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開     会 

 

○梅下農産企画課課長補佐 それでは、予定の時刻がまいりましたので、ただいまから「食

料・農業・農村政策審議会食糧部会」を開会させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しいところ、お集まりいただきまして誠にありがと

うございます。 

 まず、開会に先立ちまして、本日、御欠席でございますが、７月11日付で、佐々木明久

委員が退任され、新たに大枝宏之委員が臨時委員に就任されておりますので、御紹介させ

ていただきます。 

 また、本日の委員の皆様の出席状況でございますが、大枝委員のほか、奥村委員、田沼

委員、永井委員におかれましては、所用により御欠席との連絡を事前にいただいておりま

す。 

 結果、全体の３分の１以上の委員に御出席いただいておりますので、食料・農業・農村

政策審議会令第８条の規定により、本部会は成立しております。 

 それでは、開会に際しまして、今城農産部長より、ごあいさつをお願いします。 

 

農産部長あいさつ 

 

○今城農産部長 農産部長の今城でございます。本来であれば、政務三役がごあいさつさ

せていただくところでございますが、本日は、国会の都合でどうしても出席いただけない

ことになりましたので、代わりに私がごあいさつをさせていただきます。 

 初めに、委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきまして誠にあ

りがとうございます。 

 さて、米をめぐる状況ということでございますが、本日、後ほど詳しく御説明させてい

ただきますけれども、震災後の需給の不透明感ということから、昨夏以降、非常に22年産

米が通常を上回る状況で売れたというような状況もございました。 

 また、そういう状況の中で、やはり需給がややタイトぎみに推移しているというような

ことがずっと囁かれておりました。 

 そういう形の中で、いわゆる相対価格というものも60kg当たりで2,500円くらい昨年より

高いと、22年産に比べて23年産は高いというような中で推移しており、また、その中でも

特に、いわゆる値ごろ感のある価格の米というものが非常に逼迫感のある中で推移してき

たというような状況にございました。 

 こうした中で、主食用へのお米の供給量というものが震災というアクシデントのために、

22年産米が損傷し、２万トン程度供給できなかったという事態が生じ、このため23年産米

が穴を埋めるため前倒し供給されました。また、他の食品が、この４月から放射性物質で

あるセシウムの基準が100 Bq/kgということとなりましたところ、米については、本年９月
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末まで500 Bq/kgということにさせていただいておる中で、４月以降、自主的な取組という

ことで、市場から23年産米から100 Bq/kgを超えるセシウムを検出した地域のお米というも

のは流通させないという取組を開始したところでございまして、それで市場に流通させな

くなったものが２万トン、合わせて４万トンの想定していた供給量の減少が生じたという

ことで、政府から代替供給という形で古米を供給させていただいたというようなこともご

ざいました。これについても、後ほど詳しく事務方から説明させていただきます。また、

そういうことも含めながら今後の需給は注視していかなければいけないと考えている次第

でございます。 

 また、24年産米の放射能検査というものについても、大体、先週検査の仕組みなり体制

というものが整ったところでございます。これにつきましても、後ほど、事務方から説明

させていただきますけれども、23年産米で500 Bq/kg以上のところは作付制限、100 Bq/kg

を超え、500 Bq/kg以下という地域につきましては、全量を管理した上で、全袋検査をする

というような体制になっております。 

 そのほかの福島県の地域でも、基本的には全袋検査するというような体制になっている

ところでございます。 

 そういうことも含めまして、昨年に比べ、大幅な検査の密度の増加、点数の増加という

ことで体制を整えているところでございます。 

 本日の食糧部会におきましては、こうした対策の中身を御説明させていただいた上で、

昨年７月から今年６月末までの１年間の需要実績ということですとか、今後、来年６月ま

での需要見通しというようなことも含めまして、新たな米穀の需給及び価格の安定に関す

る基本指針ということについて御議論を賜りたいということでございます。 

 委員の皆様のさまざまなお立場から忌憚のない御意見を伺わせていただければと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 簡単ではございますが、冒頭のごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 

○梅下農産企画課課長補佐 ありがとうございました。さて、議事の前に配付資料の確認

をさせていただきます。 

 お手元には、「食料・農業・農村政策審議会食糧部会資料一覧」に記載されております、 

 「議事次第」、「委員名簿」、「資料１ 諮問（写）」、「資料２ 米穀の需給及び価

格の安定に関する基本指針（案）」、「参考資料１ 米をめぐる関係資料」、「参考資料

２ 24年産米の放射性物質検査について」、「参考資料３ 米に関するマンスリーレポー

ト（平成24年７月６日公表）」、「参考資料４ 米先物取引の試験上場に関するシーズン

レポート（平成24年６月）」をお配りさせていただいております。 

 それでは、この後の議事進行につきましては、中嶋部会長にお願いしたいと思います。 

 部会長、よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 おはようございます。食糧部会長の中嶋でございます。皆様の御協力の下、
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円滑に議事を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議     事 

 

 それでは、本日の審議会の取扱い及び議事の進め方について確認したいと思います。 

 本部会につきましては、審議会議事規則第３条第２項の規定により、会議は公開するこ

ととなっております。また、本部会における皆様の御意見等につきましては、議事録とし

て取りまとめの上、公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（案）」につきまして、事務局

からの資料の説明の後、委員の皆様からの御意見、御質問を頂戴した上で、本基本指針（案）

が適当であるかどうか決議したいと思います。 

 委員各位、それから、事務局におかれましては、限られた時間内で効率よく議事を進め

られるよう、円滑な進行に御協力いただきたいと思います。 

 全体として12時前までには終了する予定で進めたいと思いますが、このような取り進め

方でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは、そのように進めてまいりたいと思いま

す。 

 

（１）米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定について 

 

○中嶋部会長 では、早速ですが、農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に諮問

のありました、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（案）」について御審議い

ただきます。 

 まずは、事務局から諮問文書の読み上げを行っていただき、引き続き、資料の説明をお

願いいたします。 

○天羽農産企画課長 生産局農産企画課長の天羽でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 農林水産大臣から審議会に対しまして諮問がなされておりますので、資料１、諮問の写

しを読み上げさせていただきます。 

24生産第1252号 

平成24年７月31日 

食料・農業・農村政策審議会会長 殿 

                     農林水産大臣  

諮  問 

米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定について、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）第４条第４項の規定に基づき、貴審議会の意
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見を求める。 

 

 続きまして、資料２の「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（案）」につきま

して、御説明をさせていただきます。 

 まず、１ページをご覧ください。 

 「第１ 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針」でございます。この部分につき

ましては、昨年11月に御審議いただきました基本指針とは変わっておりません。 

 「第２ 米穀の需給の見通しに関する事項」の「１ 平成23/24年の需要実績」でござい

ます。 

 平成23年７月から24年６月までの１年間について算出する需要実績ですが、算出方法に

つきましては、表１の囲みのとおりとしております。需要実績につきましては、②－①と

いうことで、②平成23/24年の主食用米等の供給量から①民間流通米の在庫の変動状況、こ

れを引き算いたしまして、需要実績を算出するという考え方に基づいて従前より算出をし

てきております。 

 その結果が、２ページの「（３）全国の需要実績」になります。結果、23/24の需要実績

は、速報値で811万トンという数字になっております。詳細につきましては、下の図の１の

ところに示してございます。 

 ②、主食用米等の供給量でございますが、破線の囲みの中にも書いてございますが、作

物統計による23年産の水稲収穫量が840万トン、これから加工用米等の26万トン、それから、

放射能の被害に対応した23年産米の特別隔離対策による隔離数量２万トンを控除した812

万トンが供給量ということになっております。 

 ①でございます。左下の箱の中でございますけれども、昨年６月末の時点で181万トンと

いう在庫量でございました。また、本年６月末時点の在庫量、これは、米穀の取引に関す

る報告徴収による調査、それから、生産者の在庫量で、これは推計もやっておりますけれ

ども、これの合計が182万トンということになりまして、対前年比で１万トンの増となって

おります。 

 これを②の主食用米等の供給量812万トンから差し引いた需要実績が811万トンという結

果となります。例年同じでございますが、この７月末の時点の需要実績は速報値というこ

とでございまして、11月に御審議いただく基本指針における確定値の報告に向けて、今後、

精査を行ってまいります。 

 ３ページの「２ 全国の平成24/25年の需要見通し」につきましては、昨年７月から今年

６月までの１年間の速報値ベースの需要実績を用いて算出をしております。 

 全国の需要見通しの計算は、平成16年７月策定の基本指針において、 近のお米の消費

量を踏まえて採用した手法により、平成8/9年の１年間の需要量及びそれ以降直近の23/24

年までの全国の需要実績を用いて回帰式、トレンドで算出するという方法で行っておりま

す。 

 これまでのデータを用いて算出すると、図２と表２にございますとおり、速報値で798
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万トンということになります。 

 この方式は、平成16年以降用いてきておりますけれども、近年の需要実績をグラフの赤

いドットで見ていただきますと、回帰式の傾きに比べて、若干緩やかな推移になっている

のではといった傾向も伺えるところでございます。 

 ４ページの３でございます。先ほどの需要見通しを踏まえまして、平成24年７月から平

成25年６月の需給の全体フレームとして、表３のとおり見通しております。 

 まず、「（１）供給量」でございますが、平成24年６月末の民間在庫量は、先ほど見て

いただきましたとおり、速報値での民間在庫量として182万トン。 

 ②、平成24年産の主食用米等の生産量は、現時点では出ておりませんので、昨年の11月

指針でお示しをした生産数量目標の793万トンという数字をＢとして置いてございます。 

 ③、平成24/25の備蓄米の代替供給は、先ほど部長のあいさつにもございましたが、注に

ありますとおり、①東日本大震災により、倉庫に保管されていた22年産米が被災し、これ

を埋め合わせる形で23年産米が供給されたこと、これが２万トン程度でございますが、プ

ラス②といたしまして、100 Bq/kgを超える23年産米の特別隔離対策の対象となるお米の隔

離数量が２万トン程度ということで、合計４万トンの代替供給を備蓄米から行う数量でご

ざいます。 

 ④ですが、これらＡの24年６月末、民間在庫量182万トン、Ｂの24年産の主食用米等の生

産数量目標が793万トン、先ほどのＣの４万トンを合計いたしまして、Ａ＋Ｂ＋Ｃで、24/25

の主食用米等供給量が979万トンということになります。 

 「（２）需要量」でございますが、平成24年７月から平成25年６月までの主食用米等の

需要の見通し量が、前ページで算出いたしました798万トンということで置いてございます。 

 この結果、（１）の供給量の計979万トンから（２）の需要量見通しの798万トンを差し

引いて、（３）平成25年６月末の民間在庫量が181万トンと見通されることになります。 

 ５ページをご覧ください。「第３ 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関

する事項」でございます。 

 備蓄運営手法につきましては、23年度から棚上備蓄に移行しております。棚上備蓄の方

式による備蓄運営の基本的な考え方といたしましては、①～⑤までございまして、昨年11

月の基本指針に掲げておったものと変わっておりません。 

 その下に２として、平成24/25年の備蓄運営について記載をしております。24年６月末の

政府備蓄米の在庫の状況につきましては、この冊子の10ページに掲げております。恐縮で

すが、10ページをご覧ください。 

 右のグラフでございますが、合計95万トンということなんですけれども、年産構成につ

いて見ますと、平成18年が16万トン、平成19年産が28万トン、平成20年産が10万トン、平

成21年産が16万トン、平成22年産が18万トン、平成23年産が７万トンということになって

おります。24年６月末の在庫量は、注の２にありますとおり、本年３月以降に社団法人米

穀安定供給確保支援機構が所有する22年産の販売環境整備米８万トンを買入れ、４月以降、

その代替として18年産の備蓄米４万トンを飼料用に販売した後の数量でございます。先ほ
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ど申し上げたとおり、全体では95万トンということになっております。 

 恐縮ですが、また、５ページに戻っていただきまして、表４でございます。Ｂの24年産

米の買入契約数量は８万トンとなりました。23年産米の７万トンから24年産米はプラス１

万トンの８万トンということになったところでございます。 

 なお、24年産米の買入状況の詳細につきましては、後ほど米をめぐる関係資料の中で御

説明をさせていただきます。 

 備蓄米の販売につきましては、適正備蓄水準が100万トン程度であるということを踏まえ

まして、８万トンの範囲内で飼料用・援助用等に販売をするということとしております。 

 なお、保管期間が５年を超えるお米を保有することとなりますことから、今後、品質確

認を行いまして、備蓄運営の適正を期するということとしております。 

 以上を踏まえました、来年25年６月末の備蓄量は、表４のとおり、91万トンと見込んで

おります。 

 表４をもう一度ご覧いただきますと、Ａが24年６月末の備蓄量95万トン。Ｂが24年産米

の買入契約数量８万トン。Ｃが先ほど出てまいりました代替供給数量が４万トン、Ｄが24

年/25年の飼料用・援助用等の販売量８万トン、仮置きでございまして、25年６月末の備蓄

量を91万トンと見込んでおるということでございます。 

 ６ページ「第４ 米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項」でございます。

我が国は、平成７年度からガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意に基づくミニマム・ア

クセス米の輸入を実施しており、この輸入は、「ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意

の実施に伴う農業施策に関する基本方針」という平成５年の閣議了解の趣旨を踏まえつつ、

輸出国の輸出余力、国際相場等を勘案しながら適切に行うということとしております。 

 なお、閣議了解につきましては、別冊の米をめぐる関係資料の47ページに抜粋をしてお

りますので、また、後ほどご覧いただければと思います。 

 平成23会計年度の輸入状況につきましては、平成23年７月に策定した基本指針に基づき、

77万玄米トン、うちSBS、売買同時契約方式による10万トンの輸入を実施すべく、順次買付

けを行い、全量を買い付けております。 

 平成24会計年度につきましては、輸入予定数量はWTO農業交渉において新たな合意ができ

るまではミニマム・アクセス数量は平成12年度の水準が維持されるということでございま

すので、年間77万玄米トンといたしまして、このうちSBS方式による輸入については、予定

数量を年間10万トンということといたします。 

 続きまして、参考統計表について簡単に紹介をさせていただきます。７ページ、総務省

の家計調査の１世帯当たりの米の購入数量のデータでございます。今年の５月まで追加し

ております。23年10月、24年２月及び５月では、前年同月を上回ったところでありますが、

それ以外の月は、前年同月を下回っているということで、全体で見れば、減少傾向で推移

をしております。 

 ８ページでございます。民間流通における６月末在庫の推移ということで、平成11年以

降のデータを掲載させていただいております。 
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 民間在庫につきましては、先ほど御紹介いたしましたとおり、24年６月末の民間在庫ト

ータルで182万トンということで、１万トンの増加、ほぼ横ばいということになっておりま

す。 

 また、民間在庫の構成で申しますと、グラフの一番下の黒い棒の部分、ご覧いただきま

すと、お分かりのとおり、まずは、生産者のところの在庫でございます。近年、しばらく

漸減傾向で来ておりましたところ、これは、農家戸数の減少なり高齢化ということに伴う

ものだと考えておりますけれども、23年の47万トンが24年は51万トンと４万トン増加して

いるということでございます。 

 一方、その上の斜線の棒の部分、ここは、農協系統などを中心とした出荷業者のところ

の在庫が４万トン減って95万トンとなっているということでございます。 

 また、販売段階、これは卸売業者中心のところになりますけれども、ここでは35万トン

が36万トンと１万トン増加という結果になっております。 

 生産者の手を離れた出荷段階と販売段階の在庫を合計いたしますと、23年が99＋35とい

うことで134万トンに対しまして、24年は131万トンということで、対前年３万トンマイナ

スという結果となっております。 

 トータル182万トンを過去の水準と比べますと、23年や18年、19年程度の水準であるとい

うことがお分かりいただけると思います。 

 続きまして、９ページ「３ 政府備蓄米の６月末在庫の推移」でございます。本年６月

末時点の95万トンを付け加えております。過去の水準と比べまして、決して少ない水準で

はないと考えているところでございます。 

 10ページの政府備蓄米の在庫の状況は、先ほどご覧いただいたとおりでございます。 

 11ページ以降は、各県別の需要実績のデータ、毎回付けさせていただいております。

新のデータも含めて更新をさせていただいております。 

 15ページがミニマム・アクセス米の販売状況でありまして、これまでの販売実績の累計

を更新させていただいております。 

 以上でございます。 

 続きまして、参考資料の１「米をめぐる関係資料」をご覧ください。ちょっと駆け足で

御説明させていただきたいと思います。 

 １ページは、お米の全体需給の動向、今回、24年の６月末の政府備蓄米の在庫量を追加

させていただいております。 

 ２ページは、米の生産、出荷・販売段階での流通の状況について整理をしたものであり

まして、今回、22年産米のデータを追加しております。 

 なお、脚注にございますとおり、推計に用いる統計が21年産米までと、22年産米では異

なる関係上、22年産のデータにかかる推計につきましては、21年産米までと連続性がない

ということがございますので、御留意いただければと思います。 

 ３ページから５ページは、総務省の家計調査から、世帯当たりのお米の購入量などを整

理したものであります。今回、５月までのデータを整理したものでございまして、３ペー
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ジは、先ほど見ていただいたものと同じでございます。 

 ５ページの支出金額のデータに関連いたしまして申し上げたいと思いますが、報道など

でご覧になられた方もおられると思いますけれども、23年の家計調査の２人以上世帯の年

間平均支出額において、パンへの支出額が米の支出額を上回る結果になっております。家

計調査の支出額につきましては、あくまでも精米の購入金額ということであり、中食、外

食における消費が考慮されていないということや、購入単価の影響もあるということでご

ざいますが、従いまして、これをもって単純に消費量の推計をお米とパンとで行うという

ことはできないんだと思いますけれども、さはさりながら、引き続きお米の消費動向につ

いて、私どもよく見ていかないといけない、実際の消費行動に結び付くような消費拡大の

取組について考えていかないといけないと、そういうことが重要だと考えているところで

ございます。 

 ６ページ、７ページ、お米の消費動向につきまして、米穀機構の調査のデータを更新さ

せていただいております。７ページにございます（ア）の入手経路の表からは、特にイン

ターネットショップが、 近、増加傾向にあるということが伺えるところでございます。 

 ８ページ、９ページは、日本フードサービス協会の調査結果を更新させていただいてお

ります。 

 10ページは、全米販が実施しております、卸売業者による市場見通しを取りまとめたも

のでございまして、４月分に更新をさせていただいております。 

 11ページ、12ページは、お米の消費拡大の取組「めざましごはんキャンペーン」の展開

について紹介をしたものでございます。今回、12ページの米飯学校給食の回数など、デー

タを更新しております。 

 13ページから16ページは、お米の相対取引価格の推移について整理をしたもので、直近

のデータに更新をしておるところでございます。 

 17ページは、農産物検査法に基づく検査の結果、１等米比率の推移などを整理したもの

でございます。今回、データの更新をしておりますが、23年産米は、３月末時点で80.6％

ということで、18年産から20年産と同程度の水準ということでございます。 

 18ページから21ページは、先ほどの基本指針の中でも御説明した民間流通における６月

末在庫などの状況について更新をしたものでございます。 

 22ページ、100 Bq/kgを超える23年産米の特別隔離対策についてでございます。本対策に

つきましては、前回３月の食糧部会でも御説明させていただいておりますけれども、そこ

からの変更点といたしましては、２の対策の内容の（１）参考にございます隔離対象数量

につきましてでありますが、当初、対象地域のお米の生産量推計によりまして、 大３万

7,000トン程度と見込んでおったところでありますが、隔離対策実施前に500 Bq/kg以下が

検出された地域のお米の販売量、それから、生産者が自家消費された分などがあることな

どによりまして、現時点の隔離見込み数量が１万7,000トン程度ということとなっておると

ころでございます。 

 23ページ、23年産米の特別隔離対策等による米の供給減少分の代替供給についてでござ
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います。23年産米の供給につきましては、先ほどもございましたけれども、①東日本大震

災により、倉庫に保管されていた22年産米が被災し、これを23年産米で埋め合わせる形で

供給が行われたこと、②特別隔離対策の対象となるお米が市場隔離されたことから供給量

が減少、今般、特別隔離対策による隔離数量がほぼ固まったことから、上記①及び②に見

合う量４万トン、震災による倉庫被災分２万トン程度＋特別隔離対策による隔離数量２万

トン程度の代替供給を政府備蓄米から行うこととしたところということでございます。 

 ここに至るところで、若干、当時の事情を説明させていただきますと、こうやって供給

数量が下回るということが見込まれる状況の下で、地域的には、九州を始めとする西日本

を中心に、静岡、山梨、宮城などの卸売業者や小売業者の方々から、また、お弁当や外食

事業者など、低価格米の需要者から私どものところにお米の仕入れが困難になるだとか、

端境期に向けてのお米の供給が不安だといった声が寄せられておったところであります。 

 このため、私どもといたしましては、お米の流通関係者から在庫状況なり、今後の供給

の見通しについて、調査、ヒアリングを実施したところでございます。 

 結果といたしましては、東日本大震災後のお米の需給に不透明感がある中で、販売事業

者等においては、端境期に顧客に対する供給が途切れるということにならないよう、苦心

をしてやりくりをされているといった状況が明らかになったところであります。 

 こういう中で、先ほど申し上げた隔離対象数量が２万トン程度という見込みが固まって

きたということで、端境期における安定供給ということを睨みまして４万トンを政府備蓄

米から代替供給をしたということでございます。 

 今回の供給減少分についての代替供給は、あくまでも震災による供給減少分に対する供

給ということで基本指針の需給見通しを変更するものではございません。不作等により国

内の生産量が需給量を下回るといった際に行います棚上備蓄の放出とは性格が異なるとい

うふうに整理をしているところでございます。 

 入札の結果でございますが、この表にございますとおり、４万トン全量が落札されてお

ります。資料に各年産別の申込数量、落札数量及び落札加重平均価格を掲載させていただ

いておるところでございます。 

 24ページでございます。24年産米の政府備蓄米の買入れについてでございます。23年産

米の買入れは、先ほど申し上げましたけれども、震災の影響で約７万トンとなったという

ところでございます。 

 このため、24年産米の買入れに当たりましては、産地の関係者にも御意見を伺って、１

～３にありますとおり、見直しを行ったところであります。「１ 入札時期の早期化」、

「２ 実績に基づく道県別入札枠の設定」、「３ 引渡時期の早期化」といった見直しを

行ったところでありますけれども、 終的には落札数量は、８万3,390トンということで終

わったということでございます。 

 これは、24年産の買入予定数量が20万トンに対しまして、42％ということでございます。 

 また、右の方に書いてありますけれども、落札加重平均価格が１万3,406円ということで、

私どもとしては、それなりの価格であったというふうに思っておるわけでございまして、
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注の２ですが、相対取引価格と比較する場合には、上記落札価格に流通経費600円～1,500

円を上乗せして比較をする必要があるのではないかと考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、23年産米、24年産米の買入入札の結果を踏まえまして、備蓄

米の買入れにつきましては、どうして買入数量が少ないままで終わったのか、この原因の

より詳細な把握を行って、改善方策についてしっかり検討していかないといけないという

ふうに考えておるところでございます。 

 25ページは、米穀機構の過剰米対策基金による取組を紹介したものでございます。 

 26ページは、精米備蓄事業についての資料でございます。 

 27ページから30ページにつきましては、変更がございません。 

 31ページ、全国の需給調整の取組状況の推移につきまして、確定値への更新、24年産の

生産数量目標なり、その値を面積換算した値を追加しております。戸別所得補償制度の下、

23年産の過剰作付面積は２万2,000haということで、低い水準となっているところでござい

ます。 

 32ページは、23年産米の都道府県別の需給調整の取組状況の整理ということでございま

す。 

 33ページ以降、戸別所得補償制度の説明がございますが、これは、後でまた経営政策課

長から御説明をいたします。 

 44ページから59ページに輸出入について資料がございます。まずは、MA米の輸入につい

ての資料でございまして、前回３月にお示しをしたものからデータ更新をしておるところ

でございますし、それから、 新の公表資料に更新をしたということでございます。 

 60ページは、商業用の米の輸出数量などを整理したものでございます。今回、2012年の

１月～５月のデータを追加してございます。 

 61ページは、ASEAN＋3緊急米備蓄、いわゆるAPTERRと言われるものについて紹介をして

おります。６月12日にAPTERRの協定発効の要件が満たされまして、７月12日にAPTERR協定

が発効をしております。 

 62ページは、米粉用米の動向を整理しております。 新のデータを追加しております。 

 63ページは、飼料用米、変更ございません。 

 64ページは、新規需要米について。 

 65ページ、66ページは、変更ございません。 

 以上をもちまして、ちょっと駆け足でございましたが、米をめぐる関係資料について説

明をさせていただきました。 

 引き続き参考資料の２、24年産米の放射性物質検査につきまして、穀物課長から説明を

させていただきます。 

○鈴木穀物課長 穀物課長の鈴木でございます。それでは、参考資料２に基づきまして、

24年産米の放射性物質検査、それから、作付について簡単に御説明をさせていただきます。 

 参考資料の１枚目、福島県における24年産米の作付、それから検査計画をざっと外観が

できるようにした資料でございます。 
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 24年産米につきましては、基本、23年産米の検査結果を踏まえまして、どのようにする

かということを決めております。 

 左から２つ目の欄、23年産米で500 Bq/kgを超えるお米の生産された地域、これにつきま

しては、作付制限をお願いしたということでございます。 

 ２つ目、100 Bq/kgから500 Bq/kgのお米が生産された地域、ここは、基本は作付制限と

いうことでございますけれども、全量管理、全袋検査というようなことで、きちんと体制

をとるということで、作付の道を開くということで、事前に出荷制限をかけております。

ここについては、７月26日に福島県知事から管理計画、これは、一筆ごとの圃場を台帳に

しまして、きちんと吸収抑制対策とか除染が行われたか。 

 それから、今、７月ですけれども、現地の確認、各市町村を回っております。その上で、

各農家の乾燥場所、保管場所を確認して、生産された米、これは、飯米、縁故米まで含め

まして全量を把握して検査をする。検査の体制の方も、検査機器それぞれのところで発注

が済んでおります。また、置き場所についても決まっておりまして、この後、きちんと測

れるように研修等が行われていくというような計画が出てまいりまして、１袋ずつ検査し

た結果、基準値、100 Bq/kg以下であれば、出荷が可能というようなことの対応を取るとい

うところでございます。 

 その隣、右側でございます。23年産で50 Bq/kgを超え、100 Bq/kgまでのお米が生産され

た地域、それと、その周辺、これも、やはり同じような条件ではないかということで、そ

れを隣接の地域まで含めまして、ここにつきましては、出荷前に、出荷自粛をお願いいた

しまして、抽出検査をし、すべてその検査結果が100 Bq/kg以下であるということを確認し

た上で出荷を可能とするという地域でございます。ここにつきましては、やはり、昨年50

～100 Bq/kgというようなお米が出ているということで、濃密な検査を行うということにし

ております。これは、全戸検査並みというふうに入れておりますけれども、１ha当たり１

点というような数を目安に検査をしていただくということであります。 

 更に、その右側、そういう点では、50 Bq/kg以下のところですけれども、念のため、500 

Bq/kgを超える農地土壌があるようなところは、旧市町村ごとに３点、その他の地域は、市

町村ごとに３点以上というようなことで、出荷前に検査をしていただいて、すべてが基準

値を下回るということを確認した上で出荷ということでございます。 

 右下のところにございます、福島県では、事前に検査を行うと、そこに上乗せをいたし

まして、県が独自で全袋検査を実施することにしております。 

 これにつきましても、同じように検査機器、発注が済んでおりまして、検査場所も決ま

っているということで、県、それから市町村関係者の皆さんの御努力で体制が整えられて

いると聞いております。 

 １枚おめくりいただきまして、福島県以外の県についてまとめてございます。基本、23

年産米の検査結果ということですし、福島と、基本的には、ここは同じでございます。50 

Bq/kgから100 Bq/kgの米が生産された地域とその隣接地域、これは、該当する県、白抜き

でありますけれども、この４県でございます。これについては、濃密な検査ということで
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１ha１点ということでございますし、50 Bq/kg以下の米が生産された地域については、こ

の白囲みのところがございまして、土壌で500 Bq/kg以上のところが、旧市町村で３点以上、

その他の地域については６県、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉については、市町村

ごとに３点以上、その他の10都県については、市町村ごとに１点以上ということで、出荷

前に検査を行い、下回った場合に出荷が可能となるという体制をとっております。 

 その後ろ、別添でお付けをしましたのは、７月12日に出されましたもので、検査計画、

出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方、これは、全体が改正されたところですけ

れども、一番後ろ、１枚おめくりいただくと、米の関係のところ、別添７ということで出

ております。 

 これに基づきまして、先ほどの、そういう点では50から100、それから50以下の地域とい

うようなところの検査の密度等が決まっておりますし、実際上の出荷制限が出た後の解除

の考え方というのは、３番にあるということで、これに基づきまして、この後、行われて

いくということになります。 

 以上でございます。 

○天羽農産企画課長 前後して恐縮でございますけれども、続きまして、参考資料１の米

をめぐる関係資料の戸別所得補償部分につきまして、経営政策課長から説明をさせていた

だきます。 

○平形経営政策課長 経営局の経営政策課長です。参考資料１にお戻りください。33ペー

ジであります。戸別所得補償制度の概要ということでございます。 

 24年度ということなんですが、戸別所得補償制度は22年度にモデル事業、23年度に本格

実施が始まり、24年度は、本格実施２年目ということになっております。 

 目的ですが、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付

するということが目的にも書いてありますが、これは、基本的なものでございます。 

 対象作物、米のほか、麦、大豆等を書いてありますが、今日は、お米の関係なので、お

米についての部分を見ていただきたいんですが、表の右側の真ん中からちょっと下の方に、

米に対する助成というのがございます。 

 これは、生産数量目標を守った農業者が対象になるということなんですが、１つは、米

の所得補償交付金というのがございました。10a当たり１万5,000円と、これは、先ほど御

説明を申し上げましたが、販売価格が生産費を恒常的に下回っている部分と、その部分の

差額ということで、定額分として交付しております。 

 もう一つ、米価変動補填交付金というものがございます。これは、その年度の販売価格

が更に下がった場合に、その差額を定額分に追加してお支払いするというものでございま

す。 

 このお米に対する助成のほかに、すぐ上のところにございますのが、水田活用所得補償

交付金、昔の転作助成金の部分であります。 

 それから、左の方に大きくありますのは、畑作物の所得補償交付金、これは、水田、畑

共通で、数量をたくさんつくれば、それだけ支払いが出る部分と、継続しているものに関
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して、面積払いの部分という２つの構成になっております。 

 一番下の段に加算措置として、幾つか加算措置がございますが、23年度の本格実施から

加算措置も整えて、今の形で実施しているところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、34ページをお願いいたします。戸別所得補償制度の加入

件数ということでございます。22年度からモデル事業を実施しておりまして、戸別所得補

償を、販売農家、集落営農であれば、経営規模は問わないということになっています。た

くさんの方に参加していただいています。 

 22年度加入件数116万件、23年度115万件と、若干数字は落ちているんですが、個人が減

って、法人と集落営農が増えているということでございますので、参加している方の数は、

集落営農の方の伸びからしてみると、ほとんど同じか増えているくらいではないかと思っ

ております。 

 一方で、平成19年から経営所得安定対策法に基づく経営所得安定対策というのを引き続

き実施しているところでございますが、これに関しては、一定の条件というのがございま

して、認定農業者、都府県で４ha、北海道10ha以上という規模がございますので、加入の

件数は７万件から８万件くらいというような状況になっておりまして、戸別所得補償制度

は、いろんな方が入られる対策になっているということでございます。 

 35ページは、それを件数ごとに都道府県の状況を見たものでございます。 

 36ページを見ていただきたいんですが、戸別所得補償交付金の規模別の支払い状況とい

うことでございます。 

 23年の米の交付金の加入流通と規模を見たものですが、0.5ha未満の方は58.3％という加

入率ですが、５ha以上は98.4％という加入率になっております。 

 また、交付金の作付規模別に見た支払対象者と支払額の関係なんですが、下の方の図な

んですけれども、２ha以上の方が、２haから３ha、３haから５ha、５ha以上の方全部合わ

せますと、約10％の割合なんですけれども、支払金額でいきますと、大体６割を占めると

いうことになっておりまして、規模の大きい方にも加入をしていただいているような、そ

ういう実績になっております。 

 37ページの方を見ていただきますと、米価下落時、特に22年産は米価の下落がかなり顕

著でございまして、23年はかなり回復しているんですが、米価下落時、例えば22年産とい

うことで、規模別に価格でどのくらい経営が支えられているかということでございます。 

 規模別に出ておりますので、この規模別0.5ha未満ですと、経営費と家族労働費を合わせ

て60kg当たり２万2,700円とかかっておりますが、規模が大きくなって５ha以上になります

と、１万1,200円ということになっております。 

 この年の販売価格から流通経費を抜いたものが、１万260円と算定できますので、この赤

いラインより上のところが賄われている状態なんですが、２ha以上の方でも経営費は賄え

るけれども、家族労賃全部は賄えないような状態が22年米価下落時のことであったと。 

 38ページ、それに対して、戸別所得補償制度を発動いたしまして、38ページの表の一番

右側のところを見ていただきたいんですが、販売価格１万260円に対して定額部分1,700円、
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それから変動部分1,700円と、これは60kgに直したところの補填価格なんですが、合わせま

すと１万3,660円の手取りになるということでございまして、そうなりますと、２ha以上の

方でありますと、家族労賃まで含めて賄える状態と、１～２haの方は、経費は賄えるが家

族労賃全部は賄えない状態なんですけれども、かなりそうやって見ると所得の方が補償さ

れるような、そういう効果があるということでございます。 

 39ページ、一方、先ほど御説明いたしましたが、経営所得安定対策の中に、まだ、ナラ

シ交付金というのがございまして、特に大型農家を中心に法律に基づいて経営全体の中で、

所得が下がった場合に交付されるものがございますが、それと、この戸別所得補償制度の

米価変動補填交付金との関係でございます。 

 これに関しましては、二重払いというわけにはいきませんので、ナラシ交付金が出る部

分についても、そもそも米価変動補填交付金が出れば、その部分は差っ引いて、その残り

を米のナラシ交付金の補填額としてお支払いをしている状況でございます。 

 戸別所得補償につきましては、足早ですが、以上でございます。 

○天羽農産企画課長 このほか、参考資料といたしまして、米に関するマンスリーレポー

ト、それから、米先物取引のシーズンレポートをお配りしております。 

 資料の説明は、以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。ただいま事務局から諮問事項につきまして説明

がありました。説明のありました基本指針（案）について、どなたからでも結構ですので、

御意見、御質問をお願いしたいと思います。いかがでございましょうか。 

 それでは、冨士委員。 

○冨士委員 私から４点ほど問題点というか、課題について御指摘をさせていただきたい

と思います。 

 まず、１点目は、先ほど御説明がありました４万トンの代替供給の問題です。備蓄米を

マーケットに「放出」ではなく「代替供給」だということでありますが、もともと食糧部

会で放出の枠組みなりプロセスを議論していった時に、こういう時にしか放出しないと、

つまり、大凶作だとか、２年連続して不作だとか、足りない時に放出するんだと整理した

はずで、米価がちょっと上がったとか、そういう端境期で調整が必要ということでは放出

しないと、それはマーケットに対して非常にクローズだということで、棚上備蓄米という

ものの位置付けを前提としているわけです。だから、そういう意味で備蓄米の放出につい

ては、食糧部会において放出の必要性、作柄、在庫量、市場の状況、価格動向など、そう

いうものを総合的に議論して、その上で食糧部会の意見を踏まえて農林水産大臣が備蓄米

の放出を決定すると、こういうルールになっているわけです。 

 私も青山さんも皆さんそうだけれども、この色々議論した時に、「代替供給」なるもの

の概念とか、そういうものが放出とは別にあるなんて聞いたことない。その時に説明され

ていればまだしも、その時はそんなものないと、こういう事態の時にしか備蓄米をマーケ

ットに出さないという前提ですから。私なんかはもっと柔軟に、そういう端境期を含めて、

いろんな一定の幅を持って運用した方がいいんではないかということを再三言っているの
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に、「代替供給」なる概念で、数万トン出すなんていう話は聞いたことがない。 

 そういう意味で、今回の４万トンの代替供給については、想定外というか、騙しという

か、そういうことだと思います。これについてどう考えているのか。 

 また、この４万トンについては、代替供給というものを認めたとして、その水準とか実

施時期というものについてはどういう考えなのか。つまり、４万トンの水準の議論は２つ

あって、１つは、大震災で流出したものが２万トンだと、それから、原発被害による特別

隔離で２万トンだということですが、震災の２万トンは、昨年の７月にはもう分かってい

るわけです。この食糧部会で２万トンという資料を出されていますね。昨年の７月ですよ。 

 もう一つは、１年経って実施しないと、つまり、２万トンではやらないということなの

か、実施時期はいつなのかと、福島の100 Bq/kgを超える特別隔離米が約１万7,000トンく

らいですけれども、それを丸めて２万トンといっているわけですが、それが、大体固まっ

たのが４月下旬、遅くても５月連休明けくらいですが、４万トンの代替供給を行うとした

のは、６月８日です。１か月半以上経っています。 

 そういう意味で、２万トンだったらやらないのか、３万トンだったらやるのか、４万ト

ンだったらやるのか、代替供給の実施水準というのは、どの辺を考えているのか。また、

実施時期、まさにマーケットに影響を与える端境期に、６月８日に出すと、本当はクロー

ズで、中立だと言い張っていたわけですから、そういうものを何でやるかということです。 

 この４万トンの代替供給の問題は、恣意的に実施しないという意味でも、放出の時は、

食糧部会の意見を聞いて、緊急調査をやって、食糧部会に聞いて、それを踏まえて農林大

臣が判断をするということなのに、先ほど言ったように、４月の下旬くらいに福島の備蓄

米の２万トンというのが大体固まったということであれば、何で食糧部会を開かないで、

そのまま１か月以上も経って、端境期の６月８日にやるのか。もし、万が一やるとしても、

やはり食糧部会、当時は、そういう放出はあり得ないということでルールを決めたわけだ

から、少なくとも食糧部会に、こういう新しい概念ということで、代替供給について意見

を聞くと、そういうことをしてしかるべきプロセスとしてやるべきだったと思うんですが、

それをしないで、勝手にやったというか、突如としてやったということですね。その問題

点、課題があると思います。 

 ２点目は、私は、代替供給みたいな、こういう微調整といいますか、４万トン、こうい

う形で出したということも、その事の是非からすれば、こういうことはあるべきだと思う

んです。放出の時も議論していましたけれども、買入れも売渡しも一定の幅の中で、何十

万トンではなくて、10万トンとか15万トンとか20万トンとか、そういうものは、主食であ

る米の需給と価格の安定を図る意味では、財政負担も伴わないで、５万トン、10万トンを

入りと出で調整するということは、消費者にとっても、生産者にとっても有益なことがあ

るわけです。そういう意味で、ルール化して、一定の幅を持って、備蓄米の運営をした方

がいいのではないかというふうに言っていたわけですので、今回のことを契機としてルー

ル化して決めるべきだと思います。 

 幾つか理由がありますけれども、１つは、農産部長が説明したように、非常にタイトな
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需給フレームなわけです。需要量が805万トンを811万トンと修正しましたけれども、そう

いう中で、生産数量目標は、深掘りといいますか、単年度需要量より10万トンとか15万ト

ン少ない量を生産数量目標として設定しているわけです。それは、過剰作付が２万haある

からとか、それから作柄が豊作の場合どうするかとか、そういうこともあって、非常に単

年度需給でぎちぎち、ないしは作況がちょっとずれただけで、足りないくらいの需給フレ

ームということを設定しているため、そういうタイトな需給表というか、生産目標、需要

量に対する新米の手当と、こういうことになっているわけです。 

 一方で、予期せぬ震災とか、需要量だって、今、世界の穀物が高騰しています。大豆、

小麦、トウモロコシというふうに主要穀物が連鎖して上昇しています。恐らく、日本の小

麦も、今度、政府が介入していますけれども、10月から小麦が大幅に上がる可能性があり

ます。そうすると、今後、小麦から主食用への代替とか、前回も小麦価格が上がった時に

米の需要が増えたとか、世界全体の穀物需給が高騰している中で、そういう需要量だって

予期せぬ変動が起こり得るわけです。 

 そういう意味でも、代替供給、代替買入、その売りと買いを含めて一定の幅をもって、

しかもルール化されたものとして、価格の安定の仕組みというものを改めて持つように検

討するべきだというのが２点目です。 

 ３点目は、先ほど説明がありましたけれども、棚上備蓄にして20万トン、播種前に、１

月から３月の事前に、これからまだ植える前に、備蓄米として政府に20万トンということ

をやったわけですが、結局、20万トンに対して、２年間とも７万トン、８万トンという水

準で、未達になったわけです。 

 こういうことも含めて政府備蓄米の買い付けをどういうふうに考えるかということがあ

ります。 

 そういう意味で、もう一回棚上備蓄米を変えるということの見直しを考えるべきではな

いかと。そうでないと、先ほどありましたように、５年古米だったら、まだ、食味に耐え

得るということだが、５年で20万トン買い付けて回転するようになったら、６年古米、７

年古米という主食用としての食味に耐えられないものを100万トン備蓄だといって抱え込

むことになるわけです。実際に不足事態が生じたという時に、100万トン備蓄米持っている

けれども、７年古米、８年古米も抱えていますなんていうことになると、実際に食べられ

るのかどうなのかということになり得るわけだから、やはり20万トン５年間で回転してい

くと、100万トンを常時持つというためにも、やはり20万トンというのは必要なわけですの

で、そういう意味で、いろんな見直しを検討する必要があると思います。 

 それから、細かいことですけれども、現場から聞いた意見として主食用以外の食料用、

加工用米とか米粉用とか、そういうものと備蓄米とプールして融通できる仕組み、戸別所

得補償でみんな個人と結び付いてしまっているものですからやりづらいわけですけれど、

個々人の農家が自分で全部売っているわけではないです。出荷団体とか卸が売っているわ

けで、そういう段階で加工用米とか米粉用米だとか、備蓄米とかというものをプールして

調整できるような仕組みにしないと、政府備蓄米に対する供給というか、確保ということ
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が現場段階からいうと、うまくいかないんではないかという意見もあります。 

 県別優先枠というのも非常に有効で、この枠をもっと増やしたらどうかというようなこ

とがあります。 

 また、加工用米は、作柄補正はあるわけですけれども、契約したけれども、不作だった

ら作柄補正して、政府米の場合は、作柄補正はないわけですので、約束した以上、不作で

も出せという話になってしまうとか、そういうところに柔軟性がないとか、細かい要件も

含めて政府備蓄米の問題をもう一回、２年間やってうまくいかなかったということで、い

ろんな観点から見直しをしたらどうかというのが３点目です。 

 ４点目は、先ほどいいました食糧部会を開かないでやったということの背景には、先物

取引が試験上場でやられていると、試験上場といえども、先物に影響を与えてはだめだと

いうことで、相対価格の公表も夕方の４時以降に、相対取引の価格が４時以降に公表だと

か、事前に食糧部会で４万トン売りますよというふうに言ってしまうと、先物に影響を与

えるということでやらなかったとか、やれなかったとかという話も聞きます。 

 そういうことになると、本末転倒の話であって、主食用の需給をどうするかとか、供給

を安定していくのにどうしていくかと、まさに備蓄米を放出するみたいな話があるなかで、

食糧部会で、先物取引の試験上場に影響を与えるからやれないとか、そういうのはおかし

な話で、そういう意味では悪貨が良貨を駆逐するというか、本末転倒の事態になっている

わけで、先物は今、極めて低調な取引で、東穀なんてなくなるわけですから、そういう意

味で、先物について即刻判断して、悪貨が良貨を駆逐しない、本末転倒の事態にならない

ようにしてもらいたいというのが４点目でございます。 

 以上でございます。 

 

○中嶋部会長 ありがとうございました。備蓄米制度をめぐって、さまざまな角度から、

今、御指摘をいただきましたけれども、関連して御質問もしくはコメントがあればお受け

します。では、木村委員。 

○木村委員 木村でございます。今の前段の冨士委員のお話の４万トンの放出について、

この食糧部会で議論をするといっておきながら、それをなしで突然というのは、呼び名は

色々あるようでございますが、いかにもちょっと奇異なことを感じております。需給とい

うのは、勿論、結果的には数量になるんですけれども、これが、兆候としてとらえられる

のは、大体価格でとらえられてくるということで、価格というのは、そういう意味でいう

と、需給をある意味で正直に表していることになるわけで、やはりそこら辺の要素という

ものを抜きにして数量だけでやろうというところに、ちょっと無理があるような気がいた

します。 

 結果として、この４万トンというのは、大きな意味での価格の高騰というのを鎮静化し

ている要素はあるかもしれませんが、震災の問題だとか、流出分ですとか、そういう数量

については、先ほどのお話のように、昨年から実は分かっていたということもあるわけな

ので、そういう状況が把握できた段階で、マーケットは一体どういうふうに反応したらい



18 

 

いのかということを、ある意味で待っていたわけで、行政が特にこの点については、ほぼ

需給に影響なしだろうというようなサインを出していたと思うんです。 

 しかし、実際には、価格はそこら辺から動いてきているわけで、特に、震災前の、前の

年の暮れから正月にかけて、一種の市場から隔離というのがあったわけです。これによっ

て価格がある程度高いところで維持されるような状況ができている中で震災が起きてきた

と、ここら辺の要素からずっと見ると、この部分だけ、４万トンの放出ということだけを

どうこうというよりも、その以前からの流れの中で、やはり状況を見ながら判断をしてい

こうということですから、少し、特に今回の場合、唐突な放出のように我々は感じるとい

うことこそ、逆にいうと、マーケットの読み方に、逆にいえば、色々問題をもたらすので

はないかと思っております。 

 前回の時に、価格が上がってきたということの中で、SBSの話を、その前の年のSBSは大

変不調でございまして、ところが、昨年度についてから、今年度については、実際の、値

ごろ感のある米の調達に大変困ってきたという環境ができてきた中で、SBSの実施をもう少

し前倒しにできないかとか、そんなようなことを前回の時もお話をしたことがあるような

気がいたしますが、このSBSの10万トンというのも、ある意味でいうと、色々、これからの

需給の読みの中、実際にどういうふうに読んでいったらいいのかということについては、

考えているわけですから、そこら辺のところを全部切り離して一つ一つで対策が打たれる

ということになると、先ほどの先物がいい、悪いという話よりも、マーケットの読み方と

いうのが、実際には、流通をやっていたり、実際のエンドのユーザーとして考えている中

では、非常に読みにくい環境を創出しているのではないかと、需給にできるだけ影響を与

えないというのが、国の方針だということを前から仰っている中で、緊急事態が発生した

昨年の対処として、今回の手当というのが、もし、起きてきたんだとすれば、これは随分

手遅れな話だなという感じがしております。 

 ですから、逆に言えば、需給に影響を与えないということであれば、色々な施策につい

て、うんと前広に、どういう状況の場合にはどうするということをアナウンスをしておい

ていただいたり、十分な期間をもって対策というか政策を手当していただくというように

していただくことが、逆にいえば、安定供給というか、安定流通というのが実際には、お

客様にとっても大事な部分だと思いますので、是非、お願いしたいということであります。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは、青山委員。 

○青山委員 近、お米の流通が若干混乱しているようです。安いお米が足りなかったり、

加工米が不足したり、備蓄米が集まらなかったりと、今日お話を聞いてもそうですし、米

農家、流通業者の双方の話を聞いてもそう感じます。これらの課題をひとつひとつ整理し

ていく必要があると思います。 

 今回、４万トンが放出された時に食糧部会の招集がなかったことに対し、私も違和感が

ありました。また備蓄米の買い付けが計画どおり進まないまま、２年間来てしまったのか

という問題もあります。今日のこの場で農水省から対策というか、提案があってしかるべ
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きではないかと思うんです。 

 先ほど、一生懸命原因を考えますと仰ったんですけれども、原因を考えた上で、年に３

回くらいしかない会議なので、先延ばしになるだけだと思います。今回せめて備蓄米の買

い方に関するルールなどを提示していただきたかった。 

 一方、質問もあります。放射能の問題についてです。実は事前説明の時にもお聞きし、

一旦は納得したようなところもあったんですけれども再度お聞きします。24年産米の放射

性物質の検査のあり方についてですが、すべての前提が23年産米の結果ということになっ

ていますね。その後、除染が本格的に行われたこともあり、かなりの水がまかれて、用排

水路に放射性物質が混ざるなど放射線量の地図が変わった可能性があるのでは？と思いま

す。 

 検査体制はかなり濃密になったと説明を聞いて思ったんですけれども、23年産米の結果

だけを参考にして問題がないのでしょうか。福島県の農業の復興は、本当に切実な問題で

す。一方で、今年基準値を超えた米が何らかの形で発覚すると、多分、消費者の信頼を失

うことになるように思います。本来であれば、除染をした段階でもう一度土壌の数値を測

った上で改めてこういったルールを決めた方がよかったんではないかと個人的に思うんで

すけれども、その辺りを御説明いただければと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 それでは、この時点で、事務局の方から御質問に関する回答をお願いします。 

○天羽農産企画課長 冨士委員から４点コメントをいただきました。木村委員からもあり

ましたし、青山委員からもございました、食糧部会での議論をどうしてやらなかったのか

ということでございます。 

 先ほど申し上げたとおりでございますけれども、私どもといたしましては、今回の供給

というものが、確かに22年産ですけれども、東日本大震災で被災をして倉庫で塩をかぶっ

たり、はいが崩れたりしたもの、それは、結局、23年にかけて供給ができなくなったとい

うことな訳ですけれども、それを埋めるために23年産米が前倒しで供給されたということ。

それから、福島の隔離対策の数量が２万トンと、合計の４万トンをもともと供給が想定さ

れていたフレームで供給していくということで、代替供給という整理をさせていただいた。

従って、審議会のプロセスも経なかったわけです。去年確かに備蓄の放出について御議論

をいただきました。何度も審議会を開催させていただいて御議論いただいて、それなりの

ルールになって今日あるわけですけれども、今回の代替供給は不作で、需要量に対して供

給量が追い付かないというものではないことから、さきほどの冨士委員のお話にもありま

したけれども、当時の議論としては想定をしていなかったものであるということで、それ

とは別の整理をして、今回、代替供給という判断をさせていただいたということでござい

ます。 

 それから、水準と時期の問題についても、御指摘をいただきました。水準は、先ほど申

し上げたとおりの４万トンの内訳ですけれども、では２万トンならやったのか、やらない

のかという話につきましては、私どもも震災で被災した２万トンの存在は承知をしており
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ましたし、福島については、先ほど申し上げたとおり隔離対策が 大4万トン弱というふう

に認識もしておったところですけれども、実際の流通の現場でどういうふうにそれが効い

てくるのかということを知らなければいけないということで、先ほど申し上げた卸さんな

り小売なり、お米の出荷関係の法人なり、色々お話を伺ったり、アンケートなど調査をい

たしました。その結果、やはり今年の端境期に向けて供給が繋がるかどうか心配だという

ふうな声も聞いたところであり、そういうことを踏まえて決断をしたということだと思っ

ております。 

 時期の点についても、福島の、大体１万7,000トンというのは、もっと前から分かってい

たじゃないかということでございますが、私どももその数字が、大体の数字が固まってき

たところから、内部で色々検討をしました。できるだけ端境期の供給は繋げなければなら

ない、かといって、大幅に需給に影響を与えないようにしなければいけないというような

ことから、６月８日に決定ということで入札をした訳です。入札したお米の引取期限につ

いても８月末までということで、今年の端境期を睨んでの供給ということにさせていただ

いたところであります。 

 このような役所からのコメントとは別に、ということだろうと思いますけれども、冨士

委員から微調整はあるべきだと、それで、微調整についても一定の幅の中でルール化をす

るべきだというコメントをいただきました。ルール化できるところはルール化すべきだと

いうことで宿題をいただいたと認識しております。 

 それから、棚上備蓄の20万トン目標に対して７万トン、８万トンしか積み上がっていな

いじゃないかとの御指摘です。これは私どもも問題意識を持っておりまして、青山委員か

らも、今回、その対策を出すべきではないかというお話もいただいたところであります。 

 この備蓄米の買入れに当たっては、まさに先ほど冨士委員から御指摘があったとおりで

すけれども、加工用米とか米粉米とか備蓄米をそれぞれ個別に考えるんではなくて、まと

めて考えるべきではないか、プールしてというお言葉がありましたけれども、そういうア

イデアも私どもは検討しなければいけないと思っております。 

 それから、県別の優先枠だとか、作柄補正などについての論点も検討課題だと思ってお

るわけでありますが、こういう検討するに当たっては、やはり来年の生産数量目標をどう

するかということともリンクをしてきますので、11月の食糧部会に向けて内部で更に検討

を進めていかないといけないと考えているところでございます。 

 それから、先物があるから、このように審議会をやらないのかということでありますが、

先物との関係で申し上げますと、対外的に同時に情報が提供されるということが先物の世

界を念頭に入れた上でも求められる要件だと考えておりまして、先物取引の話がある、だ

から審議会をやらないんだということではないと考えておるところでございます。 

○鈴木穀物課長 放射性物質検査についての御質問に対してお答えをいたします。 

 今、23年産米の検査結果を使ってということですけれども、昨年の時点で緊急調査も含

めて得られた知見、そういうようなもの、それから、実際上、500 Bq/kgを超えるお米が生

産された場所、そういうような作土が薄いとか、山へ入っていった、田んぼのところでと
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いうような、そういう点では得られている知見は、検査結果も含めて、それで作付に準備

に必要な時期も考えまして、その時点で分かっているものをすべて、そういう点で我々と

して使いまして、ここは作付制限にしようとか、ここは全量管理、全袋検査をするという

前提で、それから、また、実際上、米の出荷が始まる前に検査をして出荷の可否を判断し

ていくということで、実際、現場で体制が取れる、それは数的な問題もありますけれども、

事前にきちんと準備ができるかどうか、そういうような時期に、そういう点では密度も決

めていかないといけませんので、そういう点では、得られている知見でという点でいきま

すと、委員御指摘のように、動いているんではないかと、確かに、幾つか報道では川の底

とか、そういうお話はあるんですけれども、それぞれの時期で得られているものでという

ことで、また、この先、次の25年産では、また引き続き要因解析というような、米の方で、

土壌のセシウム濃度、それからカリの濃度、玄米の濃度、こういうようなこと、もっと新

しいことも含めて色々調べております。また、そういうものは活用して、次には反映をし

ていきたいと考えております。 

○今城農産部長 ちょっと補足させていただきますけれども、500 Bq/kgの濃度の土壌でも

念のため３点検査するという仕組みにさせていただいておりますが、実は23年産米のデー

タから見れば、かなり下の方の安全を見ています。100 Bq/kgを計測した玄米については、

それに対応する土壌のセシウム濃度は1,000 Bq/kgがほとんど、大部分といって結構です。 

 しかしながら、一部、若干低いところもありまして、その一番低かったところが、ほん

の数点なんですけれども、680 Bq/kgというのがありました。 

 従いまして、私ども500 Bq/kgを超えるところで３点というような計測濃度にさせていた

だいておりまして、これは極めて科学的には安全を見た濃度にさせていただいているとい

うことは御理解いただきたいと思います。 

 それから、若干補足をさせていただきます。先ほど来、４万トンの代替供給と食糧部会

との関係、ルール、昨年夏、お話合いをさせていただいた中でどうなったのかという御議

論でございます。 

 確かに、昨年の夏、どういう場合に備蓄を放出するのかというルールを御検討いただい

た際、私はいなかったですけれども、全部議事録を読ませていただきました。 

 その際に、やはり念頭に置いていたのは、需給が終わろうとしている時、次の年度に向

けての作柄が明らかになってきた時に、どういう対応を取るかと、言葉を変えて言えば、

次の需給フレームをどうするかというような観点で備蓄をどうするのかというようなこと

の提案しか、私どもからはっきりできなかったと、つまり私どもが想定していなかったと

いうのは、否めない事実だと思います。 

 しかしながら、今年の場合、要するに需給フレームの期中であったとしても、仮にこれ

が期中の需給フレームを変える場合であれば、当然、食糧部会の御議論を賜らなければい

かぬという判断になると思うんです。しかし、昨年秋に食糧部会にお示しし、御了承賜っ

た需給フレームの供給フレームというものが、結果的に事故で、アクシデントにより供給

できなくなると、かような事態に立ち至っているということがある程度明らかになった時
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点で、それをお作りいただいた本来の需給フレームの供給量に戻すという、ある意味単純

な操作と申しますか、そういうところであったというところが、私どもやや判断としては

微妙だったのですが、授権の範囲内ということで食糧部会にお諮りしなかったということ

であったのだと思います。 

 仮に、これが期中で、フレームの、供給量を予定していた813万トンを820万トンにしな

ければいけない、825万トンにしなければいけないという事態に立ち至っておるのであれば、

当然、これはフレームの変更でございますので、食糧部会に十分御議論賜らなければいか

ぬということだと思いますけれども、必ずしも、今回はそうではなかったのではないかと

思います。 

 ただ、いずれにしましても、突然であるとか、そういうお話もいろいろありますので、

こういう場合、一体どうするのかということについては、当然、御議論賜りつつ、また、

ルールの修正であり、追加と申しますか、そういうことも必要ではないかというふうに思

っておる次第でございます。 

 それから、木村委員からもございました、備蓄の放出を議論する場合には、どうしても

価格が需給を表すものであるので、その辺を含めた放出の考え方というのを取るべきでは

ないかというようなニュアンスの御発言がございました。やはり、この点につきまして昨

年も御議論色々賜ったと思いますけれども、備蓄の放出を検討する際に、価格そのものを

トリガーにするというのは、なかなか過去の経験からしても難しいところがあると思いま

す。 

 従いまして、ある程度やはり需給の供給量と需要量の関係でどれだけ足りないという形

でのスタンスにしておかないと、価格が何パーセント変動したということで、非常に微に

入り、細に入り介入する、しないというのを決めていくというのは、なかなか事前に決め

ることは困難ではないかと感じているところであります。 

 それから、棚上備蓄のお話でございますけれども、これは、２年続けて必要量である20

万トンの政府米を買えなかったのは事実でございますので、これは、やはりかなり思い切

った買入れの見直しをしない限り、棚上備蓄という制度自体が維持できないということに

なりますので、これは、すぐに見直しに着手したいと思います。 

 青山委員の方から、なんで今回見直しの案の提案がないのかというお叱りを受けたとこ

ろでございますが、本年６月末まで現場は、今年の作付の計画をたてるなりの対応をして

いたところでございまして、その現場の状況を、これから、私どもやはりよくヒアリング

などをしながら見直しの考え方の立案に備えていくということとし、やはり秋には体制を

整えて、改めるべきところは改めるというふうにしてまいりたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○天羽農産企画課長 済みません、先ほど申し漏れましたけれども、木村委員からSBSにつ

いてコメントがありました。SBSの輸入については、予定数量年間10万トンということで、

ここ数年と同じ水準で置かせていただいております。 

 時期についてもコメントをいただきましたけれども、何月にどうするというところまで



23 

 

計画が立っておるわけではございませんで、ここにもございますとおり、輸出国の状態で

すとか、国際相場などを勘案しながら適切に行うということで、事前の予告という意味で

は入札の公告ということになろうかと思います。 

○中嶋部会長 お三方から質問を受けましたが、それに関連して、御質問をお願いいたし

ます。 

○椋田委員 ありがとうございます。まず、今回の基本方針（案）については、私は特段

異論はございません。こうした形で進めていただければと思います。 

 それから、棚上備蓄につきましては、思い切った見直しをされるということですが、当

初の想定とかなり違う姿になっていると思います。 

 ただ、一度に本来考えていた姿にするのは難しいと思います。何年かけてどのような形

で本来考えていた姿にもっていくのか、工程表的なものをお考えいただいて、この部会で、

工程表どおりに進んでいるのかどうかを適宜チェックしていけるような体制をお考えいた

だければと思います。 

 あと、１点質問ですが、先ほど戸別所得補償制度の話がございました。制度が平成22年

度にできて、既に２年経ったわけです。今、政府は、意欲ある農業者への農地集積を推進

されるという方針を示されておられますが、この２年間の経験を踏まえて、この所得補償

制度が、そういった政策にとってプラスだったのか、マイナスだったのか、現時点での評

価で結構ですので、お聞かせいただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○中嶋部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 廣瀨委員、お願いいたします。 

○廣瀨委員 感想的なところもございますけれども、私は、 近の消費者の方々というの

は、非常に価格に敏感になっているだろうと思うんです。消費税の問題あるいは電気代の

問題という身近な問題で、随分コストの問題については関心が高くなってきている。その

中で、お米につきましても、やはり宮崎の早場米辺りは、通常、去年よりも15から20％く

らい高い、しかし、これも関東の早場米が出れば、少し緩和されるのではないかという見

方もあるようでございますけれども、いずれにしても、これまでよりも、この震災を契機

に、相当その後の消費税の動向等も含めて敏感になっていることは事実であります。 

 そういう中で、この震災が起こって、それに関連して、先ほど来議論が出ていますよう

に、備蓄の問題が色々放出といいますか、供給といいますか、そういう問題が出ているわ

けで、これは是非、先ほども今城部長が仰ったように、是非とも今後どうするかというこ

とを早急に議論できる場を設営していただき、また、案をお出しいただけたらと思ってお

ります。 

 震災の影響というのは、恐らくアクシデントといっても、一過性で終わるものではなく、

少なくとも３年以上は見ていかなければならない。だから、去年のことだけで今年の対応

をどうこうするということにはならないし、今後とも通用するような対応策を決めるわけ
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にはいかないと思います。やはり３年くらいは、左に振れたり、右に振れたり、真ん中に

戻ったりというようなことを、どうなるのかというのを見極めていく必要があると思いま

すので、そういう中期的な観点も踏まえて、是非ともこれから検討していただきたいと思

います。 

 汚染の問題、これも含めてでありますけれども、本当に自然現象がどうなっているのか、

見極めがなかなか難しい。気象条件によって影響も随分変化していく可能性もありますか

ら、３年以上、30年、50年の問題になるでしょう。少なくとも１年、２年の問題ではない

と思ってかからなければならないと思います。 

 そういう意味からしまして、先ほど仰いましたように、是非とも、これだけの議論が出

ているわけですから、しかも買上数量が20万トンに対して７、８万トンという状況からし

ますと、供給、生産者の側も、これをそのまま出していいのか、やはり持っておくべきで

はないかと悩んでいるところがあると思うんです。その辺の状況、微妙な心理も働いての

数字だと思いますので、そういう意味で、今後の対応につきまして、できるだけ早いタイ

ミングで議論できる場を設営していただきたいと思います。 

 そういう条件で、私は、今年の基本方針については、今日、御提示いただきました案で

結構かと思います。 

 それから、SBSの問題の中で、これは非常に細かい話ではありますけれども、一部のお弁

当屋さんとか、あるいは小口の多数の業者の方々が使われているわけです。これもやはり

コスト意識といいますか、すぐに消費者に直結するわけでございますけれども、そういう

米を使われているところが、どうも原産地の表示について十分なされていないという状況

があるように伺っております。 

 今、日本としては、ルールに基づいてきちんとやっているということで、放射性物質の

問題も含めて一生懸命やって、消費者の皆さんの信頼を得ようということでやっている中

で、こういうルールを守らないところが出てきているということは、細かいことであるに

せよ、日本としては困ると思います。そういう点では御当局の方できちんとした指導をし

ていただいて、みんながルールを守って日本の信頼を取り戻していくんだということを是

非とも指導していただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは、村松委員。 

○村松委員 放射性物質の検査に関わることについてお願いがあります。先日福島県農林

水産部に行きまして、詳しく説明を受け、お話を伺ってきました。福島県ではすべてのお

米の袋を検査するということを決めて、それをホームページなどでも公表しています。農

水省のホームページでも、そういった消費者に向けた情報というのをお伝えしていると思

いますが、ホームページなどをご覧になれない方達に対して、そうした的確な情報をきち

んと伝える手立を考えることも必要なのではないかと思います。風評被害を防ぐためにも

お願いします。 

 それと、さっき青山委員がおっしゃったように、放射性物質による汚染の問題というの
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は、刻々と、それこそ天気によっても変わります。日々変わるものだと思うんです。前例

がないだけに予測不能です。ですから、何かあった時にすぐに対応できるようにすること、

そして、きめ細かな対応は勿論なのですが、生産者や消費者など多方面にアンテナを張り

巡らせて、そういう不安材料があったら、すぐにそれを拾い上げて対処していただきたい。

そういう姿勢を農水省が示すことが、やはり消費者にとっても１つの安心材料になるので

はないかと思います。 

 更に、こうした放射性物質の検査機器をもっと安価に、そして手軽に検査ができるよう

な機器の開発を促すような働きかけもしていただけたらと思います。 

 それと、自然災害というのは、いつ、どこで、どんなことが起こるか分からないので、

そういったことを加味した、幅を持たせた需給見通し、目標設定というのが必要になるの

ではないかと思いました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。森委員、どうぞ。 

○森委員 備蓄の買入契約数量が８万トンにとどまったということに対して、米粉用のお

米のことが関連があるんではないかと思って気になるところなので、その件について質問

させていただきたいと思います。 

 米粉用米の動向は、参考資料１の62ページによりますと、22年産から23年産に７割くら

い面積が少なくなっていて、需要と供給がどうなっているのかということを知りたいです。

62ページにあります米粉用米の動向というところの左側、米粉用米の目標50万トンと書い

てあるグラフがありますね。右側下の表には、例えば、学校給食の導入件数などが書いて

あり、これは、食べている人が増えているようなイメージを持つんですけれども、実際は

面積も小さくなっている、生産量も減っている、それで、一般の方には余り浸透していな

いんではないか、需要がそんなにないんではないかと思います。この米粉用のお米は、10

アール当たり８万円の戸別所得補償制度で補償されている訳ですけれども、米粉用のお米

を作ることの方が農家さん個人の所得に直接結び付くので、その分、余計備蓄の方のお米

の生産する方の量が減っているというような関係はないですか。お答えいただきたいと思

います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、杉本委員。 

○杉本委員 今までの代替供給というのでしょうか、４万トンの代替供給の議論を聞いて

おりまして、需給計画上、それについてどう読むのかということについて、当局の見解を

お伺いしたいと思います。去年の11月に決められました、バインダーの資料に入っていま

す、需給及び価格の安定に関する基本指針の中の備蓄米の運用のところ、第３というとこ

ろでしょうけれども、今回の４万トン代替供給というのは、この指針の中でどういうふう

に読むのか、すなわち、この指針では、米の供給量の減少により供給が不足する事態に備

えたところでどういうふうに備蓄米を運用するということで書いてあるのであって、今回

の代替供給のようなものとは観点が違うと読むのか、それともその範囲内と読むのかとい
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うことをお伺いしたい。それで、今、きめ細かく、備蓄米を代替供給に使うというところ

は、今回の基本方針のなかでどういうふうに読んでいくのか。これも第３の米穀備蓄の運

用に関する事項というところにありますけれども、 後のところで、今後とも必要な見直

しを行うものとしますという、包括的な見直しクローズのようなものもあるかもしれませ

んけれども、その辺の整理といいますか、考え方をどういうふうに整理していくのかとい

うのをお伺いできればと思っています。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 改めて代替供給の４万トンのことと、あと、６月末の民間流通在庫の見方を

どうするかという２点について、もう一回意見を言わせていただきたいと思います。 

４万トンの代替供給を行うに当たって、23年産米の生産量、供給量が813万トン、これは作

況101も加味して、過剰作付も加味して、これが確定値、これが813万トンだと、生産目標

は793万トンだったんですか、そういう作柄とか過剰作付を含めて813万トン、これが震災

だとか、福島で100 Bq/kgを超えることで、４万トン供給できなくなったから、これを出す

という論理ですが、813万トンから４万トンマイナスで809万トン、単年度需要量の見通し

がその時805万トンだった訳ですから、単年度需要量から見れば、805万トンと809万トンと

の間に、４万トンまだ余裕がある訳です。では、23年産米が、作況101ではなくて作況102

で、もう８万トン上積みしていれば、813万トンが821万トンになっていたわけですが、こ

の時だって４万トン震災等でマイナスになったから、マイナス分を供給しますかと、そう

いうものではないと思うんです。やはり需要量を割るか、割らないかとか、単年度需要量

805万トンがどうなのかとか、そことの見合いで考えるわけでしょう。だから、単純に供給

総数量が作況まで固まったから、固まった数字が不測の事態で減額したから淡々と出しま

したと、そういうものじゃないんです。作況102では出していませんよ、それは、マーケッ

ト側の圧力があるからです。805が予想より需要量が増えたとか、低価格米の需要が増えた

とか、政府米に代替するものがない訳だから、そういう要素が重なって、結果的に813万ト

ン、マイナス４万トンで単なる数字が、供給総数量が減ったから出したということではな

くて、やはり全体の需要量だとか、価格動向だとか、マーケットの圧力などで、４万トン

の代替供給をしたということだったと思うんです。 

 そういう意味からすると、こうやって放出のルールを決めたのに、やはりこういうこと

が起きると、代替供給だとか、放出は概念が違うんですとかといって、４万トン出したの

は、やはりマーケットの圧力に耐えられないから、米価が上がると、農水省の皆さんもい

ろんな圧力があって耐えられないからです。だったら、そういう柔軟なルールをつくって、

ルール化して、食糧部会で諮って決めるべきです。改めてそういうルールをきちんとすべ

きだと思います。 

 併せて、６月末の民間流通在庫が181万トンとか182万トンということですが、ここの見

方を、もうちょっと分かりやすく分析して、消費者、国民に情報伝達すべきです。６月末

在庫の在庫量は、端境期の７月、８月、９月の３か月分の主食の需要量を賄うために持っ

ているんですが、新米は９月から本格的に出てくるため、７月、８月、９月という３か月
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間の需要量、１か月60万トンの需要量、これで消費していくわけです。そう見れば、３か

月分、180万トンぎりぎりなんです、ただ、７月とか８月に超早場米が数十万トン出てくる

から、それがバッファーになっているだけなんです。 

 そのため、過剰に流通在庫があるのではなくて、もうかすかすなんではないかと思うん

です。そういう意味で、181万トンとか182万トンの６月時点で持っている数字の意味とい

うものを、分かりやすく説明して、これが適正在庫水準なのか。また、これが181万トンで

も、マーケットから圧力がかかって出せという感じになっているということは、６月末時

点の民間流通在庫は、大体180万トンが下限というか、これを割ったら危険水域というか、

そういう水準なのか。その辺の見方も含めて、６月末時点の民間流通在庫を見通して備蓄

米を放出する、しないということも考える訳なので、６月末時点の端境期、７月、８月、

９月という消費量に充当するものを持っているという前提で、180万トンがぎりぎりの在庫

水準なのかどうかということも消費者国民に分かりやすく示すべきだと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは、尾畑委員。 

○尾畑委員 森さんから、米粉用のお米のお話が出たので、私からは酒米についてお話し

させて下さい。日本酒は23年度、16年ぶりに国内需要が増加に転じるとともに、今年５月

発表にありましたように、国家戦略として日本酒の輸出を支援していくという政策『ENJOY 

JAPANESE KOKUSHU(國酒を楽しもう)』プロジェクトが発表されております。 

 これによって、日本酒の輸出が今後飛躍的に増える可能性がありまして、これを支える

ためには、当然、品質の高い酒米を安定的に供給していく必要があるかと思います。 

 しかしながら、現状において、農家の方々、我々の契約農家の方々とお話をしましても、

作付目標面積の内側に、新しく酒米を加えるということにリスクを感じる方が意外と多い

のが現状です。是非、農家の方が酒米を作付をしやすい状況を作っていただけるようにし

て、日本酒の輸出の増加に応えて頂けるような環境が整えばと思っております。 

 このようなことが可能になれば、農家の方の収入は上がりますし、また、酒蔵のメーカ

ーというのは、全国に1,500以上、広く分布しておりますので、全国的な農業の活性化の一

助になる可能性があるのではないかと考えております。 

 輸出において、今は、日本酒の輸出量は国内総生産量のおよそ２％にすぎないんですが、

これが、例えば、フランスのワインのような輸出量になりますと、使うお米も数十万トン

の増加になります。長い目で見て頂く必要がありますが、酒米の扱いについて将来的な市

場増加に向けての安定供給についても御支援をいただければと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。それでは、相良委員。 

○相良委員 米粉用米の栽培に対して10a8万円の交付金が支払われることは生産農家にと

って良いことで有るとの御意見が出されました。確かにそうです。しかし米粉用米にだぶ

つきがみられる地域も出てきているという話を耳にします。結果として米粉用米の価格が

下がり、８万円の交付金よりも別な減反作物を作った方が良いのではないかと我が家では

話しております。しかし新規需要米・加工用米どちらを栽培するかは地域で取り組むこと

になっておりますので、個人農家の判断では決めることができません。 
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さまざまな条件を考えても、水田作物には一番お米を栽培することが適していると思い

ますし、農家の皆さんもお米を作りたいというのが本心ではないでしょうか。設備投資の

軽減にもなります。また環境保全や農業分野だけでなく生活面そしてすべての産業に於い

て水資源の安定供給は不可欠です。それらの事を念頭に置き水田を本来の形で使用できる

政策を考えていただきたいと思います。 

 また米粉を推進している人の話によりますと、生産農家は、自分の栽培したお米で米粉

を作れるから、価格面では高くはありませんが、消費者が純日本米の米粉を買うとなると、

価格が割高になると聞いています。お米屋さんの店頭で製粉し販売してくれれば更に需要

が高まると思います。機械の設備投資に際し、国側で検討していただきたいと思います。 

 あと、酒米についてですが、うちの地元の酒蔵でも地元酒米でお酒を造っております。

生産量が決まっていますので、酒米の使用量が限られております。我が家でも酒米の生産

を考えてみましたが入り込む余裕はありませんでした。尾畑委員さんで製造されているお

酒のように、外国に於いても評価を得ている酒蔵です。是非輸出量が増加しますようにご

尽力いただきたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。これで、一応、全員の委員の方から御質問をい

ただきました。では、 後に木村委員。 

○木村委員 農産物の方から、価格を目安にして色々判断するのは難しいと、判断をする

というか、今回のような、我々としてみると介入というふうな感じにも受け取れるんです

が、基本的には余程のことがなければ介入なしというのが一番いいと思います。多分、今

年は、去年に比べると、基本的に米の価格が15％から20％高く推移してきましたので、先

ほど廣瀨委員が仰ったように、価格に対して、今、消費者は大変敏感になっている中で、

多分、24年産もスタートは高値でスタートするということになってくると、途中で価格の

下落ということは、当然考えられることはあるんですが、消費者の米離れは、進んでいく

と、我々は思っています。 

 毎年、おおよそ８万トンくらい、大体この線を見てもいつも右肩下がりの線ですから、

およそ１％近く減っていくということがあるので、全体的には、価格をある程度のところ

で、我々にしてみれば、需給ということで考えてみると、バランスの取れているところで

動いていってくれるといいなということを思っています。 

 ちょっと前の話になりますが、去年の正月ですか、過剰米対策の会議があって、20万ト

ンほど市場隔離されたと、22年産だったと思いますが、その後に震災が来たわけですけれ

ども、その間に隔離したものは、飼料用等の売却というのは、３か月ほど続いたように思

っています。３月まで続いたのか、４月まで続いたのかちょっと分かりませんが、それで、

22年３月、23年３月、これが販売されてきたと。 

 今回、不足したのは、その分が不足したというのは、その時の状況では当然あるので、

市場価格が上がってきたわけで、22年産か23年産か、それが不足したということになるわ

けなんですけれども、今回、４万トン放出ということ、これの是非は別にしまして、４万

トンの中身というのは、実は19年、20年、21年ということで、実際に主食用で求められて
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いた一番新しい米というのは、ここでは実は出てこなかったと、古いものから順番に出さ

れるというのが備蓄の考え方と仰られれば、それきりなのですが、うがった見方ですが、

23年、一番新しいものは、家畜の飼料用に出されて、４万トン出てきたのは、実は古米で

したというのも、どういうことかなというような気もしています。それが消費の減退とい

うことの中でいいますと、１つの要素として考えられると思っているところであります。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。予定の時間が来ましたが、大事な論点もありま

したので、今、委員からいただいた御質問、コメントに関して、事務局の方からコンパク

トに御回答をいただきたいと思います。 

○平形経営政策課長 椋田委員から戸別所得補償の評価ということで、ちょっとお話しい

ただきまして、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、加入者がやはり100万件を超え

ているということ、従来対策が８万件前後くらいでしたから、そういった意味でいうと、

非常に多くの方に参加していただいていると、ただ、参加をしていただいているだけでは

なくて、階層規模的に見ても、５ha以上の方が非常に参加が多いというのがございまして、

１つは、これは、そもそもコストがどうしても割れてしまう部分を、経営として支えると

いうことなんですが、小さい方だと、どうしても兼業の方が多くなるんですが、５ha以上

になると、どうしても専業になって、非常に経営としては安定が難しいところがございま

して、そういった規模の大きい方に経営の選択として選ばれているのかなと、１つ考えて

いるところでございます。 

 もう一方、この戸別所得補償制度になってから、お米の方については、生産数量目標に

従った生産ということを条件にしている訳なんですが、以前のように、水田の麦大豆とい

うものは、今回、お米の生産目標に従ったかどうかということに関して、問わないような

方式を取っているんですが、それでも過剰作付が、制度導入前が大体４、５万haくらい年

間あったところが、23年度は2.2万haということで、そういった意味でもお米の需給にもあ

る程度貢献しているところも見えてきておりまして、22、23年度の２年間の実施というこ

とになっておりますが、もう少し分析をするには、色々見なければいけないかなと思うん

ですけれども、少なくとも２年間見たところで、そういう傾向は読み取れると思っており

ます。 

○天羽農産企画課長 ４万トンの代替供給について複数の委員から御指摘、御質問をいた

だきました。杉本委員から、今回の４万トンは、基本指針の中での位置付けというのは、

どういうことなのかと、備蓄運営の位置付けとしてはどういうことなのかという質問があ

りました。 

 先ほど部長からもありましたけれども、今回の代替供給は、通常の備蓄運営の中では想

定をしていなかったということでした。 

 そういうことでありまして、この新しい指針の中でも、代替供給もしくはそれに似たよ

うなものがしょっちゅうあるということは、私どもとしては想定しておりませんので、明

確に位置付けるということはしていないわけです。また、廣瀨委員から、震災の影響とい
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うのは、１年で終わるということではなくて、３年なり、もうちょっと中長期的に考えな

いといけないのではないかという御指摘、それは、冨士委員の問題意識とも共通する点が

あるんではないかと考えますけれども、この備蓄米の運営の在り方について、中期的な視

点も踏まえて、検討の場を作っていかないといけないということにつきましては、宿題を

いただいたと考えているところでございます。 

 それから、米粉なり、酒米、加工用米のことについて何人かの委員から御指摘をいただ

きました。加工用米なり備蓄米、米粉用米、同じ水田で作付する訳でありますので、これ

をどのように需要と供給、辻褄を合わせていくのかというのは大きな課題だと思っており

まして、先ほども申し上げたところでありますけれども、来年産の作付に向けて、生産数

量目標の話と併せて検討していかないといけないと考えております。 

 また、廣瀨委員に戻って、SBS米の表示について、きちんと行われていないところがある

のではないかという御指摘がございました。 

 私どもの消費・安全局というところで担当している訳ですけれども、基本的には、巡回

点検、立入検査ということで、米トレサ法に基づく産地情報伝達の確認指導を全国で行っ

ているということでございます。 

 他方、米トレサ法の対象事業者数が膨大であるという現実もございまして、巡回点検だ

けでは確認することが困難といった事情もございまして、様々な形での情報収集をして遵

守状況の確認なり指導をしているのが現状だというふうに聞いておるところでございます。 

○松尾水田農業対策室長 それから、米粉の関係で需給の話ですとか、施設整備の話がち

ょっとありましたけれども、米粉用米の使用量は平成20年から割と右肩上がりに急に増え

てきておるんですけれども、先ほど委員から御指摘がありましたように、昨年の震災以降、

いろんな新製品の開発みたいなものが、少し伸び悩んだりして、今、需要は確かに伸び悩

んでいるような状況が一時的にあるというふうに、色んな会社の方から聞いております。

これは、事実でございます。 

 そういった中で、我々も需要拡大をしていかなければいけないということで色々やって

おりまして、１点ありました、いろんな施設整備、米粉の米のところは意外と安いけれど

も、粉にしたら、例えば小麦粉より高いと、そういったことはありますので、例えば、粉

にする時の施設に対して民間企業の方々ではありますけれども、支援すると、そういった

ことで、今も補助事業がございまして、そういったことでやっていただいているところで

ございます。 

 また、先ほど天羽課長からもありましたけれども、酒米についても、今、特に酒米のか

け米については、戸別所得の中で加工用米に対しても、２万円の助成をするとかしながら

やっておりまして、色んな、新潟県とか色んな産地で、県独自の上乗せとかも色々やって

いますけれども、いずれにしても、そういった米粉の需要拡大とか、こういった加工用米

の固有の取引の拡大みたいなものが大事かなと、我々は考えております。 

 以上でございます。 

○今城農産部長 村松委員から福島に御訪問されて、色々お聞きになられたということで
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ございました。その中で、放射能を手軽に測れる機器の開発等々というお話がございまし

たけれども、実は、今回、米の全袋検査で、福島県全体で180台強のある意味スピード化し

て測れる機械が、ある意味、備え付けられる予定になっております。 

 部分的には、かなり備え付けられており、試験運転もしておりますけれども、米の 盛

期には、当然、米に使いますし、米のための機械なのですが、そのほかの時には、そのほ

かのものも測れるというような活用が図れるんではないかということで、県の方も色々考

えているというふうに聞いております。 

 また、需給見通しについて、やはり幅を持たせたものが必要ではないかというお話がご

ざいました。これは、非常に正鵠を得ておりまして、先ほど来出ている過剰作付が、やは

り近年というか、ここ２年ですけれども、かなり減ってきている状況にあります。今まで

は、かなり過剰作付が、４、５万haあるという前提でやってきたと申しますか、我々もそ

ういう少し余りぎみの中で見通しを立てていくということに、どうも頭の構造がなってい

るきらいがあります。 近、やはり戸別所得補償になって過剰作付が少なくなるという前

提で物事をある程度見通していくことをやらなければいけないのかなというふうには思っ

ているところであり、まさに、正鵠を得た御意見ではないかと考えております。 

 また、冨士委員からございました、大豊作というか、豊作の時でも、本当に供給量が期

中に減少したら、備蓄米を市場に出すのかというようなお話がありましたけれども、その

辺も含めまして、色々ルールなりを御議論賜るということになるんではないかと思います。 

 あと、６月末在庫ということについて、実は、６月末以降も、超早場米は別といたしま

して、ほとんどまだ米が出荷されてきていない中で、何か月か過ごしてから新米の供給が

始まるということについて、どのように考えていくかということ。これも非常に、多分、

正鵠を得た御意見ではないかと思います。 

 実は、ちょっとまだ正確には把握していないんですけれども、去年の８月、９月、10月

に要するに22年産米がどれだけあったかというのを調べてみました。 

 そうすると、去年の８月末は、22年産米は、出荷段階の在庫が34万トンだったんですけ

れども、これが、その前の年は、実は71万トンあったんですね。ということは、やはり、

去年８月以降、23年産米の震災の影響、要するに一言でいえば、放射能の影響がどの程度

出るのかというのが分からない中で、22年産米は、非常に販売が進んだというような状況

が、８、９、10月ありまして、そういうことが非常に大きな影響を需給に及ぼしているの

ではないか、６月末の数字だけでは量れない状況があったんではないのかと、私どもちょ

っと反省をしておるところでございます。そういうことも去年の経験を経まして、分かり

ましたので、今年はそういうことも見ながら対応していくということになろうかと思いま

す。よろしくお願いします。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。一通りこれで御回答いただいたと思いますが、

よろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○中嶋部会長 本日は、様々な御意見を頂戴いたしました。特に備蓄制度に関する大きな
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問題があるという御指摘だったと思いますけれども、この部会で、まさにフレームの変更

をさせていただいたわけで、その時に、やはり米穀需給及び価格の安定に関して、一番大

事なポイントであるということも認識していたのですが、この１年の間に大震災を始めと

した、想定外のさまざまな大きな問題に直面し、そのことによって、制度全体が挑戦を受

けたのではないかと、私は思っております。 

 本日も廣瀨委員、冨士委員を始めとして、それについて検討すべきであるというお話を

いただきましたし、また、事務局の方からも、これは宿題として認識しているというお話

もありましたので、是非とも、これについて今後どのようにするかということについて検

討していただければと思っております。 

 以上のことを踏まえまして、本部会としては、本日、農林水産大臣から諮問のありまし

た、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（案）について確認したいと思いますが、

これは、適当と認めてよいと考えておりますけれども、そのように決議してよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございました。異議なしと認めたいと思います。 

 それでは、食料・農業・農村審議会令第８条第２項の規定により、議事の決定に必要と

されている出席委員の過半数を超えておりますので、本件につきまして、適当と認める旨、

議決いたします。その答申案を、ただいま事務局から配付してもらいますので、お目を通

していただき、御確認いただけますでしょうか。 

 これでよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。本食糧部会の議決につきましては、審議会の議決

とすることとされておりますので、後ほど、食料・農業・農村政策審議会として、農林水

産大臣に適当と認める旨の答申をいたしたいと思います。 

 

（２）そ  の  他 

 

○中嶋部会長 それでは、議題「（２）その他」につきまして、事務局から何かございま

すでしょうか。 

○天羽農産企画課長 ございません。 

○中嶋部会長 それでは、ないということでございますので、本日、予定の議事につきま

しては、すべて終了いたしました。 

 後になりますが、本日の議事につきましては、議事録として整理し、公開することと

なります。その整理につきましては、私に御一任願いたいと存じますが、よろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは、進行を事務局にお返しいたします。本



33 

 

日は活発な御議論をありがとうございました。 

○梅下農産企画課課長補佐 中嶋部会長、どうもありがとうございました。 

 それでは、閉会に当たりまして、今城農産部長より、ごあいさつをお願いいたします。 

○今城農産部長 本日は、長時間にわたりまして、御議論を賜り、誠にありがとうござい

ました。本日の主題でございます、基本指針につきまして、適当と認める御答申をいただ

き、御礼申し上げます。 

 また、様々な点にわたり、極めて重要な論点にわたり、御議論、御指摘をいただいたわ

けでございます。私ども、それをきちんと受けとめまして、整理した上でどのように対応

するか、また、御相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 重ねて、本日の精力的な御議論に感謝を申し上げ、閉会のごあいさつとさせていただき

ます。 

 どうもありがとうございました。 

○梅下農産企画課課長補佐 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、本

日の食糧部会を終了させていただきます。 

 長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

 

閉     会 

 


	240731 議事録タイトル
	240731 目次
	【委員修正反映版】240731 食糧部会議事録

