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全国農業協同組合連合会秋田県本部問題類似案件に関する全国一斉立入検査

結果

１ 目的及び経緯

本年１月から農林水産省が実施している農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２

号。以下「農協法」という ）に基づく全国農業協同組合連合会（以下「全農」と。

いう ）及びその子会社に対する検査の過程において、全農秋田県本部及び（株）。

パールライス秋田の関与した「米の横流し事件」並びに全農秋田県本部 （株）パ、

ールライス秋田及び秋田食糧卸販売（株）の関与した「米架空取引疑惑」が判明し

た。

農林水産省としては、本事案が、共同計算米横流し、空売り買戻し、補助金の不

正受給など、刑事告発も検討すべき悪質な事案であることのほか、生産者の利益の

ために活動すべき農業協同組合の理念に反し、生産者の信頼を著しく損ねる不適正

な行為であるとともに （財）全国米穀取引・価格形成センター（以下「コメ価格、

センター」という ）における適正な価格形成をはじめ、米穀の適正な流通に対す。

る深刻な信用失墜行為であることにかんがみ、別途進めている本事案の真相究明と

責任の所在の明確化等と並行して、これに類似する事案の有無を把握することを目

、 、 （ 「 」 。）的として 全農府県本部 道県経済農業協同組合連合会 以下 経済連 という

及び県単一の農業協同組合（以下「県単一農協」という ）に対して、地方農政局。

及び地方農政事務所等職員による 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 平、 （

成６年法律第１１３号。以下「食糧法」という ）第５２条の規定に基づく全国一。

斉立入検査を行った。

２ 検査対象

４５道府県（東京都及び沖縄県以外の道府県）に所在する、３５全農府県本部、

９経済連及び２県単一農協を対象に、１１年産から１６年産までの米の販売につい

て検査を実施。

３５全農府県本部

全農青森県本部、全農岩手県本部、全農宮城県本部、全農秋田県本部、全農山

、 、 、 、 、形県本部 全農庄内本部 全農福島県本部 全農茨城県本部 全農栃木県本部

全農群馬県本部、全農埼玉県本部、全農千葉県本部、全農神奈川県本部、全農

新潟県本部、全農富山県本部、全農石川県本部、全農山梨県本部、全農長野県

本部、全農岐阜県本部、全農三重県本部、全農滋賀県本部、全農京都府本部、

全農大阪府本部、全農兵庫県本部、全農鳥取県本部、全農島根県本部、全農岡

山県本部、全農広島県本部、全農山口県本部、全農徳島県本部、全農愛媛県本

部、全農高知県本部、全農福岡県本部、全農長崎県本部、全農大分県本部
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９経済連

ホクレン農業協同組合連合会、福井県経済連、静岡県経済連、愛知県経済連、

和歌山県農業協同組合連合会、佐賀県経済連、熊本県経済連、宮崎県経済連、

鹿児島県経済連

２県単一農協

奈良県農業協同組合、香川県農業協同組合

３ 検査実施期間

平成１７年４月２６日から５月２７日までの間

４ 検査人員

延べ２，１３６人（地方農政局食糧部３３４人、地方農政事務所１，７５８人、

地方農政局生産経営流通部検査指導課４４人）

５ 検査手法

（１ 「米の横流し事件」類似事案検査）

ア 全農秋田県本部における「米横流し事件」では、全農秋田県本部が（株）パ

ールライス秋田の販売代金の焦げ付きを補填するため、当該県本部が正規の出

荷指図書を発行せず、手書きによる出荷指図書を発行することにより共同計算

米の払い出しを行い、簿外販売を行っていることを踏まえ、本件と類似の横流

しの有無を把握する観点から、共同計算米の会計・物流上の誤謬等について調

査を行った。

イ 具体的には、

① 全農府県本部、経済連及び県単一農協（以下「全農県本部等」という ）。

において整備されている会計帳簿など日々の取引に係る会計帳票等における

全農県本部等とその取引先との間の支出入に関する誤謬はないかどうか、

② また、全農県本部等が整備している共同計算米にかかる共同計算精算書の

収入・支出等における誤謬はないかどうか、

等を網羅的に検査するとともに、出荷指図書の発行に係る処理状況等を確認・

検証することにより、共同計算米の横流しの存在についての調査を行った。

（２ 「米架空取引疑惑」類似事案検査）

ア 全農秋田県本部における「米架空取引疑惑」については、コメ価格センター

の入札において、全農秋田県本部が（株）パールライス秋田及び秋田食糧卸販

売（株）に対して応札を依頼し落札されたものの、実際には、全農秋田県本部

は、これらの２社に落札に基づく売渡しを行った直後に買戻しを実施していた

こと、特にその支払い関係については、全農のコメ価格センターにおける取引

についての代金決済機関である（株）アグリネットサービスへの２社からの買

入れ代金の支払い前に、全農秋田県本部から、買い戻し代金相当額がまず２社
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に対してそれぞれ支払われ、これを受けて２社から（株）アグリネットサービ

スへの買入れ代金支払いが行われるという極めて異例の形での資金の授受が行

われていることを踏まえ、本件と類似の架空取引の有無を把握する観点から、

共同計算米の運用に係る誤謬の存在等について調査を行った。

イ 具体的には、

① 全農県本部等において整備されている会計帳票等において誤謬等は存在し

ていないかどうか、

② また、全農県本部等が整備している共同計算米にかかる共同計算精算書に

ついても誤謬等が存在していないかどうか、

等を網羅的に検査することにより調査を行った。

ウ 更に、全農秋田県本部等による架空取引については、次に示すとおり、対象

となった平成１５年産米に係る第１３回コメ価格センター入札（１６年５月２５

日）及び第１４回コメ価格センター入札（１６年６月２２日）における（株）

パールライス秋田及び秋田食糧卸（株）それぞれの応札・落札価格が、その際

の指標価格及び他の買い手による最高落札価格と比較して相当高い水準にある

ものがみられるとともに、落札数量に占める両者の落札数量のシェアも直近な

いし少し以前までの入札におけるシェアと比べて、その水準が大幅に高くなっ

ているものがみられる。

○ 落札価格と指標価格の比較

16年５月25日入札

（銘柄：ひとめぼれ）

落札価格① 指標価格② ①－② 他の卸の最高 ①－③
落札価格③

秋田食糧卸㈱ 17,500円/60㎏ 16,918円/60㎏ 582円 17,500円/60㎏ 0円

16年６月22日入札

（銘柄：あきたこまち）

落札価格① 指標価格② ①－② 他の卸の最高 ①－③
落札価格③

㈱パールライ 17,800円/60㎏ 17,520円/60㎏ 280円 17,600円/60㎏ 200円
ス 17,550円/60㎏ 30円 ▲ 50円
秋田 17,300円/60㎏ ▲220円 ▲300円

秋田食糧卸㈱ 17,500円/60㎏ ▲ 20円 ▲100円
17,400円/60㎏ ▲120円 ▲200円
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（銘柄：秋田ひとめぼれ）

落札価格① 指標価格② ①－② 他の卸の最高 ①－③
落札価格③

秋田食糧卸㈱ 17,450円/60㎏ 16,804円/60㎏ 646円 17,450円/60㎏ 0円

㈱パールライ 17,450円/60㎏ 646円 0円
ス秋田 17,000円/60㎏ 196円 ▲450円

（銘柄：めんこいな）

落札価格① 指標価格② ①－② 他の卸の最高 ①－③
落札価格③

秋田食糧卸㈱ 17,150円/60㎏ 16,166円/60㎏ 984円 16,106円/60㎏ 1,044円

㈱パールライ 17,150円/60㎏ 984円 1,044円
ス秋田 16,100円/60㎏ ▲ 66円 ▲6円

○ 落札数量シェアの比較

（銘柄：あきたこまち）

架空取引時の落札数量のシェア 第１回目以降落札数量のシェア

秋田食糧卸㈱ 16年６月22日 10.0％ 15年10月10日 0.5％
16年２月24日 0.6％
16年３月23日 0.7％
16年４月23日 3.3％

㈱パールライ 16年６月22日 21.7％ 15年10月10日 5.0％
ス秋田 15年12月19日 0.2％

16年１月27日 0.7％
16年３月23日 23.9％

（銘柄：ひとめぼれ）

架空取引時の落札数量のシェア 第１回目以降落札数量のシェア

秋田食糧卸㈱ 16年５月25日 16.7％ 16年４月23日 7.5％
16年６月22日 16.7％

㈱パールライ 16年６月22日 33.3％ 15年10月10日 3.0％
ス秋田 16年１月27日 2.0％

16年２月24日 32.0％
16年３月23日 33.3％
16年５月25日 16.7％



- 5 -

（銘柄：めんこいな）

架空取引時の落札数量のシェア 第１回目以降落札数量のシェア

秋田食糧卸㈱ 16年６月22日 16.7％ 15年12月19日 7.3％
16年１月27日 2.0％
16年２月24日 2.0％
16年３月23日 5.0％

㈱パールライ 16年６月22日 23.1％ 15年12月19日 6.1％
ス秋田 16年１月27日 1.0％

16年２月24日 16.0％
16年３月23日 33.3％
16年５月25日 16.7％

エ このように、個々の入札取引における特定の買い手による落札価格と平均指

標価格との差、その落札価格と他の買い手による最高落札価格の差、或いは特

定の買い手による落札シェアの水準が、価格操作を目的とした架空取引の有無

を判断する有力な材料となると考えられることから、以下の基準Ⅰ又は基準Ⅱ

により重点調査対象として選定した各年産ごとの銘柄を対象として、調査を実

施した。

＜基準Ⅰ（落札数量の観点からの検証）＞

各入札回ごとに、各県ごとの系統子会社卸による落札数量が当該銘柄の上場

数量に対して相当のシェアを占める等の要件に該当する銘柄

総計３５０件 １１年産５５件、１２年産６６件、１３年産６６件、

１４年産６６件、１５年産６７件、１６年産３０件

＜基準Ⅱ（価格の観点からの検証）＞

各入札回ごとに、各府県ごとの系統子会社による落札価格の平均が指標価格

又は他の買い手による最高落札価格の両方又は一方を相当程度上回っている銘

柄

総計１８６件 １１年産１０件、１２年産２５件、１３年産１４件、

１４年産１７件、１５年産９８件、１６年産２２件

（参考）各年の取引銘柄延べ総数

１１年産 ７５７（入札１３回）

１２年産 ７２０（入札１３回）

１３年産 ６９０（入札１５回）

１４年産 ６６６（入札１５回）

１５年産 ５８０（入札１４回）

１６年産 ４９１（入札１０回）＜１７年４月（第１０回）までの実績＞
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６ 調査結果

（１ 「米の横流し事件」類似事案）

各全農県本部等が整備している会計・物流上の取引先卸との間の支出入の状況

について、上記の観点から、その内容を確認した結果、本件類似の横流しが行わ

れたことを示すような誤謬等は確認されなかった。

また、併せて、手書きによる出荷指図書の発行の実態について調査を行ったと

ころ、電算システムが導入されていない一部の全農県本部等ではすべて手書きに

よる出荷指図書で物流が行われているほか、他の全農県本部等においても、出来

、 、秋時期など需要が集中する際には 実需者からの早期出庫要請等に対応するため

電算による本出荷指図書の発行を待たずに、一時的に手書きの出荷指図書で対応

しているケースが多く見られたところである。

しかしながら、一時的な手書きによる出荷指図書については、その後、電算処

理による本出荷指図書が発行されており、本立入検査時点において、手書きによ

る出荷指図書のままで長期にわたり放置されている事例は見受けられなかった。

（２ 「米架空取引疑惑」類似事案）

全農県本部等が整備している総勘定元帳等の会計帳簿上での取引先卸に対する

支出について、上記の観点から内容を確認した結果、本件類似の架空取引と疑わ

れるような誤謬等は確認されなかった。

更に、基準Ⅰ又は基準Ⅱに該当するものとして重点的に検査した５３６件につ

いては、①全農県本部等から農協に対する出荷指図書のほか、②運送業者等への

引渡しを確認する現品受領書、卸売業者の受領書等により販売先への出荷の実態

が確認されたため、米の架空取引と考えられる案件は認められなかった。

７ 農協法及び食糧法の規定に基づく全農県本部等からの報告徴収に対する報告結果

（１）今回の全農県本部等に対する一斉立入検査を補完するため、生産者からの委託

に対する適正な業務遂行や農協系統組織に関する行政を適切に処理する観点及び

米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通の信頼の確保の観点から、全

農（県本部 、経済連及び県単一農協のほか、コメ価格センターの登録業者のう）

ち、１１年産米から１６年産米までの間にコメ価格センターの基本取引及び平成

１６年３月以前にあっては当時の（財）自主流通米価格形成センター（以下「自

主米センター」という ）の入札取引の実績がある者について、農協法第９３条。

及び食糧法第５２条の規定に基づき 「全国農業協同組合秋田県本部問題類似案、

件の状況の報告について （平成１７年５月１３日付け１７総食第１６０号農林」

水産大臣通知）により、

① 生産者から販売委託された米穀を、共同計算要領等当該米穀の共同計算に係

る内部規定に違反し、無断で取引先卸に販売する行為（いわゆる米の横流し）

を行った事実の有無、

② コメ価格センターの基本取引及び平成１６年３月以前にあっては当時の自主
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米センターの入札取引において、コメ価格センターが定めた米穀の売買取引に

係る業務規程第５４条又は自主米センターが定めた自主流通米の入札取引に係

る業務規程第２５条第１項に規定する取引が成立した米穀の買受けを確実に行

わない、又は行わなくなるおそれがある行為（いわゆる架空取引）を行った事

実の有無

について報告を求めたが、全農秋田県本部問題に関係する者以外からは、そのよ

うな事実があったとの報告はなかった。

なお、農協法第９３条及び食糧法第５２条の規定に基づく報告徴収に対して虚

偽の報告を行った場合は、農協法第９９条の４及び食糧法第５９条の規定に基づ

き罰則の適用の対象となり得る。

（２）報告対象者は３０９業者で、詳細は次のとおり。

報 告 対 象 業者数 根拠法令

全農 １ 農協法第９３条第１項及
び食糧法第５２条第１項

経済連 ９

県単一農協 ２ 食糧法第５２条第１項

コメ価格センターの基本取引又は自主米セン
ターの入札取引の実績がある売り手及び買い
手

全国主食集荷協同組合連合会系業者 ９ 食糧法第５２条第１項

全農及び経済連子会社の卸 ３２ 農協法第９３条第２項及
び食糧法第５２条第１項

上記以外の民間卸 ２５６ 食糧法第５２条第１項

計 ３０９

８ 販売対策費等共同計算の運用に関し問題のある事案

共同計算（販売対策費）関係（１）

今回の全国一斉立入検査の中で、全農県本部等の共同計算精算書等を精査した

際、その中の記載事項に不自然な点があった場合には、逐一説明を求めたところ

であるが、その結果、米の横流し及び架空取引類似事案以外の案件で、共同計算

の処理が適切とは見られないケース、特に、共同計算における大きな支出項目の

一つである販売対策費について、その支出根拠や支出目的が不明確であるなど適

切とは思われないケースが散見された。

（２）米穀の出荷取扱業者によるいわゆる販売対策費に関しては、平成１６年４月１

日改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則（平成７年農林
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水産省令第１７号）第２５条第２項第４号及び第３４条第２項第４号の規定によ

、 、「 、 、り 登録出荷取扱業者の遵守事項として 不当に 売渡し等を行う者に対して

割戻しその他特別の利益の提供をしないこと」とされてきた。

平成１６年４月１日をもって主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の

一部を改正する法律（平成１５年法律第１０３号）等が施行され、流通規制が緩

和されたが、引き続き米穀の適正かつ円滑な流通の確保を目的とする食糧法に照

らし、生産者から米穀の売渡しの委託を受けた出荷取扱業者（以下「農協等」と

いう ）が行う割戻しその他特別の利益の提供（以下「割戻し等」という ）に。 。

よる販売対策については、これまで同様、委託を行った生産者の利益及び米穀の

適正な価格形成の観点から適切に行われる必要があることから、出荷取扱業者が

行う販売対策について、以下のとおり、農林水産省から指導を行っている（ 生「

産者から米穀の売渡しの委託を受けて出荷の事業を行っている場合の販売対策の

適正化について」平成１６年６月１８日付け１６総食第３０５号農林水産省総合

食料局食糧部長通知 。）

１．販売対策費の問題点

(1) 一般的な商取引においては、製造業者が販売促進の目的で取引先に対し

て割戻し等を行う等、販売対策費が商慣行・取引慣行の一つとして広く定着

している。

(2) しかしながら、米穀の取引に当たって、過度又は合理性を欠く販売対策

費の支出に恒常的に依存する場合は、以下のような問題が生ずる。

① 販売経費が増加し、生産者手取りが減少することとなる。

② 実際の取引価格が米穀価格形成センターの指標価格その他の代表的な取

引価格と乖離することとなり、水田農業構造改革対策実施要綱（平成１６年

４月１日付け１５生産第７９９９号農林水産事務次官依命通知）別紙２の稲

作所得基盤確保対策により生産者が本来得られる米価下落に対する助成が得

られないこととなる。

③ 取引価格が歪み、米穀価格形成センターを指定し米穀の取引の指標とな

る価格を形成することで、適正な取引価格での流通を図ることを目指してい

る食糧法の趣旨に反することとなる。

(3) 従って、農協等にあっては、特に、米穀の売渡しの委託を行った生産者

の利益及び価格形成の透明性・公平性に配慮する必要があり、一般の商行為

と同様の観点で販売対策費を支出することは適切ではない。
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２．留意すべき事項

上述のような問題があることに鑑み、農協等が割戻し等を販売対策に係る

経費として支出するに当たっては、その支出目的、支出基準及び支出金額の

算出根拠について、所有者である生産者又はその代表者による会議の承諾を

得て行う必要がある。

また、生産者等の承諾を得るに際して、個別産地、個別事業者の事情を踏

まえつつも、事業者間又は産地間での競争の手段として割戻し等に過度に依

存することがないよう、事業者の規模、取扱数量に応じた実効性ある取組を

行う必要がある。

（３）以上のような指導を踏まえ、全農及び全国農業協同組合中央会（以下「全中」

という ）においても販売対策費の取扱いガイドライン等を作成し、実行してい。

る。

（４）しかるに、今回の全国一斉立入検査の中で、販売対策費に関連して、次のとお

り、農林水産省の指導、或いは、全中及び全農のガイドラインの範囲に収まるか

否かにつき極めて疑義のあるものが発見された。

ア １５年産米につき 「運賃助成」の名目で１業者に対し、総額約２百万円の、

支払いが行われているが、稟議書等の証拠書類が存在しないケース及び１４年

産米及び１５年産米につき 「運賃助成」の名目で三十数業者に対し、総額約、

， 、 、１ １３３百万円の支払いが行われているが 稟議書等の証拠書類が存在せず

共同計算委員会による審議も経ずに支払ったケース。

イ １１年産米の販売対策経費等に充てるための経費を１２年産米の共同計算か

、 （ ）ら稟議書を作成せず 共同計算委員会の審議も経ずに流用 総額約６０百万円

したケース。

ウ １５年産米につき、コメ価格センターにおける入札に応じてもらった謝礼の

意味合いを込めて協力費と称して、十数業者に対し総額約４７百万円の支払い

を行ったケース。

なお、本件については、コメ価格センター入札における落札数量及び落札価

格が決定した後、落札数量に応じて一定の金額が支払われており、これが直ち

にコメ価格センターにおける不公正な価格形成とは言えないものの不明朗な取

引となっている。

（５）以上のほか、販売対策費には関係しないが、共同計算の処理として不適切と考

えられるケースとして次のものが発見された。

１５年産米について、卸売業者に販売した計画外流通米のうち、当該卸売業者

の売れ残り在庫（５９３トン）を買い戻すに当たり、計画流通米を対象とする共

同計算米勘定から約１９９百万円を支出したケース。

（６）更に、国庫補助金の不適切な請求として次の２件が発見された。
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ア １５年産米につき、予め食用不適合品のため焼却処分すべき米穀６トンにつ

いて、全農県本部が一旦卸売業者に販売した後に焼却処分が行われたため、米

流通システム改革促進対策費補助金２４千円を過受領していたケース。

イ １５年産米につき、農協が計画外流通米として集荷・販売した２トンを担当

者が誤って自主流通米として全農県本部に報告したため、米流通システム改革

促進対策費補助金８千円を過受領していたケース。

３ 総括

今回の地方農政局及び地方農政事務所等職員による全農県本部等に対する以上の

ような手法による全国一斉立入検査並びに食糧法及び農協法に基づく報告徴収を行

った結果、全農秋田県本部事案以外には 「米の横流し」及び「米の架空取引」類、

似の事案は認められなかった。

しかしながら、本検査の実施過程で、全農県本部等による米の共同計算の処理、

特に、販売対策費の支出について不適切と認められる事例が散見されたところであ

る。

共同計算における販売対策費については、その支出が幅広く行われている実態が

あり、また商慣行上必要なものも存在するが、今回のような共同計算に係るルール

の遵守について極めて疑義のあるものが相当数発見されたことについては、過去に

繰り返し行われた農林水産省の指導や、また、全中や全農自身が取り決めたルール

に違反するものであり、誠に遺憾であるといわざるを得ない。

特に、その支出がコメ価格センター取引との関連を持って行われているものとみ

られるものについては、そのこと自体がコメ価格センターの価格形成を直接歪める

ものではなかったとしても、コメ価格センターにおける取引・価格形成の公正さに

疑義を生じさせかねないものであり、そのような販売対策費を支出する側及び受け

取る側の双方において、コメ価格センターにおける取引・価格形成の公正性に対す

る売り手・買い手としての責任感、認識が欠けていた面があったといわざるを得な

い。

農林水産省としては、これらの検査結果を踏まえ、今後、販売対策費のルールの

明確化、透明性確保のための方策を含めた共同計算の運用のあり方について、検証

、 、・見直しを早急に進めることとし 関係者に対するヒアリング調査等も行いながら

米穀の適正な流通の確保に万全を期していくこととする。また、コメ価格センター

の取引ルールの検証・見直しについても、今回の検査結果を踏まえつつ、更にその

検討を急がせるものとする。更に、今回の検査の結果、国庫補助金に関連して不適

切と認められた事案についても、適正に対処していくこととする。

４ その他

平成１７年５月１３日付けの農林水産省の全国農業協同組合連合会秋田県本部の

「 」 「 」 （ ） （ ）米横流し事件 及び 米架空取引疑惑 に関する調査結果 中間報告 の３の ２
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のアの⑤の（ウ）買い戻し条件（１３ページ）において、全農秋田県本部等による架

空取引疑惑に関し、秋田食糧卸（株）が事前に買戻し条件の提示があったことを否定

している旨記載している点については、その後の再確認の結果、当該卸は事前に買い

戻し条件の提示があったことを認める供述をしている。

以 上


