲の収穫量は８７２万トンで，作況指数が９８であった
にもかかわらず，生産目標数量を１４７千トン上回っている。仮に，１６年産米が平
年作であった場合は，生産目標数量を３３５千トン上回ることになり，今後このよう
な傾向が続けば米の大幅な過剰生産に繋がり，販売在庫の発生，これに伴う値引き販
売，保管料等の経費の増嵩等の問題を引き起こし，結果的に，需要に応じた米づくり
に努力している農協等や農業者が不利益を被ることになる。
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また，都道府県別需要実績の算定にあたっては，当該年の水稲の収穫量（作付面積
に平年作に補正した単収を乗じたもの）を基礎生産量として算出するため，数量調整
に努力せず，水稲の作付を拡大した都道府県に有利に働くことになっている。

このようなことから，当面の需給調整の間は，数量調整の実効性を確保するため，
当該年の生産確定数量と各都道府県の収穫量を比較して補正し，翌年産の生産目標数
量を補正するなどの措置をすべきである。

さらに，翌年産の生産目標数量を減じても，作付面積が拡大された場合は，産地づ
くり交付金等の減額，政府米への買入抑制などのペナルティーを課すことも必要と考
える。

２ １８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に関する事項
１７年産米の生産目標数量の設定に当たっては，１７／１８年の都道府県産米の

需要見通し（６割）と１６年産米の都道府県別の生産目標数量（４割）を用いて算
定したところであるが，より地域の販売戦略が活かせるように生産目標数量を設定
するにはどのような客観的な手法が考えられるか。

， ，稲作の生産条件は地域によって異なっており 特に本県の場合は中山間地域が多く
水田の基盤整備率も低いことから，経営規模が零細で生産コストの低減にも限界があ
り，また，台風等の災害も多いことから稲作農家の経営も不安定である。

このような条件の中で，本県の稲作農家は生産調整に努力しながら，地産地消を基
本とした生産・販売に取り組んでいる。

このような状況の中 「販売戦略」という大儀の下に，数量調整を無視して生産さ，
れた「過剰米」が本県に大量に流入し販売されれば，本県の稲作農家は大きなダメー
ジを受け，農家の減少や遊休農地の増加に繋がり，本県の水田農業が大きく衰退する
とともに，多面的機能の崩壊が懸念される。

このように販売戦略を要素とした配分手法は，規模の大きな産地に有利に働く一方
で，規模の零細な地域の水田農業を衰退させる可能性を含んでいる。

国はＷＴＯ農業交渉において，水田の持つ多面的機能の重要性等を関係各国に対し
て主張してきたように，国内においても，すべての地域で水田農業が今後とも維持で
きるような配慮が必要である。

従って，販売戦略を要素とした生産目標数量の設定に当たっては，数量調整の実効
性の確保と各地域における水田農業の継続性を前提として検討される必要がある。

なお，地域の販売戦略を活かした生産目標数量の算定については，現在の都道府県
別需要実績の算定の中で，在庫数量の増減を加味しており，これが地域の販売戦略の
結果を反映していると考えられるため，新たに地域の販売戦略を活かした配分方法を
検討する必要はないのではないか。
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（別紙２）需要に応じた米づくりの取組状況等

１ １７年産米の市町村等別の生産目標数量の設定要素

（１）市町村別配分の考え方
16年産米の生産目標数量の配分実績を基礎とする。

， ， ，また 米政策改革の基本的な考え方に即し 需要に応じた生産を促進するため
「売れる米づくり」や「担い手の育成 「需給調整の確保」に対する取組状況」，
を勘案する。

， ， ，なお 算出された生産目標数量については 生産目標数量が急激に変化すれば
生産現場の対応が困難となるため，前年からの減少率を３．５％以内となるよう
調整する。

（２）配分要素
① 16年産米の市町村別生産目標数量のシェアで按分（９０％）

② 売れる米づくり（５％）
ア 品質のよい米づくり

・検査数量 （２％）
・一等米数量（２％）

県全体に占める検査数量及び一等米数量のシェアで按分
ただし，検査数量及び一等米数量は，過去５年間（11年産～15年産）のう

ち最高・最低を除く３年の平均とする。
イ 安心・安全な米づくり

・ＪＡグループ のエコ農産物認証（１％）○○
16年産米で認証を受けた米の作付面積に対するシェアで按分

③ 担い手の育成（２％）
１ha以上の水稲販売農家数のシェアで按分

④ 需給調整の確保（３％）
ア 平成16年度集荷円滑化対策加入者数（２％）

県全体の加入者数のシェアで按分
イ 水稲生産実施計画書の提出者率（１％）

水稲生産計画書提出者状況で按分

⑤ 16年産原種ほ及び採種ほの生産量（定数）

⑥ 激変緩和措置
上記により算出された数量の合計が16年産米の生産目標数量からの減少率を
3.5%以内となるよう調整



- 122 -

２ 需要に応じた米づくりのための農業者・農業者団体の主体的な取組の評価
（販売戦略に基づく需要に応じた米づくり，販路の開拓や地域の米の銘柄ごとの販
売動向，価格動向等が農業者に的確に情報提供される体制の確立に向けた取組状況
等）

系統グループにおいては本年度「ＪＡグループ の米穀事業戦略」を策定し，県○○
の「新・ 米づくりプラン」ともリンクさせ，各段階で取組をすすめている。○○の

（１）生産対策

① 適地・適作，実需ニーズに対応した品種構成への見直し試行
○○○・早期：

・適地適作マップの作成

② 高品質米・安定生産への取り組み
・栽培基本技術の励行
・適正水分量確保への徹底
・食味検査結果等の検証ならびにフィードバック

③ 安心・安全，売れる米づくりへの取り組み
・エコ農産物認証への取組
・減化学肥料栽培に向けた実証圃の設置
・残留農薬自主検査の実施
・ 米」の取組に向けての条件整備づくり「○○○

種子更新率100%に向けた取組
生産履歴台帳100％に向けた取組
エコ減化学肥料による栽培に向けた取組

（２）農業者に対する販売動向，価格動向等の情報伝達について
県連，ＪＡそれぞれの段階で情報伝達に努めている。

① 県連：階層別会議（ＪＡ組合長会，担当部長会，担当者会議等）

② ＪＡ「農協だより」等広報誌による伝達，集落座談会，水稲部会，籾摺り協
議会等での情報の伝達
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（別紙３）その他の事項

１ 基本指針の内容充実について（遅くとも平成２０年度からの農業者・農業者団体
が主役となる需給調整システム移行後も念頭に置き，今後の基本指針について，①
現行の基本指針に対する評価，②主役システムに向けた改善点（翌年の生産の判断
材料とするために国から提供すべき情報等見直し点 ，③主役システム移行後を想）
定した活用方針（行政からの情報の活用方法，情報提供ルート等について現時点で
検討している内容等）あれば記載 ）。

（１）現行の基本指針に対する評価

・現行の基本指針は，全国的な米の生産や需給状況については参考となる。

・地域段階で販売戦略を策定する場合，現行の基本指針では都道府県ごとの状況
がわかりにくい。

（２）主役システムに向けた改善点

・農業者等にもわかりやすい「概要版」の作成

・基本指針の根拠となった統計資料，都道府県別データ等の「資料編」の作成

（３）主役システム移行後を想定した活用方針

特になし

２ 関連施策に対する意見等（①集荷円滑化対策や，②稲作所得基盤確保対策の運用
についての意見等あれば記載 ）。

特になし
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○ ○ 県 

（別紙１）１８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に向けて検討すべき事項 
                                     

１ １８／１９年の都道府県産米の需要見通しの設定に関する事項 
(1)   政府備蓄米の需要実績カウントの扱いをどうすべきか 
   政府備蓄米の需要は、適正水準に基づき計画的に買い入れられる性格を

もち、反面、販売においては需給状況に応じた放出がなされている。これは、 
    「計画的な仕入れと意図的な販売」が前提にあると思料される。 
  このことから、需要・在庫といった考え方ではないことから、需要実績の

カウントから除外すること。 
 
(2)  需要実績の生産調整達成・未達成補正の扱いをどうすべきか。 

   今後においても生産目標数量を遵守しない都道府県の増加により、国全体

の需給バランスが崩れ、米価格の暴落を招くような事態を回避する一定の歯

止めが必要である。 
このため、15 年産までについては、強制感のある生産調整対策のもとで、

実施されたものであり、需要量の算定に当たっては当然、達成・未達成補正

は行われるべきであり、16 年産以降についても、生産目標数量の遵守を前提

として都道府県別需要量を算定すべきであり、補正は同様に行うべきであ

る。 
 
２ １８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に関する事項 

需要見通しのウエイトを高める方向については、異論ないがそのことによ

り、急激に生産目標数量が変化し、営農の継続性・安定性に支障をきたさない

よう需要見通しのウエイトについては、慎重に検討すること。 
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（別紙２）需要に応じた米づくりの取組状況等 
                                          

１ １７年産米の市町村等別の生産目標数量の設定要素 
    平成 16 年産米からの生産目標数量の市町村配分は、「売れる米づくり」や「適地適作を基

本とした作物再編」等の観点から、「○○県米生産・流通対策検討委員会」（平成 15 年 11
月）の提言を踏まえ、重点化配分を行うこととした。 

(1) 平成 17年産米からの市町村別の米生産目標数量については、 

・ 地域や個々の農業者に対し、担い手が中心となって取組、需要に応じた米生産を促進

するメッセージを送り、今後の売れる米づくりの方向を示すとともに、 

・ 透明性、客観性を確保する観点に立って、 

・ 「委員会」から提言された要素を用い、国から配分される県の生産目標数量の増減に 

かかわらず、一定の方式のもとに行うこととした。  

 

(2)   市町村別生産目標数量の具体的な算定方法 
①  県配分された数量を「飯米数量」、「生産目標比例数量」「重点化配分数量」に区分し、

各区分の数量について、市町村ごとに算定される合計とする。 
② 重点化配分数量については、次の要素を用い、その割合は、県の生産目標数量の 5％ 

程度まで、段階に引き上げる。（平成 17年産米については、3.2％） 

・一等米比率（１％）・単収の安定度（１％）・大区画水田面積（１％）・特別栽培米面積（0.1％） 

・3ha 以上農家水稲作付面積（0.1％）・適品種比率（適用せず） 

 

【参考：「○○県米生産・流通対策検討委員会」からの提言】 

○  市町村別米の生産目標数量の配分に当たっては、これまでの生産調整の実績を踏まえつつ、 

消費者・市場ニーズを重視した、①売れる米づくり、②適地適作、③基盤整備されたほ場の有効 

利用等の観点から重点化配分を行う。 

  また、自家飯米の確保等にも配慮すること。 

○  重点化配分に当たっては、地域農業の見直しのための十分な話し合いや自らの農業経営を考え 

るための準備期間が必要なことから、段階的に実施する。 

○  重点化配分については、体質の強い水田農業を確立するため、稲作を基幹とする認定農業者等 

の育成を考慮する。   

○ 重点化配分によって米の作付面積が減少する地域に対しては、別途必要な対策を講じられたい。 

     また、水田のウエイトの低い地域では、畑地と一体となった産地育成を図る。 

 
２  需要に応じた米づくりのための農業者・農業者団体の主体的な取組の評価 

(1) 農業者別米の生産目標数量等の配分では、「売れる米づくり」、「担い手の育成」を考慮 
して重点的に配分するなど、新たな米政策に対応した算定要素を採用する市町村が増加し

ている。 
 

(2) 本県の「需要に応じた米づくり」については、安全・安心の確保への取り組みをセール 
スポイントとして、特別栽培米、限定純情米（減農薬栽培米、協議会独自基準）の拡大を
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推進してきたところである。 
全農県本部における 16 年産米の集荷状況は、ＪＡ米が 97.8％(販売計画比)を占め、内特

別栽培米が 13.2％、限定純情米が 38.9％など、大部分が“こだわり米”となっている。 
また、ＪＡＳ法の改正に準拠して、限定純情米（減農薬栽培米）から特別栽培米へステッ

プアップする産地が増加する傾向にある。 
  なお、集落水田農業ビジョンにおいても、約７割の集落において売れる米づくりを最重点

として挙げている。 
 

(3) ひとめぼれ産地である県南の市町村と水稲の作柄が不安定な地域の市町村との間で米 
の生産目標数量を移動する市町村間調整が約 420ha 実施されるなど「売れる米づくり」へ

の取り組みが進んでいる。 
 
(4)  販売状況については、取引先との固定需要率（全農県本部調べ）が 14 年産米で 72％ 

15 年産米の不作により一時低下したことから、現在、その回復に向けて販売対策を強化し

ている。（16 年産米（計画）66％、17 年産米（計画）78％） 
 

(5)   販売先の動向については、家庭内消費の低迷や中食・外食産業の進展に伴い、量販店

や業務用に仕向ける割合が増加しており、中でも、特別栽培米や限定純情米の需要が増

加している。 
 

(6)   県産米の販売促進に当たっては、農業者団体、県・国等行政機関で構成する「○○純

情米需要拡大推進協議会(会長：県農林水産部長)」を主体とし、各種メディアを活用した

情報発信による県産米の評価向上、大消費地の主要米卸売業者に対するプレゼンテーシ

ョン活動の強化に取り組んできた。 
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（別紙３）その他の事項 

１ 基本指針の内容充実について（遅くとも平成２０年度からの農業者・農業者

団体が主役となる需給調整システム移行後も念頭に置き、今後の基本指針につ

いて 
(1) 現行の基本指針に対する評価 

特になし 
 

(2)  主役システムに向けた改善点 
○都道府県別の需要実績の基礎データ 
 生産者段階、出荷段階、卸段階、小売段階の各データについて、公表すべ

きである。 
 
○都道府県別消費量の動向 
消費量については、全国ベースのデータが公表されているが、都道府県別

データは公表されていないことから、今後の販売戦略における基礎データと

するため都道府県別消費量データの公表が必要である。 
 

(3)  主役システム移行後を想定した活用方法 
○消費者動向と生産者動向の公表 

(2)のような、消費動向と生産動向を直結させる、きめ細かなデータが必要

である。    
 （基本指針（7・11・3 月）以外にそれを補足する資料提供が必要であると

考える。そのことにより、消費現場の現状分析から生産方針を早期決定する

ことが可能となる。） 
 

２ 関連施策に対する意見等 
(1) 稲作所得基盤確保対策について 

生産者加入契約は生産確定数量内と定められているが、配分基準単収を市 
町村単位で設定した場合、平均単収を上回る農家において、総出荷量が生産

確定数量を上回ることがあり、その上回る量については契約できないことと

なる。 
   このことから、JA 単位の農業者別契約数量の範囲内で農業者間の契約数

量調整が行える制度としてほしい。 

 
(2) 担い手経営安定対策について 

真に担い手の安定対策に実効性のある仕組となるよう見直すこと。 
（この対策の補てん金の算定においては、拠出金が限度とされ、さらに稲 
得についても価格差の５割の補てんは実際の補てん額でなく、計算上の補

填金額を用いることとされている。 
その結果、米価が大きく下落している現状においても担い手経営安定対

策の補てん金が交付されない懸念ある。） 
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○ ○ 県
（別紙１）１８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に向けて検討すべき事項

１ １８／１９年の都道府県産米の需要見通しの設定に関する事項

１６年１１月２２日に開催された食料・農業・農村政策審議会総合食料分科

会食糧部会（以下「食糧部会」という ）において、委員から発言があった次。

の事項について、客観的にどう考えるか。

（１）政府備蓄米の需要実績カウントの扱いをどうすべきか

○○県は政府米の販売実績がないので、特に意見はない。

（２）需要実績の生産調整達成・未達成補正の扱いをどうすべきか

○○県では、農業者個々の生産調整実施面積を積み上げるまでもなく、都

全体として生産調整は達成できることが明らかであり、問題ない。

２ １８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に関する事項

特に意見なし。
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（別紙２）需要に応じた米づくりの取組状況等

１ １７年産米の市町村等別の生産目標数量の設定要素

17年産米における都から市町村段階への配分は、平成16年産米の市町村別収

穫量に基づき配分した。

２ 需要に応じた米づくりのための農業者・農業者団体の主体的な取組の評価

地元産米の学校給食への供給や、県内産米を原料にした日本酒を都内の酒蔵

元で生産するなど、農業者団体は販路拡大に努め、これにより出荷された米は

全量販売されるようになり、その活動状況は高く評価できる。
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（別紙３）その他の事項

１ 基本指針の内容充実について

特になし。

２ 関連施策に対する意見等

○○県では該当がないので、特に意見なし。
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○ ○ 県
（別紙１）１８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に向けて検討すべき事項

１ １８／１９年の都道府県産米の需要見通しの設定に関する事項
１６年１１月２２日に開催された食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食

糧部会（以下「食糧部会」という ）において、委員から発言があった次の事項に。
ついて、客観的にどう考えるか。

（１）政府備蓄米の需要実績カウントの扱いをどうすべきか（食糧部会では、買入れ
た時点と販売される時点で相当なタイムラグが生じており、その間に各都道府県
の生産構造が変化しているため、政府が買入れた時点でその数量を需要実績にカ
ウントすべきではないかとの主旨の意見があったが、実際に、政府が販売してい
ない数量を需要実績としてカウントし、需要見通しを算定することについてどう
考えるか ）。

（意見）
、 、○ 都道府県別の需要見通しは 生産目標数量を設定するために算定されることから
、 、政府米に係る需要については 県段階の生産サイドから見て最初の需要が発生した

買い入れ時点の数値を用いるのが理にかなっていると考える。
○ ただし、これは、買い入れに当たって、生産サイドの販売努力が多少なりとも反
映される１６年産米についてであり、販売努力が反映される余地のなかった１５年
産以前の米については、政府米に係る需要そのものを需要実績の算定からはずすべ
きである。

（２）需要実績の生産調整達成・未達成補正の扱いをどうすべきか（食糧部会では、
①当面の需給調整の間は、生産調整の実効性を確保するため何らかの形で補正を
すべき、②米政策改革を着実に進めるため、地域の売れる米づくりの取組を尊重
すべきとの意見があったが、１６年産米からは数量調整による生産調整の手法に
転換しており、１５年産米までのように、農業者個々の生産調整実施面積を積み
上げて生産調整の達成・未達成を定量的に客観的に算定することが技術的に困難
であることを踏まえて、この扱いをどう考えるか ）。

（意見）
○ １５年産以前の米については、都道府県単位での生産調整の達成が至上命題とさ
れていたときのものであることから、公平性を確保するため、達成・未達成補正を
行うべきである。

○ １６年産米については、米の数量調整の下で生産されたものであるが、この制度
は、これまでの生産調整における強制感を払拭するため、生産調整への参加は、売
れる米づくりを行う中で農業者が主体的に判断するという考え方を基本としてお
り、また、達成・未達成の程度について、配分を受けたすべての農業者の実施状況
を積み上げて定量的に把握する仕組みとはなっていないので、都道府県の全域を単
位とした生産調整の達成・未達成という概念はないものと理解している。
したがって、１６年産米については、生産調整の達成・未達成による補正を行う

べきではないと考える。
○ なお、１７年産米の需要見通しを算定する際に、過去５年のうち、最高・最低を
除いた中庸３年分の需要実績が用いられたが、この手法には、作況による生産量の
変動の影響を緩和する効果もあることから、作況に基づく補正を行う必要はないと
考える。

○ また、補正を行った後の数値を需要実績と呼ぶことは実態に即しておらず、妥当
とはいえない。補正は、需要見通し算定後、生産目標数量を設定する段階で行うべ
きである。
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２ １８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に関する事項
１７年産米の生産目標数量の設定に当たっては、１７／１８年の都道府県産米の

需要見通し（６割）と１６年産米の都道府県別の生産目標数量（４割）を用いて算
定したところであるが、より地域の販売戦略が活かせるように生産目標数量を設定
するにはどのような客観的な手法が考えられるか。

（意見）
○ 個々の地域の販売戦略の効果を共通の次元で定量的に表すことができる指標は存
在しないと思われるので、現行の手法が適当と考える。
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（別紙２）需要に応じた米づくりの取組状況等

１ １７年産米の市町村等別の生産目標数量の設定要素

（考え方）
○ 米政策改革の基本的な考え方に則して、農業者・農業者団体による需要に応じ

た生産を促進していくためには、国の考え方に準じて、国と同じ要素、ウエイト
により配分を行うことが望ましいが、需要見通しを算定する際に国が用いた「米
の生産実績、６月末時点の在庫量及び政府米の販売量から算定した需要実績」を
市町村別に求めることは、市町村別の在庫量及び政府米の販売量を示すデータが
存在しないため不可能。

○ このため 需要見通しに代わるものとして ① 地域の生産希望数量 及び 農、 、 「 」 「
産物検査受検数量」を《売れる米づくりを促進するための要素》として、②「稲

作所得基盤確保対策契約数量」を《水田農業の構造改革を促進するための要素》
として使用。

○ これらの要素のウエイトについては、地域の主体性を尊重しつつ売れる米づく
りを促進していくという観点から 「地域の生産希望数量」に重点を置くことと、
するが、この要素については、次年産の配分においても使用することを念頭に置
き、モラルハザードを防止するため、算定に使用する際に上限を市町村の１６年
産生産目標数量の５％増の数量に設定。

○ また 「１６年産米の生産目標数量の配分実績」については、国と同じウエイ、
トで使用。

○ なお、本県への配分数量は、１６年産米に比べて約３％減少していること及び
地域における営農の継続性を確保するためには１６年産からの大幅な変動を避け

、 、 、る必要があることを考慮し 算定後に 上限を市町村の１６年産米生産目標数量
下限をその６％減の数量までとする調整を実施。

○ また、本県への配分数量には、種子用生産量等実数として確保する必要がある
数量が含まれていることから、これについては、本県への配分数量から予め控除
し、最後に、該当の地域の調整後の数量に加算。

《売れる米づくりを促進するための要素》
① 地域の生産希望数量（５０％のウエイト）
② 農産物検査受検数量（５％のウエイト）

１２～１５年産米受検数量の平均値（加工用米を除く）

《水田農業の構造改革を促進するための要素》
③ １６年産米稲作所得基盤確保対策契約数量（５％のウエイト）

《生産現場の営農の継続性を確保するための要素》
④ １６年産米市町村別生産目標数量（４０％のウエイト）
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２ 需要に応じた米づくりのための農業者・農業者団体の主体的な取組の評価
（販売戦略に基づく需要に応じた米づくり、販路の開拓や地域の米の銘柄ごとの販
売動向、価格動向等が農業者に的確に情報提供される体制の確立に向けた取組状況
等）

（意見）
ＪＡグループとして、マーケットニーズに基づく米づくりを進めるため、次の事項

を推進している。
(1) 現在の品質レベルの把握・検証とＪＡへの情報提供
(2) 商品性を重視した品種の選定とその品種への作付誘導
(3) 乾燥調製、保管管理の徹底と検証
(4) トレーサビリティの徹底
(5) 契約的栽培による集荷確保
(6) 代金精算における共同計算にＪＡ間の品質格差を反映させる方式を導入

(7) ＪＡグループとしての検査体制の確立
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（別紙３）その他の事項

１ 基本指針の内容充実について（遅くとも平成２０年度からの農業者・農業者団体
が主役となる需給調整システム移行後も念頭に置き、今後の基本指針について、①
現行の基本指針に対する評価、②主役システムに向けた改善点（翌年の生産の判断
材料とするために国から提供すべき情報等見直し点 、③主役システム移行後を想）

定した活用方針（行政からの情報の活用方法、情報提供ルート等について現時点で
検討している内容等）あれば記載 ）。

（意見）
①について

翌年産の都道府県別生産目標数量が示されるのが１１月の指針では遅すぎる。
翌年産の麦の作付に間に合うよう、７月頃には示していただきたい。

②及び③について

農業者・農業者団体が主役となるシステムの全体像が明らかにされていないの
で、現時点では記載する事項はない。

新食糧法の附則からは 「地域別の米の生産の目標数量」については、農業者、
・農業者団体が主役となるシステム移行後は、基本指針に掲載されないと解釈さ
れる。地域が翌年の生産の判断材料として提供して欲しい情報には、都道府県別
の生産量の目安的なものもあると思われるが、システム移行後は、需要見通しが
これに相当するものとなるのか。

２ 関連施策に対する意見等（①集荷円滑化対策や、②稲作所得基盤確保対策の運用
についての意見等あれば記載 ）。

（意見）
担い手経営安定対策（以下「担経対策 ）の補てん金を算定する際に用いる稲作」

所得基盤確保対策（以下「稲得対策 ）の補てん単価については、計算上の金額で」

はなく、実際に補てんされる金額としていただきたい。

担経対策については、稲得対策による補てん分と合わせて、基準収入と当年産収
入との差額の９割まで補てんされることとなっている。
本県においては、１６年産米の価格が基準価格に比べて大きく下落しており、こ

、 、 、のまま推移すると 稲得対策については 計算上の補てん金が資金造成額を上回り
資金造成額全額を補てん金として支出することになると見込まれる。

しかし、担経対策の補てん金を算定する際の稲得対策補てん単価については、実
際に補てんされる金額ではなく、計算上の金額が用いられるため、担経対策の資金
には余裕があるにもかかわらず、補てん金額がこの分下がってしまい、基準収入と
の差額の９割を下回る補てんしか受けられないこととなる。
稲得対策の補てんと合わせて、９割まで補てんするのが担経対策の主旨であるこ

とから、この場合の稲得対策補てん単価については、実際に補てんされる金額を用
いるような仕組みに改めていただきたい。
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○ ○ 県
（別紙１）１８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に向けて検討すべき事項

１ １８／１９年の都道府県産米の需要見通しの設定に関する事項
(1) 政府備蓄米の需要実績カウントの扱いをどうすべきか
○実際には販売していない数量を需要実績として扱う根本的な問題

政府備蓄米は、実質的に在庫であり、民間在庫との整合性の観点から、政府米在
庫を民間在庫と同列に扱うべきであり、政府買入時点の数量を需要実績にカウント
する事は適切ではない。

○需要実績の扱いを過去のデータに遡り見直すと、過去の需要見通しとの一貫性が確
保されない問題
需要実績の計算方法の見直しは、需要見通し（生産目標数量）の大幅な変更を伴

い、営農の継続性の観点から望ましくない。

○政府への売渡が不可能な地域が存在する中での公平・不公平の問題
過去も都道府県別政府備蓄米量の違いによる不公平感が存在した上で需要見通し

を算出しており、現段階で改めて考慮する意義が無い。

○政府への売渡をする考え方
政府への売渡は、地域の販売戦略上の問題である。１５年産は、不作による価格

の高騰で、政府に売り渡さなかった。逆に、平成１６年産は、豊作県が積極的に政
府買入に対し応札している。
このことから、民間流通米として販売できない（米穀年度末在庫になる）であろ

う米を政府に販売するものであり、政府米への売渡をもって需要と見なすことはで
きない。

以上のことを総合的に勘案すると、現行どおり、政府備蓄米については民間へ販
売される時点で需要実積としてカウントし、極端な不作による急激な政府米の需要
の増加については一定の需要カウントの算定方法を考慮すべきである。

(2)需要実績の生産調整達成・未達成補正の扱いをどうすべきか
○都道府県単位の生産調整の達成・未達成を定量的に算定することが困難

定量的に算定することが困難であるならば、算定するべきではない。

○生産調整の未達成県ほど需要実績が伸びる可能性がある点が問題。
生産調整の達成・未達成にかかわらず、売れた米以外は、在庫として積み上がる

もので、生産調整の達成・未達成は考慮する必要がない。

２ １８年産米の都道府県別の生産目標数量の設定に関する事項
１７年産米の生産目標数量の設定に当たっては、１７／１８年の都道府県産米の需
要見通し（６割）と１６年産米の都道府県別の生産目標数量（４割）を用いて算定
したところであるが、より地域の販売戦略が活かせるように生産目標数量を設定す
るにはどのような客観的な手法が考えられるか。

考えられない。
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（別紙２）需要に応じた米づくりの取組状況等

１ １７年産米の市町村等別の生産目標数量の設定要素
構造改革の推進、需給調整のシステムの実効性の確保、不公平感の解消を考慮し

配分

（配分要素：前年と同じ）
①売れる米づくり：
系統及び商系の１０月末在庫から売れた米の作付割合を算出し配分 (５％)

②担い手の育成：
農地流動化面積の割合 ( 1％)
水田台帳上の４ｈａ以上の農業者の割合 ( 1％)

③営農の継続性：
平成１５年配分実績 (90％)

④水稲作付率の格差是正:
水田台帳面積の割合 ( 3％)

２ 需要に応じた米づくりのための農業者・農業者団体の主体的な取組の評価

〇販売戦略に基づく需要に応じた米づくり
・年間継続可能なロットの確保による安定供給
系統集荷率の低下により、系統等の安定供給機能が低下してきている。

・ＪＡ直売、生産者直売の数量拡大の動きをどう評価するかが課題である。
・栽培履歴の記帳を推進し、区分集荷を行っている。

〇販路の開拓や地域の米の銘柄ごとの販売動向
・県内及び○○市場を中心に県産米のＰＲを図るなど販売促進を進めた。
（全国銘柄と○○独自銘柄の用途に合わせた販売の推進）
・県内消費の拡大、県外需要の呼び込みの努力を行っている。

〇価格動向等が農業者に的確に情報提供される体制の確立に向けた取組状況
・販売動向、価格動向については、全農県本部からＪＡには毎月１回部課長会議等

で情報伝達している。
・ＪＡから農業者へは仮渡金の通知や精算の際に情報伝達されている。
・現在、県協議会のホームページの開設を準備しており、その中で販売動向等の情

報を掲載する予定。
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（別紙３）その他の事項

１ 基本指針の内容充実について（遅くとも平成２０年度からの農業者・農業者団体
が主役となる需給調整システム移行後も念頭に置き、今後の基本指針について、①
現行の基本指針に対する評価、②主役システムに向けた改善点（翌年の生産の判断
材料とするために国から提供すべき情報等見直し点 、③主役システム移行後を想）
定した活用方針（行政からの情報の活用方法、情報提供ルート等について現時点で
検討している内容等）あれば記載 ）。

①現行の基本指針に対する評価、及び②主役システムに向けた改善点
都道府県別の需要見通しは、需要実績を補正して算出される。
都道府県別需要見通しが公表されるのは１１月であるが、地域では、既に次年産

の準備が始まっている。
、 、 、国の需要見通しが 客観的手法で行われているとするならば ７月の基本指針で

速報値の需要見通し（若しくは、需要見通しのシェア）を示すべきである。

２ 関連施策に対する意見等（①集荷円滑化対策や、②稲作所得基盤確保対策の運用
についての意見等あれば記載 ）。

市町村からのデータ提供が、生産者拠出の期日に充分間に合うように、農政局食
糧部（地域課）が市町村を指導して欲しい。

基本的には機構とＪＡ（生産調整方針作成者）の間で事務を行うこととしている
が、円滑な事務処理推進のため、全農県本部も一部事務を担っている。そのため、
全農県本部に対しても、機構からの情報を提供して欲しい。

集荷円滑化対策については、豊作年には保管料等の助成はあるが、通常の業務に
係る事務費については、助成されていないので、助成をお願いしたい。




