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開     会 

 

○梅下農産企画課課長補佐 定刻となりましたので、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。 

 初めに、新たに食糧部会委員に就任いただいております方を御紹介させていただきます。 

 まず、食料・農業・農村政策審議会委員につきましては、７月５日に改選が行われ、食

料・農業・農村政策審議会の生源寺会長から、再任されました中嶋委員とともに、新しく

２名の方が食糧部会委員に指名されております。 

 まず、福岡大学経済学部非常勤講師の藤井千佐子委員です。 

 秩父市農業委員の横田友委員です。 

 また、臨時委員として新たに２名の方に就任いただいております。 

 まず、平成22年11月からお務めいただいておりました杉本様の後任としまして、早稲田

大学公共経営大学院教授でいらっしゃいます津田廣喜委員です。 

 同じく臨時委員としまして、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

りました永井様の後任としまして、有限会社グリーン代表取締役でいらっしゃいます平石

博委員です。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 また、本日の委員の皆様の出席状況でございますが、大枝委員、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、稲津農林水産大臣政務官よりごあいさつをお願いします。 

 

農林水産大臣政務官あいさつ 

 

○稲津農林水産大臣政務官 農林水産大臣政務官の稲津久でございます。 

 「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、一言ごあいさつを申

し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、本日御出席をいただきまして、心より

厚く御礼申し上げる次第でございます。 

 さて、現在の農林水産業、農山漁村を取り巻く状況を見ますと、農業生産額の減少、ま

た担い手の高齢化などの課題が山積している一方で、優良な農地や安全・安心かつ高品質

な農林水産物を生産する技術、多様性に富む農林水産物が形成する豊かな食文化など、農

林水産業は潜在的に大きな可能性を有していると認識しているところでございます。 
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 このため、先般６月14日に策定をいたしました「日本再興戦略」に基づき、世界に冠た

る高品質な農林水産物・食品を生み出す豊かな農山漁村社会の実現が図られるよう、担い

手への農地の集積、耕作放棄地の発生の防止・解消等による競争力の強化、６次産業化の

推進、日本の強みを生かした農林水産物・食品の輸出や食文化・食産業のグローバル展開、

さらには新技術による農林水産物の高機能化等の取組を推進し、「攻めの農林水産業」の

展開を図ってまいる所存でございます。 

 さて、今回の食糧部会におきましては、昨年の７月から本年６月までの１年間の需要実

績や、本年７月から来年６月までの需要の見通しなどを内容といたします「米穀の需給及

び価格の安定に関する基本指針」について諮問をさせていただき、本日の御答申をお願い

いたすところでございます。 

 食糧部会の委員の皆様の様々なお立場から、忌憚のない御意見を、また活発な御議論を

お願いさせていただき、私からのあいさつとさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○梅下農産企画課課長補佐 ありがとうございました。 

 なお、稲津政務官におかれましては、次の公務のため、ここで退席されます。 

 

（稲津農林水産大臣政務官退室） 

 

○梅下農産企画課課長補佐 さてここで、食料・農業・農村政策審議会委員の改選に伴い

ます、部会長の選任をお願いしたいと思います。 

 部会長の選任につきましては、食料・農業・農村政策審議会令第６条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となっております。なお、部会に属すべき委員に

つきましては、先ほど御紹介申し上げました、食料・農業・農村政策審議会の生源寺会長

から、中嶋委員、藤井委員、横田委員の３名の方が指名されております。したがいまして、

３名の委員の皆様の中で部会長を互選していただく必要がございます。 

 これにつきまして、横田委員、御発言ございますでしょうか。 

○横田委員 これまでも部会長を務めております、農政全般に幅広い見識をお持ちでいら

っしゃいます中嶋委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○梅下農産企画課課長補佐 ただいま横田委員から、中嶋委員を部会長に推薦する旨の御

発言がございましたが、藤井委員、いかがでしょうか。 

○藤井委員 私も中嶋委員にお願いしたいと思います。 

○梅下農産企画課課長補佐 今、お二人の委員から御推薦がございますが、中嶋委員、い

かがでしょうか。 

○中嶋委員 皆様の御推薦ということでございますので、引き受けさせていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○梅下農産企画課課長補佐 それでは、食糧部会の部会長には、中嶋委員が選任されまし
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たので、お手数ですが中嶋委員、部会長席に御移動願います。 

（中嶋委員、部会長席に移動） 

○梅下農産企画課課長補佐 ここで、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。 

 中嶋部会長、よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 ただいま選任されました中嶋でございます。前期に引き続いて部会長を務

めさせていただきます。 

 前期を振り返りますと、東日本大震災があり、制度の幾つかの改革があり、安定という

面からすると懸念する事項が幾つかございました。ただ、関係各位の御努力により、国民

の皆様に安定した食料の供給という面では、機能を果たしていたのではないかと思ってお

ります。 

 ただ、今期に同じようなことはないと信じておりますけれども、やはり安定した食料の

供給を目指さなければいけないので、そのようなことができますように、この部会でも議

論してまいりたいと思います。 

 皆様の御協力をいただきまして、務めさせていただきたいと思います。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。 

 議事の前に、配付資料の確認をさせていただきます。 

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

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

定に関する基本指針（案）」、「参考資料１ 米をめぐる関係資料」、「参考資料２ 米

に関するマンスリーレポート（平成25年７月５日公表）」、「参考資料３ 米国における

遺伝子組換え小麦の自生事案について」、「参考資料４－１ 大阪堂島商品取引所の米の

試験上場の延長申請について」、「参考資料４－２ 米先物取引の試験上場の状況」、「参

考資料４－３ コメ先物取引の試験上場に関する検証報告書（大阪堂島商品取引所公表資

料（平成25年６月28日））」をお配りさせていただいております。 

 資料の不足などございましたら、事務局にお申し出いただきますようお願い申し上げま

す。 

 この後の議事進行につきましては、中嶋部会長にお願いしたいと思います。 

 部会長、よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 議事に入ります前に、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。 

 部会長代理に関しましては、食料・農業・農村政策審議会委員でもいらっしゃいます藤

井委員を指名いたしたいと存じますが、皆様よろしいでしょうか。 
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（「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、藤井委員よろしくお願いいたします。 

 

議     事 

 

○中嶋部会長 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。 

 本日は議事１として「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、米の基本指

針（案）が適当であるかどうか決議したいと思います。 

 その後、議事２の「その他」として「米国における遺伝子組換え小麦の自生事案」及び

「コメ先物取引関係」について報告を受けたいと思います。 

 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、17時前までには終了する予定で進めたいと思いますが、このような取り進

め方でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

（１）米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定について 

 

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

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

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、諮問の説明をお

願いいたします。 

○松尾農産企画課長 農産企画課長の松尾でございます。 

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

読み上げさせていただきます。 

 

25生産第1409号 

平成25年７月26日 
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 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。 

 

 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）」について御

説明させていただきます。Ａ４縦の資料２の基本指針でございます。 

 まず、おめくりいただいて最初に目次がありまして、その次のところからが本文でござ

います。 

 まず第１に「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」ということで、その考え方

を書いておるわけでございます。 

 これは、３月の基本指針あるいは昨年の基本指針と変わっておりませんけれども、米穀

の需給及び価格の安定を図るために、米穀の需給の適確な見通しを作成し、ということで

書いております。 

 次のところには、国の行う備蓄についての考え方を書いておるわけでございます。 

 第２のところからが、今回の諮問の主な内容になります需給の見通しに関する事項でご

ざいます。 

 一番最初に「平成24/25年の需要実績」ということで、平成24年の７月から平成25年の６

月までの１年間の需要実績について書いております。 

 まず、今回の需要実績の対象期間、対象米穀ということにつきましては、先ほど申しま

した前年の７月から当年の６月の１年間、対象になるものは、主に主食用となっておりま

す。加工用等々のところは除いた主食用の需給でございます。 

 「（２）算出方法」でございます。 

 算出方法につきましては、下の四角の囲いにありますように「需要実績＝①－②」とい

うことにしております。 

 ①と申しますのは、平成24/25年の主食用等の供給量ということで、農林水産省の統計部

の方で統計によりきちんと生産量を把握しておりますので、こういったものを使って供給

量を計算するということでございます。 

 その供給量があって、そのうちの在庫の増減。在庫が増えた場合は、供給量よりもその

分を引いたところで需要を見るということでございます。ということで、②が在庫の変動
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状況。これは、今年の平成25年６月末在庫量から昨年の24年６月末在庫量を引いたもの。

これを供給量から引いて需要を見ることにしております。 

 右側の（３）が、具体的な数字の作り方でございます。 

 まず図１、供給量のところでございます。 

 点々の四角で囲ってあるのですけれども、①の算出方法ということで、24年産の主食用

米の生産量が821万トンでした。 

 それから、この期間に備蓄米の代替供給ということで、注２で書いておりますけれども、

４万トンございました。これらを足して825万トンの供給をこの１年間でやってきておりま

すということでございます。 

 その中で次は、在庫の増減を引くというところでございます。下の点々の四角の②のと

ころでございます。 

 まず、今年の在庫量というのは226万トン、昨年の在庫量は180万トン。この結果46万ト

ンの在庫の増になっております。 

 ということで、「①－②」で、先ほどの825万トンという供給量からこの46万トンを引い

て、右側の需要実績779万トンというのが、結局この１年間の需要というものになっており

ます。 

 ３ページ目の２、次の平成25/26年の需要見通しでございます。 

 実績と異なりましてこのところからは、推計ということで推計値を書いております。 

 これまでどのような推計方法をとってきたかというのが、図２でございます。 

 こういった生産数量につきまして、平成16年からこういったやり方をやってきておるの

ですけれども、平成８年、９年ぐらいからの需要実績を使いまして、一次回帰式でずっと

追ってみまして、１年先の見通しを直線上で推計するという方式でございます。 

 こういったやり方で申しますと、グラフの赤い線の中で、一番右側の25/26年に○を打っ

ておりますけれども、こういったところを推計すると、786万トンになります。 

 こういったことで、平成25/26年の需要見通しを786万トンと置いているわけでございま

す。 

 右側の４ページでございます。 

 今年の６月末在庫がおおむね実績として分かりました。需要の見通しが推計ではござい

ますけれども、一定程度ございます。生産数量につきましても、昨年11月に御議論いただ

いて、一定の数量目標というものがございますということで、次の１年間の需給について

見通しを作っております。 

 表３のところでございますけれども、先ほど申しましたように平成25年６月末の在庫は

226万トン。今、まだ作付途上ではございますが、生産数量の目標を作っておりまして、791

万トン。足して1017万トンが、これから１年間の供給量ということでございます。 

 それから、需要量ということで先ほど左側のところにございました推計値をもとにした

ものとして、786万トン。これを引きますと、来年の６月末在庫として231万トンというこ
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とが見通せるわけでございます。 

 おおむね以上のようなところで１年間の見通しを作っております。 

 ちなみに参考としまして８ページを見ていただくと、先ほど申しました226万トンという

ことで、今年の６月の在庫量を書いてありますけれども、昨年の６月が180万トン、その前

が181万トン、その前が216万トンということで、今年の在庫量と過去との比較が見られる

ようになっております。 

 続きまして、需給見通しの後に、「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」を５ページ目から書いておるところでございます。 

 第３のところで「１ 備蓄運営の基本的な考え方」ということで、これも前回、あるい

は昨年から変えていないのですけれども、基本的な考え方ということで国が行う備蓄につ

きましては、米穀の生産量の減少により、供給不足が生じる事態に備え、必要な数量の米

穀を在庫として保有するということで、毎年６月末時点で在庫量100万トン程度を現行の適

正水準とする、備蓄運営手法は、23年度から棚上備蓄でやっているという基本的な考え方

が書いています。 

 25年、26年に向かっての基本的な備蓄の運営の考え方が、２のところでございます。 

 平成25年産米の備蓄米につきましては、実は買入契約、入札をこの１月からやっており

まして、買入契約で、既に18万トン契約をしたということでございます。 

 それから、備蓄の年産更新ということで、ある程度買ったので古いものを出していくこ

とを考えておりますけれども、適正備蓄水準が100万トンということを踏まえ、保有期間が

５年を超える米の品質確認等を行いながら、これから１年間で、10～18万トンの範囲内で

非主食用に販売していくことで適正な備蓄をやっていく、これを表にしますと表４でござ

います。 

 今、25年６月末段階で91万トンの備蓄を持っています。それで、先ほど申し上げた既に

契約したものが、この秋には18万トン入ってきます。その中で、非主食用に10～18万トン

販売していって、最後に来年の６月末ということで、91～99万トンと考えております。 

 備蓄の数量なり、その中身については、後ろの９ページ、10ページを参照していただけ

ればと思います。 

 ９ページ、10ページは、政府の備蓄の６月末在庫の推移ということで、25年６月段階で

今、91万トンということで過去の水準もあわせて記載しております。 

 10ページにつきましては、現在の91万トンの内訳の年産毎の数量を書いています。 

 この中で、一番下に24年産８万トンと書いておりますけれども、この次に25年産が18万

トン入ってくる。そうした中で、上のところを年産更新ということで、古いお米を非主食

用に売却していくことで、年産の適正化を図っていくということでございます。 

 また、指針本体に戻っていきますと、最後に「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。 

 ここの第４につきましては、今年３月の基本指針のときにも御議論いただいており、こ
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れと変わっておりません。参考に御説明させていただくと、我が国につきましては、平成

７年度からガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意に基づくミニマム・アクセス米の輸入

を実施しているということでございます。 

 昨年の平成24会計年度の輸入につきましては、77万トンを輸入して、そのうち売買同時

契約方式というもので、10万トンを輸入ということでございます。 

 25年度につきましても、同様のやり方で行っていくということでございます。 

 以上、簡単ではございますけれども、基本指針の中身でございます。 

 続きまして、少し分厚いのですけれども「米をめぐる関係資料」というものをお手元に

お配りしております。 

 本日は委員を交代された方々もおられますので、簡単にかいつまんで御説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、１ページ「１ 米の全体需給の動向」ということで、昭和35年からの流れを書い

ております。このうち青いところが政府米の在庫数量でございます。上に需要あるいは生

産の動向を書いております。 

 ２ページ目は「２ 米の流通の状況」を書いております。 

 例えば、23年産のところを今回新しく更新しておりますけれども、840万トン生産されま

したというところがスタートにありまして、そこから出荷・販売が601万トン、農家消費が

170万トン、その他69万トン。 

 601万トン出荷される中で、どういうルートで流れているかということが、下のところに

あり、農協系統が351万トン、その中で販売委託ということで上位団体に行くのが259万ト

ン、また、全集連系22万トン、あるいは直接販売が228万トン。こういうふうに、おおむね

流通経路が見て分かるようにしております。 

 その下の３ページに、「３ 家庭における米購入量の推移」を書いております。 

 基本的に米の消費というのは右肩下がりできておりますけれども、最近につきましても

若干減っているということでございます。 

 ちょっと飛ばしてもらって６ページ目、今度は米穀安定供給確保支援機構というところ

で調査をいただいているものの中で、どういったところで米が消費されているかというこ

とで簡単に書いている、参考になる資料でございます。 

 一番下の右側の家庭内、中食・外食ということで見ると、３分の２ぐらいが家庭内で消

費、中食・外食が３分の１ぐらいとなっております。 

 その下の７ページでは、個人でお米を入手するというところで、どういうところから入

手しているかでございます。 

 ちょっと字が小さくて申し訳ないのですけれども、一番多いのがスーパーマーケットの

39％でございます。 

 ２番目に多いのが、家族・知人などから無償での入手が17％。 

 生産者から直接購入、インターネットショップというものがありまして、米につきまし
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ては、ほかの農産物に比べると、ちょっと独特な入手経路になっているわけでございます。 

 ８ページ、個人の米をお求めになるときに、どういうところを注目されているかという

ことでございますけれども、一番下の６月のところを見ていただくと、一番重視すること

は価格が76％で、昔から割と変わらないということでございます。 

 ２番目が産地あるいは品種で、こういったものが重視されて選ばれているということで

ございます。 

 12ページから、お米の消費拡大のお話がよくございますので、そういった資料をつけて

おります。 

 米の消費が右肩下がりで減少する傾向にございますので、米の消費拡大に取り組んでお

るという事例でございます。朝食欠食の改善等といったところに力を入れて現在やってい

るわけでございます。 

 14ページは、お米の価格をそこから何ページかにわたって書いております。 

 ここの価格につきましては、基本的には出荷業者、具体的には全農さんですとか全集連

さんという出荷業者の方々が卸さんに売るときの価格につきまして、国が報告徴収を求め

て、実際の価格ということで取りまとめた価格を毎月公表しております。 

 公表につきましては、銘柄毎に公表しておりますけれども、ここにつきましては、まと

まった平均を書いております。 

 24年産につきましては、一番上の赤いところでございますけれども、若干昨年よりも上

昇して、上の方で推移してきた状況でございます。 

 それが何ページかございまして、あとは基本的には数字の更新のようなものでございま

す。 

 25ページは、先ほど備蓄米が平成25年産につきましては、18万トン入札が終わりました

ということをお話ししております。 

 備蓄米の入札につきましては、棚上備蓄に移行した中で、平成23年産、平成24年産で予

定数量に比べれば７万トン、あるいは８万トンということで、やや少なかったわけでござ

いまして、ここの食糧部会の中でも御議論がいろいろあったわけでございます。 

 25年産につきましては、例えば県別に優先枠を配分して、県の方々が安心して入札に参

加できる、あるいは入札手続の改善といったことをいたしまして、各県に申し込みをいた

だきまして、18万トンということで、おおむね予定の数量になっているわけでございます。 

 28ページに水田の話を少し書いております。 

 水田につきましては、米の消費量が昭和37年をピークに半分に落ちていることにつきま

して、米以外の麦ですとか大豆といったものの生産を今、現在では振興しているというこ

とで、その様子を書いておるわけでございます。 

 あとは随分飛ばしまして申し訳ございませんが、47ページ以降に先ほど少しお話しまし

たミニマム・アクセスなり、米の海外との比較ということで資料をつけております。 

 47ページは、まず生産コストについてアメリカ、あるいは中国、豪州も左側に経営規模
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を書いておりますけれども、海外とのコスト比較ということで、コストは大きく違う、特

に物財費を含めて大きく違うということで書いております。 

 48ページが、実際に今、我々が輸入している価格なり、現地の価格、特にアメリカ、あ

るいは中国の価格について書いております。 

 また随分飛ばして56ページを見ていただきますと、先ほど77万トンをミニマム・アクセ

ス米として輸入しますというお話をさせていただきましたけれども、輸入した後、どう活

用しているか。加工用あるいは飼料用または援助用といったものに活用し、ＳＢＳの10万

トン程度は、主食用も含めて活用しているということでございます。 

 63ページは、輸入だけではなくて、輸出の話の御意見を時々いただくわけなのですけれ

ども、輸出の状況ということでございます。 

 現在、輸出を伸ばしていこうといういろいろな戦略を検討しているわけなのですけれど

も、現在の足元で見ますと、約2,000トン、米粒の粒の状態でございますが、アジアを中心

に輸出しているという状況でございます。 

 66ページ以降に、主食用米とは別のカテゴリーでございますけれども、66ページに米粉

用米の話、67ページに飼料用米ということで、現在こういった主食用以外の用途の米につ

きましても、力を入れているということで、水田の活用を図っているということで書いて

おります。 

 69ページが、前回は付けていなかった資料でございますので、簡単に御説明させていた

だきます。 

 酒造好適米の需要に応じた生産拡大ということでございます。 

 酒造好適米というのは、山田錦のようなお米の中でも特に酒専用に作られているお米で

ございます。これにつきましては、食用よりも高い価格で取引されているということで、

基本的には主食と同等の需給調整の対象ということで、生産数量目標の枠内で生産されて

きたところでございます。 

 下にグラフがございますけれども、基本的に清酒というのは、青い線ですが、ずっと需

要が減ってきておりました。清酒の需要が減少する中で、こういった酒造好適米を作って

いただいている農家の方々は、それを主食用米の生産数量目標の枠内で主食用米の品種に

代えることで、米の作付を減らすことなくやってこられたということでございます。 

 ただ、昨今、酒造メーカーの方々の御努力とか、いろいろあろうかと思いますけれども、

長期的に減少傾向にあった清酒の出荷量がほぼ横ばい、あるいは現状値等につきましては、

増加ということできております。 

 また、我々としましても、これから輸出を含めた需要拡大といったことをやっていかな

ければいけないと思っているところでございます。 

 こういった中で、清酒の需要増に応じた原料となる酒造好適米の増産が円滑に行われる

よう、26年産から清酒メーカーにおける清酒の生産増に対応して、酒造好適米を増加させ

る必要がある、こういった分につきましては、主食用米の生産数量目標の外枠で生産でき
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るといった運用の見直しを行う方向で、現在検討しているという対応でございます。 

 最後に70ページ、71ページは、トレーサビリティということで、米の原産地の表示をき

ちんとしなさいといった流通の話。 

 72ページ以降につきましては、米の東日本大震災以降の放射性物質検査の結果、あるい

は今年の取扱いについて書いております。 

 以上でございます。 

 参考資料２に、毎月公表しておりますけれども、マンスリーレポートというものをつけ

ております。これもまた参考にしていただければと思います。 

 「米をめぐる関係資料」で、私から説明する分は以上でございます。 

 また、先ほどの「米をめぐる関係資料」の中で、経営所得安定対策のところがございま

すので、公表資料でございますけれども、ご覧になって参考にしていただけたらと思いま

す。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から、米の基本指針の策定に係る諮問事項について御説明がありました。 

 説明のありました米の基本指針（案）について、どなたからでも結構ですので、御意見、

御質問をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 尾畑委員、お願いします。 

○尾畑委員 今ほど参考資料１の69ページにおいて、酒米の需要に応じた生産拡大につい

ての方向性を御提示いただいておりますので、清酒メーカーとして発言させていただきま

す。 

 御存じのように日本酒の原料は国産米であり、私ども清酒生産者は良質な国産米を使用

した日本酒の需要拡大、海外輸出拡大に向けて努めているところであります。 

 今回御提案いただきました69ページの内容につきましては、ここ数年の酒造好適米、ま

た加工用米の不足に関連して興味深く拝見させていただきました。 

 まず、酒造好適米の増産時における柔軟な御対応です。生産目標値の枠外扱いの運用を

御検討いただけるということで、今後意欲のある農家との取組が広がるかと期待しており

ます。 

 次に同じく69ページ右下の、酒造業者と生産者の結びつき強化による原料米の確保とい

う方向性についてです。と言いますのも、一部地域では産地資金などを活用した直接の結

びつき強化の取組が見られる一方、全国的に見ますと、中小の清酒メーカーには、依然流

通の全体像が見えず、加工用米の供給の不足が懸念されている状況であるからです。 

 実需と供給のマッチのため、業界、民間、地域レベルでの努力は引き続き行うといたし

まして、その一方、冷害などによる不足時の対応や、供給不足という現状の課題解決のた

めにも、実情に即した仕組みや制度の国レベルでの環境作りを引き続きお願いしたいと思

います。 
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 それに関連しまして２点ほど、補足をさせてください。 

 １点目として、人の口に入ります事業用等の加工用米が不足する一方で、飼料用米など

に多額の助成金が付いていることには、引き続きなかなか理解に苦しむところがございま

す。それぞれの米の使用用途別に求められる品質や価格、鮮度は異なると思いますので、

その実需に合わせた環境作り、備蓄米の運用を含めて御検討いただきたいと思います。 

 ２点目としまして「米に関するマンスリーレポート」の25ページの上段の表、加工用米

の生産量のトータル、合計の推移を見てみますと、著しいマイナスというのは見えないで

す。にもかかわらず、実情としまして、清酒用の加工用米が不足しているということを考

えますと、需給バランスのミスマッチを感じます。つきましては、加工用米の地域流通部

分の事業別内わけというのを御提示いただくことが可能でございましたら、今後の参考に

させていただきたいと思います。 

 最後に、国産米を使用して生産する国酒、日本酒の国内外への需要促進、日本の食文化

の発信につきましては、今後とも努めてまいりたいと思いますので、原材料の安定的確保、

価格競争力の維持のため、引き続き様々な面でサポートをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 廣瀬委員、お願いします。 

○廣瀬委員 ありがとうございます。 

 今日御説明いただきました米の需給のところなのですけれども、在庫が相当高いレベル

で増えているのが非常に気になります。25年６月末の民間在庫は226万トン、１年後の来年

６月が231万トンと、例えば本紙の８ページを見ましても、民間流通における６月末在庫の

推移が229万トンというのが平成14年に高いレベルであったわけですが、それを超える231

万トンということで、非常に高い数字になっております。 

 一方で値段が下がる、市場価格が下がるということは、私ども消費者ベースでは良いわ

けでございますが、生産者の方はお困りになると思います。需給の見通しと価格の安定と

いう諮問に対しまして、このあたりのところをどう見ていくのかというのは、非常に大き

な課題ではないかと思います。 

 現に新聞紙上等では、春先ぐらいから値段が相当下がっている。あきたこまち等にしま

しても下がってきているということに対しまして、恐らく年度末あたりには経営安定化資

金の受給という問題も財政的に出てくるのではないかと思われますので、そのあたりにつ

いてどう見ていくのか。 

 特に今年は、今、天候が東北地方は悪うございますけれども、全般的には非常に西日本

は暑いわけでして、作柄が100と見ての数値だと思いますが、仮に作況指数が１、２良くな

りますと、それで８万トン～15万トン前後増える。あるいは生産者の方々によっては少し

多めに生産される方もあったりしまして、そういうことからしますと、この在庫がさらに

実態的に増えるのではないかということが懸念されます。 
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 一部市場では、もう既に卸の段階の方が将来的な在庫量を減らす目的で、少し安い値段

でも今売ってしまおうということをされているやに報道されています。こういう需給のバ

ランス、今後の在庫見通し、価格の動向等について、価格の問題について政府は介入でき

ないわけで市場に任せるというのが大原則ですから、そこをどうこうしてくださいという

意味ではないのですが、どう見れば良いのかというあたりについて、後ほど聴かせていた

だけたらと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 木村委員、お願いします。 

○木村委員 今の発言と若干だぶるというか重なる部分があると思いますが、24年から25

年の需給実績は、見込みと比べて20万トンほど少ない。前年度から比べるとおよそ34万ト

ン減だということで、消費は残念ながらこの１年間でかなり下がったと考えることができ

るわけです。 

 この間に昨年は、作況指数が102ということにもかかわらず、価格は10％、物によっては

それ以上の値上がりもあったということで、やはりこの高い価格というのが需要の減を招

いた大きな原因ではないかと考えております。 

 出荷をされるほうの団体の方も、これぐらい出さないと農家から米が集まらないという

ことを仰っていましたので、農家に対しての当初の価格もかなり高かったということでご

ざいます。 

 そういうことで、量販店の特売もかなり減少いたしました。今、仰られたようにこの春

先、荷余り感が出てきたところで特売が出てきております。 

 また、外食関係でも、前にも話したと思うのですが、ご飯の使用量を若干減らす、中食

の場合も若干減らすということを伺っておりましたので、そういう意味でも需要量の減と

いうことになり、一定米価の下でのビジネスモデルと言いますか、そういうものが中食、

外食ででき上がってきたわけですから、これだけの高値ですと、ＳＢＳをもう少し前倒し

してでも少し価格を冷やしてもらえないかという要求が出てきたのも、理解ができるとこ

ろであります。 

 結局、需給を反映した価格形成になっていなかったということだと思います。国民、消

費者というマーケットに、もう少し近い目で価格を決めていかなければいけないし、生産

者の方が頑張って作っていただいたお米ですが、こうやって需要されてきた価格というの

が実際には需給とぴったり合っていなかったということが、需要減の原因だと思います。 

 今年の作況は、まだはっきりもちろん分かるわけではありませんが、24年産の在庫も当

初の見込みより多い、かつ作況指数が102だったということもあれば、今、市中に荷余り感

が強くなり、25年産米の引取りというのは、流通にしてみると、できるだけ後に回してい

こうということにならざるを得ないわけで、その場合には、年明けにはかなりの荷あまり

感がまた出てくるのではないかということで、価格も下がってくると思います。 
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 こういう価格が急に下がってくるということにならないで、なだらかに下がるなら下が

る。それが次の年の生産にも当然反映するという価格のメカニズムが、今のところは残念

だけれどもうまく働いていないというのが現状だと思います。 

 ここのところは、一工夫がこれから先に望まれていることだと思いますので、この１年、

１年半見ておりまして、そういう状況を何とかして、この中には戸別所得補償の政策が１

年、２年と続いてくるということであったり、また一方では震災ということもあったりと

いうことで、必ずしも過去と同じような環境ではなかったということがありますが、ひと

つそこら辺はこれから先に向けて計画を立てていかれる中で、いろいろ御考慮いただける

とありがたいと思っています。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 冨士委員、お願いします。 

○冨士委員 ３点意見を述べたいと思います。 

 １点目は、皆さん言っています米の需給見通しに対する対応であります。 

 今年３月の需給見通しでは、需要量は799万トンということでありましたので、今回出て

いる779万トンは20万トン需要が減ったという見通しの狂いが出たわけですけれども、一方

で供給の方は今のところ、生産目標数量どおりの791万トンという数字を置いているわけで、

先ほどからありますように、作況が100以上になればもっと在庫は増えるという状況になっ

ているわけです。 

 私も何回も食糧部会で言ってきましたけれども、様々な要因によって、需給見通しが狂

うというかずれるということは、多々これまでもあったわけで、需要の予想以上の減少と

か、作況による生産量の増大とか、があります。 

 そういう中で、米の需給と価格の安定を図るという意味では、政府の備蓄米は棚上げ備

蓄ということでありますが、100万トンにまだ満たないという中で、私はいつも一定の柔軟

なオペレーションをやるべきだと言ってきました。これに対して政府は需給見通しの狂い

に手をつけないで、マーケットに任せて価格が下がるなら下がれば良い、補填をするのだ

から構わないということでありますが、米の場合は持ち越し在庫として抱えれば、その分

が翌年に突き出るわけで、翌年対応しなければ、またそれを抱え込んでいくわけです。 

 米は１年、２年では腐らない特性があるからこそ、そういうことをずっと言い続けてい

るわけです。そういう意味では食糧法において政府、国が米の需給と価格の安定を図る責

務を有しているというのが法律にあるわけですが、どのようにその責務を果たしていくの

か、国の考えをお聴きしたいというのが１点目です。 

 ２点目は、今、政府、与党で「農林水産業・地域の活力創造本部」で、農業所得の倍増

について方向性を出して、これから具体策を詰めていくとのことですが、政府として今の

段階で、米を含めて、今後の水田農業で所得を10年間で倍増していくという具体的な絵姿

は、どんなことを考えているのか教えていただきたい。 
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 ３点目は、主食用米が絶対人口の減少や少子高齢化で減少し続けていくという中で、我

が国の穀物自給率というか自給率を向上させていくためには、先ほどありました米粉用だ

とかエサ用だとか、主食用以外の用途の需要の確保をして、相対的に自給率向上を図って

いくというのが、食料・農業・農村基本計画で示された方向だと思いますけれども、そう

いう意味で米粉用の需要をきちんと拡大していく対策を、具体的に進めていく必要がある

のではないかと思います。 

 小麦粉との代替供給を積極的に進めるという意味では、小麦と米とでは製粉コストに格

差があり、小麦より米の方が粉にする場合コストがかかるとよく聞きます。その辺を支援

してあげるなどということで、米粉の流通なり需要の拡大に資することができないのかと

いうことであります。 

 飼料用米は、当然需要はあるわけで、きちんとした国の政策的な枠組みを確立して、さ

らに進めていくことが大事だと思いますので、その辺についても新たな考え方とかがあれ

ばお聴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。 

 今、４名の方に御質問、御意見をいただきましたので、ここで一度区切りまして、事務

局より御回答いただければと思います。 

○松尾農産企画課長 先ほど尾畑委員の方から、加工用米のお話が何点かございました。 

 その中でまず１点目で、マンスリーレポートの25ページ目で、地域流通というのは非常

に増えているのだけれども、その中で業種別と言いますか用途別でどうなのかということ

でお話がございました。 

 地域流通は、11万6,000トンでございます。このうち４万4,000トンぐらいが、酒造用だ

と思っております。大きいのでいきますと２万トンぐらいが加工米飯、２万トン弱があら

れなどの米菓、１万トンが包装餅、あとはその他、味噌ですとか、米穀粉ですとか、そう

いったものがあろうかと思っております。 

 それから、同じ加工用の中で助成金の単価が、こういった加工用と飼料用で違うのはど

うしてかというお話がございました。 

 これは多分、我々は、水田で米、主食用以外のものを作るときに加工用米ですとか、麦

とか大豆とか、助成金を出しております。その話かと思いますけれども、現在例えば麦、

大豆ですと10アール当たり水田３万5,000円、飼料用米８万円、加工用米、そばですと２万

円ということで、全国一律単価で助成しております。 

 なぜ麦、大豆、飼料用、加工用米、そばでみんな違うかと言いますと、まずそれぞれ販

売代金が全く違って、生産する経費も違いますので、何を作っても主食用のお米と遜色な

い所得が得られるようにということで、所得ベースで合わせるようにしております。 

 飼料用米につきましては、８万円という単価設定をしておりますけれども、これは１俵

と言いますか60キロと言いますか、これが1,800円程度と非常に安い値で、ある程度助成金

が付かないと、とても作れないということで、こういった単価設定にしているところでご
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ざいます。 

 最後に３点目で、中小の方々というのは、なかなか加工用米のところの供給が見えにく

いのでというお話がございました。 

 これはまさに25ページ目の表のところでございます。加工用米は基本的に今、14万トン

か15万トンぐらい生産されております。 

 従来はほとんど全国流通というのが中心で、全国流通というのは、全国出荷団体が全て

かんで供給していたということでございます。 

 現在いろいろな流通が自由化される中で、地域流通ということで、全国出荷団体を通さ

ないで、例えば基本的に一番多いのは、ＪＡとメーカーさんが直接、このぐらい契約して

やっていきましょうというのが非常に増えて、３分の２ぐらいになっているという状況で

ございます。 

 そうすると、昔は全国出荷団体にオーダーを出していたのだけれども、なかなか来ない、

といっても、全国出荷団体の取扱い数量自体が減っていますので、そこのミスマッチが生

じているのかなと。 

 加工用の中で酒用に供給されている数量につきましては、現在ずっと７万トンから８万

トンぐらいで安定していて、全体は多分そんなに大きくでこぼこではないのですけれども、

要は、引き取るルートが若干昔と違うということで、いろいろな御不安が若干生じている

のではないかと思います。 

 我々は今、米の産地の方々と、こういった酒造メーカーの方々との情報交換会というの

をやり始めておりまして、こういった中で、情報のミスマッチがなくなっていくようにと

考えているところでございます。 

○中嶋部会長 今の御質問の中で、地域別の流通量の統計があればということを仰ってい

ました。それはあるのでしょうか。 

○松尾農産企画課長 今、さっと見ますので、後で。 

○中嶋部会長 これは後ほどということで。 

 今城農産部長、よろしくお願いします。 

○今城農産部長 それでは、廣瀬委員、木村委員、冨士委員からございましたお米の需給、

価格のお話ということでございます。 

 まず、需給のお話でございます。 

 先ほど課長の方から説明させていただきました資料２の、３ページと４ページをお開き

いただければと思います。 

 まず米の需要のことでございますけれども、左側にございますように実績値が赤い点で

示しております実線で、ジグザグしておると思いますが、やはりなかなかなだらかになら

なくて、上がったり下がったりというのを繰り返す傾向にかつてもございます。 

 昨年度、がくんと見通しより20万トン、昨年よりも34万トン下がったと木村委員の方か

ら御指摘がございましたとおりでございまして、その原因については価格の面が最も大き
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かったのかなということでございます。 

 中身の要因につきましても、先ほど木村委員の方から御紹介がありましたけれども、ま

さにそういうことが実際起こっていたのではないかなと思います。 

 その中で、右側の「平成25/26年の主食用米等の需給見通し」という需給表のところでご

ざいますが、この需給表の中で一応これから起こることというのは、25年産の生産数量目

標、これを791万トンということでそのまま置かせていただいております。 

 したがって、ここがどういう数字になるかというのは、まさにこれから起こることでご

ざいますので、なかなか何とも申し上げにくいのですが、現状起こっていることを申しま

すと、梅雨が非常に早く明けたということで、そんなに作柄は悪くないのではないかとい

うこともあったのですけれども、最近になって東北地方の太平洋側の方でやや低温も見ら

れておりまして、この辺がどう影響するのか今の時点では何とも申し上げられません。 

 いずれにいたしましても、事実としては、ここで置いております来年の６月末231万トン

というのは、今までの水準から見ても非常に多いことは事実であり、さらにその上に傾向

値からすると、生産数量目標を上回って生産される量は十数万トン通常はございます。そ

れに豊作であれば上にさらに乗りますし、不作であればそこからはまた戻ってくることに

なりますので、何とも今の時点では申し上げられませんが、過去から比べるとそういう需

給環境にあるのは間違いないということでございます。 

 その中で、今年どのような価格水準になっていくのかということが廣瀬委員からあった

次第でございますが、それについては、この参考資料２の「米に関するマンスリーレポー

ト」の７ページの下側の表をご覧いただきながら説明させていただければと思います。 

 木村委員からも、価格の水準がどうして段差がついたような動きになるのかという話で

ございましたが、実はこの左側の下のページが、いわゆる集荷業者の方から卸売業者の方

へ売り渡される相対取引価格というものでございまして、この価格というのは、基本的に

秋のところで長い期間で契約されるということがございますので、そんなに動かないとい

うことではございます。 

 しかしながら、この表の中には出てこないのですけれども、実際に取引業者の皆さんが

どう感じておられたかというのは、いわゆる市中価格という形で、このレポートの中にも

別のページのところで、いわゆる現物と取引されている市場の価格というのは載せており

ます。そこのところで実際どうだったかというのは、この相対価格を決めるときに影響を

与えているという傾向がここ数年続いているわけでございます。 

 例えば平成22年産は、ブルーのところで非常に低い価格でずっと推移していたのですが、

御承知のとおり、この年は３月に震災がございまして、その後消費が前倒しというか、家

庭内備蓄のために買うとか、そういうことで上向き傾向にあり、かつ23年産でどれぐらい

いわゆる福島の原発の放射能の影響が出るのかということが分からずに、それまでずっと

低価格で推移して来ていたのですが、あまり動かない傾向の相対価格が７、８月には上が

る。要するに22年産米を買っておきたいという心理が働いて、かなりたくさん売れたわけ
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でございます。 

 そういう状況を引き継いで、23年産の集荷が行われたということで、先ほど集荷業者が

お支払いになる仮渡金の話が出ましたけれども、そういう業者間取引価格の水準・傾向を

見ながら仮渡金の設定を集荷業者の皆さんはされますので、したがって23年産は、22年産

よりは高いところから始まっていますということでございました。 

 それが逼迫というか、22年産の端境期であります、23年夏の端境期の状況というのが23

年産の価格に影響し、23年産がずっと前倒しで好調に売れていったものですから、23年産

の端境期のとき、要するに昨年の夏のときも、相対価格上は少ししか上がっていませんけ

れども、いわゆる市中の取引価格、業者間取引価格は、ここのグラフには出てまいりませ

んが、かなり高い水準に上がっていました。 

 したがって、それを引き継いで、24年産の集荷の価格の仮渡金を決めるというときにつ

ながっていって、24年産の高い相対価格の水準につながっている状況であるということで

ございます。 

 その後、24年の秋に私どもは需給の状況というものについて、24年産が豊作、作況指数

102ということが分かった段階で、25年６月末の民間在庫は206万トンになりますよと昨年

秋の基本指針の需給表においてお示ししていたのですけれども、集荷のときの高い価格水

準がずっとつながって、この相対価格水準で推移していくという形に実際上の取引は進ん

でいるということでございます。 

 そういう意味で現段階においては、この２年とは全く逆の様相になっており、要するに

相対価格の方はそんなに変わっていないけれども、市中取引価格、業者間取引価格の方は

大幅に下がっているという状況、このグラフの中に現れませんけれども、そういう状況に

なっているということでございます。 

 現実今、宮﨑とか鹿児島の超早場米というものについては、既に出荷が行われておりま

すけれども、その価格の水準というのは、大体23年産レベルということで進んでいると報

道されておりますが、現実の価格がまだ出ていませんので分かりませんけれども、そうい

うスタートになっているというのが現状でございます。 

 この先のことについては、まさにこれからどう推移していくかということになるので、

これは私の方から言うのはなかなか難しいのでございますけれども、大きな流れとしては

そうなっているということでございます。 

 長くなって恐縮ですが、この相対価格だけからは段差がぽこっと出るように見えますけ

れども、実際にはそのときの市中取引の流れ、逼迫感あるいは過剰感を引き継いで価格は

形成されているということでございます。 

 そういう観点から申しまして、冨士委員からございましたが、食糧法に基づく政府の需

給及び価格の安定の責任は、どういうことなのかということです。 

 これにつきましては、政府の備蓄については、国民に安定供給の責任を果たすための備

蓄であると食糧法上は明記されております。 

18 

 



 したがいまして、現行食糧法上、いわゆる需給対策あるいは価格対策のために政府買入

れを行ったり、売渡しをするという備蓄米の性格付けは、されていないということでござ

います。 

 したがって、現行の棚上備蓄でございますけれども、これについては、やはり政府が市

場から直接出来秋に買い入れたり、または売り渡したりすることは、民間の方の取引で先

を予想しながらされている方に、突然政府が需給に大きな影響を与える買入れ、売渡しを

すると、大きな取引上の影響を与えるということで、これをやめた方が良いのではないか

ということ。 

 それと、現在の生産調整のシステムにつきましては、生産数量目標を守っていただいた

方には、メリット措置がある。具体的には10アール当たり１万5,000円のお支払い、あるい

は一定水準以上価格が下がったときの変動部分のお支払い、こういうものはありますと。 

 逆に言うと、生産数量目標を守らないでも別に構わないのですけれども、守らない方に

はそういうメリットがないというのが今の生産調整のシステムでございます。 

 したがって、政府が価格を支えるあるいは下げることでいろいろ介入することになりま

すと、そういう政策との整合性と申しますか、それが損なわれるということもございまし

て、したがって、現在は、棚上備蓄というやり方をやっているということでございまして、

その棚上備蓄の趣旨につきましては、この基本指針の中にも書かせていただいているとい

うことでございます。 

 長くなりましたけれども、そういうことでお答えになったと思います。 

 活力創造本部のことについては、よろしくお願いします。 

○天羽政策課長 水田農業で所得倍増をどうやって図っていくのかという御質問だったと

思います。 

 農業・農村所得倍増目標10カ年戦略ということで、いろいろな施策を考えていかなけれ

ばいけないと思っておりまして、まずは26年度予算の中で、どういう要求ができるのかと

いうことを原局などで検討をしておるところでございます。 

 もうちょっと長期的には、いずれ、基本計画の見直しの中でまた議論していただくこと

になるだろうと思っております。 

○鈴木穀物課長 米粉の需要拡大を図っていく上で、冨士委員から御発言がありましたよ

うに、実は米粉の製造コストが結構かかっているものですから、小麦粉との間で価格に差

があるということで、これを下げていくことが米粉の需要拡大にとって非常に重要なこと

だと私どもも考えています。 

 そういうことで、実は今年度から米粉の製造事業者さんと、従来の小麦粉製品とか製粉

コストの面で知見を有している小麦粉の製造業者さん等が一体になって、米粉の製造コス

ト削減技術の開発を進める事業に着手しております。こういう取組を通じまして、米粉の

製造コスト削減を私どもとしても推進していき、米粉の需要の拡大を図ってまいりたいと

考えております。 
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 以上です。 

○松尾農産企画課長 すみません、先ほどの地域別の流通につきまして。 

 地域流通の11万トンほどの県別ということでございますけれども、１万トン以上が、例

えば秋田県だったら４万トンほど、北海道１万トンほど、新潟県も１万4,000トンという感

じでございます。 

 1,000トンベースでいきますと、青森、岩手、山形、茨城、栃木、群馬、千葉ですとか、

あるいは九州でも鹿児島といったところが、数千トンと米どころが多い状況になっていま

す。ただ、地域別は県内だけではなくて、県をまたいでもやっておりますので御留意くだ

さい。ありがとうございます。 

○中嶋部会長 今、まとめて御回答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。 

 冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 今城部長の説明だと、国の主要食糧の需給に対する責務というのは、政府に

よる米の売渡し、買入れみたいなことはせず、価格が下がったら生産目標数量をやった人

に下落した価格との差額を補填する。これが国の責務ということなのですか。そういうふ

うに聞こえました。 

 所得倍増の方は具体的な答えはなく、検討中ということですけれども、価格を上げると

か、付加価値を高めるとか、どういう方向感なのか。それがないと、どうやったら所得が

倍増になるのかわからないのです。 

 一方で国の責務は、価格は下がっても構わない、あとは補填するという中で、どのよう

に所得を倍増していく絵姿を描けるのかよく分からないので、教えていただきたい。 

○中嶋部会長 政策課長、どうぞ。 

○天羽政策課長 品目毎に個別の農家をイメージしてという話も、もちろん大切だと思い

ますけれども、所得を上げていくという考え方といたしましては、釈迦に説法ですが、も

ちろん付加価値を付けてより高く売っていく。同じ売るということであっても、生産した

ものをそのまま売るということだけではなくて、加工、流通のところに出かけていって、

農業・食料関連産業100兆円の世界の中で、農業・農村にできるだけ付加価値を取ってくる

ということが一つ。もう一つは、もちろん生産コストを下げていくという両方をやってい

かなければいけないということだろうと思っております。 

 具体的に、どういう戦略でやっていくのかというのは、まさにこれから詰めていくとこ

ろでございます。 

○中嶋部会長 この件について農産部長から一言、どうぞ。 

○今城農産部長 すみません、私の説明が政府買入れ、売渡しのところに特化した説明に

なってしまったので、ややそう聞こえたかもしれませんが、私が申し上げたかったのは備

蓄についてです。備蓄というのは、政府が買わないと備蓄にならないものですから、要す

るに備蓄の性格に、政府買入れと売渡しというものを需給操作のために行うという性格は
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ないのだということを申し上げたかったわけでございます。 

 一方、国の責務として需給及び価格の安定ということが食糧法上明記されているわけで

ございますから、当然今、御審議いただいている基本指針を作り、その上で生産数量目標

に従って生産を行われた方には、メリット措置を用意して、安定的な生産に努めていただ

くというのが、全体として需給及び価格の安定に資することだという責務だと考えており

ます。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 相良委員、どうぞ。 

○相良委員 現在主食用米の枠内にある酒米を26年度からは枠外として生産できるのは、

良いことかと思います。 

 栃木県では、70ヘクタールが酒米として契約栽培されております。酒米として生産され

ていた水田に主食用米が栽培できることは、栃木県に於いては70ヘクタールですが全国的

に考えると、さらに大きな数字になると思います。それは主食用米のだぶつきがまた出て

くると思いますので、その辺はよく検討していただいて取り組んでいただければと思いま

す。 

 １つお礼かたがた質問があるのですけれども、攻めの農林水産業の中で、今までは新規

参入者だけが150万円支援を受けられるというところが、今度は親元での就農者も同じく対

象となるということで、地域で後継者が少しずつ増えてきたように感じられます。ありが

たい現状だと思います。 

 その攻めの農林水産業の中で私が疑問に思っているのは、農地整備、農業水利施設の整

備を推進、また先ほど所得倍増の話が出ましたけれども、ここの中には米の生産コストを

４割削減することを目標に掲げていると書いてあるのです。その４割削減というのは、ど

のような形に農水省としては描いているのか。具体的に教えていただければ、私たち農業

者も10年かけなくても、ちょっと早く取り組めるのではないのかなと思います。 

 またコメの価格の問題なのですけれども、今、10アール当たり１万5,000円の所得補償が

出るとありますけれども、農家の経費というのは、ほとんどお米の価格と同じぐらいかか

っているのが現状なのです。 

農業部外者の一部の人達は、農家の方はお金がもらえて良いなという方がいますので、

もらえるというよりも、やはり水田が果たす多面的機能の部分を農水省としては、ほかの

省庁の方とか国民に強くＰＲをしていただきたい。日本の国土とか水、資源は守っていけ

ないかなと思いますので、努力していただければと思います。 

 また、この間、ＴＰＰ問題がマレーシアで行われました。重要５品目の聖域の確保がで

きなければ脱退も辞さないというのが、４月20日に衆参農林水産委員会の会議で決議され

たと報道されていましたが、全然今回の会議の中では出ていませんでした。 

 でも、昨日新聞を見たら農水省トップの方は強気で大丈夫だという記事が出ていたので

すけれども、その辺農家としては心配な部分もあります。是非本当に強気を通していただ

21 

 



いて日本の食の文化、また国土が守れるように努力していただければ良いかと思いますの

で、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。 

 田沼委員、お願いします。 

○田沼委員 外食の方を代表してお話をしたいと思います。 

 作る方の皆さんの意見は大変良く分かる部分があるのですけれども、先ほど木村委員の

方からお話がありましたように、中間でいろいろ卸していただくところの立場と大変似て

いる部分がありまして、２つ私の方から申し上げたいことがあります。 

 外食、中食、給食サービス、この事業で使っているお米というのは、実は800万トンの生

産のうちの300万トン近くあります。最大の消費者の１つではないかと思うのです。安定的

に良いものを長く使うということが、我々の必須なのですけれども、先ほど東北の震災の

後の話がありましたように、米の価格がこの２年間非常に大きな上げでございまして、御

存じのように円安による一般の食材の価格アップも、それ以外の一般の例えばプラスチッ

ク容器なども大変上がっておりますので、我々にとっては逃げ道がなくなってきておりま

す。 

 大きく申し上げますと、２つのうち１つがこういう意味での外食用のお米の需給が大変

タイトになっておりまして、価格が非常に上がっております。 

 こういう状態が続くとどうなるのかということで、我々も積極的に国産米の消費を進め

てきたわけなのですけれども、価格が上がってしまうと、当然売上げというのは大体、客

数掛ける単価になりますので、それと全く同じで、消費の減少がどうしても起きてしまう。

我が国の米の生産に大きな影響、お米が相当売れなくなっている、在庫が増えた理由も、

ひとつここにあるのではないかと思うのです。 

 ２つ目として、外食用のお米については、やはり何らかの形で手当てをしていただける

ような仕組みが必要ではないか。政府で備蓄された米が４年、５年経って飼料用のお米に

なってしまうというのは非常に残念な話ですので、むしろ現在必要としている方々に、適

切な値段と需給関係を築いていただいて、我々に少しでも使わせていただけるような状態

を作っていただきたい。 

 そのためには、経済原則に基づいた用途間の需給の弾力性というものが発揮されるよう

にしていただくべきで、特にお米の生産の再生に向けた制度運営の転換をお願いしたい。

これが私の２つの話です。 

 簡単にもう少し説明させていただきたいのですが、最初の外食用のお米の逼迫というこ

とですけれども、大体売上で言いますと、コンビニエンスストア、お惣菜、外食、給食サ

ービス、こういうのを全部入れますと、約30兆円の外食、中食産業であるのですが、食料

消費市場全体の大体約40％を占める業界でございます。国産米の使用については、特に最

近は人口の減少、デフレの経済下で、需要に即したメニュー開発を非常に工夫して我々も

やってきております。それこそ米粉を使った食材でありますとか、ヌードルとかそういう
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ものもたくさん開発していろいろ売っているのですけれども、お米の消費拡大に努力した

割には、結果どうなったか。と言いますと、外食、中食の米の消費量は300万トン近くある

にもかかわらず、平成24年産米が収穫量821万トンと先ほどお話がありましたが、需要に対

しては42万トンも上回っているにもかかわらず、お米の相対取引価格というのは非常に上

がっております。 

 ５月現在の銘柄の平均価格は、60キロ当たり１万6,442円、23年産米よりも１割高。22

年産米よりは３割高ということで、とりわけ我々の業界の多くが調達している比較的低価

格のお米の種類によりましては、３～５割高ということで、キロ当たり300円も上がること

になるとなかなか使えなくなってきてしまっている。 

 もともと価格が低いのが悪いのではないかと言われますけれども、安定的に使うことで

品質をしっかり考えた上で、大量な量を使っている業界も多くございます。そういうこと

で、量の確保も非常に厳しい状態にございましたが、業界は調達方法の工夫とかメニュー

の調達にいろいろ努力をいたしまして、お米の高騰で収益を圧迫しているのを何とか下げ

てきている。 

 ところがさすがに去年、今年にかけては大きな食材コストのアップとして吸収できなく

なってきております。 

 そういう中で、輸入米のＳＢＳの方も確保ができ辛くて、調達も不安定でメニューに必

要な品質を安定して確保することが大変難しくなってきております。 

 ２つ目の外食用のお米の増産と、需給の安定についてなのですが、こういう要因はどう

いうことにあるのかと、我々の業界なりにちょっと分析してみました。 

 皆さんには釈迦に説法だと思いますが、まず第１番目に今日は全農さんもいらっしゃっ

ておりますけれども、農協系の組織による平成24年産米の大変強い強力な集荷が展開され

ておられて、農家への概算金も大幅に引き上げられたということが一つあると思います。 

 ２番目に、お米の生産は生産数量目標の配分の下に行われておりますけれども、各産地

の方で、新品種の開発がいろいろ進んでおります。 

 したがって、消費者の思考も非常に相まって、高価格の銘柄米が重点的に生産されて、

高いお米として売れていることは大変結構なことなのです。ですけれども、その部分のみ

に目がいってしまっている。 

 第３番目は、22年産米から導入された戸別所得補償制度でございますけれど、これによ

り生産調整に参加しない米の過剰作付が減少する一方で、飼料用米とか米粉用等の新規需

要の生産者には直接交付金が支払われており、新規需要米の作付が拡大しています。この

制度では、主食用とか加工用とか、米粉用とか備蓄用とか、飼料用とか、用途毎に生産の

目標の数量、交付金の額が設定されておられるようで、数量と所得の安定性を図る仕組み

となっています。逆に言うとそれが用途間の需要の弾力性を非常に低下させることとなり、

業界として必要なときに必要な量が確保されない状態になっているのではないか。 

 最後に４番目ですが、平成23年から棚上備蓄方式ということで、政府の備蓄米の制度が
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回転備蓄方式から変えられたことによりまして、特に主食用米市場の需給に即した機動的

な運用が非常に難しくなっている。こういう状態が続くと残念ですが、外食、中食、給食

サービスにおける国産米の消費量が、在庫が増えていることに現れているとおり、大幅に

減少していくことになるのではないか。結果として、お米の市場の縮小を招き、国内の米

の生産に、これから非常に大きな影響が出てしまうのではないかと我々は心配しておりま

す。 

 ということで、最後に３つ提言があるのですが、１つ目は、飼料用のお米等からの作付

の転換、多収穫品種の作付、耕作放棄地の活用等によって、我々の業界用の、300万トンを

使用している業界のためにも、是非米を緊急に手当していく方策を考えていただきたい。 

 ２つ目は、ＳＢＳ米です。主食用の米の輸入枠でございますが、こういうものについて

も、機動的な運用をお願いしたい。今年10万トンと聞いておりますけれども、なかなか枠

が増えないという話も聞いております。 

 ３つ目に、政府備蓄米の制度及び戸別所得補償制度の見直しというのも含めて、是非用

途別の需要の弾力性が発揮されまして、需要に適したクラスにしっかりした米の供給がな

されるように、是非御提言をお願いしたいと思います。 

 我々の業界を代表しまして、以上のようにお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、議事２のこともありますので、議事１の御質問は平石委員を最後にしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○平石委員 今日は農業者としていろいろ意見を言いたいのですけれども、今回の需給価

格の安定の部分だけにさせていただきます。 

 加工米を本当に必要としている実需者の方が、米菓業界、味噌業界、清酒業界とこれだ

けあるはずなのに、農業者サイドの方での作り方のルールというかあれが、スムーズに誘

導されていないというのが実感としてあります。それは価格なのか、農協さんの指導なの

か、いろいろな形であると思いますけれども、そこをもう少し何とかして欲しい実需者が

いる業界に対してもっと積極的に考えていただきたい。 

 米粉の問題につきましては、これも先ほど加工にお金がかかると言われましたし、あと

は多分小麦粉業界の方との今まで使っているものは使わなくなって、そこの業界の関係の

問題もあるかもしれませんけれども、600万トンの小麦粉を全部米粉と入れ替わるぐらいの

ことができるのであれば、そこは一番早く手をつける問題として大事なことなのではない

かなと。噂によると、米粉を使った方がカップヌードルが伸びるのを少し防げるとか、い

ろいろな形での開発が行われているそうですので。 

 それともう一つが飼料用米。こちらはカントリーエレベーターの有効利用という部分の

中で、もみ貯蔵して、倉庫が要らないし、年間６月、８月までの間にもみを貯蔵しておく
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ことができて、それを飼料の方にばんと回せることができる仕組みを、もちろん農協さん

と国の方で考えていただいて、そうすることによってかなりのコストが下げられるはずで

すので、そこの部分でやることによって農家はどんどん意欲的に参加できると思います。

そういった部分もいろいろ検討し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。 

 制度的な問題について、運用の問題について非常に貴重な示唆に富む御意見をたくさん

いただきましたが、事務局の方でコメントしておくべきところがあれば、それについてお

答えいただきたいと思います。 

○鈴木穀物課長 米の生産コスト４割削減についてございました。 

 コスト４割削減というのが先行しているのですけれども、具体的には、今、全国平均で

60キロ当たり１万6,000円が生産コストということなのですが、これを将来、10年後に担い

手の生産が８割で、今、圃場が点々と分散錯圃と言うのですけれども、この状態を作業が

し易いように、農地を担い手の方へ集めた上で、圃場も点々としているのを集めて、基盤

整備もそれぞれの地域に合った形でさらに進めるという中で、担い手の方のコストを今の

１万6,000円から４割下がった水準にしていこうと。その中には、資材の価格について、業

界の皆さんのいろいろな御努力もいただくなり、技術的な面でお話のあったような多収性

品種とか、いろいろ新しい技術も入れていくという中で、10年後に担い手のコストを４割

下げるのを目標にしていこうということでセットされているものでございます。 

○中嶋部会長 相良委員、よろしゅうございますでしょうか。 

○相良委員 はい。 

○中嶋部会長 今、24年産米の状況、25年産米に対するいろいろな御懸念というのをいた

だきました。私もこのデータ等を見て気になるところは幾つかございますが、特に今回の

需要の見通しでございますけれども、これが非常に低くならざるを得ない。それはその前

の年の部分が低いということ。それにより在庫量が積み増すということになっております。 

 こういったことが大きな問題を引き起こしているわけで、これはこの部会でも今まで何

度もお話があった需要が低下しているということに対して、何も対策が取れていないとい

うことです。 

 ちょっと何かがあるとこのように大きく下振れしてしまう。これほど大きく下がったの

は、ここ数年はないということでございますので、こういったことに関しては、政府だけ

ではなく、業界全体でも大きな問題として取り組むべきではないかという感想を最後に述

べさせていただきます。 

 ということで、いろいろな御意見を賜りました。これまでにいろいろ御審議いただきま

したが、こういった御意見については、さらに今後事務局において検討していただくこと

として、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、適当と認めて良いと思うのですけれども、
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その旨、決議して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。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、本件につきましては、適当と認

める旨、議決いたします。 

 その答申案を、ただいま事務局から配付してもらいますので、お目をお通しいただき、

御確認いただきたいと思います。 

（答申案配付） 

○中嶋部会長 これでよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 本食糧部会の議決につきましては、審議会の議決とすることとされておりますので、後

ほど食料・農業・農村政策審議会として、農林水産大臣に適当と認める旨の答申をいたし

たいと思います。 

 

（２）そ  の  他 

 

○中嶋部会長 それでは、議事「（２）その他」といたしまして、本部会の諮問事項では

ございませんが「米国における遺伝子組換え小麦の自生事案」及び「コメ先物取引関係」

について報告を受けたいと思います。 

 ２つ説明いただいた後に、質疑の時間を取りたいと思います。 

 まず「米国における遺伝子組換え小麦の自生事案」について、事務局より説明をお願い

いたします。 

○折原貿易業務課長 貿易業務課長の折原でございます。 

 参考資料３に基づいて「米国における遺伝子組換え小麦の自生事案について」御報告申

し上げます。 

 １番にありますように、現地時間の５月29日、アメリカの農務省は、商業栽培について

は未承認である遺伝子組換え小麦がオレゴン州の小麦農家の圃場で自生していたことを公

表いたしました。 

 これを受けて農林水産省は、５月30日以降、オレゴン州で生産される食糧用小麦（ウェ

スタン・ホワイト）、これは、カステラとかケーキ用などの低たんぱくのソフト系小麦で

ございます。それから、飼料用小麦（ソフト・ホワイト）の輸入に係る入札を暫定的に停

止しております。 

 その後、７月３日になって厚生労働省は、当該遺伝子組換え小麦の検査方法を確立して、

各検疫所に通知しております。この小麦の検査方法は、ポリメラーゼ連鎖反応法といって、
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特定のＤＮＡを増幅する方法でございますけれども、そういう手法が確立されたというこ

とです。 

 これを受けて、入札を停止する前に輸入して、国内の販売を停止していた米国産小麦約

17万トンを、農林水産省が遺伝子組換え小麦の混入の有無を検査して、７月８日以降、結

果が陰性になったものから順次販売を再開しております。 

 また、これとあわせてウェスタン・ホワイトの代替銘柄、具体的にはアメリカ産のホワ

イト・クラブとか、アメリカ産のソフト・レッド・ウィンターといった品種ですけれども、

こういった代替銘柄確保に向けた対応を実施しているところでございます。 

 このような状況の中、先週、米国農務省等へ当省職員を派遣して、所要の調整等を行っ

た結果、輸入再開時に船積み時の遺伝子組換え小麦の混入の有無の検査を実施することが

可能であることを確認いたしました。 

 以上を踏まえまして、現在入札の再開に向けて準備を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 続いて「コメ先物取引関係」について説明をお願いいたします。 

○得田商品取引グループ長 お米の先物取引関係で、参考資料で４－１、４－２、４－３

と３種類配付させていただいておりますが、時間の都合もございますので、横紙になって

おります参考資料４－１「大阪堂島商品取引所の米の試験上場の延長申請について」に基

づきまして、要点を御説明したいと思います。 

 １ページ目、お米の先物取引につきましては、２年前の８月８日に72年ぶりに再開され

ておるところでございます。 

 一方でその際、このお米の先物取引については試験上場ということで、２年間でスター

トしておりまして、今年の８月７日に２年間が切れるという状況にございます。 

 こうした状況を踏まえまして、この米の先物取引をやっております堂島商品取引所から、

去る７月８日農林水産省に対しまして、さらに２年間、試験上場の期間を延長したいとい

う認可申請が行われたところでございます。 

 農林水産省といたしましては、申請内容を精査いたしまして、法律の基準に照らし、こ

の期間内に判断をしたいと考えておるところでございます。 

 ２ページ、この堂島商品取引所からどういう内容で、どういう理由でもう２年間やりた

いと仰られたかということでございますが、右側の中ぐらいのところに「以上の状況を踏

まえれば」というパラグラフがございます。 

 堂島商品取引所としては、いろいろとこの２年間の内容を検証したところではあります

が、この２年間は極めて特殊な状況下の試験上場であったことを踏まえれば、念のため慎

重を期してさらに２年間延長いたしまして、価格形成、価格変動のリスクなどを検証して

みたい。こうしたことを理由といたしまして、２年間延長したいという申請を受け付けて

おるところでございます。 
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 ３ページ目につきましては、その定款の内容でございます。 

 ４ページ目以降に、この２年間の先物取引の状況はどうだったのかについて、我々農水

省の方で、事実関係を調べたところでございます。 

 まず、価格の推移については左上にございますが、先物取引をとうもろこしとか大豆な

どいろいろやってございますが、とうもろこしの価格が黄色で、東京で受渡しをされる米

が赤で、大阪で受渡しをされる米が青色で表にプロットしております。値動きについては

ご覧のとおりでございます。 

 数値的に価格変動の幅、他の先物取引をやられている商品と比べまして、価格の高低比

率といったものを比べましたのが左下の表でございます。 

 また、価格の変動、ばらつきを見る指標としまして、統計上ボラティリティというもの

がございます。ボラティリティが大きければ大きいほど変動率が大きい、ばらつきが大き

いということになりますが、このボラティリティを示したものが４ページの右下に比較し

ておるところでございます。 

 価格の変動とは別に価格がどうだったかということで、５ページに「米の先物取引の試

験上場の状況②」と題しまして、価格の状況について表示してございます。 

 赤色で示しておりますのが、実際この２年間取引されていたときの先物の価格。先物の

価格というのは、１カ月先から６カ月先といった価格を示しておるのですが、ここにプロ

ットしておりますのは、一番取引の多い６カ月先の取引の価格の平均値を出しております。 

 一方で、オレンジ色の線は何かと言いますと、実際に相対取引価格、現物で取引された

価格はどうだったかというものがオレンジの線で示されておりまして、事後的に検証して

みますと、現物の相対取引価格と先物価格というのは、大体プラスマイナス５％の幅で収

まっておるというのが、この２年間の状況だったと見て取られると思います。 

 ６ページ、価格の状況は今まで申し上げたとおりでしたが、取引の量はどうだったのか

ということでございます。 

 取引の量につきましては、６ページの左側に出来高というものがございます。出来高と

いうのはまさにフローベースの数字で、１日なり毎日どれぐらい取引が行われたかの枚数

でございます。１枚６トンもしくは３トンでございます。 

 取組高という右側のものは何かと申しますと、１日なり１カ月なり終わって結局市場に

ストックとして残っておる取引量はどうかというので取組高というのがございます。出来

高、取組高が市場での取引量を見る際によく用いられるものでございますが、この２年間

米につきましては、左側の出来高で申しますと、最初の８月は１日平均4,000枚弱というこ

とでございましたが、その後は1,000枚前後というファクトでございます。 

 ７ページ、取引の量につきましては、枚数だとよく分からないというお話もございます。

では、その取引の量を重量に換算してみるとどうなるのかというのが、７ページでござい

ます。 

 お米につきましては、月間の出来高が１万7,000枚ということで、これを重量換算します
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と７万3,000トンになります。 

 月間の国内消費仕向量は、大体御審議いただいていた中で840万トン割る12で70万トンぐ

らいになるのですが、70万トンの比率をとると、10.47となるわけでございます。 

 その他、とうもろこし、一般大豆、小豆、粗糖は、期限の定めなく先物取引をやって良

いよというものが本上場なのですけれども、本上場されているほかの商品の比率で申しま

すと、3.22％から166.72％あるというのが出来高ベースの状況でございます。 

 ８ページ、米の先物取引の試験上場の状況というのは、最初の１カ月は4,000枚弱、その

後1,000枚前後という話を申し上げました。 

 では、他の商品の立ち上がり時期はどうだったのか。それを比較したものがこの８ペー

ジでございます。 

 農産物の世界で一番先物取引が多いのがとうもろこし、工業品の中で一番多いのが金で

ございますので、このとうもろこしと金を比較しておるところでございます。 

 とうもろこしについては、２年後１日１万枚、金については１日880枚。そうした現状が

ございます。 

 以上が取引の量でございます。 

 ９ページ目、先物取引の機能といたしまして、実際に現物が受渡しをされることがござ

います。この２年間、現物受渡しはどういう状況だったかということでございますが、福

島産米のコシヒカリについておよそ3,000トン、この先物取引を経由して受渡しが行われた

という実態がございます。 

 右側に取引所会員別の建玉シェア。これは、どういった会社の人たちがやっているかシ

ェアを表示したものでございます。 

 右下のグラフにつきましては、取引参加者の割合と申しまして、黄色のところで％を示

しておりますが、米の取引を主ななりわいとされる当業者の方々の割合が、東京コメでは

5.2％、大阪コメでは19％という実態が見て取れると思います。 

 以上がこの２年間の状況でございます。 

 10ページ目、この先物取引の申請についてどう判断していくか、法律上の認可基準でご

ざいますが、試験上場の認可基準につきましては、10ページの左側にございます。「十分

な取引量が見込まれないことに該当しない」、「生産・流通に著しい支障を及ぼすおそれ

があることに該当しない」この２つの基準に照らし合わせて考えることになると思ってお

ります。 

 この試験上場の認可基準は、最初の試験上場をやるときも延長をやる際も、この法律上

の基準自体は一緒でございます。 

 11ページは、その条文を詳しく引用したものでございます。 

 12ページ、この米の先物の試験上場につきましては、過去２回申請をされていることが

ございます。平成17年のときと平成23年に申請がされております。その時々にどう整理を

したかということが、この表で農水省としての整理を記載させていただいております。 

29 

 



 13ページは「米の試験上場への取引参加意向の状況」ということでございまして、前回

の平成23年のときに取引に参加したいと言ってきた業者は、大阪コメで57、東京コメで66

でございました。 

 今回、大阪コメ、東京コメを合わせまして、申請では140がやってみたいと申し出てきて

おるところでございます。 

 最後に14ページ、15ページ、試験上場の延長。一度試験上場をやったものがその後どう

なるのかということでございますが、パターンとして３つございます。 

 試験上場制度は平成２年から導入されておるのですけれども、試験上場をした後に本上

場へ移行するパターン。試験上場を延長するパターン。試験上場のままやめるパターンの

３パターンがございます。 

 この３パターンの過去の実績、実例をファクトとして拾ってみたのがこの14ページ、15

ページでございまして、本上場に移行したパターンは、変換時期と言いますか、移行時期

の直前１カ月間の１日平均の出来高は、1,860枚から１万枚ぐらいであったというのが過去

の実績でございます。 

 試験上場を延長した場合で申し上げますと、31枚から2,932枚、これが過去の実績でござ

います。 

 試験上場後に廃止したというのは、最後の１カ月ですが、６枚から12枚といった実績が

ございます。 

 15ページは、出来高ではなくて取組高ベースで同様の比較をしたものでございます。 

 以上が、先物取引の試験上場の延長の申請をめぐる状況の御説明でございます。 

 農林水産省としましては、現在まだ結果を出している段階ではございませんので、事実

関係について御報告をした状況でございます。 

 また、参考資料４－２については、さらに詳しくデータを示したもの。参考資料４－３

につきましては、大阪の堂島商品取引所が今回の延長申請を出される際に、自分のところ

で外部有識者の方々を集めまして、この２年間の取組内容を検証した報告書でございます。

御参考までにお目通しをいただければと思います。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 申し訳ありません。残り時間は限られておりますけれども、御質問、御意見をいただき

たいと思います。 

 本来分けて御意見を伺えればと思いますけれども、時間がございませんので、まとめて

どの観点からでもいただければと思います。御発言の場合は、なるべくコンパクトにして

いただければと思います。申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

 それでは、廣瀬委員、富士委員。どうぞ。 

○廣瀬委員 後の冨士さんと意見が違うかもしれません。 

 私は今回の取引所のコメ先物取引の延長は良いのではないかと思います。 
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 やはり市場における米の立ち位置というものを、先を見て状況を把握していくというこ

とは、今、中国でも新聞等の報道によれば、短粒種で米の先物市場を立ち上げようかとい

う動きもあるぐらいですから、これからの米産業を考えていく上でも非常に私は大切なこ

とだと思います。 

 そしてかつ、今、世界最大の輸出国であったタイが、今度はインドに取って代わられる

ということで、米穀をめぐる国際の市場というものが大きく変化しているわけですので、

我々日本での米価格の位置がどういうところにあるのかということを、さらに試し、上場

していくことは、非常に私は良いことだと思いますので、個人的には評価したいと思いま

す。 

 全く別件なので１つだけ追加して申し上げたいのですが、米の問題等を通じて、今日の

議論もそうなのですけれども、日本において生産者側の論理と消費者側の要望と言います

か、意見と言いますか、その対話の場がほとんど組織的にないのです。 

 私もかつてメーカーにいましたが、メーカーというのはお客様自身が変化していきます

から、常にお客様の要望・意見等がどうかということを把握することは非常に重要なこと

です。ましてやＴＰＰの問題等も含めて、今、大きな変革期にあるのです。建設的な方向

に日本の農業を持っていく、日本の農業を強くするということは、皆さん異存ないわけで

すから、どうしたら良いのかという観点から是非議論、あるいは情報交換をしていただく

場を設けていくべき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。 

 冨士委員、お願いいたします。 

○冨士委員 私は反対なのですが、これは２年前も試験上場を認めるべきではないという

意見を言いましたので、今も変わっておりません。 

 大阪堂島商品取引所の方で委員会を開催して、意見書を出しているわけですが、その意

見も第三者委員会という言い方をされていますけれども、ほとんど先物取引をやるべきだ

という肯定的なメンバーでまとめられたものだと私は思っていますので、客観的かという

とそうではないのではないかと思います。 

 やはり試験上場を延長させてくれと言って延長申請をしたわけですけれども、この２年

間は、開設者側の方が当初想定したよりも明らかに取引量は低いわけです。当初想定して

いるより全く取引量としてはわずかなものなので、そういうことを踏まえて判断すべきだ

と思います。そういう意味で、今回２年間やった事実をちゃんと受けとめて、単純に延長

を認めるということではなくて、きちんと総括した上で認めないという判断をするべきだ

と思います。 

 あと、米に関する資料で、いつもいろいろな豊富なデータがたくさん出ているわけです

が、前も言いましたけれども、消費者の理解に資するという意味で、先ほど米の価格とか

値段がありましたが、コンビニのおにぎり100円の米の原料代というのは20円ぐらいです。
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だから米の価格が半分に下がったからといって、100円のおにぎりが50円にはならないので

す。流通経費だとか小売などのマージンで小売価格は形成されている。消費者に誤った理

解をしてもらわないためにも、そういう資料を、米に関する資料の中に是非入れていただ

きたい。対外的にも発信してもらいたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 木村委員、どうぞ。 

○木村委員 米の先物取引についてですが、私も米の卸、流通の団体としては、先物取引

の継続をお願いしたいということでお願いをしているところであります。 

 今年もそうですけれども、先ほどお話をしたように24年から25年に移っていくこの間で、

多分米の価格はどんと下がることになると思います。 

 仮に１俵当たり、つまり60キロ当たり2,000円下がるということになると、トン当たり３

万円とか４万円という話になってくるわけです。そうすると、普通の業者でも500トン、

1,000トン、大きな業者になると１万トンから３万トンぐらいという在庫がどんと下がるわ

けです。そうすると、千万単位、億単位の差損が発生するということになるのを、年１回

ですから、播種前に契約をしたり、収穫前に契約をしたりということになってきますと、

その価格が実際に採れる秋に幾らになっているかが分からないで、実際には買わなければ

いけないということ。例えば今回のように比較的高値でスタートすると、経験的に見ると

高値でスタートした年は必ず最後に下がってくるというケースが多いのですが、そういう

ときの１つのリスクのヘッジとしては、誰もがこれをやる必要はもちろんないので、１つ

の手段としてこれを確保しておきたいと思っています。 

 それと、実際に先ほど御説明をいただいた中で、価格の変動幅は意外と小さいですよと

か、現物との価格の差というのは思ったほど出ていませんよとか。ただ取引量がそれほど

今ないというところに問題があるということは、当然生産者の団体の方たちはこれを出す

なということになっていますから、ごくわずかな方しか表立っては出してこないというこ

とですから、どうしたって絶対量が今、少ないということになると、マーケットの自由さ

からいうと、かなり不自由な状況であることは間違いありません。 

 それから、当初参加をしようという意向があったけれども、実際に参加した人はあまり

当時はなかったことから言うと、ちょうど震災があった年で、その後、原発の事故があり、

要はマーケットの中で、これから先、供給量が減るのかどうなるのかがなかなか分からな

い中で、従来どおり現物をどう集めるかということにやや奔走したところもあり、試験期

間が２年間といっても、そのうち１年間はほとんどそういう環境だったと思っております。 

 試験期間２年が長いか短いかというのは、ほかの商品を見てみますと３年というものも

あったり、いろいろあるわけなので、本当から言えば本上場にしてもらいたいということ

もありますけれども、試験上場の延長というのを一つお願いしていきたい。 

 いずれにしましても、コメの流通をいろいろな意味で円滑化させていく。需給のある程

度先の指標を、要は、先は下げだろうと仰るけれども、必ずしもそういうことではなくて、
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先を見ながらどういう生産計画を立てるとか、経営をするという要素をそれぞれの生産者

であり、流通であり、場合によって実需の方も含めて考えていくことができる良い指標だ

と思いますので、是非継続をお願いしていきたいと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 村松委員、どうぞ。 

○村松委員 やはり私は、お米は日本の食の原点で、命を支えるものであると思うので、

こういった先物取引に上場されることには懸念を抱いています。 

 この大阪と東京のお米の価格変動の推移を見ますと、おもしろみがないというか、もう

けがないというか、うまみがないということが見て取れます。これがもし、おもしろみの

あるものになって、投資の対象となって利益を生むようなものにお米がなった場合、消費

者にとってお米がどんな存在になっていくのかなということが私は心配であります。そう

いう意味で、見守っていかなければいけないなと思ってはいます。 

 ただ、こうした、お米が先物取引の試験上場の状況にあるということを、もっともっと

消費者に知らせる必要があると思います。もちろん、興味のある消費者あるいは消費者団

体はこういうことを知っていますけれども、そうでない一般の消費者の人たちというのは、

お米が今、先物取引の試験上場になっていることを知らない方が多いと思いますので、そ

ういう意味でもっと情報発信をしていただきたいし、そうした情報を分かり易く消費者に

も伝えてほしいと思います。やはり、みんなで考えていく、みんなで見守っていかなけれ

ばいけないことだと私は思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 お時間がもうありませんので、このぐらいで閉じさせていただきたいと思うのですけれ

ども、遺伝子組換え小麦について御質問等はございませんか。よろしいでしょうか。 

 最後に冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 この検査手法の確立というのは、日本の政府というか、日本で確立したとい

うことですか。それともアメリカの会社が確立した検査方法を準用しているのか援用して

いるのかという質問が１つ。 

 それから、やはり外国産といえども、原料・原産地表示は徹底した方が良いと思います。

結局外国産は、オーストラリア産かアメリカ産か分からないわけだから、今あるものを全

部調べなければいけないということになるわけで、原料・原産地表示をやっていればアメ

リカ産だけ調べれば良いわけですから、そういうことも含めて今後検討していただければ

と思います。 

○中嶋部会長 貿易業務課長、どうぞ。 

○折原貿易業務課長 遺伝子組換え小麦の検査方法、先ほどＰＣＲ法という話をしました

けれども、これは基本的に原因となった遺伝子組換え小麦を作成したモンサント社の試験

種子を日本に持ち込み、遺伝子組換え小麦を特定する技術を開発したということです。 

 なお、アメリカにおいても、現状のところ商業栽培として認められている遺伝子組換え
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小麦は一切ありません。試験栽培も2005年に終了しており、なぜか分かりませんが、最近

になってある圃場での自生が確認されたことから、輸入の停止を行っているところです。

表示の話も出ましたが、表示の対象になるかどうかという話は、基本的に安全性の確保が

前提となりますので、当然、食品安全委員会の中で安全性が了承された後に、その表示を

どうするかという話になるわけです。そういう意味で、今回の件は表示以前の話というこ

ととなります。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

○冨士委員 はい。 

○中嶋部会長 活発な御議論をありがとうございました。 

 特にこの「コメ先物取引関係」につきましては、諮問事項ではございませんので、特に

本部会としての意見を取りまとめるものではございません。米にかかわる事柄でもござい

ますので、今回説明を受けたということでございます。 

 説明にありましたように、コメ先物取引については、今後申請内容を精査し、現行の認

可期間中に、商品先物取引法の基準に照らして、許可の適宜を判断されるということでご

ざいます。 

 本日、各委員から様々な意見、貴重な御意見をいただきました。これに対して事務局か

らお答えいただくということは、今回いたしませんでしたが、本日の委員各位の御意見も

参考としていただければと思っております。 

 これで本日予定の議事につきましては、全て終了いたしました。 

 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、公開することと

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） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、これで終了いたします。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。 

○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申し上げます。 

○佐藤生産局長 生産局長の佐藤でございます。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、長時間にわたり御熱心に御議論賜りまし

て、誠にありがとうございました。 

 本日の議題でございます米穀の基本方針につきまして、適当と認める旨、御答申賜りま

して、誠にありがとうございました。 

 本日、いろいろな意見が現場から出ておりまして、こうした今回提出されました意見に

つきましては、しっかりと受けとめまして、今後の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。 
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 重ねて、本日精力的に御議論を賜りましたことを御礼申し上げ、閉会のあいさつとさせ

ていただきます。本当にどうも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 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。 

 どうもありがとうございました。 

 

閉     会 
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