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開 会

○村井需給調整対策室長 予定の時間より少し早いのですが、委員の皆さんおそろいでご

ざいますので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会食糧部会を開催させていただき

たいと思います。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、また、本日足元の悪い中お

集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

委員出欠状況報告

○村井需給調整対策室長 本日の委員の皆様方の出席の状況でございますが、岩崎委員、

佐々木委員、竹内委員、立花委員、深川委員、冨士委員、米濵委員におかれましては、所

要により御欠席との連絡を事前にいただいております。なお、福代委員におかれましては、

本日御出席の御予定でございますが、交通機関の遅れの関係で、若干遅れてお見えになる

との連絡がございました。

結果、全体の３分の１以上の委員に御出席を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。

配付資料の確認

○村井需給調整対策室長 議事の前に、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。

お手元には、食料・農業・農村政策審議会食糧部会資料一覧をお配りしているかと思い

ますが、そこに記載されておりますように、まず議事次第。それから委員名簿。資料１と

いたしまして、諮問の写しでございます。資料２といたしまして「米穀の需給及び価格の

安定に関する基本指針（案）」。それから、資料３といたしまして米流通システム検討会

の「中間取りまとめ（制度の骨格）」でございます。それから、資料４といたしまして「輸

入麦の政府売渡ルール検討会の開催について」と、以上、資料１～４までをお配りしてい

るかと思います。それ以外に、参考資料といたしまして、まず参考資料１「最近の米をめ
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ぐる関係資料」。それから、参考資料２といたしまして「事故米関係資料」をお配りして

おります。これらの参考資料につきましては、特段の説明は省略させていただきたいと考

えておりますが、御意見あるいは御質問があれば議事の中で御発言いただければと考えて

おりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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

よろしくお願いします。

○林部会長 承知いたしました。委員の皆様には、お忙しい中、また、雨の中を御参集い

ただきまして、本当にありがとうございます。

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

ただくことになっております。また、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になっております。

また、本部会で頂戴いたしました皆様の御意見につきましては、議事録として取りまと

めた上で公開させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。

開会あいさつ

○林部会長 それでは早速ですが、開会に際しまして、総合食料局食糧部計画課長よりご

あいさついただきます。

○枝元計画課長 計画課長でございます。おはようございます。開会に当たりまして、一

言ごあいさつ申し上げます。

まず、冒頭おわびを申し上げたいと思います。本来、総合食料局長の町田、また次長の

平尾、食糧部長の奥原が参りまして、総合食料局長からごあいさつを申し上げ、また皆様

方と御議論させていただくという重要な部会でございます。

しかしながら、事故米穀の関係で、急遽、幹部がどうしても出席できなくなりました。

また、消費流通課長、食糧部課長におきましても同様でございまして、本日補佐を出席さ

せてございます。誠に申しわけなく、おわび申し上げます。事情御賢察の上、よろしく御

理解いただければと思います。

本日は、７月に策定いたしました「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」を、

現時点におきまして見直すこととしているところでございます。また、今回の基本指針に

おきましては、21年産米の都道府県別の需要量に関する情報の算定方法についても御審議
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をいただくこととしております。その後、本部会で御了承いただければ、需要量に関する

情報の算定方法に基づきまして、都道府県別の需要量に関する情報を私ども算定いたしま

して、12月１日に都道府県等の関係者の会議を開催いたしましてお示しをしたいと考えて

いるところでございます。

また、一昨日の26日に輸入麦の政府売渡ルール検討会の第１回会合を開催いたしまして、

今後、国際相場の動向を迅速に反映できる方向で輸入小麦の売渡価格改定のルール等を検

討いただくこととしております。

また、昨日、米流通システム検討会におきまして、米のトレーサビリティ及び原料米原

産地情報伝達の仕組みについての中間取りまとめ骨格が取りまとめられたところでござい

ます。これらの内容につきましては、後ほど御報告をさせていただきたいと思います。

また、参考資料といたしまして、「米をめぐる状況」、「事故米関係資料」を配付いたし

てございます。事故米の関係につきましては、消費者を初め国民の皆様方に非常に御迷惑

をおかけいたしました。また、委員の皆様方にも御心配、御迷惑をおかけいたしまして、

改めて深くおわびを申し上げます。石破大臣のもと、私ども省を挙げまして各般の取り組

みを進めているところでございます。委員の皆様方におかれましても、米また米関連商品

の信頼回復のために御助力いただければありがたいと考えてございます。本日は忌憚のな

い御意見、御助言賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○林部会長 ありがとうございました。

議事進行の確認

○林部会長 それでは、本日の議事の進め方について確認させていただきたいと思います。

先ほど申し上げましたように、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、事務局から資料の説明をいただいた後、委員の皆様からの御意見、御質問

を頂戴した上で、適当であるかどうか決議したいと思います。また、その後で米流通シス

テム検討会中間取りまとめ及び輸入麦の政府売渡ルールの見直しについて、事務局から報

告を受けたいと思います。事務局並びに委員の皆様におかれましては、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くお願い申し上げます。

全体としては12時ごろまでには終了したいと考えておりますので、どうかよろしくお願い

します。
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このような進め方でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○林部会長 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ます。

議題

（１）米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について

○林部会長 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、事務局から

諮問文書の読み上げを行っていただいた後、直ちに資料についての説明もお願いしたいと

思います。

それでは、お願いいたします。

○枝元計画課長 それでは資料１、諮問（写）を読み上げさせていただきます。

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変更について、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

意見を求める。

諮問でございます。

それでは、私から資料２「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（案）」を御説

明させていただきます。よろしくお願いいたします。

ページをおめくりいただきまして１ページ、第１～第５までございますが、若干参考資

料も使いながら御説明をさせていただいきたいと思います。

まず、第１「米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針」でございますが、ここに書

いてあります文章は７月の指針と全く同様でございます。需給の見通しを策定いたしまし

て、これに基づきまして各種の施策、備蓄等を進めていく。また、生産調整につきまして

も農業者・農業者団体が行政と適切に連携して目標達成に取り組むとともに、水田を最大
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限に活用するために、主食用米の需要拡大、米粉や飼料用米等の新たな米利用の本格化に

取り組む。あと、備蓄について、６月末時点で在庫量100万トン程度を適正水準で保有す

るということで、７月の指針と変えてございません。

第２でございます。「米穀の需給の見通しに関する事項」ということで、平成19/ 20年

の需給を見通しまして、米に関わります関係の方々のいろいろなものの基礎、また参考に

していただく。また、私どもの政策の基礎としてやるという需要の１年間の見通しでござ

います。

ここに書いてございますとおり、主食用米等の需要実績につきましては、まず小麦製品

を含めた食料品全般の価格が上昇する中で、比較的価格が安定している米に需要がシフト

するということで、図１のとおり855万トンとなってございます。７月の指針では853万ト

ンでございましたので、２万トン上方に修正した上で確定したということでございます。

算出の仕方は、下にちょっと小さい字で恐縮でございますが、19年、20年の６月末の在

庫の変動、民間在庫の取り崩し分22万8000トンございます。それに、上の右のほうにござ

いますが、主食用米等の供給量820.1万トンがございます。その右の上でございますが、

政府米の主食用の販売11.7万トンを足しまして、854.5万トンで確定したということでご

ざいます。

続きまして、２番の平成20/21年の需給の見通しでございまして、これに基づきまして

米関係の方々が各種の基礎にされる、また私どもの基礎にするというものの見通しでござ

います。

まず、（１）「供給量」でございますが、平成20年６月末の在庫量が、先ほど申し上げ

ましたとおり、民間在庫161万トンで確定したこと、政府の保有在庫量99万トンであるこ

とから、これらを合わせた260万トンとなってございます。また、主食用米等の生産量に

つきましては、公表値866万トンが予想収穫量でございます。これにつきましては、この

後ろのほうについてございます参考統計の６ページに、２「平成20年産水稲の作付面積及

び予想収穫量」ということで、10月15日現在のものでございます。

全国だけ御説明いたしますと、一番左、作付面積がございます。162万4000haというこ

とで、前年から４万5000ha作付が減少してございます。それで、ずっと右のほうに行って

いただきまして、主食用の作付面積、うち159万6000ha。予想の収穫量が865万8000トンと

いうことで、今御説明をした数字でございます。

なお、作況につきましては、一番右にございますが久しぶりに豊作になりまして、一部
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の県に100を下回っているところがございますが、全国的に非常にいい状況でございまし

て全国では102となったところでございます。

なお、指針と直接関係いたしませんので本文には書いてございませんが、作況101を超

えますと、集荷円滑化対策ということで豊作分を隔離するという対策を行ってございます。

今回102ということで、集荷円滑化対策が発動されまして、全国で、現在の見込みでござ

いますと約11万トンぐらいが隔離されるのではないかと考えているところでございます。

なお、この集荷円滑化対策につきましては、生産調整を達成していらっしゃる方が7000

円でこの集荷円滑化対策で隔離をするわけでございますが、生産調整をなさっていない方

は普通の市場の価格で売ることができる等々、非常に不公平感もあるということから、後

ほど御説明いたします備蓄の100万トンとの差分、ちょうど11万トンぐらい現在ございま

すので、この豊作分11万トンの隔離分につきまして政府で買い入れるということに今回さ

せていただいたところでございます。

２ページに戻っていただきまして、そういう意味では、供給量は先ほど申し上げました

①と②を足し上げまして、20/21年の供給量が1126万トンと見通されるということでござ

います。

他方、需要量につきましては、小麦製品を含めました食料品全般の価格が上昇する中で

比較的価格が安定している米に需要がシフトしているという状況がございます。現在もそ

の状況が続いている、堅調に米の需要が推移していると考えてございます。そういうこと

を踏まえまして、平成19/20年の需要実績と同数の855万トンとなるのではないかと見通し

ていたわけでございます。なお、７月の指針では831万トンと見通していたところでござ

います。

そういうことから、（３）でございますが、21年６月末の在庫量は、（１）の供給量と

（２）の需要量の差になるわけでございますが、その算出をいたしまして271万トンと見

通しているところでございまして、下の表１にございますように、今御説明した数字を並

べるとこういうことになるわけでございます。

なお、政府の備蓄の関係でございますが、上から２番目の「20年産主食用米等生産量」、

下から２つ目の「20/21主食用米等需要量」のところに、それぞれ政府備蓄30、30と書い

てございますが、これは売り買い30万トンずつ、６月末までを見通すということでござい

ます。これにつきましては、７月の指針で50万トン仮置きさせていただきまして、７月か

らの５カ月で11万トン強販売してございます。それを引き延ばしまして、50万トンベース
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が大体６月の末までに30万トンぐらいということで、30万トン、30万トンということに仮

置きをさせていただきまして、現実には各種の消費動向、需要動向等々を見ながら販売ま

た買い入れの数量等を機動的に対応することになろうかと思います。

続きまして、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」につ

きましても、基本的には７月の指針と変えてございません。６月末時点での在庫量100万

トン程度を適正水準とし、いわゆる備蓄運営ルール、回転備蓄の適正かつ円滑な運営を図

る観点から実際の販売数量が計画を下回ると見込まれた場合には、計画と販売見込数量の

差について相当量を政府買入数量から減じるという備蓄運営ルールを改めて書かせていた

だいたところでございます。

以上が20/21年、来年の６月の末までを見通しました需給の見通しということで、これ

に基づきましていろいろと物事を考えていくことになろうかと思います。

続きまして、３ページでございます。第４は「米穀の輸入数量及びその種類別の数量に

関する事項」でございますが、これは３月の指針、７月の指針と同じ表現でございますの

で省略させていただきます。

続きまして第５、本日の大きくは20/21年の先ほど申し上げた需要見通し、あともう一

つの大きな今回のテーマが、20/21年、平成21年産米におきます都道府県別の需要量に関

する情報につきまして、どのようにするかということでございます。ここにつきましては、

21/22年でございますが、全国の需要見通しにつきましては、16年７月にお決めいただき

ましたいわゆるトレンドで算出いたしますと、図２に載ってございますが一貫して消費減

少しているところでございますが、このトレンド式におきまして図２のとおり824万トン

と推計されるところでございます。

しかしながら、近年の需要の見通しと需要の実績を比較いたしました場合、４ページの

右の上、表２－１でございますが、全国のその需給の動向におきます見通しと実績との変

動の幅が生じてございます。これを単純に平均いたしますと約９万トンの変動の幅がござ

いますので、824万トンから過去５年間の変動幅の平均値の９万トンを差し引いた815万ト

ンを、21/22年の全国の需要見通しとしたいと考えているところでございます。

なお、これにつきまして、現在の生産調整の状況がどうなっているかをまず御説明いた

しまして御議論いただければと思います。恐縮でございますが、参考資料１の「最近の米

をめぐる関係資料」、この横のものがございます。これの44ページ、大分後ろのほうでご

ざいますが、簡潔に御説明いたしたいと思います。
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平成15年まで、いわゆるネガということで生産調整の目標面積を配分してございました。

16年以降、ポジということで主食用の水稲を量としてどれだけつくるかということに変更

いたしまして昨年もいろいろ御議論いただきましたが、いわゆる過剰が年々拡大してきた

ということで、平成19年、ごらんいただきますとおり過剰作付、真ん中の辺にございます

が７万ha。あと、消費の減分３万haということで、約10万haの生産調整の強化ということ

で御審議をいただき、それに向けて対応したところでございます。

私ども、また、農協系統を初めとする農業者の関係団体、さまざまな努力をいたしてま

いりました。その結果、先ほど御説明いたしましたとおり、水稲の作付面積自体は４万50

00ha削減されたということで一定の成果はあったと思ってございますが、一番下の平成20

年の過剰作付という観点で見ますと４万5000減ったということは、10万から引きますと逆

に５万4000ha、20年といたしまして過剰がまだ出ているという状況でございます。

このような状況を踏まえまして、単年の需給という観点では先ほど申し上げましたとお

りある程度堅調な見込みができるのではないかと考えてございますが、それをまた引き続

き堅調にしていく、またそれをさらに伸ばしていくという私どもに与えられた大きな課題

はございますが、来年の生産調整という観点から大きなトレンドとして消費が減っている

ということからいたしますと、きちっとかために生産目標数量を見るべきではないかと考

えているところでございます。

先ほどの資料の３ページに戻っていただきまして、今御説明いたしましたとおりトレン

ドの824万トンから、昨年も同様のことでございますが、この変動幅９万を差し引きまし

て815万トンを需要見通しとしたいということでございます。この数字につきましては、

たまたまでございますが昨年も815万トンでございましたので、その量は変わらないとい

うことになります。

なお、都道府県別の需要量に関する情報でございますが、従来と同様この815万トンを

各都道府県ごとの過去６年の需要実績について、これは参考資料に各県ごとの需要実績を

載せてございますが、６年中、最高と最低を除きました中庸４年分の平均値のシェアで算

出することを基本といたしまして、生産数量の調整の目標達成県と目標未達成県の不公平

感を是正するために以下の調整を図り、815万トンを割り振るとさせていただきたいと思

っているところでございます。

その調整の仕方といたしまして、前年産の目標の達成県につきましては前年産の目標よ

り減少しないこと、前年産の目標未達成県につきましては前年産の目標よりも増大しない
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ことを旨として調整を行うということでございまして、この方式でやりますと結果といた

しますと、生産調整達成県につきましては最低で昨年と同数ということになりますし、生

産調整未達成県については昨年よりそれぞれ幅はございますが、需給見通しが若干減ると

ころから、需要が減っているようなところは昨年よりも目標数量が減ることに結果として

なろうかと考えているところでございます。

以上、まとめましたものが表２－２でございまして、トレンド値として824万トン、９

万トン等々、４万トンずつの調整をいたしまして、結果約815万トン、約154万ha相当とい

うことでございます。

以上でございます。

○林部会長 ありがとうございました。

ただいま事務局から最初に諮問事項、また基本指針（案）につきまして御説明いただき

ました。具体的な事項としては、１、２、３、４、５とございますが１ページ目の第２「米

穀の需給の見通しに関する事項」、また、第５の「平成21年産米における都道府県別の需

要量に関する情報」ということでありますが、これらに限らず参考資料も含めてどこから

でも結構ですので、御意見、御質問をいただきたいと思います。

それから、御質問、御意見をいただく前に御紹介いたしますが、本日は残念ながら欠席

されておられます冨士委員から、お手元にございますように意見メモがございます。21年

産米の生産調整の実効確保ということ、それから生産調整メリット対策や経営所得対策に

ついて意見書が出されておりますので、それも御参照いただきたいと思います。

それでは、どうぞどこからでも結構ですので、御意見をいただければと思いますがいか

がでしょうか。

藤井委員、どうぞ。

○藤井委員 この間の米改革は、生産者が基本となって主体の生産調整でいこう。そのた

めに、政府の役割としてはわかりやすい情報だとかバックアップの仕組みをきっちりつく

っていって、生産調整をきっちり進めていける枠組みづくりにしていこう。そんなふうに

やられてきたのだろうと思っています。

今回は、そうした大きな流れの中で、基本的にルールどおりに従って需給の見通しを出

したと思っているのですが、そうした中で２点だけ質問させていただきたいと思っており

ます。

一つは、作況102ということで、集荷円滑化対策を実行する。これもいわば生産者が主
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体の生産調整において一つ作ったバックアップの仕組みである。ただ、それが実体に機能

すると、まじめにやっている人たちが損をしてしまう。だから、政府備蓄を使いながらう

まくソフトランディング的な形にしたいと。この構造は、今後あまり変わらないと思うの

です。作っているこういうバックアップの仕組みが機能しないことに対して、今後どうい

うふうに対応されようと考えているのか。11万トンという数なので、ある意味政府備蓄の

回転の範囲でそんなに大きな誤差がないからという御判断が一部あるのかもしれないので

すが、これはまた数が多くなっていったらまた全然違うことであって、そのバックアップ

の仕組みがほころびているのであれば、それに対する対策をどういうふうに今後考えてい

くのか。そこの点について、１点お伺いしたいと思っています。

回転備蓄のほうですが、７ページの備蓄の状況を拝見しますと、現在の備蓄が平成17年、

18年、19年産でありますと。このうち、次年度30万トン売り30万トン買うという御説明か

と受けとめたのですが、そういうふうにすると、例えば30万トンでいくと、17年産のもの

はなくなるかもしれないけれども18、19、20と３年産残る。本当は回転備蓄は、どちらか

というと２年ぐらいでうまく回転していくというのが一つの年産の在庫としては目安だっ

たのではないかなと思っていて、そういう意味においては、回転備蓄の考え方自身も少し

ずれてきているのではないかと思っています。この辺の30万トンの考え方と、回転備蓄、

この年産の管理のところについてどのようにお考えなのか、その２点について質問させて

いただきたいと思います。

最後に１点感想ですが、需要が少し上回ってきたというのは非常に喜ばしいことだと思

っています。生産調整もずっとダウントレンドの中でやり続けるのは本当につらいもので

あって、できればこうした需要を向上させるような消費拡大の支援も積極的にとっていた

だきたいなと思っているところです。

以上です。

○林部会長 ありがとうございました。

ほかにいかがでしょう。

神田委員、どうぞ。

○神田委員 多分非常に基礎的な質問だと思いますが、19年度、20年度の需要実績が855

万トンということですね。次の年の見通しは同数にするということですよね。そのときに、

食料品全般の価格が上昇してきた。それで、構造的な変化によりこういうふうに上昇して

いるのだと分析なさっていますが、この分析が適切かどうかということが関わるんだろう



- 11 -

と思うのです。そのときに、先ほど見ました４ページの表の２－１の、この間15年からの

需要実績の推移を見ますと、18/19年のところがどんと下がってそこがちょっと谷のよう

になっている。その前が今年度と同じように850何がしかになっている。ですから、この

下がった数字をどう分析しているのかなと思うのです。

だから単純に、食料品が上がったために今回伸びたんだと、それはどういう構造だとと

らえているのかが見えないのです。ですから、その辺を少しお伺いして、それで同じ数字

にするのが妥当なのかどうかという判断ができるかなと思いますので、その辺を御説明い

ただけたらありがたいなと思います。

○林部会長 ありがとうございました。

それでは福代委員、どうぞ。

○福代委員 今、冨士常務の意見メモを大急ぎで目を通していますが、重複するところが

あるかもしれませんがちょっと細かいところをお聞きし、３点ばかり申し上げたいと思い

ます。

最初に、基本指針の１ページの１の４段目に、「生産調整の円滑な推進について、農業

者・農業者団体が行政と適切に連携して生産調整目標の達成に取り組む」とありますが、

毎回同じことを申し上げるようですが、この６段目を見ていただきますと、「水田を最大

限に活用するため、主食用米の需要拡大、「米粉」や飼料用米等の新たな米利用の本格化

に取り組み」とありますが、生産数量目標が前年産とほぼ同じ水準になります。それで、

生産調整達成県は転作面積はほとんど拡大しないと考えられるのではないでしょうか。そ

れで、米粉や飼料用米等を推進する必要があるのは、未達成県で未実施者の推進が中心と

なりますとJAだけでは非常に困難なところがあります。

また、最初のところの４段目の「農業者・農業者団体が主体」となっていますが、これ

は行政も並列で入れていただき、同じように進めていただかないとこれは非常に難しいの

ではないかと考えます。

もう一つ、水田等有効活用促進対策として10a当たり５万円～５万5000円が今回措置さ

れると聞いておりますが、これに関しましては生産調整実施者は十分なメリットを実感し

ていないというところがあります。生産コストを賄えるだけの十分な支援が必要ではない

かと思います。とりわけ、達成県にとっては新たな助成対象は、これまで生産調整を達成

していなかった未達成県が主となります。それで、例えば今まで生産調整を一生懸命やっ

ていても、非効率な転作をやっていた、野菜の捨てづくりなんかもやってきている方たち
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もいるのですが、その方たちも本格的に米粉用米に取り組む場合などに対しましては制度

設計をきちんととっていただくことが必要ではないかと思います。

需要に関しましても、基本指針の２ページの需要量においてですが、平成20/21年の需

要見通しは平成19/20年の需要実績と同数の855万トンとなっております。これは、参考統

計表の５ページの「１世帯当たり米の購入数量」の表では、平成20年の７月以降の購入数

量は前年対比で減少している状況で、本当に平成20/21年の需要が855万トンも見通せるか

なというところがあります。

それから、３ページの図２のトレンド回帰式で算出される平成20/21年の見通しは約831

万トンと算出されていますが、この831万トンを平成20/21年の需要見通しとしない理由を

お聞かせいただきたいと思いますし、一方で21年産米の都道府県別の生産目標数量の算定

では、平成20/21年の需要見通しとした855万トンが反映されていない。３ページ図２のト

レンド回帰式を採用した上で、21/22年の需要見通しを824万トンと整理されている理由も

お聞きしたいと思います。

４ページの表２－２で、824万トンを基準に需要見通しと需要実績との変動幅の平均が

９万トン、これを差し引いて21/22年の需要見通しを815万トンとされていますが、なぜこ

の変動幅を差し引くことにされましたでしょうか。仮に差し引くことが必要としましても、

この上の表の２－１のところで19/20年産の変動幅は21万4000トンもあります。他の年と

比べてこれは非常に特異なので、これは除外すべきではないかなと考えます。

３点目が、米の消費拡大につきまして、これも前回も申し上げましたが、学校給食では

平均週３回米飯を入れられるようになったということで非常に喜ばしいことだと思います

し、今までの努力の成果だと思います。これらも新聞等で報道されていたところですがま

だ３回未満のところが14県もあるということでございまして、今の「フードアクションニ

ッポン」、これも農水ですよね。自給率向上に向けた国民運動の中で、非常に積極的にい

ろいろな方面から取り組まれているようでございますので、ここらあたりとも連携をとり

ながらできれば週４回ぐらいは導入できるような働きかけも必要ではないかと思います。

長くなりましたが、以上です。

○林部会長 ありがとうございました。

木村委員、どうぞ。

○木村委員 今いろいろお話が出た需要量の問題については、850万トン本当にあるかど

うかと言われると我々もはっきりしない点はございますが、長期的なトレンドの需要とへ
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こんだり上がったりというこの短期の前後の年を含めた需給ということを考えていくと、

単年度ではこういう数字を出されたのだろうなと解釈をしております。

私ども流通も、新しい食糧法になってから当事者の意思だとか意欲を尊重していこうと

いうことで、自己責任ということを非常に強調されておりますし、全体的に自由な方向に

いこうという法律の精神にのっとって我々もいつも考えているのです。

その点、この年３回出ている指針は我々が事業の計画をしていく段階において非常に重

要な資料になっているわけで、これにいろいろな変動要素を我々なりに考えていきながら、

お客様のところにも遅滞なくお望みの商品をどうお届けするかという計画を立てていくわ

けです。そういうときに、この変動要素が我々の予測の範囲ということであれば、方程式

のXとYは余り多くないほうが非常に見通しが立てやすいということになるのですが、先ほ

ど一番最初に藤井委員がおっしゃられたのは、政府備蓄米の運営について今回は集荷円滑

化を通じて政府米に11万トンを買い上げるという方法をお出しになられたわけですが、前

年度でいえば緊急対策という天災とは別にある意味で言うと非常に人為的な需給調整が行

われたように実際の現場としては感じざるを得ないわけです。

そういう中で、今、政府米についても試行的販売をお続けになられているわけですが、

伺うところによれば、売り方、今までは倉庫におさめたところで見ていたのを今度は在姿

の姿で売却にしようとかいろいろテストをされていると伺っているわけですが、よく考え

てみると、今政府が持っている在庫は一番巨大でありまして我々流通業界の中で言えばい

かに大きいところでも当然追いつかないぐらいの規模でございます。もちろん独禁法の適

用外でありますから、そういう意味での巨大な卸が存在をしていると我々実体で営業して

いる立場から言うと感じるところがございます。

例えば、売却の時期ですとか量は販売する側でおおむね決められる。それから、極端な

話でいえば国費もお使いになられているわけですから、そこら辺が市場に与える影響とい

うところも全体の価格をどうするかということについては、一度方針を決められたら方向

は、方針というかやり方については一定にして進めていただかないと生産者の方々は大変

ということもあるけれども、卸にしても本年度の販売ですとか需要に基づいて仕入方針を

これをベースにしながら考えてまいりますので、そのときに仕入れをしたけれども場合に

よっては価格が非常に下がって大幅な在庫損失を抱えることになるケースもあるわけで

す。先物市場があるわけではないので回避策が余りないということは、自分のリスクでこ

れを避けることは非常に難しいということがありますので、特段、備蓄米の運営について
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は回転備蓄でおやりになられると言っている以上はそれで進めていただきたいと思いま

す。

これから需給に何か変化があるかもしれません。今年の収穫量がまだ十分に確定してい

る段階ではございません。ですからそういう中で、現在、将来に向けての仕入計画とかな

んかを我々は既に立てておりますので、ひとつ、方針は一貫してやり方も一貫してやって

いただきたいということがお願いでございます。

もう一つだけ言わせていただくと、最近景気が大変悪くなっております。そういうこと

で、家庭内での消費が増えて、お米も以前に比べると買っていただきやすくなっていると

いう家庭用の便がございます。

一方、ここのところの数字を見ていますと、外食関係は去年から比べると大幅にダウン

をしている。もちろん、その分家庭でということになるわけですが、外食関係の米という

のは従来一番売りづらかった政府米をそれぞれが皆お客様を開拓しながら売ってきたわけ

で、そういう意味で申しますと政府の方針に相当協力、努力をしながらマーケットづくり

をやってきたと思っております。昨年、緊急対策が出てから売却の停止期間があったり、

またその後は制限的な売却ということになって、販売をしている流通にしてみるとお客様

のニーズにこたえられないということで大変死活問題につながってきているところもござ

いますので、そういう意味で申し上げますと、試行的というのを何が通常的なのかという

ところをはっきりしていただいた上で、早急に通常に戻していただきたい。

これは、多分消費者の方々、お客様にとっても非常に安定して物が手に入るということ

だと思いますので、我々の努力次第というところと今申し上げたような点とをぜひ御理解

をいただきたいと思います。

○林部会長 ありがとうございました。

藤岡委員、どうぞ。

○藤岡委員 今、皆さんからいろいろ意見が出ましたので重複する感もあると思いますが、

５ページを見ますと最近の１世帯当たりの米の購入数量が出ていますが、１月から６月ぐ

らいまで前年対比でずっと伸びてきて非常によかったなと思っていますが、それ以降また

若干減少に転じてきている。これは何が原因と見られているのか、そこを一つお聞きした

い。

先ほど集荷円滑化の話もありましたが、まさに今回のあれを見ていますと、集荷円滑化

対策というのはまず機能しない制度ではないか。今後、これをまた今年みたいな方法でや
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っていくのか、あるいはもう抜本的にこの集荷円滑化対策は見直しをするのか、その辺の

ところをお伺いしたいと思っています。

もう一つは、こちらの「最近の米をめぐる関係資料」の20ページです。20年産の米穀の

小売価格の調査の結果が出ておりますが、これを見ますと例えば私の秋田の米であればあ

きたこまちが平均4220円という小売価格が出ていますが、この価格を見ますと確かにそん

なに高いわけでもない、4000円前後で推移しているということは消費者のためにもなって

いるのでしょうが、このあきたこまちが生産者買い入れ価格はどのぐらいしているかとい

うのは皆さん御存じですか。60㎏１等で、今例えばJAとかの買い入れ価格は１万2300円～

１万2500円ぐらいです。いかにこの価格の差があるかということです。確かにこれは白米

で精米ですが、玄米価格で農家の手取りが１万2000～3000円ということは、余りにも価格

差があるのではないか。これは果たして生産者のためになっているのかというのは私は非

常に疑問です。流通の段階でもうちょっときちっと精査して、消費者も生産者も利益を得

るような米の流通システムを考えるべきではないかと思っています。

以上です。

○林部会長 ありがとうございました。

青山委員、どうぞ。

○青山委員 新聞などを見ますと、WTOが妥結に向けての動きを加速化しています。今回

の資料およびご説明は国内の状況のみを踏まえてのものだと思いますが、WTOが妥結され

れば稲作農家、また日本の農家全体が非常の大きな影響を受けると思います。

先ほどご説明いただいた資料の３ページの５の「来年度の需要量に対する対策」で、生

産調整を達成した県は前年度より減少しない、未達成県は前年度より増大しないというこ

とだけ言及されていますが、WTOの動きと絡めますともっと大胆な対策が必要ではないか

と思います。

あくまでも私見ですが、WTOが妥結した場合、米は重要品目として残るとしても非常に

大きな影響が出てくるように思います。ただでさえ、生産調整を巡って「不公平」だとか

「メリット措置がない」「一体なんのための担い手対策なのか」など稲作農家のなかには

失望感を抱いている人が多いようです。

この上WTO交渉が妥結すれば、失望感が増して、生産調整をやめて逆に「どんどん作っ

てしまおう」という流れになってしまわないかという気がします。そういったシナリオも

ありえないとはいえないと思います。そういったことも踏まえ、前々回から申し上げてい
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ることでもあるのですが、生産調整のあり方を根本的に見直すべき時期に来ているように

思います。

このことはすぐに決められることではないにしても、今回の集荷円滑化対策の価格引き

上げもどうしても対処療法的という感が否めません。その年の状況に合わせて数字を変え

ていくこともさることながら、その背景にあるもの、米づくりに対しどういうビジョンを

持っているのか、戦略をたてていくのかという部分がもっとしっかり見えてくるといいの

ではないかと思います。

○林部会長 ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

よろしければ、ここまでのところで御質問に関するお答えをいただければと思います。

○枝元計画課長 非常に幅広い御質問をいただきました。私から、主に需要の見込み、ま

たそれに絡みます備蓄運営の問題、あと価格関係でしょうか。あと、最後、青山委員から

ございましたようなお話をいたしまして、それぞれ担当から集荷円滑化また消費拡大等、

産地づくりとかをお答えさせていただきたいと思います。

まず、神田委員からの855万トンについてどういうことなのかということ、またこれは

構造的な話としてそういうふうに見ているのかということでございました。また、福代委

員から、需要量を855万トンと見るのは、最近の家計調査の状況から見ると本当にそうな

のかというお話等もございました。また、家計調査について藤岡委員からも御質問があり、

木村委員からもそれについての販売業界としての見方について言及がございました。

まず、これは先ほど木村委員がおっしゃっておりましたとおり、単年の、来年の６月末

までの需給。これはまさに米に関わりますいろいろな方々の指針となるべき数字でござい

まして、その単年の需給と21/22年における生産を長期的にどういうふうに考えていくの

かというところは違うと考えております。

そういう中で855万トンが妥当かということでございますが、確かに家計調査は参考資

料にそれだけ付けてございますので、最近ちょっと伸びが減ってはきているということで

ございますがそれでも99％台となっております。平成19年、その前を見ていただきますと

いろいろあるのですが、そういう意味では前半に各種の食料品の価格が増えたときに、家

計のほうでお買いになるという伸びが相当増えて、またこれはある意味毎年の状況等もご

ざいますが新米が出だすころに若干その前の年を下回るとか、縁故米の状況も含めた米の

動き等々ございまして、そういう中で99％台でここ２カ月来ておりますので、そういう意
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味では小麦製品を含めた価格が上がった中で、相当家計で米を買い消費するというスタイ

ルがある程度定着した上で、去年とほぼ同様に戻ってきているという感じだと思います。

この「米をめぐる関係資料」の２ページ以降に最近の米の消費なり販売に関する動向と

いうことで、これは時期がちょっと古いのもありますが幾つか載せてございます。やはり

米については非常に堅調もしくは好調だということがそれぞれの機関の調査なり、各種の

新聞、新聞の後ろのほうには、11月、最近の新聞等についても載せてございます。

先ほど木村委員からございました外食の関係は６ページでございます。線を引いてござ

いますが、９月の外食は売り上げが非常に落ちました。それで、10月になって回復はして

ございますが下のほうに線を引かせていただきましたが、和風の売り上げ106.2％、洋風

売り上げ105.1％と好調に推移はしているけれども、前月は米飯を取り扱う和風は事故米

問題も影響し売り上げが伸び悩んだが、10月は戻ってきているという状況でございます。

ここに、一々御説明いたしませんが、いろいろな意味で米が特に、先ほど委員からも御

説明ありましたような、家計の中で見直されているという状況は、なぜこうなっているの

かというのは正直言ってなかなか明確に分析できておりません。餃子問題等々あって、外

食から家庭のほうに帰って、外で食べるよりは家で食べるほうが御飯の量は多く食べると

いう実感等があると思いますが、そういういろんなことの積み重ねだろうと思います。

そういうことからしますと、７月～６月の単年の需給の見通しということで考えますと、

昨年春からガーンと伸びて855万トンになったわけでございまして、そのトレンドだとこ

の１年はもっと伸びる可能性、もしくは大きな長い消費のトレンドで減る可能性といろい

ろ考え方はございますが、ここに載っているようなこと。

あとは、私どもがいろいろな関係の業界からお話を聞いている米の販売状況、また利用

状況等々から見ますと、来年の６月までを見通す短期におきましては、昨年とほぼ同様85

5万トン程度の需要は見込めると見込んでいるところでございます。そういうことで、855

万トンと置きました。

なお、神田委員からございましたが、私ども構造的な問題とはまだとらえきれてござい

ません。構造的に米の需要がシフトしたとまで言い切れないと思っております。当然、消

費拡大等を含めてこういうことを関係の方々と一体となって進めていきたい、また進めて

いくべきだということはございますが、また、昨年なり今年見通しているものが本当に構

造的に完全に米の消費として定着したかと言われると、そこまで断言はしてございません

しまた断言できないと思っております。
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そういう意味から、生産調整という観点から言いますと、長いトレンドというのは一つ

のトレンドとしてございまして、先ほど御説明いたしましたグラフの傾きが今回相当需要

実績が伸びたことに伴って若干横倒しになっております。そういう意味で、そのトレンド

というのは統計学的にもきちっとあれした上で９万トン引かせていただいているのは、例

年そういう手法でやってございますが、確かに今年20何万トンも増えたのが異常といえば

異常、異常と言うのでしょうか、そういうことだろうと思いますが、そこはもうそういう

主観的な判断は余りとらずに、ともかく平均は平均ということでやらせていただいて、82

4万トンから９万トンを引かせていただいたということでございます。

それから備蓄の話がございました。御指摘ごもっともだろうという点、多々ございます。

なお、30万トンは仮置きでございまして、現実にはこれから販売する数量なり消費なり需

要の動向を見て実際の買い入れは決まっていくということでございますが、今決めており

ますのは、11万トンの集荷円滑化対応分について買い入れるということで、今のところは

買い入れの予定をこれ以上持っているわけではございませんが、50万トンという仮置きで

今のを伸ばして30万トン。そういうのはまさに仮置きの数字の範囲であれするということ

です。

ただ、藤井委員から御指摘があったとおり、７ページにございますとおり、本来だと２

年で回すというのがこの審議会でも御理解いただいている回転備蓄のやり方でございまし

て、そういう意味では100万トンなので７月指針では50万トン売って50万トン買います、

これを２年で回転する。ただ、現実には50万トンを売る実力を私どもとても持っておりま

せんのでその売った量に見合って買う。昨年はたまたま100万トンとの幅が、15年の不作

もあって23万トンございましたので34万トンの買い入れという格好になりましたが、現実

的には２年で回すというのはなかなかできておりません。そういう意味では、17年産をで

きるだけ少なくして、20年産、現時点において11万トンということで、できるだけ古い年

産のものを新しいものにかえていく努力はいたしたいと思いますが、現実的には２年間で

回すのはなかなか難しいというのは御理解いただければと思います。

木村委員からございました備蓄につきましては、御指摘は重々わかりますし、私どもも

何回もこの審議会で御説明しておりますとおり、この備蓄運営が民間の需給にできるだけ

影響を与えないように対応すべきだということはそのとおりでございます。

ただ、実際には豊作の時といいますか、お米が余っている時ではないと買えない、不作

の時に放出するのが備蓄でございますので、それが結果として需給なり価格にいろいろな
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意味で影響を与えていることも事実でございますし、昨年はそういう備蓄が価格に影響を

与えることを承知した上で34万トンを買ったということも事実でございますし、その後の

販売の凍結もございました。そこを回転していくというのが私どもの基本でございますの

で、試行的にいろいろな運用もできるだけ客観性を持つようにいたしながらやっていると

ころでございます。

そういう意味からいたしますと、先ほど集円について今後どうするんだというお話もご

ざいました。また、青山委員から生産調整そのものの戦略ということもございました。集

円については、正直申し上げて今の仕組みで持つとは思ってございません。集円について

は何らかの見直しをやっていく必要があると思っておりますし、そもそも米という観点で

見ますと、この備蓄についても今のやり方がいいのかということについては基本的な問題

意識を持っております。

また、生産調整につきましても、非常に閉塞感があることはもう事実でございます。生

産調整をやっている方とやっていない方の不公平感ということもひとつございますが、政

策論として言いますと、生産調整という、これは農業者や農業者団体が主体的に取り組む

べきものだと理解をしてございますが、その中で取り組む方々にきちっとしたメリットが

与えられ、取り組まない方々にはメリットがいかないということが基本だろうと思います。

そういう意味で、備蓄とか集荷円滑化のように米そのものを隔離するというものは、結

果として言いますと、生産調整をなさっていない方の価格も維持することになりますので、

そこは本来変えていくべきではないかという問題意識は持っております。ただ、今こうい

う方向に持っていきたいというところまでおこたえするだけのものはございませんが、と

もかく生産調整という一つのこれは手法でございますが、そういうことに参加する方と参

加されない方の政策としてのメリット、デメリットをきちっとけじめをつけていくという

方向でいろいろなことを考えていきたいと思っています。

個別については、それぞれ担当から御説明させていただきます。

○今野農業生産支援課課長補佐 それでは、支援策につきましては、生産局農業生産支援

課でございますが説明させていただきます。本日急遽支援課長が別の会議に出なければい

けなくなりましたので、私から説明をさせていただきます。

「最近の米をめぐる関係資料」で説明させていただきます。50ページに21年度に向けて

我々は支援策の拡充を考えてございまして、そこの対策についてまず御説明させていただ

きます。
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ここにもございますとおり、国際的な穀物需給の逼迫、また穀物価格の上昇等によりま

して、国産の生産体制を早急に整備していかなければいけないという話と、もう一つは、

生産調整が年々拡大していく中で従来の支援策でありました産地づくり交付金が対策期間

中助成額は一定だということでなかなか拡大に円滑に対応できないといったような声、そ

ういうことにこたえるという観点から、今回、自給率・自給力の向上を目指しまして新た

に対策を拡充するということで来年度予算要求をしてございます。

この50ページの右手に「産地確立交付金1477億円」という部分がございます。これは従

来の産地づくり交付金の継続部分でございまして、地域が実情に応じて主体的に使途単価

を設定して生産調整、産地づくりを進めていく。そういう取り組みは継続していかなけれ

ばいけないということで、この支援については引き続きやっていきたいということで来年

度も要求をしてございます。

一方で、生産調整の拡大でありますとか水田等も調整水田ということで、お米はつくら

ないけれどもそのほかの作物もつくらないで管理していくだけといった部分もかなり多く

ございますので、そういうところもきちっと作物を植えていくことで生産力、供給力を高

めて生産体制を整備していこうというところに新たに支援をしていこうということで、左

側にございます「水田等有効活用促進交付金」を新たに要求をさせていただいてございま

す。これにつきまして、先ほど言ったように、転作の拡大部分とか、調整水田など、夏場

不作付への作付拡大に対しまして新たに交付金を交付するということでございます。

対象については、自給率・自給力を高めるということで、麦、大豆、飼料作物と今回新

たに米粉・飼料用米の品目について支援をしていきたいと考えてございまして、支援の対

象単価については、左側の真ん中にあるとおり従来の産地づくり相当分の額と、麦、大豆

につきましては経営安定対策相当の額も支援してまいりたい。

先ほど福代委員から御指摘ありました点につきましては、この米粉・飼料用米の支援水

準を我々10a当たり５万円と設定させていただいております。これは自民党、政府与党か

らはこの単価を５万5000円に引き上げて支援をもう少し後押しを強くすべきだといった意

見もございまして、今、この単価については財務省と調整中でございますが、この５万円

につきましては同じ原料用ということで定着しております加工用米の所得水準を勘案して

設定させていただいているところでございます。

確かに、主食用米に比べますと収入という意味ではかなり落ちる感じがするかもしれま

せんが、そこにつきましては主食の５分の１ぐらいの価格の原料用米をつくるということ
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でございますので、「助成金の受給要件」とその下に書いてございますが、我々は主食と

同じようなつくり方では将来に続かないと思いますので、低コスト生産とか、実需者との

播種前契約とかいうものをきちっとやっていただいた上で支援して、将来につながる取り

組みにしていただきたいと思っているところでございます。

これにつきましては、44ページに戻っていただきまして、先ほど計画課長からも御説明

があった44ページの真ん中の表にあります平成19年を例にしますと、この産地づくり交付

金を活用して75万haの取り組みに、右側の赤いゾーンですが、取り組まれているという状

況です。

今回の新しい対策では、その赤いゾーンのすぐ隣の過剰作付の部分をきちっと米以外の

作物に転化していく取り組みを支援していくということと、この赤いゾーンの一番右側に

ございます「地力増進作物、調整水田等約20万ha」、この中で調整水田にかかる部分は大

体12万haぐらいかなと思っていますが、そこに作物をきちっと植えていくといったような

ことを新たに支援したいということで、新しい対策では過剰作付のところで調整水田等の

作付拡大を新たに支援していく、ターゲットを絞ってやっていく。従来からの取り組みに

ついては、引き続き産地づくり交付金で支援していくという役割分担になっています。

そういう中で、もう一点指摘がありました野菜等を捨てづくりのようにつくっていると

ころについても作物転換をするときには新しい対策でというお話がございました。基本的

に、この15年～19年の作物の状況を見ていただきますと余り大きく変動していませんで、

むしろ定着しているといった状況にございます。私どもとしましては、水田に野菜をつく

るというのは、畑作物ですので条件は悪いということで生産が上がらないという部分はあ

ると思いますが、一方でそこにお客様が定着していれば生産サイドの都合だけで作物転換

はできないと思っていますので、そこは地域の実情とかをいろいろ聞かせていただきなが

らどんな対応ができるかということは今後相談させていただきたいと思ってございます。

生産支援課からは以上です。

○渡辺消費流通課課長補佐 消費流通課でございます。

福代委員から、米の消費拡大の中で学校給食のお話をいただいたところでございます。

先般の発表されました速報値によりますれば、米飯学校給食実施回数、18年度は週2.9

回、それが19年度に3.0回ということで文部科学省が設定しております目標は達成をした

ところでございます。農水省では、引き続き実施回数の増加が図られますように文部科学

省に目標回数、週３回のさらなる引き上げを要請しているところでございますが、今、農
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水省の中でも具体的な取り組みとしては、例えば各地方の農政局等といったところから実

施回数の増加について各市町村の学校給食の関係者の方々に要請をしております。

それから、学校給食の関係者の方々の啓発のための米飯学校給食のフォーラムみたいな

ものを開催したりですとか、学校栄養職員の方々向けのメニュー講座みたいなものを開催

するということ。それから、米飯学校給食の実施回数の増加分の一部につきまして政府の

備蓄米の無償提供等いろいろと支援を行ってございます。

委員からもお話がございました、今後とも文科省ともしっかりと連携をして学校給食に

ついて対応していきたいと思っております。

以上です。

○林部会長 ありがとうございました。

ほかにはよろしいでしょうか。私のほうから１点、主食用の米が非常に堅調に推移して

いるという、855万トンと見通すわけですが、これにつきましては大変明るい話です。し

かし、少し誤解を招きやすいのかなという気がしましたのは、この基本指針（案）の資料

２の参考統計表の５ページ目の図です。「１世帯当たりの米の購入数量」の一番下のとこ

ろに、2008年の７、８、９月は100％以下になっているのがとても不安に思えるのですが、

これは対前年度比なのです。前年度が非常によかったわけです。だから、他の月とならす

と前年並みの855万トンに行くのではないかと推定されるわけです。このように、対前年

度比であらわすと前年度が非常によかった場合には余り数字に反映しないのです。

むしろその上の2007年のほうは、これも対前年度比でパーセントがあらわされていると

思うのですが、その前は余りよくなかったから、例えば９月に114％という高い数字が出

てきます。今年2008年のほうは114％なんてどこにもないぞというような感じのとらえ方

になるので、これはそういう不安を与えやすい表かなという感じがします。

だけど、それを念頭においてこの表を見ると、今年はぱっと見た感じで「これは前年度

と同じぐらい行くな」というか、855万トンはそんな難しい話ではないというふうに見え

るのですが、そこがちょっと誤解を与えやすい表だという気がいたします。ただ、これは

今回みたいな特殊な状況のときに誤解を与えるわけで、常に誤解を与える表であるという

意味では決してないという気がいたします。

今、貴重な御意見あるいは御質問をいただいたことに対してお答えいただきましたが、

さらに時間がございますので何かございましたら。

福代委員、どうぞ。
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○福代委員 重ねてお願いいたしますが、JAグループ、生産者は生産調整には本当に一生

懸命取り組んできているのです。ですが、やはりJAに出荷しない方たちに対しましてはど

うしようもないのです。ですから、国、県、市町村行政に、そういう方たちには主体的に

きちっと指導をとっていただかないとどうしようもないところがございますので、そこら

あたりを重ねてお願いいたします。

できればここらあたりにも盛り込んでいただきたいなという思いがございます。

○林部会長 どうぞ。

○村井需給調整対策室長 需給調整対策室長でございます。

昨年の秋は米価下落等の状況を受けて、生産調整をどう進めていくかということは大変

大きなテーマになったわけでございます。米政策改革の中で19年産から第２ステージへ移

行したと。そこで、農業者・農業者団体主体のシステムへの移行ということが一つあった

わけですが、昨年の秋の議論の中では、言ってみれば行政が完全に腰が引けてしまってい

るのではないかという議論があったということで、そこの点をもう一度しっかりと確認を

しようということが昨年の議論であったと理解をしております。

そういった中で、行政、これは食糧法の中でも生産調整についてきちんと指導・助言を

する立場ということがとうたわれておるわけでございまして、そういったことをもう一度

確認をする。全国レベルでも、国も入って関係団体の皆さんと合意書を締結させていただ

きましたし、未達成県、未達成地域を中心に行政と関係団体が入って合意書を締結してい

ただいたわけでございまして、福代委員御指摘のとおり、この21年産、今回お諮りをした

数字をベースにいたしますと20年産における未達成県を中心にまた生産調整の推進をしな

ければいけないということになるわけですが、引き続き昨年の秋の議論を踏まえて、我々、

関係団体、行政それぞれの立場において連携をしながら21年からの生産調整についても推

進をしていきたいと考えております。

○林部会長 よろしいですか。

藤井委員、どうぞ。

○藤井委員 今、幾つか御説明していただいた中で、感想を含めて意見を３点ほど言わせ

ていただきたいと思っています。

１つは、参考資料１の中の、支援策で自給率・自給力向上の対策について御報告いただ

きましたが、産地づくり交付金についてですが、米改革の中で産地づくり協議会をつくっ

ていくという施策は、私、大変いい施策だと思っています。当初設定されたときには、JA
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さんなんかが主体的に協議会のベストプラクティスを表彰し、交流し、みたいなことをや

っていたのですが、最近、そうしたよい事例をもっと普及していくというところが少し見

えなくなってきたかなと思っています。ぜひ、産地自身が考え、そして強い産地をつくっ

ていくことを側面から支援していくという施策もぜひ御検討いただければと思っておりま

す。

２点目は、飼料用米のことでございます。こちらのほうは、技術を含めてもう少し支援

しなければいけないのではないかと思っています。とうもろこしの価格とどこまで勝てる

かという問題はありますが、現在のものからさらに単収のいいものをぜひつくっていただ

いて、飼料用米でぜひペイできるような環境づくりを農業技術の支援からということと、

耕畜連携という支援、局をまたぐと思いますがそうした支援から総合的に取り組むことが

大切だと思っております。

生協でも米育ちみたいな豚肉も幾つかつくっておりまして、消費者からも自給力の向上

につながるということや、お肉がおいしいと評価される消費者の方もいらっしゃいますの

で、ぜひそうしたことをもっと進めていただきたいと思っているところです。

３点目は、回転備蓄のところでございます。これはまた同じ資料の67ページにこの間使

っている費用について出ております。すごい在庫を抱えて、死ぬ気で処分していた部分も

含まれているのでとは思いますが、平成７年度～18年度までの単純な１年間の平均がこの

表の一番下にあるように600億円という形で出ております。これは財政支出であって、国

民負担になっている。先ほど見ていただいたように、水田有効活用交付金は404億ですか

ら、ある意味こういう後ろ向きな処分に１年間600億かけている。逆に、前向きなもので

は400億しかかけられないということになっていると思います。

ただこの間、回転備蓄のところは年間100億～200億という水準で随分頑張っていただい

ておりますが、先ほど課長のほうからなかなか厳しいというお話もありましたが、ぜひ回

転備蓄をやって、備蓄金倉もかかるわけですから備蓄期間をできるだけ２年間で回すとい

うことは厳しいと言いながらもきっちりと回していただきたいと思っています。そこで出

てきたコストをぜひ日本の農業の活力や前向きな水田の利活用に使っていただきたいと思

っているところです。

以上です。

○林部会長 貴重な御意見、ありがとうございました。

特によろしいですね。
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それでは、ここまで御審議いただきました米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針

（案）につきましては、本日農林水産大臣から諮問のあった11月に策定する米穀の需給及

び価格安定に関する基本指針の内容ということにして認めてよいかと思いますが、その旨

決議してよろしいかどうか。

○木村委員 一つだけお伺いしますが、この中で回転備蓄のことについて、年度末の備蓄

数量は100万トン程度となっているわけですが、これはこのとおり100万トン程度で運営を

ずっとされていくという需給と直接関係なく100万トン程度で備蓄運営をされていくと解

釈してよろしいのでしょうか。

○枝元計画課長 短期のお話でございますか。基本的な考え方はそうです。

○木村委員 基本的に100万トン程度と。例えば、今年も需給のアンバランスが出たとき

に集荷円滑化の10万トンは別だよというような形で、特別なさらに10万トンぐらい増やす

よとかいうようなことを基本的には想定をしていなくていいということですよね。要は、

100万トン程度ということでもいいんだと。

○枝元計画課長 ええ。ともかく100万トンを超えることはあり得ません。

○木村委員 わかりました。基本的にはこれでよろしいと思います。

○林部会長 どうぞ。

○今井委員 先ほどいろいろ御説明があった中で、まず学校給食の件に関してですが、文

科省といろいろ連携をとって進めていくという前向きなお話をいただいたのでちょっとほ

っとしております。そこで、食育基本法ができたことによって栄養士さんが栄養教諭でし

ょうか、先生の資格を取ることによって授業として組み込まれるというお話を聞いていま

すので、それが増えていくことが理想ですがそういう先生方が少ないのが現実にあるみた

いなので、できればその辺のところのバックアップもぜひ今後も進めていただきたいと思

います。

先ほど、ご飯の回数が平均３回になったということは喜ばしいことです。なおそれ以上

にごはん食が増えることは栄養的なバランスからいっても非常にいいことですが、保護者

の立場からすると学校給食費が増えることになるので、なかなか増やせない原因の一つに

なっているようです。もっと地元農家と連携し地産地消を進めていっていただきたいと思

います。

もう１点ですが、先ほど水田等の有効活用ということで非常に期待できる取り組みが今

後されてくるようですが、その時、財務省と予算要求しているということですが、ぜひ多
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面的機能という面でも国土交通省ですとか環境省からも、ぜひ予算をいただけるような手

だてがないものか御検討いただきたいと思います。

特に、今年は都会でゲリラ豪雨というのがあって、相当被害を受けたわけですがいかに

水田が大事かとか自然が大事かということがわかったかと思います。その辺のところも考

えると、どうしても多面的機能の面で環境省からも協力をお願いしたいと思います。

以上です。

○林部会長 よろしいですか。

○渡辺消費流通課課長補佐 今、御意見いただきました、引き続き文科省と連携してやっ

ていきたいと思います。それで、今後の米飯給食の推進の方向につきまして、現在、文科

省の中で学校給食における地場産物の活用推進に関する調査研究協力者会議というところ

で議論が行われていると聞いております。今いただいた御意見のような意見もいろいろと

お聞きしておりますが、学校給食の教育的な意義を踏まえてさらに積極的な取り組みにつ

いてここでも議論が行われるように期待しておりますし、我々農水省としても積極的に対

応していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○林部会長 ありがとうございました。

ほかに、よろしいですか。

それでは、食料・農業・農村政策審議会令第８条第２項の規定により、議事の決定に必

要なのは出席委員の過半数ということでありますが、本件につきましては適当と認めると

いう議決をしてよろしいですか。

〔「異議なし」の声あり〕

○林部会長 ありがとうございました。

それでは、この議決につきましては、食料・農業・農村政策審議会令第６条第６項及び

食料・農業・農村政策審議会における部会の設置について第２条の規定によりまして審議

会の議決とするということになっておりますので、後ほど食料・農業・農村政策審議会長

として私から農林水産大臣に適当と認める旨の答申をしたいと思います。

その答申案を御用意いただいていますので配付していただきます。お目通しをいただい

て、御確認いただけるかどうかお諮りいたします。

非常に簡単なものですが、読み上げませんけれども適当と認めるということでよろしい

ですね。

〔「異議なし」の声あり〕
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○林部会長 ありがとうございました。

それでは、食糧部会として事務局案に了承したいということであります。

（２）米流通システム検討会中間取りまとめについて

○林部会長 それでは、残りが30分ぐらいしかなくなりましたが、米流通システム検討会

中間取りまとめを、先ほど枝元課長からもお話がありましたが、これについて御報告をい

ただきたいと思います。

○枝元計画課長 それでは、資料３でございます。簡潔に御説明したいと思います。

ページをおめくりいただきまして、昨日、米流通システム検討会のほうで中間取りまと

め制度の骨格ということでおまとめいただいたものでございます。ページをおめくりいた

だきまして、趣旨のところを中心に御説明いたしますが、例の事故米の不正規流通問題に

端を発した対策の一つでございます。趣旨のほうからでございますが、事故米の不正規流

通問題、農林省の行政対応に問題がございました。農林省といたしましても、政府が海外

から買うお米のいわゆる事故米ですとか、国内産、例えば備蓄で倉庫の中でかびが発生し

たようなものとかいうことについては、今後、輸出国への返送また廃棄ということで、市

場にはもう流さないという再発防止策等を取り組んでいるところでございます。

一方、今回の事故米の問題の中で、幾つかの課題が米の流通という観点で浮かび上がっ

ていると思っております。

①、②、③を書いてございますが、後ほどお目通しいただくようにして、一つは流通状

況の把握に相当の時間がかかったということがございます。記録がないですとか、提供が

拒否される等々ございました。

②といたしまして、消費者が国産米を使った商品だと思っていたものにまで幅広く輸入

米が使用されて、消費者が認識しないまま輸入米を口にしていたことが明らかになったわ

けでございます。そういう中で、米の加工品ですとか、外食、お弁当などを選択する際に

原産地がわからないということで、米製品全般にわたって消費者の不信を非常に増幅した

ということ。また、いろんなアンケートをとりましても、そういう原産地について消費者

が知りたいということは非常に高い数値で上がるわけでございます。米については、現在

精米等しか原産地表示がございません。そういう中でこういう問題が生じました。

その背景といたしまして、用途別の価格差、外国産米と国産米との価格差がございまし
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て、これが不正規流通の温床となっている。また、チェックが十分ではないということ。

こういう流通に関する課題を提起したということでございます。

そういう中で、２ページ、３「検討の方向性」ということで、唯一自給可能な穀物であ

って国民にとって最も関心が高い米について、一旦問題が生じた場合の影響は極めて大き

いということが明確になったということで、ここに書いてございますとおり、その流通に

かかわる制度全般を消費者の視点に立って見直すということを提言いただいております。

そういうことで、２ページの（３）でございますが、一つが①といたしまして「米穀の

適正な流通が確保される仕組み」、②といたしまして「必要なときに米穀及びその加工品

・調製品の流通経路を迅速に解明できるトレーサビリティの仕組み」、③といたしまして

「米製品の原料米の原産地に関する情報を消費者に提供できる仕組み」を一体的に整備す

べきではないかという御提言でございます。

次の３ページでございますが、この仕組みの整備に当たりましては、関連事業者の自主

的な取り組みによって確立していくのが望ましい姿であるということも考慮いたしまし

て、規制の手法が過度にならないようにすること。あと、対象範囲・施行時期・情報伝達

方法等について、実務的な実行可能性・負担の軽減等に十分配慮する必要があり、さらに

検討を深めるということでございます。

そういうことで、４ページ以下、Ⅱとして、いわゆるトレーサビリティの仕組みについ

ていろいろ書いてございます。

また、７ページで「原料米原産地情報伝達」。トレーサビリティということで、米にか

かわります各生産者から、いろいろな事業者さんが記録し保存いただきます。それが伝達

されて、最終的にスーパーなり外食なり等々から消費者に提供されるわけでございますが、

その通り伝達された情報の中で、消費者が一番知りたいと思う産地の情報についてはその

情報を伝達していただくということで、トレーサビリティとこの情報伝達を一体的なもの

としてやっていくべきではないかということ。

最後、10ページでございますが、「その他流通規制」ということで、現行食糧法の届出

制は維持する。しかしながら、主食用以外に用途を限定された米穀については、用途以外

に使用・販売してはならないこととする等、出荷・販売事業者が遵守すべき事項を定めま

して、その担保措置としての報告徴求なり公表・罰則ということ。こういう食糧法の規制

の基本である届け出は維持しつつ、そういう遵守事項を定めることによって、今回起こっ

たようないろいろな課題に対応できないかということでございます。
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私ども、この制度の骨格、昨日の取りまとめを受けまして次期通常国会に法案を提出す

べく、検討を急ぎまして進めてまいりたいと思っております。また御報告できるように努

力したいと思います。

よろしくお願いします。

○林部会長 ありがとうございました。

何か御意見、御質問ありますか。

藤岡委員、どうぞ。

○藤岡委員 この中にも過度の規制にはならないということで記載されておりますが、ま

さにこれは今回の事故といいますか事件といいますか、当該業者がもちろん一番悪いので

あって、それをきちっとチェックできなかった農水省、そのあたりが大きな要因だと思っ

ています。大方の業者は、ほとんど法律を遵守しながら今までも適正に流通させてきたの

だと思います。

こういう事件が起きますと、前のBSEのときもそうですが、より規制が非常に厳しくな

る。特に、今回の米の表示、トレースの問題についても、生産者なりあるいはそれにかか

わる流通加工業者が非常に経費負担を強いられるようになりますと、これもまた大変なこ

とだと思っておりますので、その辺のところは十分吟味されて、適正な流通はもちろんで

すが負担の中身について検討していただきたいなと思っております。

○林部会長 これは御意見としてお聞きしたということです。

どうぞ。

○枝元計画課長 ２点に分けて御説明申し上げます。

まず農林省の取り組みといいますか、農林省の対応に問題があったことはもう間違いご

ざいません。そこについてはもう御説明いたしませんが、事故米関係資料で取り組みを示

してございます。ともかく、私どもの反省も含めてございます。

ただ、誤解を恐れずに申し上げますと、この手の事件が１事業者の特異なものだという

ふうに決めつけるのは非常に危険だと思います。過去のいろんなことがございますが、何

と言ったらいいのでしょうか、一種の構造は横たわっているわけでございまして、今回事

故米をいろいろやる際に先ほど御説明いたしましたが、３点の問題は明らかに浮かび上が

ったし、消費者から非常に、そういう意味では農林省も当然でございますがおしかりを受

けておりまして、その結果として米に対する信頼を失っているという状況になってござい

ます。そのあたりについては、必要最低限の制度であろうと思っています。
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ただ、負担の話は当然でございまして、そこについては例えば６ページをご覧いただき

ますと、トレサにつきまして７「導入に当たっての留意事項」というのがございます。あ

と、取引等に係る記録については、対象事業者、これは当然農家の方も入ります、仕入れ

や出荷の際に行っている現行の手法を直ちに大きく見直さなくても対応できるように制度

設計に当たって留意すること。ある意味、記録をして保存するということでございます。

情報伝達のほうも同様の表現を使わせていただいてございまして、これから関係の業界

の方々のいろんなお話をお伺いしながら、当然、できもしないことを言ってもしょうがな

いわけでございまして、ともかくコストの面を含めて、今いただいた御意見を踏まえなが

ら対応してまいりたいと思ってございます。

○林部会長 神田委員、どうぞ。

○神田委員 今、御意見があったのは私も当然の御意見だろうと思います。こういった問

題が起きたときに、もちろんその問題をきちっと検証して再発防止ということは基本です

が、これはこういった取りまとめはされたので、この内容に沿ってきっと対策を講じると

いうことを基本にしていくと思いますからまとめを尊重しなければいけませんが、私が最

近気になっておりますのは、原料原産地表示について、こういった問題が起きるときに、

消費者はなぜ「原料原産地表示をしてほしい」と言うのかということを、言われるからや

るというのではなくて、そこにその後をちゃんと見きわめていかないといけないのではな

いかなと。恐らく、安全性の問題と絡めながらこういう意見が出てきていると思うのです。

では、この原料原産地表示をしたから安全性が判断できるのかといったら、それで判断

してはまずいわけですし、そういったことも考えて何を実施するのかということはきちっ

と考えなければいけない。私の立場で言うのも変ですが、つくづくそう思っています。ほ

かの問題も含めて思っていますので、余り複雑なことを言うのはよくないかもしれません

が、今このまとめを拝見いたしましてそういう感想を持ちましたし、今出た御意見はもっ

ともだろうなと私も思っています。

○林部会長 ありがとうございました。

おっしゃる意見を生かしながら、ぜひ、まじめな人が迷惑をこうむるような形は決して

とらない。しかし、完璧に性善説だけではいけないということが、この間のいろんな、特

に事故米を見ていますとあり得るので何もしないというわけには決していかない。それが

この中間とりまとめになったのだろうと思いますので、本日出ました意見を参考にしてい

ただきながら、ぜひ迅速に取り組んでいただければと思います。
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ほかによろしいですか。

どうぞ、藤井委員。

○藤井委員 単純な質問ですが、これは法改正を省として考えていくというお話があった

のですが、これはJAS法が変わるということでよろしいですか。トレーサビリティにまた

新しい法律を何かつくることとか、具体的にどういうふうに変えるのか。もし決まってい

るのであれば教えていただきたいと思います。

○枝元計画課長 まず、先ほどの神田委員のお話でございますが、読んでいただきますと

わかるとおり、原料原産地表示にせよ今回情報伝達にせよ安全ということとはある意味関

係がない世界でございます。そこは、本当、事業者の方また消費者の方、私どもも含めて

きちっとしたいろんな意味での共通の理解をしていかなければいけないと思っておりま

す。

今の法形式でございますが、まず基本はトレーサビリティを基本的な制度といたしまし

て、これは各関係の方々が記録し保存をする。それが伝わっていって、最終的に販売事業

者なりの方に行くということになります。その情報の中で消費者の方々が最も知りたいと

おっしゃっている原産地についてのみ情報を伝達してくださいという仕組みですので、JA

Sとは違う仕組みでございます。そういう意味では、JAS法の改正ではないということはは

っきりしてございますが、これらの法律、今トレーサビリティについては食品衛生法上の

努力義務規定しかございませんので、一般的な法律はございませんので法制度が必要だと

いうことは間違いございませんが、その形式をどうするかはまさに法制当局等と議論しな

がらどういう形式で法案化するかというのはこれから検討したいと思っております。

○林部会長 藤岡委員、どうぞ。

○藤岡委員 この中に米穀とあって、もみ、玄米、精米と書いてありますが、相当量を流

通していると思われる篩下の米。いわゆるくず米と言われる篩下。これについても、あれ

に該当しますか。

○枝元計画課長 米穀でございますので、該当します。

○林部会長 ほかによろしいですか。

それでは、どうもありがとうございました。そういうことでお願いいたします。

（３）輸入麦の政府売渡ルールの見直しについて
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○林部会長 続きまして、もう一つの報告でありますが、輸入麦の政府売渡ルールの見直

しについてお願いいたします。

○直井食糧貿易課課長補佐 それでは、資料４を用いまして御報告させていただきます。

まず、趣旨につきましてですが、去る10月30日に決定されました「生活対策」におきま

して、「輸入小麦の売渡価格の改定ルール等については、国際相場の動向をより迅速に反

映できるようにする方向で早急に見直しを行うこと」とされたところでございます。これ

を踏まえまして、新たな輸入小麦の売渡価格の改定ルール等について検討することを目的

としまして、総合食料局長のもとに、本検討会、輸入麦の政府売渡ルール検討会を開催す

ることとしたところでございます。

主な検討事項でございますが、まず第１点目といたしまして、改定ルール自体の問題と

いたしまして価格改定回数、これは今、年２回、４月と10月に行っているのですが、これ

を今後どうしていくかという問題。また、算定期間、これは現在は買い付け価格の８カ月

平均を算定期間としてとっているのですが、それをどうしていくかという問題があろうか

と思います。また、SBS方式によって輸入する小麦の範囲をどうするか、広げていくかと

いう問題があるかと思います。

そういった論点が考えられますが、他の論点も含めまして、消費者、学識経験者、関係

業者の意見を聞きつつ、幅広に検討していくこととしております。

次に構成ですが、次ページに委員名簿がありますのでごらんいただきたいのですが、林

部会長に座長に就任いただきまして、消費者、学識経験者、ジャーナリスト等からなる委

員で構成しております。その中で、関係者からヒアリングを行って検討を進めることとし

ております。ヒアリング対象者ですが、大手、中小を含めました製粉企業、製パン企業、

製めん企業、製菓企業、即席めん企業、大手外食企業、中小飲食店、また生産者団体等か

らヒアリングを行いつつ検討を進めていくこととしております。

運営といたしましては、会議は原則として公開で実施しまして、会議資料、議事概要に

ついてはホームページに公表することにしております。

検討スケジュールでございますが、11月26日に第１回の検討会を開催いたしまして、今

後、週１回程度検討会を開催していくことを予定しております。

輸入麦の検討会につきましての報告は、以上でございます。

○林部会長 ありがとうございました。

何か御質問、御意見ありますか。
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一昨日第１回が行われ、これから毎週やってまいります。12月中に大体めどをつける方

向でやりたいということであります。いかがでしょうか。

木村委員。

○木村委員 大変申しわけないのですが、今たまたま麦のお話が出てきたので、その前の

中間報告のところに関連して言わせていただくと、今、米のことで中間報告が出ているの

ですが、麦とかほかの食品についても、当然、関心度は皆同じようなものがあると思うの

ですが、米以外についてはどういう御計画があるのでしょうか。

○枝元計画課長 理想形として食品全体は食衛法上も努力義務がございますが、今回、と

もかく事故米穀問題に端を発して米についての課題が浮かび上がったということで、米に

ついてまず取り組むということでやらせていただきたいと思っております。これは通常、

諸外国等におきましても、ともかく対応すべきところから対応し必要に応じて拡大をして

いくというのが普通のやり方でございますので、具体的に次にどうするという計画を持っ

ているわけではございませんが、まず米からやっていきたいということです。

○木村委員 まず米からとおっしゃっている。この中にもそういうふうに書いてございま

すので、それから他の食品に移っていくということですか。米だけ特別ということですか。

○枝元計画課長 トレーサビリティという観点から見ますと、食品衛生法上、努力義務が

ございます。そういう意味では、食品というものについてトレーサビリティはやっていか

ないといけないという大きな方向はございますので、その方向に従って、各食品、今主体

的にやっているところもあれば、また必要が生じれば制度的な手当てもしていくと思いま

すが、そこについては、今、具体的に何をどうこうということを当然決まっているわけで

はございませんが、今回、米について対応するということでございます。

○林部会長 よろしいですか。

青山委員、どうぞ。

○青山委員 今回の輸入小麦の検討事項の年２回ですとか、買い付けの８カ月平均とかと

いうことを検討しなければいけなくなった背景を御説明いただければと思います。

○林部会長 お願いします。

○直井食糧貿易課課長補佐 背景につきましては、現行のルールは８カ月平均でならして

おりまして、国際相場が急高騰した場合には緩やかに反映するという状況でございますが、

そういった一方で、現在のように国際相場が急激に下がった場合にはその下げというのが

一定の時間を置かないと価格に反映されないということがあります。こういった下がった
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状況におきましては、迅速に反映したほうがいいという観点があります。そういった状況

を踏まえまして、ルールについて迅速に反映できるという方向をつけて見直していこうと

いうことでございます。

○林部会長 １年半前ルール改定をしてそういうふうにしたのですが、今御説明いただい

たように、安定的に供給しなければいけないというのと、そのときの相場とある程度連動

していなければいけないという両方を満たそうということで、この制度そのものはとても

よく考えられたものですが、この間、小麦の価格が乱降下していますので、これではなか

なか立ち行かないのではないかという考え方も生まれてきたものですから、早急に検討し

てみようということです。これは、国会でも取り上げられた。麻生総理もこれは検討する

ということは約束されたという経緯がありまして、早急に対応したいと考えております。

藤井委員、どうぞ。

○藤井委員 次の麦価改定がたしか４月ぐらいだったかと思いますが、ルールを含めて早

急な改定ということになると、さっき座長が12月いっぱい集中的に論議をというお話があ

りましたが、まだ言えないのでしょうが大体いつぐらいまでに協議のめどをつけて、要は

４月前にルールを変えて麦価改定も含めて検討していくというスピードをもってやるとい

うことで今お考えなのかどうか。答えられる範囲で結構なので教えてください。

○直井食糧貿易課課長補佐 価格改定につきまして、現在のルールでは４月が次の改定で

ありまして、その水準の公表は２月に決定・公表をすることを予定しております。そうい

ったことも当然念頭に置いた上で、できるだけ早期に成案が得られるように精力的に検討

を進めたいと考えているという次第でございます。

○林部会長 よろしいですか。

ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。

輸入麦の政府売渡ルールの見直しにつきましても、御報告並びにそれに対する御質問、

御意見をいただきました。

これで本日予定の議事はすべて終了したと理解しておりますが、そういうことでよろし

いですね。

最後になりますが、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になり

ます。その整理につきましては私に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」の声あり〕
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○林部会長 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。

○村井需給調整対策室長 林部会長、どうもありがとうございました。また、委員の皆様

におかれては、大変お忙しいところを御熱心に御議論いただきまして、誠にありがとうご

ざいました。

次回開催日程について

○村井需給調整対策室長 次回の食糧部会につきましては３月の開催を予定しております

が、具体的な日程につきましては、委員の皆様の御都合をお伺いした上で調整をさせてい

ただき、追って御連絡を申し上げたいと思います。

それでは、以上をもちまして本日の食糧部会を終了いたしたいと思います。長時間にわ

たり、どうもありがとうございました。

閉 会


