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開     会 

 

○梅下農産企画課課長補佐 おはようございます。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。 

 まず初めに、７月 11 日付で大枝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、相良委員、田沼委員、椋田委員に

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、開会に際しまして佐藤生産局長よりごあいさつをお願いします。 

 

生産局長あいさつ 

 

○佐藤生産局長 おはようございます。御紹介いただきました農林水産省生産局長の佐藤

でございます。 

 食料・農業・農村政策審議会食糧部会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げ

ます。 

 委員の先生方におかれましては、先々週 14 日の会合に続きまして、御多忙のところ御出

席賜りまして本当にありがとうございます。 

 本日は大臣からの諮問事項につきまして御議論いただくということでございますので、

本来でありますならば政務三役がここでごあいさつ申し上げるところ、諸般の事情により

かないませんで、私の方でごあいさついたす次第でございます。 

 さて、本日の食糧部会では米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針について御審議

いただくことにしておりまして、この米の基本指針につきましては昨年７月から今年６月

までの需要実績といったものが明らかになっておりますので、その後の見通し、そして 25

年産米の生産数量目標について等いろいろ御議論を賜ればということで、本日開催させて

いただいたところでございます。 

 あわせまして、14 日の食糧部会の時に委員から資料要求等ございましたので、それにつ

きましても説明をさせていただきたいと思っております。 

 どうか委員の先生方におかれましては、様々な立場から忌憚のない御意見、そして活発

な御議論をお願いいたしまして、開会の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。 
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 議事の前に配付資料の確認をさせていただきます。 

 お手元にございます「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 備蓄米・加工用米の確保等につ

いて」、「参考資料２ 米をめぐる関係資料」、「参考資料３ 米に関するマンスリーレ

ポート（平成 24 年 11 月９日公表）」、「参考資料４ 平成 24 年産米の放射性物質検査の

進捗状況（11 月 27 日現在）」、「参考資料５ 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９月）」の資料を配付させていただいております。過不足等ございま

したら、事務局までお願いできればと思います。 

 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。

中嶋部会長、よろしくお願いいたします。 

 

議     事 

 

○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、

円滑に運営してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 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）」及び前回の食糧部会で

委員から要請のございました資料につきまして、事務局から説明の後、委員の皆様からの

御意見、御質問を頂戴した上で、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思います。全体としては 12 時前までに終了する予定で

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。 
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（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 

 

○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 生産局農産部農産企画課長の天羽でございます。 

 資料１を読み上げさせていただきます。 

 

2 4 生 産 第 2 2 7 4 号 

平成 24 年 11 月 28 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７項において準用する同条第４項

の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 

 続きまして、資料２「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。 

 表紙をおめくりいただきまして１ページ目「第１ 米穀の需給及び価格の安定に関する

基本指針」でございます。この部分につきましては本年７月の基本指針と変わっておりま

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年間の需要実績でございますが、算出方法につき

ましては表１のとおりでございまして、従前からの方式でございます。需要実績につきま

しては四角の中にございますとおり②－①ということでございまして、②の平成 23/24 年

の主食用米等の供給量から①の在庫の変動状況を引き算いたしまして、需要実績を算出す

るという考えに基づいて算出しているところでございます。 
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 要すれば、需要量なり消費量そのものを農林水産省が測定しているということではござ

いませんで、在庫の変動の状況から算出しているという点に御留意をいただければと思う

訳でございます。 

 その結果が２ページ「（３）全国の需要実績」でございます。結果といたしましては確

定値ベースで 813 万トンという数字になっております。７月のこの会議の時点では速報値

ということで 811 万トンとお伝えしておりました。その後、確定値が 813 万トンとなって

いるということでございます。需要実績の内訳につきましては下の図１に示してございま

すが、まず主食用米等の供給量についてでございます。②の算出方法とあります破線の囲

みの中に書いておりますけれども、作物統計による 23 年産米の水稲収穫量 840 万トンから

加工用米等の 26 万トン、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２万トンを引き算しました 812 万トンが供給量となっているところでございます。ここ

は７月の指針とは変わっておりません。 

 次に、民間在庫の変動状況につきましては、左下の箱の中にございますが、昨年６月末

の時点で 181 万トンという在庫量になっておりましたけれども、本年６月末時点の在庫量

が速報値の 182 万トンから 180 万トンということで確定いたしました。従いまして、対前

年比では１万トン減となっております。これを主食用等の供給量の 812 万トンに加えたも

のが右上の二重線の箱にあります需要実績となりまして、813 万トンという結果になる訳

でございます。 

 ３ページ、昨年７月から本年６月までの需要実績が 813 万トンとなったということを用

いまして、平成 24 年７月から 25 年６月までと、25 年７月から 26 年６月までのそれぞれ

１年間の需要見通しを算出しているところでございます。この需要見通しの計算につきま

しては平成８年から９年の需要量、また、それ以降の需要量を用いてトレンド、回帰式で

算出するという従前どおりの考え方によっているところでございます。これまでのデータ

を用いて算出いたしますと、表２にありますとおり 24 年７月から 25 年６月までが 799 万

トン、25 年７月から 26 年６月までが 791 万トンとなる訳でございます。 

 ４ページ、この需要見通しを踏まえまして、平成 24 年７月から 25 年６月の需給の全体

のフレームといたしまして、表３のとおり見通しているところでございます。 

 まず（１）にございます供給量でございますが、平成 24 年６月末の在庫量が先ほど見て

いただいたとおり民間在庫の確定値、Ａとして 180 万トンということでございます。②で

すけれども、24 年産の主食用米等の生産量は、平成 24 年 10 月 15 日現在の主食用予想収

穫量ということでＢの 821 万トンです。③ですが、平成 24/25 年の備蓄米の代替供給量は

注２にございますとおり、東日本大震災に伴う供給減少分４万トンの代替供給を備蓄米か

ら行った数量でございます。④ですが、これらのＡの 180 万トン、Ｂの 821 万トン、Ｃの

４万トンを合計いたしまして、平成 24/25 年の主食用米等供給量がＤの 1,005 万トンでご

ざいます。 
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 需要量でございますが、平成 24 年７月から 25 年６月までの主食用米の需要見通しが、

前のページで算出いたしました 799 万トンということで、これを表の中ではＥと置いてい

るところでございます。この結果、供給量の計 1,005 万トンから需要見通しＥの 799 万ト

ンを差し引きまして、平成 25 年６月末の民間在庫量が 206 万トンと見通されることになり

ます。 

 ただしということで注１でございます。平成 24 年産米につきまして高温障害による精米

歩留り減が発生しているということでございまして、数万トン程度の供給量の減少となる

ことが想定されるということでございます。このため平成 25 年６月末の民間在庫量、これ

は 206 万トンと見通している訳でございますが、数万トン下回る可能性があるということ

に御留意をいただれければと思います。 

 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」です。

備蓄の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。棚上備蓄方式に

よる備蓄運営の基本的な考え方といたしまして①～⑤にございますが、ここは７月の基本

指針にも記載していたとおりでございます。 

 その下のページの中段でございますけれども、本年７月の食糧部会で複数の委員から代

替供給のような場合の対応についてルール化、明文化すべしという御意見をいただきまし

た。これを踏まえまして明文化するべく検討いたしましたところですが、中々具体的に書

くということは難しいと思いましたけれども、次のように記載をさせていただいていると

ころでございます。 

 基本指針の毎年 11 月の変更後、不作以外の災害等、要すれば放射能の汚染であったり火

事だったりテロだったりということだと考えておりますけれども、それによる緊急事態に

より主食用米等の需給の見通し、これは（表３）に沿った「主食用米等供給量」の確保に

支障が生じる場合であって、農林水産大臣が必要と認めるときは、その供給量の減少分を

備蓄米により代替供給できることとするということでございます。 

 また、その下のなお書きに、これは７月の基本指針から変更はございませんけれども、

備蓄運営手法については、棚上備蓄方式による備蓄運営や戸別所得補償制度の実施状況な

ど、今後の米穀の需給をめぐる状況を踏まえつつ、毎年検証を行い、適正かつ効率的な備

蓄運営に向けて、今後とも必要な見直しを行うものとしているところでございます。 

 ２といたしまして、平成 24/25 年の備蓄運営について記載をしてございます。平成 24

年産米の備蓄米の買入数量は８万トンとなったところでございます。備蓄米の年産更新に

つきましては、適正備蓄水準が６月末現在で 100 万トン程度ということを踏まえまして、

保有期間が５年を超えているお米の品質確認を行って、買入数量と同量の８万トンの範囲

内で非主食用に販売することとしているところでございます。 

 表４にございますとおり、以上を踏まえた来年 25 年６月末の備蓄量は 91 万トンと見込

んでいるところでございます。 
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 続きまして「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」ということで

ございますが、この部分につきましては７月の基本指針から変更はございません。 

 後に「第５ 平成 25 年産米における都道府県別の生産数量目標（需要量に関する情報）

に関する事項」でございます。 

 第２の２で御説明をしましたとおり、全国の平成 25/26 年の需要見通しが 791 万トンと

なることを踏まえまして、全国の平成 25 年産米の生産数量目標は 791 万トンと設定いたし

ます。都道府県別の生産数量目標につきましては、従来から全国の生産数量目標を基に各

都道府県ごとの過去６年の需要実績中、一番上と一番下をとった中庸４年分の平均値のシ

ェアで算出することを基本としておりまして、平成 25 年産米につきましても、この方式に

より設定をいたします。 

 各都道府県ごとの需要実績の算出に当たりましては、平成 24 年産米と同様、お米の需給

調整への取組に対する配慮といたしまして、作付面積が生産数量目標、面積換算値を下回

った実績、それから、都道府県間調整による生産数量目標の減少、更には過去政府に売り

渡されて備蓄米となっている数量について、各都道府県の需要実績の算定上、一定の配慮

を行うということでございまして、ここの考え方は昨年と同様でございます。 

 また、東日本大震災に伴う都道府県間調整については、生産数量目標の増加又は減少の

要因とならないよう、各都道府県の需要実績の算定上、一定の配慮を行いますということ

で、この考え方も昨年と同様でございます。 

 以上でございますが、引き続きまして参考統計表について簡単に御説明をさせていただ

きます。 

 ７ページは総務省の家計調査でございますが、１世帯当たりのお米の購入数量のデータ

でございます。今年９月までを追加しているところでございます。23 年 10 月、24 年２月、

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お

り、全体で見れば減少傾向で推移をしているということでございます。 

 ８ページ、前回の部会で御説明をさせていただきました 24 年産米水稲の作付面積及び予

想収穫量、10 月 15 日現在の統計データでございます。 

 ９ページは民間流通における６月末在庫の推移ということでございまして、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。先ほど御紹介させていただきましたとおり、

民間在庫につきましては平成24年６月末の在庫がトータルで180万トンとなっておりまし

て、対前年比で１万トンの減少ということでございます。また、民間在庫の構成を見てい

ただきますと、グラフの一番下の黒い棒の部分、これは生産者のところの在庫であります

が、この在庫が昨年の 47 万トンが 49 万トンと２万トン増加しております。その上の斜線

の棒の部分、農協系統を中心とした出荷業者のところの在庫でございますが、99 万トンが

95 万トン、また、販売段階、卸さんの中心のところでありますけれども、ここの数字が 35

万トンが 36 万トンとなっているところでございます。合計の数字の 180 万トンというのは

過去と比べますと 23 年の 181 万トン、18 年、19 年程度の水準であることがわかります。 
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 10 ページ、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 95 万トン

という状況でございまして、過去の水準と比較いたしますと決して少ないという訳ではな

いということだと考えております。 

 11 ページは政府備蓄米の在庫の状況ということで、24 年６月末現在ということでござい

ます。10 ページでご覧いただきました政府の備蓄米の年産別の内訳でございます。右側の

棒グラフですが、18 年産が８万トン、19 年産 26 万トン、20 年産９万トン、21 年産 15 万

トン、22 年産 18 万トン、23 年産７万トン、24 年産８万トンと見込まれるところでござい

ます。 

 12 ページ以降、各県別の需要実績のデータを掲載させていただいております。これは毎

回付けさせていただいているものでございます。 新のデータも含めて掲載をさせていた

だいております。 

 後 16 ページ、ミニマム・アクセス米の販売状況でございます。 新のデータを掲載さ

せていただいておりますので、こちらもあわせてご覧いただければと思います。 

 続きまして参考資料１「備蓄米・加工用米の確保等について」でございます。前回の食

糧部会で見直しの方向性について御了承いただいたということを踏まえまして、内容には

変更ございませんけれども、文末の表現など若干の字句の修正を行っております。ポイン

トと本体がついておりますが、参考資料として配付をさせていただいているところでござ

います。 

 今後の備蓄米・加工用米の確保等ということでございますけれども、25 年産の生産数量

目標の都道府県への通知の後に、備蓄米の希望数量につきましては都道府県から正式に希

望数量を聴取することとしておりますので、引き続き備蓄米等の確保に向けましては関係

者への周知、理解を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 参考資料２「米をめぐる関係資料」でございます。前回 11 月 14 日の食糧部会にお示し

したものから、直近のデータに更新しておりますので、端折って御説明をさせていただき

たいと思います。 

 １～５ページは変更ございません。 

 ６ページからは、米穀機構が毎月公表しておりますお米の消費動向調査の結果を整理し

たものでございまして、今回、今年 10 月のデータを追加ということでございますが、今月

分から新たに精米の購入先別の数量割合、世帯平均の購入数量、家庭内の月末在庫数量に

ついて公表されておりますので、追加をして掲載をさせていただいております。 

 ７ページ、お米の購入の入手経路の回答割合と購入先別の数量割合を比較いたしますと、

例えばスーパーマーケットにつきましては、入手経路では高い割合、例えば 24 年 10 月で

は 41.3％となっている訳でございますが、購入数量は比較的小さい 8.2キロということで、

購入先別の数量割合が入手経路の回答割合に比べて小さいという傾向が見られるところで

ございます。一方で生産者から直接購入という欄が右から４つ目のところにございますけ

れども、生産者から直接購入する場合には、購入数量が比較的大きい 24 年 10 月では世帯
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平均の購入数量が 19.9 キロということで、入手経路割合に比べまして購入先別の数量割合

が大きいという傾向が見られるところでございます。 

 注をご覧いただければと思いますが、精米購入・入手経路別の購入数量における世帯平

均購入数量につきましては、この注のとおり、当該購入先において精米を購入した世帯の

平均購入数量となっておりますことに御留意をいただければと思います。 

 また、家庭内の月末在庫というものを見ていただきますと、８ページの下のところでご

ざいますが、家庭では出来秋に在庫を増やして、その後、徐々に在庫を減らしていく傾向

が見られ、24 年度は 23 年度に比較すると家庭内の在庫数量をやや減らしている傾向にあ

ることが伺える訳でございます。いずれにいたしましても、このようなデータを私どもも

今後ともよく集めて、分析をしていきたいと考えているところでございます。 

 ９ページ、10 ページは日本フードサービス協会の公表データでございます。今回 10 月

の結果を掲載しております。 

 11～17 ページは変更ございません。 

 18 ページは、農産物検査法に基づく検査によるお米の１等比率の推移を整理したもので

ございます。今回 24 年産の 10 月末のデータを追加しております。24 年産米は 10 月末時

点で 79.1％ということでございまして、19 年、20 年産や 23 年産よりもやや低い水準でご

ざいます。 

 19～23 ページは先ほどの基本指針の中でも御説明した内容でございますので、省略をさ

せていただきます。 

 24 ページは、100 Bq/㎏を超える 23 年産米の特別隔離対策でございます。前回からの変

更点でございますが、２番の対策の内容の参考のところでございます。隔離協会からの生

産者等に対する出荷代金相当額の支払につきましては、11 月 22 日までにほぼ終了してい

るところでございます。今後、福島県なり隔離協会等の関係者と連携をいたしまして、市

町村等での廃棄、処分に向けた調整を行う予定としております。 

 25～32 ページは変更ございません。一部 10 月末のデータに更新をしているところでご

ざいます。 

 33 ページは、24 年産米の都道府県別の生産数量目標につきまして、今回追加をしている

ということでございます。 

 34 ページは、生産数量目標の都道府県間調整の推移につきまして、24 年産のデータ、震

災関連の数量を記載してございます。 

 35 ページは、平成 24 年産米の都道府県別の需給調整の取組状況について今回、追加を

しているところでございます。 

 36 ページから戸別所得補償制度関係の資料がございますが、特に変更はございません。 

 47 ページからは輸出入の資料がございます。特に変更はございません。 
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 55 ページは、平成 24 年度のＳＢＳ米の輸入入札、見積合せの状況につきまして、前回

のこの会議で委員からＳＢＳの価格等のデータについて、資料の要求がございましたので、

今回追加をしております。 

 平成 24 年度のＳＢＳ米の輸入につきましては、年間 10 万トンを予定しております。第

１回の入札が９月 25 日、第２回の入札が 11 月６日に行われまして、例年より高い水準で

全量落札されています。これは国産米価格が高い水準で推移している中で、業務用などに

適した値ごろ感のある国産米の手当てが難しい状況を反映していると見られます。入札の

結果の詳しいものは、その下にあるとおりでございます。 

 56 ページは、棚上備蓄とＳＢＳ輸入の関係ということでございます。これも前回の会議

で委員から要求があったことを踏まえて追加をしているところでございます。ミニマム・

アクセス米につきましては、導入に伴う転作の強化は行わないと平成５年の閣議了解を踏

まえた運用をしてきたところでございます。現行の棚上備蓄の運用におきましては、①で

すが、ＳＢＳ米 10 万トンを上回る政府備蓄米 20 万トンが主食用の外枠で生産可能という

ことであり、かつ、②政府備蓄米は政府が主食用米並みの価格で買い入れるものであると

いうことから、主食用米及び主食用米と遜色のない水準の価格である備蓄米のトータルで

の生産の縮減にはつながっておらず、平成５年の閣議了解の趣旨は確保されていると考え

ているところでございます。 

 57 ページはミニマム・アクセス米の販売状況につきまして、今回 10 月末のデータに更

新ということでございます。 

 58 ページはミニマム・アクセス米の運用に伴います財政負担につきまして掲載しており

まして、基本的に変更はございませんが、23 年度のデータを追加しているところでござい

ます。 

 59～61 ページに変更はございません。 

 62 ページは、お米の輸出国の動向につきまして、国際価格の推移のデータを更新してご

ざいます。 

 63 ページは、我が国におけるコメについてということで、基本、変更はございませんが、

食料自給率について 23 年度のデータを入れております。 

 64～71 ページも前回から変更はございません。 

 72 ページから先物の関係ですが、これは後ほど商品取引グループ長から説明をさせてい

ただきます。 

○天羽農産企画課長 参考資料４「平成 24 年産米の放射性物質検査の進捗状況（11 月 27

日現在）」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 それでは、参考資料４で御説明をさせていただきます。２週間前、14 日

からの変更点で御説明をいたします。 
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 四角の中の２つ目の○、前回県全体の予定数量 1,200 万袋の約７割で 800 万袋というこ

とで御説明したかと思いますが、２週間で 100 万袋の検査が終わりまして、約８割、918

万袋の検査が終了しております。 

 ３つ目の○でございます。前回基準値超過事例は７事例ということで御報告をしたと思

います。11 事例ということになっております。具体的には福島市の後ろ２つ、旧立子山村、

旧下川崎村、三春町旧沢石村、川俣町旧飯坂村で基準値超過事例が出ています。なお、昨

日の夕刻、県で 12 事例目が公表になりまして、いわき市の旧山田村で１袋、基準値超過を

した袋が見つかっております。 

 右下をご覧いただきますと全体で 918 万袋検査をしまして、約 915 万 6,000 袋は 25 Bq/

㎏ベクレル未満ということで、比率は前回と同じく 99.8％は 25 Bq/㎏未満ということで

す。基準値超過は今ほど申し上げました昨日のものも足しまして、53 袋という数字にな

っております。 

 以上でございます。 

○天羽農産企画課長 続きまして、先ほどのお米の先物取引の状況につきまして、商品取

引グループ長から御説明をいたします。 

○得田商品取引グループ長 参考資料２「米をめぐる関係資料」72 ページをお開きお願い

します。前回は資料が大変不備で申し訳ございませんでしたが、米の先物取引の試験上場

の現状について御報告をさせていただきます。 

 「米の先物取引の試験上場の動向①」でございます。価格の推移、試験上場本体につい

ては、昨年８月８日から２年間の予定で始まっておりまして、今のところ１年３カ月余が

経過したところでございます。 

 価格の動向といたしまして、今回この 72 ページに書かせていただいている表でございま

すが、その時々の一番先の取引月、業界用語で期先限月と申しますが、この一番先の取引

月は米の場合は６カ月後とか５カ月後になりますが、その時々における期先限月の終値を

プロットしてございます。11 月 20 日現在の終値を表示しておりますが、関東のコシヒカ

リを受渡の標準品としている東穀、北陸産のコシヒカリを標準品としている関西取、 近

は６カ月後、６カ月先の取引価格としては玄米 60 キロ当たり総じて１万 5,000 円から１万

6,000 円前後でフラットに推移をしているところでございます。 

 引き続きまして、73 ページにお目通し願いたいと思います。取引量について、表で御提

示をさせていただいております。取引量につきましては左側に１日当たりのフローベース

の指標であります出来高、それと右側に月末時点のストックベースである取組高、この２

点をお示ししております。 

 左側の出来高について申し上げますと、例えば１日の朝に買いを１枚入れますと、夕方

にそれを売った場合には合せて２枚と数えるものでございますが、取引所別の内訳につき

ましては、参考の欄に表示をしておりますけれども、去年８月以来で言いますと東穀では

近は１日平均で 100 枚前後という取引の状況、出来高の状況でございます。 
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 一方で、右側の取組高につきましては、例えば１日あるいは１日の朝に買いを１枚入れ

て、夕方にそれを売った場合には夜の時点でポジションはゼロになりますので、そういう

場合はこの取組高には反映をいたしません。契約を保持しているベースというストックベ

ースのものでございますが、現時点では東穀では大体 1,700 枚、１枚当たり６トンで取引

をしておりますので、およそ１万トンという状況でございます。 

 74 ページ、先物取引につきましては、その到達月、年月が来ますと実際に現物の受け渡

しが行われるということでございますが、74 ページの左側にございますように、現物受渡

の量で見ますと、これまでに約 4,000 トンが先物市場を介してマッチングされて物が流れ

ております。その中で特徴的な部分としましては、福島県産のコシヒカリがおよそ 75％、

3,000 トンが福島県産でございました。20％については新潟産ということでございます。

特に福島産につきましては、昨年冬から今年の春にかけて盛んに受け渡しがなされまして、

受け手のほうも出し手のほうも、ぴかぴかの米が来たと言って喜んでいるという話を聞い

てございます。また、新潟産につきましては、今年の夏以降、盛んに受け渡しが行われた

と聞いてございます。 

 後に 74 ページの右側の資料でございます。取引参加者の割合を表に示してございます。

一般に先物取引の参加者というのは、一般投資家、スペキュレーターである投資家の方々、

流通業者や米の生産流通消費に携わる業界の方々、いわゆる当事者の方々と呼んでおりま

すが、割合で見ますと 10～40％が当事者ということでございます。他の商品等を考えてみ

ますとファンドとか外資といったものがいっぱい入っている、取引されている商品であれ

ば、この当業者の比率は通常は数パーセントということでございますので、現状は米の先

物取引について言えば、当業者の比率が高いのかなと思っているところでございます。 

 この他、参考として詳しい資料につきましては、参考資料５の先物取引のシーズンレポ

ートを添付してございますので、御参照いただければ幸いでございます。 

 以上でございます。 

○天羽農産企画課長 この他でございますが、参考資料３といたしましてお米に関するマ

ンスリーレポートをお配りしております。 

 後になりますけれども、前回の会議で委員から、前回の議題でございました備蓄米の

確保についての話に関連をいたしまして、備蓄運営を議論するに当たりましては棚上備蓄

制度への移行の際に財政負担なども踏まえて議論をしておったので、こうしたことにも立

ち戻って考える必要があるのではないかといった趣旨の御指摘がございました。 

 お手元に黒いファイルを置いてございますが、この中の 16 番の資料にお米の備蓄運営の

見直しというタイトルの資料がございます。当時の資料を入れてございます。ホームペー

ジにも掲載をしておりますので、こちらにつきましても御参考にしていただければと存じ

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。 
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 ただいま事務局から、諮問事項及び前回の食糧部会で委員から要請のございました資料

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）及び資料について、どなた

からでも結構ですので御意見、御質問をお願いいたしたいと思います。 

 杉本委員、お願いいたします。 

○杉本委員 需給見通し表の原案の作り方について質問したいと思います。 

 参考資料２の 19 ページで見ますと、今年７月の策定時と今回の案の比較が出ているので

これが見やすいかと思うのですけれども、ポイントといいますか、どう考えるかの時に一

番キーになるのは、恐らく 25 年６月末の民間在庫量をどう考え、その後の 26 年６月末の

在庫量をどう考えるかという、在庫の適正水準についての考え方だと思う訳であります。

通常の物資で考えますと、在庫の適正水準というのは恐らく需要量に対する比率というこ

とで考えていくのではないかと思う訳でございますが、この表を見ますと 25 年６月末の在

庫が 181 万トンから 206 万トンにまで 25 万トン増えています。それに対しまして今回は

25 年産米の生産数量目標と 25/26 年の需要見通しが同量に置かれていると思います。 

 前回といいますか、昨年の基本指針（案）を審議した時、あれは昨年 11 月でしょうか、

その時には 24 年６月末の在庫数量が 189 万トンであったにもかかわらず、需要量から４万

トン引いたところで昨年の場合は生産目標を作ったと記憶しておりますので、そこのとこ

ろの在庫に対する考え方というのは前回と今回で変わったのかどうか。実際問題として、

お米の需給に関しては色んな状況があるかと思います。例えば先ほど御説明がありました

ように、業務用の値ごろ感のある国産米の手当てが難しいというようなこともあるのだと

思います。しかし、これは言わば質と種別間のミスマッチかもしれませんので、そこは全

体需給との関係をどう考えるかということもあるのではないかと思う訳であります。 

 その点についてお伺いしたいと思います。特に今回の生産数量目標について異論がある

訳ではないのですけれども、その点の考え方を明確にしていただけ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。 

 これについて、コメントをお願いします。 

○天羽農産企画課長 今ほど杉本委員からございましたとおり、24 年産米の生産数量目標

について昨年御説明をさせていただいた時には、平成 22 年産米の生産実績 824 万トンに対

し 22/23 の需要実績が 820 万トンと４万トン多いということで、24/25 の需要見通しの 797

万トンから４万トンを引き算して、793 万トンということで生産数量目標を定めたという

ことがございます。 

 まずこの考え方につきまして、これをそのまま今年に当てはめるとどうかということを

申し上げますと、23 年の生産実績が 814 万トン、23/24 の需要実績が 813 万トンというこ

とで、確かに１万トン差がある訳でございますけれども、今回は生産数量目標の 791 の需

要見通しと同数に設定しているということでございます。 

 25 年６月末の民間在庫量、これは昨年の時点では 185 万トンということで見通しておっ

たところであります。今回 26 年６月末の民間在庫量を 206 万トンということで見通してい
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るところでございます。185 万トンという見通しの水準につきましては、結果として 22 年

産米、23 年産米と同様に、端境期の需給がタイト気味になることが想定されるということ

が１点。それから、206 万トンという水準についてでありますけれども、先ほどの過去の

民間在庫量との比較ということで申し上げると、平成 21 年、22 年の６月末在庫の水準と

23 年、24 年の６月末在庫の水準の間であるということ、それから、この 206 万トンという

数字に対しては、これも先ほどの注の中でございましたけれども、本年産米の高温障害に

よる品質状況を注視していかなければならず、今後数万トンは下ぶれする可能性もあると

いうことも考えまして、現在の水準で適当ではないかと考えているところでございます。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかに御質問等ございますでしょうか。冨士委員、お願いいたします。 

○冨士委員 ５点ほど意見、質問も含めて述べたいと思います。 

 １点目は資料２の基本指針の６ページでございます。第５の平成 25 年産米の生産数量

791 万トンについて、昨年より２万トンのマイナスということでありますけれども、この

目標数量についてはやむを得ないと思います。しかし、２万トン減る訳ですので、逆に言

えば２万トン他作物を作っていくことになります。この資料を見ますと麦、大豆の作付が

減っているとか、加工用米が需要に対して足りていないとか、バランスが崩れている作物

がありますので、戦略作物である麦、大豆や加工用米の作付推進を支援するような対策の

強化ということで、来年度予算の確保をお願いしたいというのが１点目でございます。 

 ２点目は５ページの真ん中にあります、他方、不作以外の災害等による緊急事態により

代替供給ができるということが新しく入った訳ですが、私も再三言っていたのは、こうい

うことではなくて、要するに戸別所得補償制度や棚上備蓄になったということで、米が余

ろうが足らなくなろうが、政府はマーケットに対して一切関与しないということですが、

実際、需要が思った以上に減少しているとか、作況の変化があるとか、様々な要因で需給

の変動がある訳です。 

 そういう中で、政府がある程度のバッファーの中で責任を持って需給調整をする、政府

米の買い入れ、売り渡しをするという若干の補正をした方が、消費者、生産者ともに有益

なものとして、米の需給と価格の安定に資するという趣旨のルール化を検討すべきだと言

っていた訳であり、災害の時に代替供給できるということを文章化するということではな

いので、是非そういった趣旨のことをルール化することについて引き続き検討をして欲し

いと思います。 

 ３点目は５ページの２の備蓄運営ですが、24 年産の備蓄米の買入数量は８万トンになっ

た訳ですが、一方、加工用用途への売却については、買入数量と同量の８万トンの範囲内

ということですが、ここにありますように 24 年の備蓄量が 95 万トン、25 年６月の備蓄量

が 91 万トンということで、適正水準とされる 100 万トン程度を下回っている場合でも売却

してしまっていいのでしょうか。 
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 前回も申しましたけれども、５年超える備蓄米は人間の食べ物としては適さないという

ことで、エサ用向けに売却していくことが備蓄の方針としてあった訳ですが、５年を超え

るものでも近頃の保管技術では、食用に十分耐え得るということで加工用米に販売すると

いうことができたと思うのですが、５年を超える政府備蓄米でも、食用に供せる保管技術

の良さがあるとすれば、これは別に 100 万トンを下回っている場合は売却しなくてもいい

のではないかと思います。 

 そういう意味で、適正とされる水準は 100 万トン程度ですから、90 万トンを下回ったら

売却しないとか、一定の水準に至らなければ売却せずに保管するということになるのか、

その辺の備蓄米運営の考え方についてお聞きしたい。 

 ４点目はＳＢＳの 10 万トンと閣議了解の点ですが、これは参考資料２の 56 ページで資

料を出していただいたのですけれども、要はＳＢＳ10 万トンは主食用として販売される訳

ですので、国産米の需要に影響を与えているということであります。それを棚上備蓄米と

して 20 万トン買い入れるという考え方で、閣議了解の趣旨は担保されているということで

すが、閣議了解の趣旨は、いわゆるＳＢＳ、ミニマム・アクセス米が国産の需要にとって

代わることによって、国産の生産、主食用の生産に影響を与えることによる転作強化は行

わないという趣旨で書かれているということでありますが、この備蓄米というのは要する

に転作扱いであります。転作扱いゆえに戸別所得補償制度における米の所得補償交付金の

１万 5,000 円も出ない訳でありますので、ＳＢＳ等の影響を備蓄米で担保しているという

ことは筋が違うのではないかと思います。 

 100 歩譲ってそうだとしても、この２年間、23 年から棚上備蓄に移行して、買入実績は

８万トン、７万トンというのが実績でありますので、10 万トンに達していない。２年間で

５万トン足りないということになります。そういう意味で、備蓄米だとしても実績値が足

りない場合、数字上のつじつまも合わない訳ですが、この点についてもどうするのかとい

うこともお聞きしたいと思います。 

 後５点目は先物取引ですが、取引量とか取引当事者の資料を出していただいてありが

とうございます。いずれにしても来年８月８日で試験上場２年を迎える訳であり、試験上

場後、本上場にするかしないかという判断をされることになると思いますが、今後どのよ

うにこの試験上場の結果を検証するのか。その内容なり検討のプロセスについて、どのよ

うにするのかということが決まっていれば、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した。 

 ５点御質問いただいたと思いますが、御回答をお願いいたします。 

○天羽農産企画課長 冨士委員から御質問、御意見をいただきました。 

 第１点目、生産数量目標が今年と比べて来年産が２万トン減ることについて、例えば麦、

大豆でありますとか、加工用米でありますとか、戦略作物を含めた来年度の予算の確保を

しっかりやれということでございます。 
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 私ども、備蓄米も作っていただきたい、加工用米も作っていただきたいということでお

願いをしております。戦略作物の中でも前回のこの会議の資料でもございましたけれども、

実需者と結びついているものについても、しっかり確保していって欲しいということでご

ざいまして、来年度の予算要求につきましても、所要の額が取れるように頑張っていきた

いということでございます。 

 基本指針の５ページの中段、他方というところでございます。10 万トンぐらいのバッフ

ァーをもって政府が責任を持って需給調整をすべしと、これは従前からずっと冨士委員か

ら御指摘を受けているところでございます。私どもの考え方といたしましては、期中でマ

ーケットから買うということについては、戸別所得補償制度の下、需給調整、生産調整非

実施者に対してメリットが及んで、生産調整に関する不利益感、不平等感が増嵩するとい

うことで、適切でないという考えでございます。 

 備蓄の運営手法について引き続き検討しろということにつきましては、その下のなお書

きにございますとおり、毎年検証を行い、適正かつ効率的な備蓄運営に向けて今後とも必

要な見直しを行うものとしますというふうに、この基本指針でも書かせていただいている

ところでございます。 

 ３点目、備蓄運営の８万トンの売却のところでございます。６月末の備蓄水準が 100 万

トンを下回っても売ってしまうのかということでございます。部内でも議論をいたした点

でありますけれども、備蓄数量を維持しておきたいということは勿論ある訳でありますが、

一方で、備蓄米の年産構成が基本指針の 11 ページにございますけれども、年産更新もでき

るだけやっていかないといけないという考え方の下、この１年間の備蓄運営においては 24

年産で買い入れる数量が８万トンとなったところでありますので、その８万トンの範囲内

で年産更新をしていくという考えでいるところであります。勿論、より 100 万トンに近い

方がいいというのは私どももそういうふうに思っている訳でございますけれども、一方で

年産更新も図っていかねばならないという中での判断ということでございます。 

 参考資料２の 56 ページ、棚上備蓄とＳＢＳの関係についてのところでございますけれど

も、備蓄米はいわゆる転作にカウントされるんだ、１万 5,000 円も出ないんだということ

で筋が違うというお話でございました。 

 私どもの考えでございますけれども、備蓄米についてはこの資料にございますとおり、

主食用米並の価格で買い入れるということが１つございます。それから、主食用米に交付

される１万 5,000 円についてでございますけれども、それに対するものですが、産地によ

っては産地資金を付けるということで工夫をしてやっていただいているところもありまし

て、その単価は産地によってかなり幅があるところでありますけれども、産地資金での対

応ということも１つの要素になり得るのではないかと考えているところでありまして、こ

れは来年度予算要求の中でも検討していきたいと考えているところでございます。 
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○得田商品取引グループ長 先物取引の今後のスケジュール感についてでございますが、

誠に申し訳ありませんけれども、現時点で確としたスケジュール感を頭に描いている訳で

はございませんで、現状はまず状況を注視していくという状況にございます。 

 一方で先物取引の試験上場というのは、期間経過後に自動的に本上場に切り替わるとい

った性質のものではございませんで、当事者である取引所の方から改めて何らかの申請が

必要なものでございます。スケジュール感につきましては商先法等にのっとりまして適切

に対処できますように、まずは取引所などとよくコミュニケーションをとりながら考えて

まいりたいと思っております。 

○今城農産部長 何点か補足をさせていただきます。 

 冨士委員から御意見を頂戴しました。まず第１点のところでございますが、生産数量目

標分が減るので、その逆、要するに麦、大豆とか加工用米の生産拡大に向けてしっかり予

算を確保すべきという御意見を頂戴しております。当然、麦、大豆、加工用米につきまし

ては戦略作物でございますので、その分、水田活用の交付金が対象になりますので、それ

につきましては、しっかり 25 年度予算に向けて要求を拡大して、要するにきちんと増やせ

るだけの予算を要求しておりますので、その実現に向けてしっかり取り組んでいきたいと

考えております。 

 課長の方からも申し上げましたけれども、今回お配りしている参考資料１のタイトルも、

別に備蓄米の確保というだけではなくて備蓄米・加工用米の確保等ということで、必要な

需要に見合った生産になっていない現状をどう考えるかということで、総合的に考えてい

きたいということにしておりますので、その辺りを現場の皆様の御理解を得ながらやって

いきたいと思います。 

 備蓄運営の適正水準をどう考えるのか。100 万トン規模と言いながら実際下回っている。

これも仰るとおりでございまして、私どももなるべく 100 万トンに近づけたい訳でござい

ますが、まず、やっぱりそこの前提に立つのは、しっかりと毎年予定された 20 万トンを買

うということが前提でありまして、そこに 25 年産は全力を傾注していきたいと思います。 

 その中で、先ほど課長から現場によっては、産地資金で備蓄米の取組を支援していると

いうこともありましたが、これも実際 23 年産の生産数量目標を配分申し上げる際に、いろ

いろ激変緩和のようなこともございまして、産地資金で備蓄米相当分を積み増すというこ

とを実際にやっております。そういう流れも踏まえて今回 25 年度概算要求に向けても、備

蓄米の優先枠に応じて 23 年度に配分した産地資金を活用して取り組んでおられることを

踏まえまして、こうした取組の促進を図るため、25 年度概算決定に向けて産地資金の拡充

を検討していくことに取り組んでいきたいと思っております。 

 そういう意味で先ほどのＳＢＳ10 万トンに対して、実際、備蓄米の買入量は 20 万トン

を下回っているし、戸別所得補償の 10a 当たり１万 5,000 円も付いていないのではないか

というお話がございました。これにつきましては、まず平成５年の閣議了解の時に転作と

いう意味合いの時に、その時点で備蓄米の買入相当数量を生産数量目標の外に置くという
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ことは、残念ながら全く想定していなかったものですから、そういう意味で今回、備蓄米

を生産数量目標の外に置いている訳ですので、そこが実質主食用並みの価格と言いながら

助成金の取扱いに差があるという御指摘はごもっともなところもございますので、そうい

う意味で産地資金の拡充ということで対応していくという方向を検討していきたいという

ことを付け加えさせていただきます。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 お答えいただきましたが、よろしいでしょうか。 

 １点確認させていただきたいのですけれども、２つ目の質問で代替供給のやり方につい

て、今回の基本指針の中でこのような文章を入れさせていただいたのですが、これについ

ては、私はこのような形で明確にしておくことが大事なことだと思うのですけれども、そ

の点については、冨士委員としても了解しているということでよろしいでしょうか。先ほ

ど趣旨ではないという御発言がありましたが。 

○冨士委員 これはこれでいいです。ただ、私が言ってきたのは、こういう趣旨ではない

ということです。 

○中嶋部会長 分かりました。これだけ取り出して確認させていただいたのは恐縮だった

のですが、一応確認させていただいた次第です。 

 それでは、尾畑委員、どうぞ。 

○尾畑委員 前回、酒米、すなわち酒造好適米は明らかに食用ではないことから、現状で

は生産数量目標の内数に入っているが、カテゴリーを見直していただくのはいかがでしょ

うかという御質問を差し上げました。 

 それについて、価格の問題があるので、他のものとは別なのであるというお返事をいた

だいたのですけれども、別の観点から続きをお話させていただきたいと思います。 

 そもそも主食用の生産数量目標というのは、需要と供給のバランスをとるための目標数

値と思います。そう考えますと酒米というのは基本的に作る前に組合で「結びつき」とい

う契約、あるいは蔵元と農家の直接契約が交わされて生産されているものでございます。

この結び付きというものがあって生産量が前もってわかる特殊なお米の種類であることか

ら、生産数量目標の数値から外しても何ら問題はないのではないかと考えています。これ

は例えば輸出用のお米が外数になるのと同じことかと思います。 

 前もって契約数が分かっている酒米の扱いにつきまして、内数から外して加工用米なり

の酒造用のお米ということで、別枠で扱っていただくというのはどうでしょうか、という

ことで、改めてのお話させて頂きます。 

 これによって得られる効果としては、１つ目にやる気のある農家の方が非主食用の米づ

くりに励んでいただけるのではないかということ。 

 ２点目としましては、原価が下がることによって競争力が向上して、国産米で仕込んだ

清酒の海外輸出が増えるのではないかということが考えられます。 
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 いずれにしましても、大事なことは誰がどこで何を必要としていて、それが供給されて

いるかということに尽きると思います。こちらの参考資料１の１ページ目に、主食用につ

いて需要に即した生産が確保される、あるいは非主食用米を含めて需要に即した生産を確

保するというのが大事であるということが書いてあります。現在、酒米は生産数量目標の

枠に入っていますが、それを外すことによって少なくともペナルティ、デメリットという

ものが生産者サイドになくなることで、農家の主体的判断によって非主食用のお米の生産

が上がる可能性があり、また、引いては米全体の生産数量アップにもつながるかと思いま

すので、また引き続き御検討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、これに関してよろしくお願いします。 

○松尾水田農業対策室長 酒造好適米だと思いますけれども、今、主食用の内側に入って

おります。他にも例えばもち米とか、これもかなり契約的に作られているところがあるの

ですが、そういった一部の米というのは主食用の中に入っております。 

 他方、先ほど言われた水田活用の交付金も当たる加工用米というカテゴリーがあって、

そういったところに例えば掛け米の一部とかありますけれども、これはもともとそういっ

た仕組みを作った経緯が、非常に価格が主食に比べて安いのですが、やはり需要者がいる

といったものについて、転作だったら対応できるのではないかということで、転作扱いと

してそういった価格は安いのだけれどもということで、加工用米というカテゴリーを昔作

りまして、今は価格が安いということもあって、水田活用の交付金の中で反当たり２万円

ということで措置しているところでございます。 

 そういう意味では、そこの加工用米に新しく食用から持ってきたら、米の値段もある意

味下がっていいのではないかというのがあるのですけれども、中々価格を下げるためにそ

このカテゴリーに移すというのもいかがなものかということがございます。ただ、他方で

主食用、きちんと契約されているものなので、必ずしも中に入れるのはどうかという趣旨

はよく我々も分かるのです。そういう意味ではすぐに入れるというのは中々難しいのです

が、そういった御趣旨といいますか、長期的に、助成金の観点からは難しいのですが、長

期的に考えていく課題かなと思っております。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、廣瀨委員、お願いします。 

○廣瀨委員 ３点ほど申し上げます。 

 １つは民間在庫の 25 年６月末の 206 万トンという数字について、御意見をお伺いしたい

と思うのですが、 近の農家の方々は高品質米といいますか、高値のものの量を増やして

おられるような感じがします。他方、米の需要そのものは、この数字の予測のとおり減っ

てきている訳でして、余りそういうものにシフトし過ぎると、マーケットからは代替の食

べ物、例えば小麦、パンとかそういうところへ移行していく、米の立場からしますとリス

クがある訳でして、この 206 万トンというのは、この注１に下回るおそれがあるという御
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記載がありますけれども、別の見方をすると、逆に 206 万トンを上回るようなこともあり

得るのではないかと思ったりするのですが、その辺りについてどう今の時点で見られてい

るかというのが１つ。 

 ２つ目は去年でしたでしょうか、備蓄の問題につきまして、精米備蓄の実証検証をやる

というお話がありました。緊急時の対応として玄米ではなしで精米ベースでやってみよう

というのが、小規模ながらやられたと思うのですけれども、これについてこの１年間お取

り組みになられての検討結果はどういうことになっているのか、これは御質問です。 

 ３点目は放射性物質の検査について、まだ今の時点でこういうことを言うのは早いと思

うのですけれども、セシウムで 25 Bq/㎏以下ということで対応している訳ですが、本当に

セシウムだけでいいのかという議論が今後出てくるということはないのでしょうか。 

 放射性物質が色々変わっていくということは基本的にないと思うのですけれども、また、

今、別の指標を見なければならないというようなことは、世界の常識ではないと考えてい

いのでしょうか。私も聞いたことはないのですが、ただ、ポルトガルかスペインかどこか

で過去に放射線の問題が起こった時に、セシウムとは違うものが出ているというのを新聞

記事か何かで読んだことがありますので、そういうことを指摘されてくるとまた厄介だな

と思うのですが、その点について現時点で分かっておられる話がありましたらと思います。

その３点です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、これに関してコメントをお願いします。 

○天羽農産企画課長 ただいま廣瀨委員からございましたとおりでございまして、お米の

産地でいわゆる良食味品種の開発に力を入れ、作付なり販売にも力を入れるということで、

従前の評価が比較的低かったところにおいても、良食味品種の生産を増やしていっている

というお話があるのは承知をしているところでございます。 

 そのことが値ごろ感のある外食なり中食用のお米の不足感につながっているのではない

かという声についても承知をしているところでございます。が、結局、産地で作られたお

米が１年かけて消費をされて、その消費量といいますか、需要量に応じて次の年の生産数

量目標を全国で決め、各県に配分をしていくというプロセスが毎年毎年とられていく訳で

あります。この仕組みのメッセージとしては、需要に見合った生産をして、しっかり売っ

ていくということが重要ですよ、という考えに基づいた仕組みになっております。結果、

ある産地のお米が売れないということになると、生産数量目標の方に徐々に反映がされて

くるということだろうと思っております。 

 もう一点、来年６月末の在庫を 206 万トンと見込んでいるけれども、需要が減るような

ことになると在庫量も増えるのではないか、増える方に働くのではないかということでご

ざいます。その辺りにつきましては今の時点で見通すことができませんので、この時点で

はこういう置き方をさせていただいてございます。 
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 精米備蓄の件でございますけれども、24 年産米で 500 トン確保して事業をやっていくと

いうことなのですが、来年１月から本格的に実施をするということで、プロジェクトとし

ては進んでおりますけれども、まだ結果が出るような段階にはなっていないというのが現

状でございます。 

○鈴木穀物課長 放射性物質のセシウム以外のものについてのところでございますけれど

も、昨年、基準値を 100 にするという検討を薬事・食品衛生審議会、放射線審議会のほう

で御議論をいただいた際に、我が国における放射性物質の状況から見て、きちんと摂取量

をコントロールというか、超えたものを流通させないという形で基準を設けなければいけ

ないものとして、セシウムということで設定をされたと認識しておりまして、他のという

のはごく微量に全くないと申し上げることはできないと思うのですけれども、そういう点

では国として基準を設けてきちんと監視をしてという対応をとらなければいけないものと

いうのは、セシウムだけだと伺っています。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、木村委員お願いします。 

○木村委員 木村です。 

 今色々と生産を誘導する色々な措置について話が出てきたりしているのですが、やはり

食べたり使う側から見ると今の状況はどういうふうに見えるかということも、これから先

は十分考えておかないと色々なミスマッチが起きてくる原因もそういうところにあるよう

な気がするのです。 

 まず１つはどこでも言われることですけれども、作況が 102 なのになぜ今年は米が高い

のか。極めて単純で純粋な質問だと思います。集荷が高値だよという話もあり、その分だ

け値上げを何とかしていただかないと物も集まらないということなのですが、実際に値上

げを転嫁するということはかなり厳しい話であって、もし 100 値上げをするとすれば、多

分昨年度の値上げの部分も 50 までいっていないというのが実態だと思います。それで更に

この 102 でどうなんだということになると、全く今のところは値上げに同調していただく

方が中々出てこないということなのです。 

 家庭用もそうですし、外食用も中食用もそうなのですが、外食、中食については前もこ

んなお話をしたかもしれませんけれども、実際に米の使用量を米飯類で若干減らし始めて

きているという話も聞いております。これは中々どこがどうということでなしで、そうい

う話も耳に入ってまいります。 

 米の安いときは、米のメニューをできるだけ外食さんも増やしていこうということをさ

れましたが、逆に現在あるものの中でも米の使用量を若干でも減らしていこうとすると、

米の流通の中でおよそ外食、中食向きで３分の１以上というところにいよいよ差しかかっ

てきている訳なので、これは完全に使用量減イコール消費量減ということになってまいり

ます。消費拡大と言いながら消費が縮小していく。このダウントレンドに更に追い打ちを

かけるということなので、これはいかがなものかということを感じております。 
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 余るというのは、それによって余るから更に生産の方を縮小しようというような動きで

も、万が一でもなると先ほど仰ったように前年、前年トレンドの中に入ってきますから、

減ればまた減らさなければいけないということになってくるのが、果たして消費拡大なり

自給率向上という、どちらにも合致しないという状況を何とかしていかなければいけない

のではないかと思います。 

 御説明の中にもありましたけれども、ＳＢＳ10 万トンも既に２回入札が済んでいる訳で

すが、各回とも３倍以上の応札があるという中で、一部には国産米より高いものが出てき

たねというニュースも出てきておりますが、それでも目いっぱいのものを使用していかざ

るを得ない。従来は国内産ということが暗黙のうちに利用者であり需要者である方もお客

さんとの関係ではあった訳です。国産信仰というのももちろんあったと思いますが、そう

いう中で思い切ってＳＢＳのお米を使っていかざるを得なくなってきている状況というの

は、この 102 で高いねというところの現状と、何かこの間がうまく説明がつかないような

状況に今あります。 

 ですから逆に言えば実需者側からすれば、国内需給の問題とは言いますが、ＳＢＳの枠

を何としても広げて欲しいという要望も流通には多々来るところであります。それがいい

とか悪いということよりも、実際に販売している内容が比較的高価格なものが多くて、外

食の実需が使えるような値ごろ感の米が手に入らないというミスマッチは、何年も経って

いく中ではそこは修正されてくるというふうに先ほど課長も仰っておりましたけれども、

何年も何年もそれを待っているというよりも、今の戸別所得補償で生産調整という言葉が

今はないのかもしれませんが、一応その約束した数量の中で作って 低補償の補助が得ら

れる、助成が得られるということになってきたら、当然高いものを作った方が有利だとい

う話ですね。安いものを作るよりも収入が多くなる訳だから。この形の中でいけば、これ

からもミスマッチは続いていく。 

 自分で単価は安いけれども、数量を作りたいという中で今のマーケットのニーズに応え

たいということよりも、今の面積で、お約束した数量で作るということの方が生産者にし

てみればある意味では楽な話ですね。お金で誘導していくと必ずそういう話に多分なって

くるのだろうと思うのですが、ですから今の戸別所得補償の中での１つのこの現象という

のは限界というか、ミスマッチ状況はよほど強制をしない限りは変わらないのではないか。

そうすると、特に３分の１の外食、中食というのは、これから先は米のメニューを減らし

ていく方向にいかざるを得ない。法令で消費拡大とか自給率向上というのはこちらに置い

といてみたいな状況が発生してくるのは、今の制度の中の制度上のミスマッチがあると思

うので、そこら辺は逆に言えば、生産数量目標で言う毎年８万トンほど減っていくという

トレンド、もしかしたら８万トン減っていない、そのミスマッチが逆に言えば欲しい米が

得られないということになってくる。 

 ですから、きつきつで運営をしていこうとすると、今の状況をずっと続けていくという

ことだなということであれば、ＳＢＳの枠を何とか増やして欲しいという要望はもっと出
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てくるのではないかと思うので、そこら辺は生産サイドだけではなくて実需という需要家

であり消費者であるという立場から、この問題を見て政策を進めていかれたりする時には、

是非、反映させて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。 

 それでは、青山委員、お願いします。 

○青山委員 ３点お聞きしたいと思います。 

 １点は代替供給の件です。基本指針の５ページで冨士委員も仰ったかもしれないのです

けれども、第３の「１ 備蓄運営の基本的な考え方」の⑤で民間在庫が著しく低下すると

いう、著しくというものを数値化できないものか。人によって凄くとり方が違うと思うの

です。 

 上の⑤と他方というところの不作以外の災害時による緊急事態。これは食糧部会を開く

か開かないかの差だと思うのですけれども、著しく低下する場合の目途というものと、大

臣が決めて放出するという場合の不作以外の災害等による緊急事態というものを、もう少

し具体的な事例というか両者における差をはっきりしていただきたいなというところが１

点です。 

 ２点目は、備蓄米、加工米の生産を、ポイントでもっと作ってくださいというページな

のですけれども、これ自体には何の異論もないのですが、米をめぐる関係資料の 67 ページ、

68 ページを見た時に、24 年に関して米粉が減っていますね。飼料米も増えていません。天

井なのかなと思ったのです。これ以上増えないのかなと。天井なのかどうか、どう見てい

らっしゃるのか聞きたいのが１点です。 

 もし天井だとしたら、前々回に冨士さんが仰ったと記憶していますが、非主食用米の運

用をも一緒にしたらどうかと私も思うのです。飼料米だとか米粉用米だとか加工米とか備

蓄米というのは、その年その年のいろんな要因によって変動があるものですから、一緒に

して非食用米の中で配分していく方がいいのではないかと思うのです。そうすれば過不足

もないし、安定するのではないかと思うのですが、それに関して検討ができるものかでき

ないものかというのを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。 

 それでは、今のお二方からの御質問、御意見に対して御回答お願いします。 

○今城農産部長 木村委員からお話をいただきました。戸別所得補償制度の中で、生産者

の皆さんが手取りの高いお米をお作りになる傾向が強くなっているのではないか。そうい

う中で需給運営がどちらかというときつきつになって、その中でミスマッチが起こって、

結果、消費の減少につながっているのではないかという御指摘だったと思います。そうい

う側面と申しますか、これは戸別所得補償という制度だからとか、多分そういうことでは

なくて生産者の皆さんというのは当然良いものを作って食べていただいて、手取りを増や

したいというのは皆さん共通の取組であり、お気持ちだと思います。 
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 さはさりながら、仰るとおり一方で全体の３分の１になろうかとするいわゆる中食、外

食という値ごろ感のある、ある意味規格が統一的な、ある程度ロットが揃ったものを安定

的に供給して欲しいという分野があるところも御指摘のとおりでございます。 

 従いまして、先ほど課長も申し上げましたけれども、生産数量目標の今の考え方という

ものが、確かに減少に沿ってその分縮めていると言われれば、そのとおりかもしれないの

ですが、一方でやはり産地がどういう戦略で販売をするのか、また、販売をするためには

どういうものを植えて、どういうところを目がけて作っていくのかというのは、１つはや

はり産地の戦略だと思うのです。 

 その結果、私ども６月末でこれは全国の在庫だけを測っているのではなくて、各地の在

庫を測っていて、そこでうまく販売がいったところについては生産数量目標の割当が増え

るという仕組みでございまして、そこでなるべく生産する数量を稼ぐんだという戦略をと

られるのか、それとも数量は多少目をつぶって高いものを作るのか、それは正にどういう

産地の方々が、どういう戦略でいくのかというところに掛かっており、そういう意味で

近、これは木村委員に釈迦に説法かもしれませんけれども、実需者なり流通業者の方と播

種前、収穫前に契約を結んで、産地が取り組んでおられるという取組がかなり広がってき

ていると聞いております。そういう中でこれは解決されていく問題であって、多分、戸別

所得補償制度をとっているからとか、そういう問題ではないような気がしており、そうい

う意味では今、進められている契約栽培的な動き、これが加速化されていくことで解決さ

れるのではないかと思うところでございます。 

 それから、きつきつの運営というお言葉があったので申し上げますと、これは昨年秋の

生産数量目標の時も申し上げたと思うのですが、私ども需給見通しを作る時に実は回転備

蓄の時代には政府米の在庫水準をどう置くかということである意味需給見通しを立ててき

た、ずっとそうやってきた訳でございます。これが 23 年産から棚上備蓄に変わりまして、

要するに政府の在庫水準というのは需給から切り離して、それはそれで正に需給の外に置

いておいて、それで６月末の民間在庫水準を見ながら需給見通しを立てるというのに急遽

というか、初めて切り替わった訳でございます。 

 その１年目が実は昨年秋だった訳でございますけれども、その時に私どもがよすがにし

たのは、今までの６月末の在庫水準がどれぐらいで、どういう需給の感覚だったかという

ことしか実はなかった訳でありまして、冒頭の杉本委員の御発言にもつながる訳ですけれ

ども、その時に過去の水準から見て 180 万トン台であれば、さほど不足もしない、余りも

しない、そういう水準なのかなと思っていた訳でございます。しかしながら、実際昨年秋、

今年の秋と、端境期も皆さんが感じておられたのは、多少タイト感があったということだ

と思います。 

 そういう意味で、今回は少し 180 万トン台よりは上目の６月末在庫水準になる訳でござ

いますけれども、さほどそれで何か過剰感があるという水準でもないのかなということで、

取り組んでいってはいかがか。こういうふうに需給フレームを置いている訳でございまし
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て、そういう意味で民間在庫の６月末の適正水準が幾らかという絶対数字又は需要量に対

する比率というものが、正直申し上げて今確たるものがある訳ではありません。ただ、経

験値から言って 180 万トンでは少し端境期にタイト感があったのかなということに基づい

て、この需給見通しでいかがかということではないかと考えております。 

 青山委員から代替供給のお話と、不作時の放出の時のいわゆる著しく民間在庫が低下す

る水準、これをもう少しはっきりした方がいいのではないかという御指摘でございました。

これも今、正に少し申し上げたところでありまして、民間在庫が著しく低下するというの

をかちっと何万トンであれば幾ら放出するというものを、私どもは経験則でしか持ち合わ

せていない。要するに 近であれば平成５年と平成 15 年でございますが、平成 15 年を例

にとりますと作況指数 90 で、従って、大体 100 万トン供給が足らないということが分かり

ますので、政府米が確かあの時約 160 万トン備蓄がありましたけれども、100 万トンぐら

い放出したということであります。 

 そういう意味で、いわゆる不作時の放出というのは非常に大きな数量になる可能性があ

り、出来秋にどれぐらいの不作になるのかというのを見極めた上で、この需給フレームを

どうするのかという議論をしながら、この食糧部会で放出のタイミングですとか、そうい

うものを決めていただくという趣旨で、この基本指針の５ページの第３の１の前半部分と

申しますか、民間在庫が著しく低下するなどの米不足事態に備えるという仕掛けでござい

ます。 

 一方、「他方」のところは生産量とかそういうものがある程度確定して、それで基本指

針の、正に今、御議論賜っておりますこういう需給見通しの確定した後に、何らかのアク

シデントで倉庫に入っている米がなくなるとか、燃えてしまったとか、使えなくなったと

いう時にどのように対応するかということについては、この需給見通しの中で需給フレー

ムをある程度お示しして、御議論して決めていただいている訳でございます。そこから供

給量が一定減少した場合には、それに見合う量は決められたフレームの中で対応するとい

うことですので、これはこういう食糧部会にも御相談せずに、ある程度急いで対応する必

要がある場合が想定されますので、「農林水産大臣が認めるときは」という形で書き分け

させていただいているということでございます。 

 もう一度繰り返しになりますが、不作時は大きな数量になることが想定されますので、

食糧部会で需給フレームそのものから御議論賜るということになると思いますし、「他方」

のところは、一度需給フレームができた後で起こったアクシデントの緊急措置ということ

で書き分けさせていただいているということで御理解いただければと思います。 

 従いまして、「著しく」を幾らという数字自体を事前に決めるというのは非常に難しい

と思いますので、その時の不作の状態をよく御議論賜りながら決めていく、対応を決めて

いくということになるのだと思います。 

 次に、備蓄米、加工用米、その他のいわゆる転作扱いのお米を一定程度まとめて、それ

をそれぞれの用途に誰かが供給していくのがいいのではないか。非常に仰ることはよく分
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かりますし、我々もかつての食管制度の中であれば、多分そういう機能を政府がやること

もできたのだと思いますが、要するに今の制度は国は不作時の備蓄を持つんだということ

で、そういう色んな需給に細々とした調整機能を持つということとは、ある程度切り離し

て政府の役割というのが食糧法の中で決められている訳でありまして、従いまして、そこ

はそういう選択肢というのはあるとは思うのですけれども、今の食糧法なりの枠組みの中

で、基本的に市場は自由に流通していただいて、民間同士の取引を基本に考えるという中

では、誰かが全部取りまとめて違う価格のものをそれぞれに埋めていくというのは、今の

仕組みの中では一朝一夕にはできない難しいことかなと感じます。 

 あと、御質問にありました米粉用米、飼料用米が頭打ちと申しますが、少し減っている

というのもありますが、これはそれぞれの事情がありまして、米粉用米については要する

に在庫にある程度余裕があるというか、はっきり申し上げるとちょっとだぶつきがあった

ので、仕組的にきちんと需要が決まってから生産計画を立てることになっておりますので、

その関係で少し米粉用米は残念ながら減少になっているという状況であります。 

 飼料用米も非常に伸びてきた訳でありますけれども、一方で水田全体の中でどれだけ米

が植わっているかという面積自体は、実はそんなに増えていないという実情があります。

その中で本当は不作付地というところが二十数万ヘクタールある訳でございまして、そう

いうところに植えていっていただければということはあるのですけれども、中々現実問題

としてそこに新たに何も植わっていない、ある程度放置されている水田にすぐに植えて拡

大していくことに事実上、今は難しい状態になっていますので、それはそれできちんと対

応していかなければいけないと思います。そういう形で頭打ちになっているというのがこ

の２つの実情かなというところでございます。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、村松委員、お願いします。 

○村松委員 米穀の需給の見通しですが、需要実績のトレンドから算出するとこの数字に

なるということ、これはやむを得ない数字なのかなという気もしますが、その一方で主食

であるお米の良さをもっとアピールする必要性があると思います。 

 前回も申し上げましたが、総務省の家計調査で１世帯当たりのお米の消費量がパンより

も少なくなりました。パンに追い越されてしまいました。でもパンが増えた訳ではなくて、

お米の消費量が減ってしまった訳で、お米の消費拡大のために様々な取組をする必要があ

ると思います。そのための予算がどうなっているのかを伺いたいと思っています。 

 このままお米の消費が下がり続けると、生産量も下がり続けてしまい、自給率も下がっ

てしまうことが懸念されます。そうしますと世界的な規模で異常気象が起こっている今の

時代、大きな災害あるいは不作などが起こった場合に、この在庫で賄えるのか。食料自給

率が下がっている中で大丈夫なのかという不安があります。そのためにもお米の消費拡大

をどのようにして図っていくか、その対策とそれに見合う予算を付けて欲しいと思います。 
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 それから、福島の農業の応援団の１人として１つ御報告申し上げますが、先日、都内の

スーパーマーケットで、福島県の佐藤雄平知事自らが消費者に向かって福島県のお米の取

組を説明しました。国の基準を超える数値の放射性物質が検出されたお米は出荷していな

いということ、そして、全部のお米の袋を検査しているということ。更にお米を含む農産

物の検査もしっかりしていて、それらの情報はホームページで皆様に公開しているという

取り組みをしていることで、市場に出ている物は安全であると伝えました。 

 そうしましたところ、大勢の消費者の方たち、小さいお子さんを連れた御家族もいらっ

しゃいましたが、福島のお米はほぼ完売しました。そのスーパーでは 19 日から 25 日まで

の７日間、100 店舗で福島のお米を並べて、そして対面販売、消費者の方に福島の取組を

顔と顔を合わせて説明するという販売方法をとりましたが、ほぼ完売したそうです。昨年

よりも少し高めの値段設定ではありましたが、そうした取組を行うということがお米の消

費拡大を図る上でも、また、日本の一大農業生産県である福島を立ち直らせるためにも必

要なのではないかと思います。 

 ホームページでこうしてお米の情報をいろいろ流していますけれども、ホームページを

ご覧になれない方たちもいらっしゃいます。そういう方たちに対して、この国のお米の政

策をもっと身近なものとして捉えてもらえるような取組をしていただきたい。そして、そ

のための予算の措置をして欲しいと思っています。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、森委員お願いします。 

○森委員 ２点、意見があります。 

 まず、基本指針の１ページの第１のところにあります、先ほどから他の委員からも話題

になっているところなのですけれども、７行目に主食用米の需要拡大、その後に米粉用米

と飼料用米等の生産・利用の拡大に取り組みますという方針が出されていますね。主食用

米の需要拡大について、私が委員になってからこの時期を迎えるのがこれで３回目になり

ますが、米をめぐる関係資料の２には、いつも「めざましごはん」のキャンペーンが出て

います。 

 確かに数字的には、それによって朝食の欠食が少なくなったのですけれども、朝食の欠

食だけにいつもこだわっているのは、バランスが悪いように感じます。例えば木村委員は

外食産業のニーズとのミスマッチの話をされていましたが、北海道のお米の品種では、き

ららやななつぼしが外食の需要も大きいと伺っています。一方、皆さん御存知かと思いま

すが、ゆめぴりかという特Ａがついた良食味米がありまして、例えば北海道のスーパーに

行くと、価格が高く、良食味米を中心に品揃えし、売られているのですが、自分でごはん

を作ってきた主婦の実感としまして、例えばカレーの時だったらきららがいいとか、外食

で使われているようなお米が美味しかったりするのに、そういうふうに家庭内における用

途別のような販売がされていません。高いお米を中心に売るようになっていることによっ

て、一般的な消費者は選択肢が少なくなってしまうのではないか。あるいは良食味米のこ
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とばかり耳に入ってきて、他のお米が美味しくないように感じてしまっているのではない

か、その辺を違うアプローチをすることによって新たな消費拡大ができるのではないかと

思うので、御検討いただきたいと思います。 

 もう一点なのですけれども、同じ１ページの７行目にあります米粉用米や飼料用米等の

生産・利用の拡大に取り組みますということですが、米粉用米は供給オーバーな状態にな

っている訳ですから、正確には、米粉用米は利用拡大なのです。飼料用米は生産も拡大し

なければいけないのでしょうけれども、その辺は同列に書かないで、言葉遣いを変えた方

がいいのではないかと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、冨士委員、お願いいたします。 

○冨士委員 ２点ありますが、１点目は米の価格水準の捉え方について、価格が高いとか、

高価格米とか低価格米の需要とか言われますけれども、例えばコンビニで売られているお

にぎりが 100 円とすれば、米の原料代というのは 20 円程度で、残りの 80 円程度の８割が

人件費、流通経費というのが実態な訳です。家庭で食べているごはんのお茶碗１杯は 25

円程度、１日３杯食べても 75 円程度であり、昨今の携帯電話の通話料金などの通信費と比

べれば、米の価格は割安感があると思います。 

 それから、私が社会人になってから 35 年経ちますけれども、米価の水準は当時よりも安

いぐらいです。玄米でいえば 35 年間超安定しているというか、価格水準はそれを 30 年前

より下回っている水準になっているということです。先ほどから消費拡大についても言わ

れていますが、米の値段が半分になったとしても、おにぎりでみれば米の原料費 20 円が

10 円程度になり、おにぎりの価格が 90 円になるだけです。ですから、そういう誤解を解

くという意味も含めて、政府広報としても、米の価格の正しい捉え方について分かりやす

い資料を出して、流通経費等を圧縮していくことの方が大事なのだとか、ということにつ

いて、消費者に分かりやすく情報を提示していくことが大事だと思います。 

 ２点目はこれも前から言っておりますけれども、６月末の民間在庫 180 万トンについて、

今城部長は感覚として丁度いいのではないかと言っていましたが、足りるのか足りないの

かということは、要は端境期の３カ月間です。６月以降、７月、８月、９月と新米が出て

くるまでの間、例えば月間需要量を少なくとも 60 万トンと見積もったとしても、３カ月で

180 万トンです。そうすると７月、８月、９月という３カ月間で民間在庫の 180 万はなく

なってしまう訳です。あとバッファーとして何があるかと言えば、８月に出てくる超早場

米とか、９月に一部早場米が出回ることで、それらがバッファーになっている訳です。７

月から８月にかけて、だんだん早場米が市場に出回ります。だから、新米の作柄がどうな

るかということが端境期における価格形成に影響を与え、９月から新米が本格的に出てき

た時にも、新米の作柄がずっと尾を引いて影響を与えるという事態は当たり前に想定され

る訳です。 
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 ６月末民間在庫の水準が 180 万トンでいいとか悪いとか、どういう水準が適正なのかと

いうことを検証する意味でも、７月、８月、９月という３カ月間の米の需要量がどのぐら

いあるか。その間に出回る新米の生産量はどの程度あるのか、ということを補足データと

してきちんと提示することが分かりやすい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。 

 ほぼ予定の時間が来てしまったのですが、本日まだ御発言いただけていない委員の方で、

何かコメント等ありましたら承りますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、今、３人の委員からいただいた質問、意見に対してお答えいただきたいと思

います。 

○鈴木穀物課長 米の消費拡大について御説明をいたします。 

 委員から御紹介もありましたように、現在、主食用米の消費拡大の関係につきましては、

朝食欠食改善「めざましごはん」キャンペーン、それから、米飯学校給食の拡大というこ

とで拡大手法の検討とか、増やしていただいた純増分について政府備蓄米の無償交付とい

った取組をしてきました。24 年度で予算額としては１億 5,900 万円を使っております。 

 また、色々そういう点で米の消費拡大の方策について、今ほども幾つも御提案を頂戴し

たと理解をしておりまして、更に良い取組方法については我々としても検討して、実施で

きるものについて取り入れることを考えていきたいと考えております。 

○今城農産部長 それから、森委員からも米粉用米と飼料用米で、米粉用米は要するに需

要拡大が必要であり、飼料用米は生産拡大、まさに仰るとおりでございますので、そうい

うことに気を付けて私どもも資料を作ったり、広報にする時に気を付けてまいりたいと思

います。 

 冨士委員の御指摘、米の価格の捉え方を政府広報でも分かりやすくという、そういう身

近なことを捉えながらきちんとお話していくということには、気を付けていきたいと思い

ます。 

 後の在庫のお話でございます。これは前回も申し上げたのですけれども、参考資料３

で「米に関するマンスリーレポート（平成 24 年 11 月９日公表）」というものがございま

して、この中で９ページと 10 ページに民間在庫の推移で出荷段階、販売段階、これは農家

段階の農家在庫は年１回しか調べていないのでないのですが、出荷段階、販売段階は今ま

でも毎月出してきております。 

 特に御注目いただきたいのは、前回も御説明したと思いますが、出荷段階のところの水

準で、今まで新米と古米の移り変わりの時にそれらを一本でお示ししていたので分かりに

くかったので、この月から１年古米と新米を別々に書くようにしています。その中で 新

の９月末のところの縦を比べていただくと、一番下の直近のところは１年古米 17 万トン、

昨年は 14 万トンとそんなに変わらない水準なのですが、要するに非常に需給がだぶついて

いたと申しますか、緩かった 22 年９月には、１年古米が 51 万トンあったということで、

冨士委員が仰るとおり６月以降の在庫も見なければいけないということで、こういうとこ
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ろをしっかりとお示ししながら考えていく、あるいは御参考いただくということかなと考

えております。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、たくさん本日は御意見をいただいたと思っております。私が要約するのも恐

縮ですが、結局のところ、消費が減少しているというところが一番の問題です。それは主

食用米、非主食用米含めてそういう状態が起こっていることなのですが、それについて消

費者に対してどのようにアピールをし、需要を喚起していくかという問題もございますけ

れども、今日いただいた意見の中ではそれだけではない、例えばマーケットをどのように

運営していくかということも含めた何か色々な改善策を考えていかなければいけないので

はないか。そういったことをまた政策運営の中に反映させていく必要があるのではないか

という御指摘だったと思っております。 

 ただ、そういった中長期的なものも含めて様々な検討課題があったということでしたが、

事務局においてはこの後また検討を続けていただくということにいたしまして、本部会と

しては本日、農林水産大臣から諮問のあった「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指

針（案）」の内容については、適当と認めてよいと考えておりますが、その旨、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す。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、決議いたします。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、御確認いただきたいと思います。 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。 

 それでは、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

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。 

 

（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 特にございません。 
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○中嶋部会長 それでは、時間を超過してしまいましたが、本日予定の議事につきまして

は全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けれども、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。本日は活発な御議論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 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、佐藤生産局長よりごあいさつをお願いします。 

○佐藤生産局長 本日は長時間にわたりまして、先生各位本当にありがとうございました。 

 今日の主題でございます米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針につきまして、適

当と認める旨の御答申を賜りまして、御礼申し上げる次第でございます。 

 本日長時間にわたりまして米の生産、そして消費にわたるまで各般の御意見を賜ったと

ころでございます。色々と担当課長、担当部長からもお答えさせていただいておりますが、

やはり先生方一人一人の御意見は非常に傾聴に値すべきものがあると考えておりまして、

今後これにつきましては、できるだけ施策に反映していきたいと考えているところでござ

います。 

 重ねて、本日の精力的な御議論に御礼申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていた

だきます。本当に今日は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 
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