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○松尾需給調整対策室長 それでは、予定の時間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、平成 22 年 11 月から本部会の臨時委員をお務めいただいてお

りました佐藤あき子委員におかれましては、去る７月 24 日に御逝去されました。佐藤委

員の御冥福をお祈りし、１分間の黙禱をささげたいと存じます。着席のままで結構でござ

いますので、黙禱をお願いいたします。黙禱。 

（黙  禱） 

○松尾需給調整対策室長 ありがとうございました。 

 それでは、開会に先立ちまして、髙橋総合食料局長からごあいさつをお願いいたします。 

○髙橋総合食料局長 おはようございます。総合食料局の髙橋でございます。 

 本来であれば、政務三役が参りまして、ごあいさつを申し上げるところだったわけでご

ざいますけれども、実はただいま衆議院で農林水産委員会が開催されております。国会の

都合でどうしても政務三役の代表が出席できないということでございますので、かわりま

して、ごあいさつをさせていただきたいと思います。 

 初めに委員の皆様方におかれましては、お暑い中、このような形でお集まりいただきま

して、誠にありがとうございます。 

 本食糧部会は、これまでも委員の皆様方にさまざまな形で御議論いただいているところ

でございますけれども、本日は食糧法にございます、本来の業務であります需給に関する

基本指針について御議論いただくということで、お集まりをいただいたところでございま

す。今年の米の需給の実績なり今後の見通しについて御議論いただくとともに、これまで

も御議論いただいておりました、政府の備蓄米運営に関します基本的な考え方につきまし

ても、一定の御整理をいただいて、この指針の中に反映させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 あと、これは本日のテーマとは異なるわけでございますけれども、東日本大震災の発生

以来４か月以上が経っているわけでございますが、さまざまな形で復旧・復興への法律等

の整理も行われておりますし、これまでも着実にそれを進めているわけでございますけれ

ども、一方で、福島の原子力発電所の事故の関係に関しましては、いまだ災害が続いてい

る。食糧の安全性の議論に関しましては、現在も牛肉等の問題が出ているわけでございま

すけれども、これまでも野菜でございますか、あるいは麦でございますとか、魚介類等を

含めてさまざまな対策を講じたところでございます。 

 更には、この秋、いよいよ米の収穫も始まるわけでございまして、現在、米の安全性の

問題につきましては、これまでの野菜なりあるいは麦なりの知見も生かしながら、農林水

産省及び関係省庁の中で検査方式の最後の詰めを行っているところでございます。内閣等

との手続もあるわけでございますけれども、いずれにしましても、九州では超早場米、来
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月になれば一般の早場米も出てくるわけでございますので、それまでの間にきちんとした

形で消費者の方はもとより生産者、流通の関係の方々に広く御説明ができるように、今、

最後の詰めを行っているところでございます。本来であれば、本日の場でも御説明ができ

ればよかったわけでございますが、そういった意味で、きちんとした最後の詰めを行って

おりますので、また決まりますれば、皆様方にも御報告をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 このような形で、暑い夏ではございますけれども、国内の農業生産の一番を占めており

ます米の問題につきまして、本日は需給見通し並びに備蓄米の運営方針について熱心な御

議論を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げまして、私の冒頭のごあいさつにかえさ

せていただきます。 

 本日もよろしくお願いいたします。 

○松尾需給調整対策室長 ありがとうございました。 

 続きまして、食料・農業・農村政策審議会の委員につきましては、任期満了による改選

が７月５日に行われております。本食糧部会所属の青山委員、奥村委員、中嶋委員及び森

委員におかれましては、全員が再任され、当食糧部会に所属すべき委員につきましても、

食料・農業・農村審議会の熊倉会長から、引き続き、青山委員、奥村委員、中嶋委員、森

委員の４名が指名されております。御報告をさせていただきます。 

 更に本日の委員の皆様の御出席状況でございますけれども、森委員、田沼委員におかれ

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。なお、杉本委員にお

かれましては、所用により途中で御退席と聞いております。 

 結果、全体の３分の１以上の委員の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。 

 まず議事の前に、先ほど御報告させていただきました食料・農業・農村政策審議会の委

員の改選に伴いまして、ここで改めて食糧部会長を選任いただく必要がございます。 

 部会長の選任につきましては、審議会令第６条第３項の規定に基づき、部会に属する委

員の互選によることになっております。したがいまして、青山委員、奥村委員、中嶋委員、

森委員の４名の委員の皆様の中から部会長を互選していただくことになります。 

 青山委員、いかがでしょうか。 

○青山委員 中嶋先生に部会長をお願いできればと思います。 

○松尾需給調整対策室長 ありがとうございます。 

 奥村委員、いかがでしょうか。 

○奥村委員 中嶋委員さんがよろしければ、引き続き部会長をお願いしたいと思っており

ます。 

○松尾需給調整対策室長 そうしますと、中嶋委員、いかがでしょうか。 

○中嶋委員 お引き受けしたいと存じます。 
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○松尾需給調整対策室長 それでは、食糧部会の部会長には、引き続き中嶋委員が選任さ

れました。 

 早速ではございますけれども、中嶋部会長から一言ごあいさつをいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○中嶋部会長 引き続き、部会長を務めることになりました中嶋でございます。 

 皆様の御協力をいただきながら、円滑に議事を進めたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○松尾需給調整対策室長 ありがとうございました。 

 続きまして、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」ということで、記載させていただいております。

議事次第、委員名簿、資料１、資料２、資料３、参考資料１、参考資料２、また追加で資

料をお配りしたいと思っております。 

 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。

よろしくお願いします。 

○中嶋部会長 それでは、議事に入る前に、私から部会長代理を指名させていただきます。

部会長代理につきましては、食料・農業・農村政策審議会令第６条第５項の規定に基づき、

部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名することになっており

ます。 

 部会長代理には、引き続き青山委員を指名したいと思います。よろしゅうございますで

しょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 なお、本部会につきましては、食料・農業・農村政策審議会議事規則第３条第２項の規

定により、会議は公開することとされております。 

 また、本部会における皆様の御発言等につきましては、議事録としてとりまとめの上、

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。 

 それでは、本日の議事の進め方について確認したいと思います。 

 本日は、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（案）及び食糧部会における米の

備蓄運営についての議論の整理（案）につきまして、事務局から資料の説明をしていただ

き、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、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存じます。 

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

進め方でよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 
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○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。 

 それでは、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）及び食糧部会における米の備蓄運

営についての議論の整理（案）について、併せ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。 

○天羽計画課長 総合食料局食糧部計画課長の天羽でございます。座ってやらせていただ

きます。 

 農林水産大臣から当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、諮問を

読み上げさせていただきます。 

 

23 総食第 548 号  

平成 23 年７月 27 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

意見を求める。 

 

 ということでございます。 

 続きまして、資料の説明に移らせていただきます。資料２「米穀の需給及び価格の安定

に関する基本指針（案）」をご覧ください。 

 まずお手元の資料の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」です。本年２月の基本指針と変

わっておりません。本年度から備蓄の運営方法が棚上げ備蓄に変更になっております。棚

上げ備蓄におきましても、第１の基本方針の考え方については、同様ということで御理解

をいただければと思います。 

 「第２ 米穀の需給の見通しに関する事項」でございます。 

 「１ 平成 22／23 年の需要実績」でございます。米穀の需要実績につきましては、前

年７月から当年６月までの１年間について算出することとしておるところでございます。 
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 平成 22 年７月から平成 23 年６月までの１年間の需要実績ですけれども、算出方法につ

きましては、下の四角囲いの表１にありますので、こちらをご覧ください。 

 （１）でございます。民間流通米の需要実績につきましては、①在庫の変動状況、②平

成 22 年産主食用米等の供給量を基に需要実績を算出いたします。 

 （２）政府備蓄米の需要実績につきましては、平成 22 年７月から平成 23 年６月までの

主食用販売数量を需要実績といたしまして、民間流通米の需要実績と政府備蓄米の需要実

績を合計いたしまして、算出するということでございます。 

 その結果が２ページの「（３）全国の需要実績」になります。結果といたしましては、

速報値で 819 万トンでございます。 

 需要実績の内訳につきましては、下の図１に示しております。積み木の図の上の方から

申し上げますと、まず政府備蓄米の需要実績のところですけれども、回転備蓄を行ってお

りました 22 年度の政府備蓄米が 0.3 万トンでございました。 

 それから、灰色に見えるところ、主食用米等の供給量、22 年産米の民間流通米の主食用

米等の供給量ですが、破線の箱の中に書いてありますとおり、水稲の収穫量が 848 万トン、

これは統計部の数字でございます。そこから引くことの加工用米等で 24 万トン、22 年度

の政府買入数量で 10 万トン、米穀機構の市場隔離米の数量が 17 万トン、及び 22 年産米

の品質低下による歩留り減 10 万トンということで、これを控除した結果が 787 万トンと

なっておるところでございます。 

 ただいま申し上げた 22 年産米の品質低下による歩留り減につきましては、下の注６に

ございますとおり、販売業者からの聞き取りを踏まえまして、例年に比べて 1.5 ポイント

減少ということで推計して、計上しておるところでございます。 

 続きまして、民間在庫の増減につきましては、若干左側の箱の中でございます。昨年６

月末の時点で 216 万トンという在庫量になっておりました。一方、本年６月末の時点の在

庫量、米穀の取引に関する報告聴取による調査の数字で 182 万トンとなっております。差

し引きいたしまして、対前年で 34 万トンの減少ということでございます。 

 これらの数字を合計いたしまして、更に 34 万トンの下に括弧書きで書いてございます

けれども、地震・津波の被害２万トン、これは現実の需要を伴わないわけでございますの

で、控除いたしまして、結果、需要実績は 819 万トン。②＋①＋③－④ということで、819

万トンという速報値となるわけでございます。 

 これは例年同じでございますけれども、７月の時点の数字につきましては、速報値とい

うことでございまして、11 月に策定する基本指針における確定値での報告に向けまして、

それぞれのファクターについて今後精査を行っていくということでございます。 

 ３ページをご覧ください。「２ 全国の平成 23／24 年の需要見通し（速報値）」でご

ざいます。平成 23 年７月から平成 24 年６月までの１年間の需要見通しでございます。こ

こでの需要見通しの計算の考え方は、平成８年７月から平成９年６月までの需要実績、そ
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れ以降直近までの需要実績を用いてトレンドで算出する、回帰式で算出するという考え方

でございます。 

 これまでのデータを用いて算出いたしますと、左の表になります。その下の表２にござ

いますとおり、速報値で 805 万トンでございます。 

 ４ページでございます。この結果を踏まえまして、平成 23 年から 24 年の需給見通しの

全体のフレームの数字を当てはめております。 

 「（１）供給量」でございます。 

 ①平成 23 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 182

万トンでございます。 

 ②平成 23 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 11 月の

指針でお示しをしておる生産数量目標の 795 万トンの数字を置いております。 

 ③④⑤は一連のものでございますけれども、③東京電力福島第一原発事故による水稲の

作付制限は、警戒区域、計画的避難準備区域、緊急時避難準備区域の３区域において、作

付制限による生産量の減少見込みとして５万トン。 

 ④ですが、東日本大震災の地震・津波による生産量の減少見込みとして９万トン。 

 それに対しまして、⑤ですけれども、生産数量目標を県内の市町村間で融通し合って調

整、更には県を越えて調整するということで、生産増加分ということで 12 万トンの見込

み。 

 ③④⑤の合計で、減少分として２万トンの見込みということでございます。 

 ⑥よって、これらの差し引き、プラスマイナスを合計いたしまして、主食用米等の生産

量が 793 万トンの見込みでございます。 

 ⑦793 万トンと、下の表でご覧いただきますと、A の 23 年６月末の民間在庫量 182 万

トンを合計いたしまして、23 年、24 年の主食用米等の供給量が G のところの 975 万トン

となるわけでございます。 

 「（２）需要量」でございます。需要量といたしましては、23 年から 24 年の主食用米

の需要見通し量、前のページで算出いたしました速報値 805 万トンということで、この数

字を表３の H のところに 805 万トンと置いております。 

 「（３）平成 24 年６月末の民間在庫量」でございます。G の 975 万トンマイナス H の

805 万トンということで、平成 24 年６月末の民間在庫量は 170 万トンと見通されること

になります。 

 ５ページ「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。国が行う備蓄の運営手法につきましては、繰り返しになりますけれども、23 年度

から棚上げ備蓄に移行しておるところでございます。棚上げ備蓄方式による備蓄運営の基

本的な考え方といたしまして、基本指針の世界におきましては、次の①～⑤ということで

整理をいたしております。 

 ①適正備蓄水準は 100 万トン程度（６月末）。 
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 ②国内産米を一定期間（５年間程度）備蓄。 

 ③備蓄米の買い入れは、出来秋の市場価格に影響を与えないよう事前契約によることを

基本に、公正性・透明性を確保する観点から一般競争入札により実施（毎年 20 万トン）。 

 ④備蓄米は、備蓄後に飼料用等の非主食用として販売（毎年 20 万トン）。 

 ⑤のところを今回新たにつけ加えておりますが、大凶作や連続する不作などにより、民

間在庫が著しく低下するなどの米が不足するときにおける備蓄米の放出については、食

料・農業・農村政策審議会食糧部会において、放出の必要性に関し、作柄、在庫量、市場

の状況、消費動向、価格及び物価動向等について総合的な観点から議論を行い、これを踏

まえて、農林水産大臣が備蓄米の放出等を決定することとしております。 

 以上、基本指針の世界では、このような記述といたしまして、食糧部会で５月、６月、

さらに今日御議論いただく中身につきましては、後刻、御説明させていただく資料に整理

をしておるところでございます。 

 その下、表４といたしまして、23 年、24 年の備蓄運営につきまして、記載をしており

ます。 

 23 年産米の買入数量、非主食用への販売量、それぞれ仮置きといたしまして、B と C

ですけれども、20 万トン、20 万トンと置いておるところでございます。 

 この結果、24 年６月末の備蓄量は 88 万トンということですが、これはあくまでも仮置

きした数字でございます。 

 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」。いわゆる MA

米についてでございますが、この部分については、特に変更はございません。 

 続きまして、参考統計表につきまして、簡単に御紹介をさせていただきます。 

 ７ページでございます。１世帯当たりの米の購入数量、総務省の家計調査のお米の購入

数量のデータでございます。本年５月のデータまで追加をさせていただいています。今年

の３月のところが、前年同月比で 116.4％となっていることが注目されるわけであります。

東日本大震災が起きた後、お米を買い足す家庭が多かったということが原因ではないかと

考えておりますが、その後、４月、５月は対前年で 100％を切っておりますので、引き続

きこの動向につきましては、注視をしていきたいと考えております。 

 ８ページでございます。「２ 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 年以降のデータを付けさせていただいております。 

 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、23 年６月末の民間在庫量

はトータルで 182 万トン。一番右の柱であります。182 万トンとなっておりまして、対前

年で見ると 34 万トンの減少ということでございます。 

 また、民間在庫の構造で見ていただきますと、下の黒いところから 48、100、34 と３つ

あるわけでございますが、農協系統などを中心とした出荷業者のところの在庫量は、22 年

の 139 万トンから、23 年は 100 万トンへと 39 万トン減少しております。 
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 その一方で、販売段階、卸業者中心になると思いますけれども、そこでは 22 年の 28 万

トンが 23 年の 34 万トンということで、６万トン増えていることがわかるところでござい

ます。 

 もう少し左の方をご覧いただきますと、23 年の 182 という水準は、17 年、18 年、19

年辺りの水準に近いことが見てとれるわけでございます。 

 ９ページをご覧ください。「３ 政府備蓄米の６月末在庫の推移」でございます。今年

６月末時点で 88 万トンという状況でございます。過去の水準と比較をしていただきます

と、決して少ないわけではないと考えておるところでございます。 

 10 ページ「４ 政府備蓄米の在庫の状況（平成 23 年６月末現在）」ということで、こ

れは９ページの数字の年産別の構成を示しておるところでございます。 

 11 ページ以降は、各県別の需要実績のデータを更新しております。御参考にしていただ

ければと思います。 

 15 ページ「６ ミニマム・アクセス米の販売状況（平成７年４月～平成 23 年３月末）」

でございます。これも最新のデータにリバイスをしておりますので、御参考にしていただ

ければと思います。 

 続きまして、資料３「食糧部会における米の備蓄運営についての議論の整理（案）」を

ご覧ください。 

 ５月と６月に本部会で御議論いただきました、備蓄米を放出する際のプロセスなどにつ

きまして、この紙としてとりまとめをさせていただいておるところでございます。今後、

食糧部会で備蓄米の放出を御議論いただくようなことがある場合には、このとりまとめを

基本に御議論いただくことになると考えております。 

 また、本日までの御議論を踏まえまして、後日、農水省で備蓄米の販売について、要綱、

要領のようなものを策定することになるわけですけれども、そういう事務的な作業のベー

スとなると考えておるところでございます。 

 １ページ「１ 備蓄の制度的枠組み」は、これまでお示ししておるものと同じでござい

ます。 

 ２ページ「２ 棚上備蓄方式による備蓄運営の基本的な考え方」。これは基本的な考え

方として①～⑤までございまして、先ほど基本指針の中で説明させていただいたものと同

じものでございます。 

 ３ページ、４ページ「３ 備蓄米放出の基本的なプロセス」でございます。 

 ４ページでございます。前回の当部会におきまして、御議論をいただいたことを踏まえ

まして、修文をしております。真ん中辺り、破線の矢印のところでございます。緊急調査

の結果云々というところでございますが、前回の資料では、ここに書いてある記述と併せ

て、相対取引価格が標準価格に比べておおむね３割以上上昇するような状況ですとか、小

売価格が前年の同期と比べておおむね５割以上上昇する状況といったような価格について

の記述がございまして、価格情報をトリガーとすることについて、いろいろ御意見をいた
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だいたところでございます。今回はここの部分を削除する修正をさせていただいておりま

して、残っておるところで、要すれば供給量で見ていくんだということをより明らかにし

ているところでございます。 

 読ませていただきますと「緊急調査の結果、国内産米の生産量が需要量を下回り、備蓄

米の放出がなければ翌年６月末の民間在庫量が例年の水準を相当程度下回る可能性があれ

ば、食糧部会を開催」ということでございます。 

 これらを踏まえまして、３ページに基本的なプロセスということで、言葉で整理をさせ

ていただきました。 

 ①お米に関する情報収集（常時監視）により、消費者への米穀の安定供給に支障が生じ

る可能性が想定される場合、緊急調査を実施。 

 ②緊急調査の結果、国内産米の生産量が需要量を下回り、備蓄米の放出がなければ翌年

６月末の民間在庫量が例年の水準を相当程度下回る可能性があれば、食糧部会を開催。 

 ③食糧部会において、備蓄米放出の必要性に関し、作柄、在庫量、市場の状況、消費動

向、価格及び物価動向等について総合的な観点で議論。 

 ④食糧部会の議論を踏まえ、農林水産大臣が備蓄米の放出等を決定。 

ということでございます。 

 ５ページ、６ページをご覧ください。これも前回、前々回とさまざまな御議論をいただ

いたところでございます。御議論を踏まえまして、修文をさせていただいているところで

ございます。 

 左側の欄の「状況」のところでございます。備蓄米の放出については、量的な不足が起

こった状況において行われることが前提であることをより明確にする書き方にしておりま

して、備蓄米の放出により、量的な安定供給が確保され、米不足等による流通の混乱が回

避可能な状況。 

 右の方は、備蓄米の放出による量的な安定供給の確保に加え、備蓄米の流通についての

追加的措置も必要な状況という対比をしております。 

 「販売開始時期」でございます。その年の新米であります民間流通米と備蓄米とが結局

ブレンドされて供給されるということが大事だと思っておりまして、端境期ではなくて、

また収穫時期からすぐというわけでもないということで、出来秋以降という書き方にして

おります。 

 また、下の括弧書きの中に注を入れさせていただいておりまして、最後のところの括弧

書きですが、販売開始時期は、市場の動向を踏まえて弾力的に設定と追加をしておるとこ

ろでございます。 

 「放出量及び供給計画」ですが、ここのところは前回と同じであります。 

 「販売方法」でございます。ここにつきましては、競争的な販売が左の場合でも右の場

合でも基本である考えておるわけですけれども、右側の括弧書き下段、割当的販売による
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場合につきましては、販売方法がより明確になりますように、販売価格について見積もり

合わせで販売、と追加をしておるところでございます。 

 「販売対象者」でございます。ここにつきましては、円滑な販売を進めるという観点か

ら、一定数量以上の取扱規模と前回書いておりましたが、今回おおむね 4,000 トンと書か

せていただきました。 

 それから、とう精能力のところも、権原に基づきとう精施設を利用できる場合も含むと

書かせていただきまして、必ずしも自分で所有をしている必要はないとさせていただいて

おるところでございます。 

 ６ページにいきまして「安定供給確保のための措置」のところは、前回と同じでござい

ます。 

 「販売提示方法」でございます。ここにつきましては、前回、原則として古い年産から

順次提示していくという書き方をしておりましたけれども、さまざまな御意見をいただき

ました。新しい年産から放出する方が、消費者が受け入れやすいのではないかという御指

摘があったと考えております。一方で、効率的な備蓄運営を行う必要もあるとも考えまし

て、こういう整理にさせていただいております。 

 競争的販売の場合は、放出後の年産構成を考慮しつつ、産地・銘柄別に提示し、販売対

象者が産地・銘柄を選択可能とすると修正をしております。古い年産からというところは

削除しております。 

 「不作時における事前買入契約の取扱い」は、前回と同じでございます。 

 なお、※といたしまして、上記の状況を超える需給の逼迫時、この表で申し上げると、

右側の欄外のずっと右の方になると思いますが、配給制にまで至る緊急時の措置、これは

食糧法の中に規定があるわけですけれども、これを発動する必要も想定と追加をさせてい

ただいております。 

 「放出後の備蓄水準の回復」のところは、前回と同じでございます。 

 ８ページ以降につきましては、５月、６月の資料にございました米の生育・作柄等の公

表スケジュールなり、平成５年、平成 15 年の状況をまとめたものを再掲させていただい

ておるところでございます。 

 長くなりますが、引き続き、駆け足で資料の説明をさせていただきたいと思います。 

 参考資料１「米をめぐる関係資料」でございます。６月の部会にお示しをしておるもの

から、直近のデータに更新している箇所が何か所かございます。すべては御紹介いたしま

せんが、主な変更点につきまして、簡単に御紹介させていただきたいと思います。 

 ３ページから５ページ、総務省の家計調査でございます。先ほど基本指針の参考統計表

の中に入っていたものも含まれておりますけれども、今回、５月のデータを追加をしてお

ります。 

 ４ページ、５ページには、米、パン、めん類というふうに、他の品目との比較も載って

いるということでございます。 
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 ７ページ、８ページは、日本フードサービス協会が実施しております外食産業の売上高

等の動向を紹介したものでございます。今回、６月の調査結果を掲載しておりますが、３

月の売上高対前年同月比は、外食産業全体で 89.7％と大きく落ち込んでいたのに対しまし

て、４月は 97.2％、５月は 98.0％、６月 99.8％とほぼ前年並みまで戻ってきているとい

うことでございます。 

 ９ページ、米の消費拡大の取組みであります、めざましごはんキャンペーンの展開につ

いて紹介をしております。今回、キャンペーン参加企業数のグラフなどの追加をしており

ます。 

 12 ページから 14 ページは、お米の相対取引価格の推移について整理をしております。

６月のデータを追加しておるところでございます。 

 15 ページでございます。農産物検査法に基づく検査による１等米比率の推移を整理した

ものでございます。今回６月末のデータを入れておりますが、61.8％ということで、過去

に比べて相当低い水準になっているということでございます。 

 16 ページから 18 ページは、先ほどの基本指針の中でも御説明をいたしました、民間流

通における６月末在庫、政府内の在庫の状況、需要実績などについて、整理をしておりま

す。６月末のデータを追加しております。 

 21 ページは、先ほどの棚上げ備蓄移行後の 23 年産の買入状況について整理をしており

ます。 

 24 ページからは、ミニマム・アクセス米を最近の数字にリバイスしているところでござ

います。 

 飛びまして、44 ページでございます。23 年度から本格実施になっております戸別所得

補償制度の加入申請の状況を紹介しております。今回６月 30 日現在の加入申請状況を掲

載しておるところでございます。東日本大震災の影響で、県全域で申請期限を８月末まで

延長している５県を除きまして、104 万 8,630 件ということで、平成 22 年度の支払い件

数比で６万件上回るということでございます。 

 続きまして、参考資料２「米に関するマンスリーレポート」を御紹介させていただきま

す。 

 これは毎月上旬に公表することにしておりまして、お手元のものは７月８日に公表させ

ていただいたものでございます。 

 先月号との変更点は大きなものが２つございます。時点のリバイスは当然しておるとこ

ろでございます。 

 12 ページをご覧ください。この号から米の消費動向ということで、米穀機構による調査

の転載ですけれども、この調査の結果を掲載させていただいております。 

 更に後ろの方、20 ページからですけれども、前号から米の取引関係者の皆様に対して需

給動向なり、価格水準の取引動向に関するアンケートを実施しておりまして、その結果を
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DI 値として紹介させていただいておるところでございます。２回目の結果が掲載されまし

たので、前の月との比較が可能ということになっております。 

 いずれにいたしましても、マンスリーレポートはまだよちよち歩きでございまして、今

後とも皆様方の御意見を参考にさせていただいて、改良を重ねていきたいと考えておりま

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。ただいま事務局から諮問事項及び食糧部会にお

ける米の備蓄運営についての議論の整理（案）について説明がありました。 

 説明のありました基本指針（案）及び同整理（案）につきまして、どなたからでも結構

ですので、御意見、御質問をお願いいたします。いかがでございましょうか。 

 冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 何点かありますけれども、１点目は基本指針の４ページの３の（３）にあり

ます、６月末の民間在庫の数量は 170 万トンの見通しということでありますが、毎年６月

末の民間在庫量に対する認識といいますか、水準といいますか、そういうものについてど

う考えるかということであります。 

 天羽課長の説明にありましたように、22 年６月末は 216 万トン、23 年６月末は 182 万

トンということで、34 万トンのマイナス。更に来年 10 万トンマイナスで 170 万トンとい

うことになります。そういう意味で、５年、10 年を見ますと、先ほどの資料にもありまし

たが、200 万トンを超えているときもありますので、平均すると 190 万トンぐらいの民間

在庫量の水準ということになるかと思いますが、170 万トンなどの水準をどういうふうに

見ているか、認識しているかということであります。34 万トン減って、また 10 万トン減

るということからすると、来年の需給の見通しはどうなのかということも併せて御見解が

あれば、聞かせていただければと思います。 

 作柄とか作付動向、生育状況、そういったものとセットで考えないと、単に在庫量の水

準だけでどうこうとは言えないと思います。そういう意味では、もう田植えは終わりまし

たから、今年の作付動向はどうなのかとか、生育状況がどうなのかとか、作柄とセットで

情報提供するような形で、米が余るのか、足りない傾向なのか、それとも大体大丈夫なの

かとか、その辺の見通しがあれば御見解をいただければというのが１点目です。 

 ２点目は、備蓄米の放出についての議論の整理でありますが、資料３の３ページです。

これまでいろいろ議論してきて、結果的には余りピン止めして詰めない方がいいというこ

とで柔軟性のあるような表現、抽象的な表現にとどめて、あとはその状況に至るときに議

論しましょうということは、基本的に理解して賛成でありますが、さはさりながら、３ペ

ージの基本的なプロセスの中の例えば②では、２行目になりますが、６月末の民間在庫量

が例年の水準を相当下回る可能性があれば食糧部会を開催するとあります。つまり食糧部

会の開催の可否は、先ほど質問しました民間在庫量の水準がいかほどか、例年の水準とい

うのはどの程度の水準を考えているのか、相当程度下回るというのもまたあれなんですが、



13 
 

どういう事態に至ったときに食糧部会を開催するというのか、さはさりながら、抽象的と

いうことで、この辺についてのお考えがあればお聞かせ願いたい。 

 それから、③で食糧部会を開きました。作柄、在庫量、市場の状況、消費動向、価格、

物価動向、総合的な観点で議論するというのはいいんですけれども、大臣から諮問を受け

るわけですが、食糧部会で何を決めるのか。放出の可否だけ決めるのか、放出の可否と併

せて放出するということであれば、放出する量、放出する時期、放出する方法、そういっ

たものもの併せて食糧部会として議論し答申するということなのか、その辺についての考

えをお聞かせ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。民間在庫の水準の見通しに関する見解をお聞き

したいということと、備蓄米放出に関する御質問、大きく２点でございました。 

 今の御意見、御質問に関しまして、関連するような御質問はございますでしょうか。あ

ればまとめて答えていただこうと思います。 

 青山委員、どうぞ。 

○青山委員 ８月８日から先物取引が始まることになります。もしも作付の状況が悪くて

凶作になるということになれば、先物価格が非常に上がっていくと思います。ところが、

食糧部会を開くこと自体、そして、放出のことを決める自体が、価格に影響を与えるよう

な感じがしてしまうんです。 

 今回、放出に関しては、価格ではなくて量的なものだということの強調から少し文言は

変えられたと思うんですけれども、先物市場のことを考えると、やはり価格に非常に影響

を与えてしまうのではないか。それも市場に任せていることなのでいたし方ないというこ

となのか、先物市場ということで、民間に任せているものと国の放出ということがどのよ

うに関連していくのかということを少しお聞きできればと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。価格に関しての懸念という観点からの御質問を

いただきました。 

 ほかにいかがでございましょうか。木村委員、どうぞ。 

○木村委員 備蓄米の放出の関連のところですが、先ほど冨士委員もおっしゃいましたが、

民間在庫量の水準というのは、どれぐらいが妥当なのか、適当なのか。民間在庫というの

は、減っている、ある地点以上に減りそうだと思うと、一気に在庫量、流通量が減ってく

る。逆にそれより多いということになれば、流通量は増えてきて、これは全部価格に関連

してくるわけですが、ここら辺の水準というのは大体どんなふうに考えられているのかと

いうことで、ここが把握できれば、在庫量のデータの開示を定期的にやっていただければ、

１つの目安になるのではないかと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 廣瀨委員、お願いいたします。 
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○廣瀨委員 民間の備蓄ではなくて、政府備蓄について一言ですが、適正備蓄水準 100 万

トン程度という今年のことについては、これで結構かと思っています。 

 今後是非検討していくべきだと思うのは、このままになるかどうかわかりませんけれど

も、例えば３ページの指標を見ましても、残念ながら日本の需要というのは 950 万トンレ

ベルから 800 万トンレベルまで落ちてきている。100 万トンの政府備蓄水準をという話が

いずれぐらいから出ているのか私は存じません。しかし、少なくとも 15 年とかそういう

レベルまできて続いているということであれば、今後、本当はお米の消費を増やしていき

たいわけですけれども、残念ながら、こういう傾向をたどるのであれば、例えば 80 万ト

ン、１割程度ということであれば、20 万トンのことではありますが、財政上の問題もあり

ますし、切り詰めるところは切り詰めていくべきだと思います。 

 ただ、ここ１～２年は、原発の問題等もあって大変微妙な時期でありますので、直ちに

これをやるということは、私はすべきではないと思いますけれども、今後の課題として御

検討いただければと思います。その点について、また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。 

 それでは、４人の方から御質問、御意見をいただきましたので、ここで一度切りまして、

事務局より御回答いただきます。 

○天羽計画課長 冨士委員から、６月末の民間在庫水準についての認識ということで御質

問をいただきました。基本指針の８ページの棒グラフをもう一度ご覧いただければと思い

ます。先ほど冨士委員からのお話にありましたとおり、過去 10 年間の民間在庫の平均を

とると、大体 190 万トンぐらいになるのではないかということでございます。私ども 23

年の 182 万トンの水準につきましては、先ほども申し上げましたとおり、この 10 年で見

てすごく少ないという状況ではないと見ております。 

 棒グラフの上の２つ、販売段階と出荷段階の在庫量が米の流通を考える上では大事では

ないかと私は考えているわけですけれども、これで見ますと、23 年は 100＋34 で 134、

22 年は 167、21 年 162、20 年は 113、19 年は 132、18 年は 125 ということで、この２

つの世界を見ても、23 年の水準というのは少ない水準ではないと見ております。 

 来年の需給の見通しについて、今年の作柄なり作付動向、生育状況などとセットで考え

ていかないといけないのではないかというのは、そのとおりだと思っております。この情

報をどういうふうに提供していくのかということですけれども、役所の公式な資料として

は、統計の数字がいずれ出るわけですが、公表時期という問題もありまして、先ほども見

ていただいたマンスリーレポートの中で、役所の統計部の数字だけではなく、場合によっ

ては、生産者団体の作付動向についての資料なども転載をさせていただくようなことがで

きれば、それはそれで関係の皆様に早目にお知らせできる。役所の数字ということではな

いけれども、こういう見方があるんだという形でアナウンスをすることができるのではな

いかということを、今、部内で考えている最中でございます。 
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 それから、３ページの備蓄の放出の基本的なプロセスのところでございます。民間在庫

量の水準が例年の水準を相当程度下回る可能性があればというところで、これは抽象的過

ぎるのではないか。木村委員からもどういう水準のイメージなのかという御質問がありま

した。 

 私ども６月末の民間在庫量ということで公表をしておるわけですけれども、６月末から

９月になれば、当年産の新米がそれなりに出荷され流通してくると見ておりまして、７月、

８月の２か月の供給がしっかりできるぐらいの在庫量というのは最低限必要なんだろう。

１年間 795 万トン、丸めて 800 万トンと考えますと、800 万トンのうち 12 か月分の２か

月分、６分の１が 130～140 万トンになるわけですが、130～140 万トンの水準になるよう

だと、これは相当程度低い水準なんだろうと考えるわけでございます。 

 勿論食糧部会の開催は、そうなってから開催するのではなくて、そういう可能性があり

そうだということであれば、開催をして、御議論をいただくということになるんだろうと

思います。 

 食糧部会でどういう諮問、答申、中身になるのかという質問がございました。まだ役所

の中でもそこまでの検討はしておりませんが、私の感じで申し上げると、いわゆる大臣か

ら諮問をもらって答申をいただくという形よりも、食糧部会開催の時点での需給動向を中

心に、まず量の観点での情報がどういうふうになっているか、参考的に価格の動向がどう

なっているのかということをお示しして、基本は備蓄米の放出をするか、しないかという

のが大きな論点だと思いますけれども、それ以外、時期なり量なり、さまざまな論点につ

いても、それはそのときの食糧部会で御議論をいただいて、その議論を踏まえて、最終的

には農林水産大臣が備蓄米を放出するとか、しないという決定をしていくんだろうと考え

ておるところでございます。 

 青山委員から、お米の先物の上場がこれから始まります。そういう中で、備蓄米を放出

するというのは、価格に影響するのではないかということでございます。備蓄米を放出す

ることになると、これは供給量が増えるということですので、価格にも当然影響していく

ことになると思います。 

 今回この審議会で御議論いただいて、議論の整理ということでとりまとめておることの

意義の１つは、備蓄米を放出するときには、こういうプロセスを踏んで放出するんだとい

うことが、今回これで御了解いただければ、また役所としても公表していくわけですけれ

ども、常時監視から緊急調査に移っていきますということが公表されると、それは関係者

にとっての１つのアナウンスなりシグナルになると考えますし、今度、食糧部会を開催す

るということ自身も１つのアナウンスなりシグナルになると考えております。こういう段

取りで、こういうプロセスで備蓄の決定に向けて議論が進んでいくんだということを、あ

らかじめ関係の方々にお示しをするのが大事だろうと思っております。 

 ４ページの備蓄米放出の基本的なプロセスの下の方に書かせていただいておりますけれ

ども、米の生産・流通に携わる関係者があらかじめ予測可能性をもって対応できるように、



16 
 

客観性・透明性を確保した上で備蓄米のオペレーションをやっていくことが大事だろうと

考えております。 

 廣瀨委員から、今年はいいんだけれども、備蓄米の適正水準について、いずれまた検討

をする必要が出てくるのではないかという問題意識をいただきました。 

 棚上げ備蓄に移行していくということについては、去年から今年にかけて審議会でも役

所のプロセスでも議論を経て決めておるわけですけれども、備蓄の適正水準は幾らが適切

なのかというのは常に議論があるわけです。まさに去年から今年にかけて 100 万トンとい

う水準を決めておるところでありますので、当分はこれでいくんだろうと考えております。 

 以上です。 

○中嶋部会長 局長からお願いいたします。 

○髙橋総合食料局長 まず 170 万トンをどう見るかという冨士委員のお話でございました

けれども、８ページの資料と９ページの政府在庫の資料の両方を見られた方がいいと思う

んですが、これまで回転備蓄でしたので、棚上げとは異なりまして、在庫量の総体はこれ

までは民間プラス政府在庫というので見ていく必要があったと思っています。過去、基本

的に米の需給というのは、過剰傾向で推移をしてきておりましたので、現実に不足の事態

が生じたというのは、資料にもございますけれども、これまでに平成５年と平成 15 年の

２回と考えています。 

 ５年の資料はないんですが、15 年のときに 200 万トン、16 年 213 万トンになっていま

すが、次のページを見ると、実は 100 万トン政府米在庫が減っておりますので、民間在庫

量のところが 16 年 213 万トンになっておりますけれども、現実には政府米在庫の放出が

なければ、16 年６月末の民間在庫は相当程度減っていたと想定されます。 

 それに対して、17 年から 20 年にかけての 175 万トンから 161 万トンの水準、例えば

19 年から 20 年にかけて、一部銘柄で需給に関してタイトな部分がありましたけれども、

やはり基本的には過剰で推移をしておりますので、170 とか 160 であっても、ここのとこ

ろで不足をしていたということでは多分なかったと思っております。 

 ですから、先ほど課長が申し上げましたように、実際、米の場合には、常に端境期をど

うやって乗り越えるかということが大事でありますので、その辺のところの需給状況とい

うのは、在庫を見るときにはよく見ていく必要があると思っております。これは過去の実

績で、政府から放出した分が込みになってしまっていますので、その辺は注意をして見て

いく必要があると思っています。 

 もう一点、先物との関係、青山委員のお話なんですが、備蓄米放出をすれば、これは別

に先物に限らず、現物であれ需給環境が変わりますから、当然価格には影響すると思って

います。これは先物取引特有の問題ではないと思っています。 

 先物取引の場合、私どもが注意しなければいけませんのは、取引における公正性の確保

という観点で、先に、杉本委員からお話があったんですけれども、いわゆるインサイダー

的な特定の者だけが特別な情報を持っていて、その情報を基に市場に取引参加をするとい
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うことが、やはりマーケットの信頼性を損ねる可能性があるいうことで、情報の管理とい

う意味で、さまざまな形の情報を常に判断をしてマーケットが形成されるわけですけれど

も、その情報が例えば行政情報のような問題、これについて特定の者だけが事前に察知を

して、知って、それを基にということではいけないと思っております。 

 この辺については、実はこれまでも小豆の取引などの場合、私どもの統計の作柄概況と

いうのは非常に厳格な情報管理をしています。したがって、そういった意味での情報管理

をきちんとしていくことが、米の先物取引にとってみても大事なものだと思っております。

ただ、現物であれ、先物であれ、それを基に価格というのは決まってまいりますので、在

庫の問題について適切なプロセスで情報管理がなされ、適切な議論の結果、設定をされる

ということであれば、それを前提にまた価格は変わるということだろうと思っております

ので、その点は現物と変わらないと思っております。 

○中嶋部会長 事務局より御回答いただきましたが、今、御質問された皆様から何か追加

の質問はございますか。 

 冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 ６月末の民間在庫量の見方ですけれども、おっしゃるとおり、新米が出てく

るのは９月、10 月ですから、端境期の期間にどのぐらいの数量を持っているかということ

が大事だと思います。そういう意味で、７月、８月の２か月間、つまり今の 800 万トンぐ

らいの水準からいえば、１か月の消費量は 65 万トンから 70 万トン、２か月間で 140 万ト

ン。９月まで入れれば 210 万トンという中で、７月、８月の超早場米がどのぐらい生育上

出てくるのか。それから、９月から本格化する内地の米がどのぐらい出てくるのか、新年

の作柄とか出荷動向、こういうものも勘案しないと、その差し引きで足りなくなる。 

 あとは民間のランニングストックとしての 30 万トン、これは 0.5 か月分ぐらいしかあ

りませんから、地域的には足りないところが出てきます。南が足りないとか、西が足りな

いとか、そういうことがあり得るわけですので、だから、そういうことが基礎にあるとい

うことです。その上で６月の民間在庫量の例年の水準というのは、過去の需給事情のずれ

を、米は腐らないですから、持ち越したりなどしてきているわけです。その積み上げが例

年の水準の在庫量なわけです。だから、例年の水準を相当程度下回る可能性があれば、食

糧部会を開催というのは、それはそれでいいんですけれども、２か月、３か月間の端境期

の米の消費量、消費者の消費量、そして、今後出てくるであろう新年産の早場米、そうい

ったものを勘案して、足りるか、足りないかということが判断されるんだと思います。だ

から、そういうことをわかるように言わないと、これだけでは非常にわかりが悪いと思い

ます。 

○中嶋部会長 今、おっしゃられたようなことも含めて、何かございますか。 

○天羽計画課長 おっしゃるとおりだと思います。ここの部分の書き方については、工夫

をさせていただきたいと思います。 

○中嶋部会長 木村委員、どうぞ。 
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○木村委員 今、備蓄米の放出をどういうときに発動するかという話なんですが、備蓄米

を発動するのは、ここに書いてあるように、国産米の生産量が需要量を下回るということ

ですから、これが１つの大前提になっているということです。おっしゃられたように、民

間在庫がおよそ２か月分か２か月半という辺りは、非常に重要な数字だと思うんですけれ

ども、これが多い、少ないで、その都度出しましょうとか、多過ぎますという需給調整は

基本的にはやらないということですね。 

 ですから、事実上これを発動するのは、勿論お天気によったり、今回の原発はどうなる

かわかりませんが、特別な事情があるときになるのであって、こういうときよりも平生の

ときに余りそうだから買い上げようとか、従来でいえば緊急買い上げではないけれども、

市場隔離とか、特別に買い上げるようなことがないという前提でこういうことを考えてい

かないと、やはり需給調整には介入するんだという話になりそうな感じに思うのですが、

通常はそういうことはないということですね。あくまでも大前提のときの備蓄米の発動は

どうするかを考えておいてよろしいんですね。今、こうして話していると、国の方は、年

中需給について、これを下回ったら出すという感じにとらえそうな感じがしているので、

ちょっと気になったので、そこのところは確認したいです。 

○天羽計画課長 木村委員の御指摘も全くそのとおりで、ただ、富士委員の問題意識とも

矛盾はしていないと思っています。 

 ４ページの基本的なプロセスの真ん中の破線の矢印のところですが、緊急調査の結果、

国内産米の生産量が需要量を下回りというところが基本でございます。備蓄米の放出がな

ければ、翌年６月末の民間在庫量が例年の水準を相当程度下回る可能性ということであり

まして、まずは全体の需給のところで問題があるかどうかというところが最初の論点です。 

 更に冨士委員がおっしゃられたように、全体が少ない中でも、その年の早場米はどうな

んだとか、作柄の見込みはどうなんだということも、いざ発動する、放出をするかどうか

という議論のときには大切な情報になってくるだろうと思っておりまして、そこはよりわ

かりやすいように整理をさせていただきたいと思います。 

○中嶋部会長 よろしゅうございますでしょうか。 

 この会議は、大体７月ぐらいにいつも開催されます。今の４ページの緊急調査の開始の

タイミングを見ますと、B の場合には、この食糧部会でこれについて御議論するチャンス

はあるかもしれないという理解でよろしゅうございますか。 

○天羽計画課長 はい。 

○中嶋部会長 A の場合には、食糧部会の後に起こるようなことで、それは当年産の作柄

の状況を見ながら、もう一回食糧部会を開催するかどうかを判断する。そんな進み方をす

るということでございますので、そのときに適正な御議論をしていただきながら、管理す

ればと考えております。 

 それでは、それ以外または関連するものでも結構ですが、続けて御質問をお願いいたし

ます。 
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 村松委員、どうぞ。 

○村松委員 今の４ページのところですが、米に関する情報収集のところに常時監視と書

いてございますが、この言葉が果たして必要なのか適切なのかどうかという疑問を持ちま

した。常時監視というのは、右側に書いてございますが、在庫、価格調査を毎月行う。そ

して、生育状況などの情報収集を行うということです。 

 でも、その下を見ると、緊急調査の場合は、米に関する情報収集の対象者の拡大や調査

頻度を拡大するとあります。この調査頻度が毎月から毎週になっています。この表現を見

ると、常時監視という言葉が果たして適切なのかという違和感を抱きました。常時監視と

いうと、それこそ毎日いろいろな調査をしているというイメージを抱いてしまいます。で

も実際には、常時監視というのは月に１回のこと、そこに感覚の開きがあるような気がい

たしますので、そこをもう少しわかりやすい表現にしていただきたいと思います。 

 それと、情報収集の対象者の拡大とありますが、対象者というのは具体的にどんな対象

をイメージしているのかということを教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。杉本委員、どうぞ。 

○杉本委員 基本指針と備蓄の議論の運営の整理について、大体こんな感じだと思って、

特に異論はないのですが、今までの議論の関係で検討していただく必要があると思いまし

たのは、先ほどの先物市場との関係です。金融商品取引法と先物市場の関係というのは私

も詳しく検討したことがないので確定的なことは知らないのですが、備蓄の放出自身が先

物価格に与える影響が当然あるんだと思いますので、そうしますと、食糧部会の開催自体

が重要情報になるかもしれません。どういうふうに食糧部会をアナウンスし開催するとか、

議論の中身は公開されているから問題ないのかもしれませんけれども、金融商品のインサ

イダーとの関係で、いろいろ留意すべきことが恐らく出てくるのではないかという気もす

るので、その辺について検討しておいていただく必要があるのではないかという気が、先

ほどからの議論を聞いておりまして、したのが１点でございます。 

 もう一点は、直接は関係ないのかもしれませんが、お米の輸出動向についてお伺いした

いと思っております。今回、災害の話等がありまして、風評被害の話もあり、中国等のい

ろんな制限の話もありますので、その辺の状況がどうなっているのか。それから、米の輸

出に関する今後の動向、見通しというのは一体どうなっているのか。量的に基本指針に影

響するような話ではないのかもしれませんが、その辺の見通しについても教えていただけ

たらと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 杉本委員は途中で退席と伺っておりますので、ここでまたお答えいただきたいと思いま

す。 
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○天羽計画課長 村松委員から常時というほど常時ではないという御指摘をいただきまし

た。通常の監視をやっているぐらいの意味でございまして、ここは言葉の使い方を工夫さ

せていただきます。 

 それから、対象者の範囲ですけれども、通常調査をしておる対象は、卸さんなり 5,000

トン以上という基準があるわけですが、もっと下限を下げて、対象者を拡大することが考

えられるということだろうと思っております。 

 杉本委員から、この審議会の開催の仕方なども含めて、先物時代に留意すべき事項がい

ろいろあるのではないかという御指摘をいただきました。私どもも問題意識を持っており

まして、今日御出席いただいている委員の皆様方は、非常勤の国家公務員として守秘義務

もかかっておるわけでございます。そういう前提で私どももいろんな説明をさせていただ

くということだと思います。審議会の開催自身は開催通知をホームページにも載せてやっ

ておるんですが、開催の前に委員の先生方には勿論日程の調整などはさせていただいてお

るわけでありまして、先物時代を意識した私どもの仕事の仕方として何か注意しなければ

いけない点があるのかどうかにつきましては、今、役所の中でも検討しておる最中でござ

います。 

 輸出動向につきましては、食糧部長からお答えします。 

○中嶋部会長 食糧部長からお願いします。 

○荒川食糧部長 食糧部長でございます。 

 米の輸出の関係でございますけれども、参考資料１の 25 ページに 20 番ということで、

米の輸出数量と輸出金額の推移を載せております。これは 2011 年の１月から５月で、対

前年同期と比べたものが括弧内に入っておる数字でございまして、トータルで見ますと、

輸出合計で 807 トンということで、去年の１月から５月と比べますと 45％の増というこ

とで、それなりに堅調に推移をしていると思っております。 

 一方で、３月の東日本大震災、原発の関係がございまして、当初、輸出をする物資につ

きましては、米だけではございませんけれども、かなり多くの国から一時的な禁止、検査

証明といったものを求められておりました。資料は書いてございませんけれども、３月単

月で見ますと、対前年３月に比べて 50％ぐらい減になっておりました。それを受けまして、

在外公館等の御協力もいただきながら、日本国内での検査体制の整備ですとか、そういっ

たいろいろな情報を提供することで、現時点では基本的には国内で検査対象にしておりま

す対象県を除けば、基本的には検査証明等をお出しすれば、輸出ができる状況になってお

るところでございます。そういったこともあり、４月単月で見ますと、対前年 10％強の増、

５月単月で 40％強の増ということで、何とか持ち直してきているという認識を持っており

ます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 今のことはよろしゅうございますでしょうか。 

○杉本委員 中国のゼロというのは、どういう状況なのか教えてください。 
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○荒川食糧部長 中国につきましては、詳しくは申し上げませんが、残念ながら現時点で

国内の 10 の都県のすべての食品の輸出を停止しておるところでございます。それ以外の

道府県につきましても、産地証明を求められておるのですけれども、具体の産地証明の様

式などがまだ示されておりませんで、現実的にまだ輸出ができていないという状況でござ

います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかに御質問、御意見ございますか。冨士委員、お願いいたします。 

○冨士委員 杉本委員から重要な御指摘があったので、私もそれに追加してというか、先

物取引との関係で意見をさせていただければと思いますが、先物取引と食糧法の目的、趣

旨である我が国の米の需給と価格の安定というのは、基本的には立ち位置が違うと思いま

す。食糧法は米の需給と価格の安定を図るためにいろいろな政策手だてを講じるというこ

とでありますが、先物取引というのは乱高下が前提で、それをリスクヘッジすることなの

で、そういうことになると、必ず齟齬が出てくる。やるなとか、需給と価格の安定に手を

出すなとか、関与するなとか、立ち位置が全く違うと思います。そういう意味で、食糧法

に基づくさまざまな運用なり手だてを食糧部会で議論するわけですけれども、そういうこ

との考え方の整理というのは、やはりきちんとしておくべきだと思います。 

○中嶋部会長 局長、お願いいたします。 

○髙橋総合食料局長 冨士委員がおっしゃられるとおり、先物取引という新しい装置をつ

くった後の運営の仕方というのは、杉本委員からも話がございましたので、きちんとして

いく必要があると思っています。 

 食糧法と先物取引の関係でいけば、少なくとも法律上の整理は 15 年改正のときに実は

ついているわけです。食管から食糧法に変えた当初の段階では、価格形成センターの先物

取引禁止規定というのが明確に書かれていたわけです。それが 15 年の食糧法改正の際に、

流通統制の全面撤廃を行った結果、先物取引及びその類似取引についての禁止規定を明確

に法律条文から削除した。15 年の国会論議においても、先物取引については将来的にきち

んとあり得るという国会答弁を当時もしているわけでありますので、食糧法と先物取引が

法律上齟齬を来しているとか、あるいはどちらかが一般法で、どちらかが特例法なんだと

いうことではない。法律の整理は当時既についていると私どもは考えております。 

 あと、大事なのは、市場に対する公正性という議論を先ほどから申し上げていますけれ

ども、部会の開催１つが１つの情報ということになるのであれば、そこについての妥当な

制度、いわゆる開催についてのプロセスをどうするか。それから、そこでお出ししていき

ますさまざまな情報についての取扱いをどうするか。 

 私どもが常に米については作柄概況ら始まりまして、実際に収穫量の実績まで出してい

くわけですけれども、こういったような統計資料についてもきちんとした発表ルールをつ

くっていくとか、そういった意味でのことはやっていく必要があるわけでありますけれど

も、あくまでも原物であれ先物であれ、市場の価格形成にさまざまな要因が関与している
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という１つの情報として、部会の開催もありますし、それから、さまざまな政策も織り込

まれるんだろうと思っています。これは別にお米の先物取引に限らず、国際的な先物取引

であれ、国際的なさまざまな政策の動向がどのような形で反映されていくかということは

事実としてあるわけでありますので、政策が必ずしもマーケットと矛盾するものではない

と思っています。 

○中嶋部会長 今の先物に関しまして、幾つか御意見をいただきましたけれども、よろし

ゅうございますでしょうか。 

 ほかに御意見、御質問等はございますか。青山委員、どうぞ。 

○青山委員 米をめぐる関係資料の９ページから米消費拡大の取組みということで、めざ

ましごはんキャンペーンのことが載っているんですけれども、これはたしか前回、前々回

でもこれをやっていますという資料を載せていただいているんですが、果たしてこれで米

の消費が拡大したのかというところがいつも非常に気になります。キャンペーンに参加し

た企業が増えているということではなくて、本来はお米の消費が伸びたというところまで

もっていくべき目的でやられていると思うので、実質的な効果を調べていただいて、万一、

これがさほどお米の消費拡大につながっていないということであれば、やり方なりを変え

る必要もあると思っています。 

 個人的なんですけれども、11 ページの米飯給食とかそういったものにもっと重点的に支

援をしていく方が、より実質的な効果が上がるのではないか。これはあくまでも個人的な

考えなんですけれども、こういったポスターとかコマーシャルを見て、果たしてどれぐら

い消費者がお米を食べたいと思うのかという疑問があります。私自身は食べたい人は食べ

るし、食べない人は食べないと思いますので、その辺りはもう少し精査した調査をしてい

くべきではないかと感じました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

○稲葉流通加工対策室長 流通対策加工対策室の稲葉でございます。 

 まさに委員が御指摘のとおり、消費拡大の取組みはさまざまに行っているんですが、現

実的にはなかなか伸びていないということがございます。 

 効果につきましても、いろいろ見ておりまして、今、朝食欠食の改善ということで取組

みをさせていただいているんですが、その１つといたしましては、10 ページの下の方に朝

食欠食率の推移のグラフがございますけれども、21 年は若干欠食が減ったという効果が結

果的には出ているということでございます。 

 また、委員、御指摘のとおり、米飯学校給食の関係も文科省さんと連携してさせていた

だいておりまして、毎年着実に伸びておりまして、11 ページのグラフにございますとおり、

昨年よりもまた 0.1 回増加しているということでございます。ただ、現実問題として、全

体の米の消費が伸びていないということがございますので、そこは米の消費拡大のいろい

ろな政策に問題意識を持って更に検討してまいりたいと思っております。 
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 以上でございます。 

○髙橋総合食料局長 消費拡大の今の青山委員の関係でございますけれども、例えば米飯

の学校給食の議論でございます。これについては、今はこのような形の推進運動をやって

いるわけでございますけれども、それ以前には例えば政府米の特別販売とか、そういった

ような形でずっと積み重ねてきておりまして、実施回数なども増えてきております。ある

意味地方部においては、完全とは言いませんけれども、ほとんど米飯給食が中心となって、

あと都市部をどうしていくかという議論があるわけですが、ここのところについては、過

去何十年にわたりさまざまな工夫をやってきまして、米飯学校給食のところについて、こ

のような形までもってきております。 

 ある意味、今後子どもたちに対してどのような消費拡大のアピールをしていくかという

のは大事なんですけれども、学給のところについては、相当やり尽くしてきていると思っ

ております。 

 一方で、最初のキャンペーンの方なんですけれども、これ以前にも政府が中心となりま

して、消費拡大のキャンペーンはずっと続けきております。テレビ番組を主催したり、そ

ういったこともやってきているわけでありますけれども、これについても政府広報だけで

やる限界点があったわけでございます。したがって、政府広報の何十倍も何百倍も協賛の

企業にやっていただくことによりまして、それもさまざまな食品産業、あるいは国外社も

含めてだったわけですけれども、さまざまな機会で目に訴えていくことで、このキャンペ

ーンを開始しています。ですから、政府で使っている予算の何十倍ものキャンペーンが民

間の協力によって行われておりますので、そういった意味での幅広い訴え方を今回このス

タイルとして進めています。 

 その結果かどうかわかりませんけれども、少なくとも朝食のことについては、はっきり

言って、朝食欠食市場自体のとらえ方も食品産業全体として大事だということで、ふりか

けの業界が伸びたとか、某航空会社がこのキャンペーンをずっと行うことによって、機内

食での米が増えたということがございますので、この辺はもう少しよく見ていく必要があ

ると思っております。 

○中嶋部会長 よろしゅうございますでしょうか。 

 ほかに御意見、御質問等はございますか。村松委員、どうぞ。 

○村松委員 牛が汚染されたわらを食べて内部被曝してしまい、その肉が市場に出回って、

私たちは非常に大きなショックを受けたわけですけれども、お米に関しては、そのような

ことがないように、市場に出回る前にしっかりした検査体制をとって、安全の確保に努め

ていただきたいと思います。これは意見です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 これはいかがですか。 

○中村消費流通課長 消費流通課長の中村でございます。 
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 御意見はもっともだと思っております。私どもも現状を見まして、産地の段階で物が出

回らないように、消費者のお手元に届くときには安心だという状況をつくるべく、冒頭局

長からもごあいさつの中で触れましたけれども、今、鋭意検討中でございます。近々公表

できると思っております。よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 一番初めに局長からもごあいさつがありましたように、その方法につきま

しては、また後日公表されるということでございました。よろしくお願いいたします。 

 ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、長時間御議論いただきまして、ありがとうございました。一番初めに幾つか

御意見を伺いましたが、本日の備蓄運営についての議論の整理につきましては、基本的に

大枠は御承諾いただいたのではないかと思っております。市場に配慮した調査、部会の運

営、情報の公開の仕方など非常に貴重な御意見を賜りましたので、これは事務局で御検討

いただいて、内容に反映させていただきたいと思います。 

 それから、常時監視の部分につきましては、このままでもよろしかったんですね。 

○天羽計画課長 それは言葉を検討させていただきます。 

○中嶋部会長 これは文言でございますので、こちらで検討させていただくということで

よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、諮問につきまして、皆様に御確認をさせていただきますが、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）の内容につ

いて、本部会として適当と認めてよいと考えますが、その旨、決議してよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。全員異議なしと認めます。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、お目通しをいただき、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」と声あり） 

○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。 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事「（２）その他」といたしまして、事務局から何かございますでしょう

か。 
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○荒川食糧部長 それでは、今、お手元に配付をさせていただいております麦の放射性物

質調査についての現時点での状況について、御報告をさせていただきたいと存じます。 

 １ページ目が「麦類の放射性物質調査について」ということで、このやり方なり対象区

域等について整理をしたものでございます。 

 ２ページ目は、これまでの実績、実施状況についての数値でございます。 

 １ページをご覧いただきたいと存じます。「１ 調査計画・実施方法」でございますが、

麦類はまさに加工されて流通するということで、米などと違いまして、直接消費者の手元

に麦粒がいくということは基本的にはございません。したがいまして、特定の製粉企業な

りあるいは精麦のところで、通じて実需者に販売されますという特性がございますもので

すから、ロットごとに安全性を確認することができるというものでございます。したがい

まして、検査の方法といたしましては、乾燥調製施設なり保管される倉庫において、ロッ

ト単位で調査を行う方法をとっておるところでございます。 

 ２でございます。全ロット調査をするという仕組みでございます。 

 （１）でございます。調査対象県は原発の本部決定で決まっております 14 の都県が対

象になるわけでございますが、その対象都県のうち、麦が出穂・開花をする時期の空間の

放射線量率が平常時の範囲 0.1μSv/h を超える地域ないし農地土壌の調査もやっておりま

して、農地土壌の放射性セシウム濃度が 1,000Bq/kg 以上の地域においては、各自治体に

おいて全ロットについて調査をしていただいておるところでございます。 

 調査対象県のうち、それ以外の地域におかれましても、一番最初に流通をするロットに

ついて調査をしていただいて、これが一定水準を超えた場合には、全ロット調査に移行し

て安全性を確保するという調査の手法をとっておるところでございます。 

 この調査結果に基づきまして、500Bq/kg を超えるものが出た場合には、食品衛生法に

名基づいて当該荷口の出荷を止めるという形にしておるところでございます。 

 １ページをおめくりいただきたいと存じます。麦の放射性物質調査結果は、今、申し上

げました 14 の都県においてやっていただいておりまして、これまでのところ、169 の調

査結果が出ておるところでございます。500 を超えまして、食品衛生法上販売ができない

ものについては、これまで１ロットが出ておるところでございまして、残りの 168 ロット

につきましては、すべて 500Bq 以下であるということになっております。 

 今後、想定される総荷口数というのは大体 500 程度でございますので、今、169 という

ことで、大体３割程度の検査の進捗がきておるところでございまして、その中で１つだけ

が今のところアウトになっているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。麦の放射性物質調査結果について御説明いただ

きました。 

 何か御質問、御意見等はございますでしょうか。 

○廣瀨委員 公表はどうされているんですか。 
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○荒川食糧部長 これは各都道府県の食品衛生部局と農林関係部局が協力をしてやってお

りまして、各県においてすべて公表されております。私どもはそれをまとめた数字でござ

います。公表済みでございます。 

○中嶋部会長 ほかにいかがでございましょうか。佐々木委員、どうぞ。 

○佐々木委員 ただいま麦の放射性検査結果でありますが、25 日に福島県で１例 500Bq

という基準値を超える事例が出たということでありまして、これは事実として冷静に受け

止めるということで、私は考えております。 

 冷静にと申しますのは、今、部長からもお話がありましたように、基準値を超えるもの

につきましては、産地、現場から市場に出回ることはないということが確保されておりま

すので、そのことが非常に重要なことであります。私の理解は、現場におきましても、こ

の検査手順、ルールに基づいて体制ができ上がって、きちんとした管理が行われていると

認識しておりますので、この体制で冷静に粛々とやっていくということであろうと思いま

す。当然私どもといいますか、麦を使う業界でもしっかりとその辺を見守って管理してい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。よろしゅうございますか。村松委員、どうぞ。 

○村松委員 １つお伺いしたいのですが、汚染された麦というのは、どのように処分をす

るのかということを教えてください。 

 また、腐葉土にも放射性物質が含まれているということがわかったということですので、

その辺の影響の広がりがもしわかれば、教えていただければありがたいと思います。 

○荒川食糧部長 今、御質問がございました 500 を超えた麦は、現在、倉庫の中できちん

と保管されております。基本的にこれは廃棄をする形になっておりますが、場所が福島県

の広野町というところでございまして、浜通りにおけるこの手の廃棄物の取扱いについて、

実際どういうふうに焼却をするのかといったことについて、今、原子力関係の部局に照会

をしておるところでございまして、基本的にはきちっとした施設で焼却をするという形で

出回らないように確保するということでございます。 

○中嶋部会長 適正に管理されているということで、よろしゅうございましょうか。 

○荒川食糧部長 それから、２点目につきましても、お答えいたします。 

○堺田農業生産支援課地域対策官 ２つ目の御質問でございますけれども、腐葉土の話が

ございました。非常に高濃度のセシウムを含有する腐葉土があったということ、関連しま

すけれども、今回セシウムで汚染された稲わらの牛の糞尿によりまして、堆肥の影響が懸

念されるということで、25 日付になりますけれども、関東、東北、新潟県におけます堆肥

の取扱いについて、一度これはしっかり調査をして、大丈夫であれば使っていい。堆肥及

び堆肥原料についての取扱いを一度調査して、それから解除をしていく、そういった旨の

通知をいたしておりまして、関係県とこの取扱いについて調整をしていくことにしてござ
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います。その旨、昨日これは公表させていただいておりますので、腐葉土、堆肥、こうい

ったものによる食品への影響をしっかり考えて、取り扱っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○村松委員 早目に調査してください。 

○堺田農業生産支援課地域対策官 承知いたしました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、これで本日予定の議事につきまして、すべて終了いたしました。 

 最後になりますが、本日の議事については、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、よろしゅうございます

でしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○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。 

 本日は活発な御議論をありがとうございました。 

○松尾需給調整対策室長 中嶋部会長、どうもありがとうございました。 

 また、委員の皆様、お忙しいところ、熱心に御議論いただき誠にありがとうございまし

た。 

 次回の食糧部会につきましては、改めて文書で御連絡を申し上げます。よろしくお願い

いたします。 

 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。 
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