
第１節　食糧制度の運営

　米の生産、流通、消費をめぐる諸情勢の変化や、マ

ラケシュ協定の実施に伴う新たな国際的規律に対応す

るため、平成６年８月に農政審議会が取りまとめた

「新たな国際環境に対応した農政の展開方向」の趣旨

等を踏まえ、平成６年１２月に「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）が制

定され、７年１１月に施行された。

　この法律に基づく新たな制度では、米の需給及び価

格の安定を図ることを基本としつつ、生産者の自主性

を活かした稲作の体質強化、市場原理の導入や規制緩

和を通じた流通の合理化等を図ることとされている。

また、生産調整及び自主流通米価格形成センターが法

律上位置づけられた。

　９年１１月、持越在庫の積み上がり、自主流通米価格

の急落等現下の米をめぐる厳しい状況を打開し、食糧

法の目的である米の需給と価格の安定を図るため、新

たな米政策大綱」を策定し、これに即して各般の施策

を講じてきた。

　また、１１年１０月には「水田を中心とした土地利用型

農業活性化対策大綱」が取りまとめられ、需要に応じ

た米の計画的生産の徹底と水田における麦・大豆・飼

料作物等の本格的生産を二本柱とする総合的施策が講

じられているところである。

　さらに、ガット・ウルグァイ・ラウンド農業交渉に

おいて選択した米の関税化の特例措置については、１１

年４月より関税措置へ切り換えた。

　また、平成１２年９月には、平成１２年産の作柄等を踏

まえ、「平成１２年緊急総合米対策」が取りまとめられ、

生産調整の緊急拡大に対する支援等の措置を実施して

いるところである。

１　米穀の需給と生産調整

　新たな米政策大綱に基づく各般の施策の実施による

需給改善の効果等から平成１０年産については、自主流

通米価格が前年産に比べ高い水準となるなど需給改善

がみられたが、１１年産は、依然として国内産在庫が適

正水準を上回っていることと等から、自主流通米価格

は低水準で推移した。このため、１１年９月生産オーバ

ー分の主食用以外への処理、政府米の販売凍結、生産

調整についても１２年産は１１年産と同規模（９６．３万 ha）

の取り組みを内容とする「米の緊急需給安定対策」を

決定し、需給バランスの早期回復に努めることとした。

　しかしながら、１２年産米の需給環境は

　１　景気低迷の影響から消費者・実需者の低価格志

向が続いていること

　２　価格低下等による在庫差損を避けるため、買い

手の卸売業者が当用買いに徹していること

　３　作況（１０４）となり、全国的な豊作から供給増が

見込まれるなど豊作基調であること

　４　１２年１０月末の国内産持越在庫が計画を大幅に上

回ることが見通されたこと

等といった厳しい状況となり、自主流通米の価格の下

落に歯止めをかけるため、１２年９月に緊急に米の需給

と稲作経営の安定を図る観点から、１３年産の生産調整

については従来の９６万３千 ha に加え、２５万トンの需

給改善のための緊急拡大（４万７千 ha 程度）を加え

る等を盛り込んだ「平成１２年緊急総合米対策」を決定

し、需給環境の早期回復に努めることとした。

２　自主流通米の価格形成

　新たな米政策大綱において、稲作経営安定対策の補

てんの際の基準となる価格や、当年産の価格は、原則

として自主流通米価格形成センターの指標価格を用い

ることとされるなど、自主流通米価格形成センターに

おける指標価格が、需給実勢を反映したものとして形

成されることが、従来にもまして重要となり、新たな

米政策大綱においても自主流通米価格形成センターの

米の取引の場としての機能の拡充の必要性が明記され

た。

　これを受けて、平成１０年６月に取りまとめられた

「自主流通米取引に関する検討会」結果報告書に即し

て、１０年産米から値幅制限方式に代わる新たな入札シ

ステムが導入され、この新たな入札システムの下で、

１２年産については、１３回、１１１万ｔの入札取引が実施さ

れた。
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３　政府買入米価

　食糧法の下では、自主流通米が制度的にも実態的に

も米流通の主体となったことから、政府買入米価につ

いては、自主流通米の価格動向その他の米の需要及び

供給の動向を反映させるほか、生産条件及び物価その

他の経済事情を参酌し、米の再生産を確保することを

旨として定めることとされている。

　このような基本的な考え方を踏まえ、政府買入米価

については、需給事情・市場評価を反映させつつ、安

定的な価格運営を図るとの観点から、

　�　自主流通米価格形成センターにおいて形成され

る自主流通米の入札価格の動向の比較により、自主流

通米価格の変動率を求めるとともに、

　�　生産費調査に基づく米販売農家の生産費の動向

の比較等により生産コスト等の変動率を求め、

　これらの変動率を均等のウェイトにより基準価格

（前年産の政府買入米価）に乗じるという方式により

算定を行っているところである。

　１３年産米の政府買入価格についても、この算定方式

により算定を行った。

第２節　米穀の需給及び価格の安

　　　定に関するための措置

１　需　　　　　　給

�　国内産米

　ア　平成１２･１３　米穀年度の需給計画は、平成１２年

３月に策定した「米穀の需給及び価格の安定に関する

基本計画」において次のとおり定めた。

○平成１２・１３米穀年度の需給見通し

　　　　　　平成１１年１０月末持越在庫 ��� ２６５万ｔ

 �������������� （うち外国産米１０万 t）

平成１１年産米生産量 ����������� ９１８万ｔ

外国産米 �����������������７２万ｔ

供給量計 ��������������� １，２５５万ｔ

主食用等需要量 ������������� ９３０万ｔ

加工用等需要量 ��������������９６万ｔ

平成１２年１０月末持越在庫量 �������� ２２９万ｔ

（うち外国産米１０万 t）

平成１２年産米生産量 ����������� ９１９万ｔ

外国産米 �����������������７７万ｔ

供給量計 ��������������� １，２２５万ｔ

主食用等需要量 ����  ����  ９３０万ｔ

加工用等需要量 ������������� １０１万ｔ

平成１３年１０月末持越在庫量 �������� １９４万ｔ

（うち外国産米１０万 t）

（注）１　１１年１０月末持越在庫量は、平成１１年産の生産

オーバー相当分１７万ｔの主食用以外への処理に関

し、備蓄運営ルールに基づき、政府持越国産米と

交換するために販売した後の数量である。また、

ミニマム・アクセス米は、１１年１０月末の持越在庫

量１０万ｔのほか、９年１０月末に飼料用備蓄とした

１９万ｔ及び１１年１０月末に援助用とした１５万ｔがあ

る。

　　　２　生産量は、加工用米の生産予定量（平成１１年産・

平成１２年産とも２４万ｔ）を含む数量である。

　　　３　主食用等需要量は、主食用のほか、自主流通米

で供給されている酒造用及びもち米である。

　　　４　加工用等需要量は、加工用、輸入米粉調製品等

代替、新規用途及び国際機関、食糧不足等からの

要請に応じ用いられる援助用等である。

　イ　平成１１年産米の生産量は、９１８万 tとなったが、

１１年９月の「米の緊急受給安定対策」を踏まえ、生産

オーバー相当分１７万 tを備蓄運営ルールに基づき、政

府持越米を差し換えた上で配合飼料用に処理すること

とした。

　ウ　１２米穀年度においては、１１年度米の生産量９１８

万 tと持越在庫２５５万 tを合わせた１，１７３万 tの供給を

行った。このうち政府米については、１１年１０月末持越

在庫２３３万tと１１年産政府買入４５万tを合せた２７８万tと

なった。

　エ　一方需要量は主食用等で９３０万tで、政府米２０万

ｔ、自主流通米等４１１万ｔ（うち酒造用等２４万ｔ、もち

米１５万ｔ）が含まれ、また、需給緩和のもとで卸売業

者等が手持在庫を縮減して需要に仕向けられたものも

含まれている。加工用等需要量は、自主流通米（加工

用米）２３万ｔ、食糧援助用としては２万ｔであった。

　オ　この結果、１２年１０月持越在庫は２８０万t程度と見

込れたが、１２年９月に決定した「平成１２年緊急総合米

対策」により、自主流通米（１２万ｔ）の販売残と政府

米（１６万ｔ）の等価交換の実施、１２年産生産オーバー

分の主食以外への処理に関して備蓄運営ルールに基づ

き、政府国産持越米と交換するために１５万ｔの販売、

さらに食糧支援を機動的に行うために政府国産米７５万

ｔの援助用隔離を行った。

　以上により、平成１２米穀年度持越在庫量は、１７２万ｔ

（自主流通米１１万 t、政府米１６２万 t）となった。

　カ　平成１２年産米の生産目標数量は、平成１３年１０月
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末に向けて国内産米の在庫水準の適正化を図る観点か

ら、９１９万ｔとし、このうち加工用米の作付予定面積は

２４万ｔとした。

　また、平成１２年産米の生産調整目標面積は、予想単

収を前提として９６３千ha、このうち加工用米の作付予

定面積は４６千haとされた。

○平成１２年産米の必要生産量及び生産調整目標面積

� 　外国産米

　平成１２米穀年度のミニマム・アクセス輸入米の需給

については、１１米穀年度からの持越在庫量は１０万ｔ

（このほか９年１０月末に飼料用備蓄とした１９万ｔ及び

１１年１０月末に援助用とした１５万ｔがある）であり、１２

米穀年度の輸入数量は、７２万ｔとなった。一方、販売

量は、主食用に１０万ｔ、加工用に２４万ｔ、援助用等に

１１万ｔとなった。

　この結果、平成１２米穀年度末ミニマム・アクセス輸

入米の持越在庫量は、３７万ｔとなったが、販売計画未

達となった２７万tについては、国産米の需給に影響を

与えないよう飼料用備蓄（６万t）、援助用備蓄（２１万

t）として取り扱うこととした。

２　１２年産米の出荷

　１２米穀年度（１１年１１月～１２年１０月）の米穀の需給に

ついては、９年１１月に策定した「新たな米政策大綱」

（以下「大綱」という。）や、１２年９月に策定された

「平成１２年緊急総合米対策」に基づく政策推進の効果

により、改善傾向にはあるものの、依然として国産米

在庫が適正備蓄水準を大幅に上回っている状況にあり、

１１年産米に引き続き、大綱に基づき、生産調整対策、

稲作経営安定対策及び計画流通制度の運営改善の３つ

を基軸とする総合的かつ実効性の高い対策を着実に実

行することにより、主食である米の需給及び価格の安

定という、食糧法の目的を達成して行くこととした。

　１２年産米の出荷は、１２年３月に策定された「米穀の

需給及び価格の安定に関する基本計画」において、計

画出荷量については５３４万ｔ、政府が備蓄運営のため

買い入れる米穀の数量については５０万ｔとそれぞれ定

めたところである。

　ただし、この大綱で確立した備蓄運営ルールを踏ま

え、政府が備蓄運営のため買い入れる米穀の数量５０万

ｔについては、１２米穀年度の政府米販売が７５万ｔとな

ることを前提とするものであり、実際の販売が計画未

達となった場合の実際の買入数量は、５０万ｔから販売

計画未達数量を控除した数量とした。

� 　計画出荷申出数量の申出

　基本計画で定められた計画出荷数量を基礎として、

４月１日から４月３０日までの間、生産者から計画出荷

米として出荷を予定する数量の申出を受けた。

　申出の結果は、計画出荷申出数量の合計５２１万ｔ　

（うるち米５０３万ｔ、もち米１８万ｔ）となった。

� 　予定計画出荷基準数量の決定

　１２年産米の都道府県別予定計画出荷基準数量につい

ては、大綱に基づく稲作経営安定対策等の施策の推進

を図る必要があることから、うるち米については、１１

年産米と同様に生産者からの計画出荷申出数量を都道

府県別予定計画出荷数量としたが、もち米については、

需給バランスの悪化を防ぐため、計画出荷申出数量を

減額調整した上で、各都道府県ごとの予定計画出荷数

量（合計５２０万ｔ）を決定し通知した。

　当該通知を受け、都道府県が市町村ごとの予定計画

出荷数量を、市町村が生産者ごとの予定計画出荷基準

数量を決定し通知した。

� 　政府売渡申出数量の申出

　１２年産米の政府買入については、自主流通米の販売

環境の改善を図るため、１２米穀年度の政府米の販売数

量は計画を大きく下回ったことから備蓄運営ルールを

適用すると一切できないこととなっていたが、「緊急

総合米対策」に基づき、生産者団体が行う生産オー

バー分の主食用以外への処理に伴う政府持越米との交

換分１５万ｔと、生産調整の緊急拡大（２５万ｔ）に円滑

かつ確実に取り組めるようにするため、生産調整が未

実施の場合の売り戻し等を条件に買い入れる２５万ｔと

合わせて、４０万ｔの政府買入れを行うこととなった。

　また、この政府買入数量４０万ｔのうち、生産オー

バー分の１５万ｔについては、１２年１０月１５日現在の都道

府県別作況指数に応じて県別に配分し、生産調整緊急

拡大分の２５万ｔについては、１３年産の生産調整の追加

拡大面積に応じて配分することとして、１２年１１月１７日

に都道府県別政府買入基礎数量の配分が行われた。そ

の後、生産オーバー分のうち１，６００ｔについて１３年１

月５日に県間調整を実施した。

　なお、１２年産米の政府売渡申出数量の申出期間は、

１２年１１月２４日から１２月５日までと定めて告示をし生産
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調整実施者からの政府売渡申出数量の申出を受け、ま

た、都道府県別政府買入基礎数量の県間調整に基づく

政府売渡数量の変更申出を受けて、各道府県毎の予定

政府買入数量、また、各道府県毎の予定政府買入数量

の変更数量をそれぞれ決定し、１３年２月に都道府県合

計で３７万ｔを通知した。さらに、「緊急総合米対策」に

基づき自主流通法人が一元的に調整保管を実施した自

主流通米のうち３７，０００ｔを政府買入れするために、９

月に都道府県合計で４１万ｔを通知した。

�　予定計画出荷基準数量の変更

　出来秋において、生産者による予定計画出荷基準数

量の変更の申出及び当該変更申出に基づく予定計画出

荷基準数量の変更を実施し、その結果、８県について

都道府県別予定計画出荷数量の変更が該当（うるち米

１６、０００ｔの増加変更）した。

�　計画流通米の最終出荷数量

　１２年産米については、１３年２月末で計画出荷基準数

量の確定を行い、売渡し等の期限である１３年３月末ま

で出荷がなされた。また政府米については、１３年９月

末日で政府買入基準数量の確定を行い、政府売渡し等

の期日である１０月末日まで出荷がなされた。

　１２年産米の計画出荷米（自主流通米及び政府米）の

１３年１０月末日での出荷実績は４８２万ｔ（自主流通米

４４２万ｔ、政府米４１万ｔ）となったが、１２年産米の政

府買入については、１３年産米の生産調整が未達成の場

合の売り戻し等を条件としており、今後数量の変動が

あり得る。

　なお、各都道府県の計画出荷米の出荷数量は表１の

とおりである。

表１　平成１２年産米の最終出荷数量

 ����������������� （単位：玄米ｔ）　

都道府県 ��� 政府米 ��� 自主流通米 ��� 合　計　

全　　国 ���  ４０５，１３０　　　４，４１６，９４２　 　　４８２２，０７２

北 海 道  ����６８，４９８　　　　４５１，４５３　　　　５１９，９５０

青　　森 ����２２，６００　　　　１８４，５６８　　　　２０７，１６８

岩　　手 ����２１，１９９　　　　２０８，５６５　　　　２２９，７６４

宮　　城 ����２４，８７９　　　　２６４，７８９　　　　２８９，６６８

秋　　田 ����３１，７７９　　　　３６１，７１０　　　　３９３，４８９

山　　形 ����４０，７４７　　　　２７２，２９８　　　　３１３，０４４

福　　島 ����２１，３７２　　　　１７３，１５６　　　　１９４，５２８

茨　　城 ����１１，７６８　　　　１２４，９５４　　　　１３６，７２２

栃　　木 ����２０，０７７　　　　１８７，４０５　　　　２０７，４８２

群　　馬 ����� ５１９　　　　 １７，５７１　　　　 １８，０９０

埼　　玉 ���� ３，３３２　　　　 ３５，１３５　　　　 ３８，４６６

千　　葉 ����  ６，４０２　　　　１２１，８６６　　　　１２８，２６８

東　　京 ������ ０　　　　 　　４６　　　　　　 ４６

神 奈 川 �����  ８８　　　　　３，０１４　　　　　３，１０２

新　　潟 ���� ２８，４６７　　　　３８５，６６２　 　　 ４１４，１２９

富　　山 ����１０，００５　　　　１５２，１６４　　　　１６２，１６９

石　　川 ���� ３，９２１　　　　 ８６，３１５　　　　 ９０，２３６

福　　井 ����  ４，６３９　　　  １００，６９５　　　　１０５，３３４

山　　梨 ���� 　４１７　　　　　３，９７３　　　　　４，３９０

長　　野 ���� １０，６８８　　　 　９７，５４９　　　　１０８，２３７

岐　　阜 ���� ２，０６４　　　　 ４５，４５２　　　　 ４７，５１６

静　　岡 ����� ５６９　　　　 １４，８３４　　　　 １５，４０３

愛　　知 ���� ３，０４７　　　　 ４０，８２２　　　　 ４３，８６９

三　　重 ���� ３，８６７　　　　 ５２，７３７　　　　 ５６，６０４

滋　　賀 ���� ８，２１７　　　　１１５，４５０　　　　１２３，６６７

京　　都 ���� ２，３３４　　　　 ２７，６７６　　　　 ３０，０１０

大　　阪 ������８１　　　　　２，２３０　　　　　２，３１１

兵　　庫 ���� ４，１６０　　　　 ８５，６４３　　　　 ８９，８０３

奈　　良 ���� １，００２　　　　 １０，８２７　　　　 １１，８２９

和 歌 山 ������ ８７　　　　　３，０２１　　　　　３，１０８

鳥　　取 ���� １，８７５　　　　 ４０，５４１　　　　 ４２，４１６

島　　根 ���� ４，０７１　　　　 ５５，５２９　　　　 ５９，６００

岡　　山 ���� ４，７２２　　　　 ６９，６４５　　　　 ７４，３６７

広　　島 ���� ３，２０７　　　　 ６４，１７８　　　　 ６７，３８５

山　　口 ���� １，４０４７　　　　 ６６，０２１　　　　 ６７，４２５

徳　　島 ����� ４４３　　　　 ２１，５０６　　　　 ２１，９４９

香　　川 ����� ９５３　　　　 ４０，３７５　　　　 ４１，３２８

愛　　媛 ���� １，７１８　　　　 ２４，９２１　　　　 ２６，６３９

高　　知 ����� ５０７　　　　 １８，０８１　　　　 １８，５８８

福　　岡 ���� ５，９００　　　　１０２，９００　　　　１０８，８００

佐　　賀 ���� ６，５０５　　　　 ９３，５９０　　　　１００，０９５

長　　崎 ����� ７４０　　　　 １７，２６６　　　　 １８，００６

熊　　本 ���� ８，１４９　　　　 ７９，５７１　　　　 ８７，７２０

大　　分 ���� ３，５６６　　　　 ３１，６８９　　　　 ３５，２５５

宮　　崎 ���� ２，３４６　　　　 ２９，８００　　　　 ３２，１４６

鹿 児 島 ���� ２，２０１　　　　 ２７，２７４　　　　 ２９，４７５

沖　　縄 ������ ０　　　　　２，４７７　　　　　２，４７７

　
�　出荷対策

　１２年産米の出荷については、本年が１１年産米に引き

続いた大綱の推進３年目に当たり、大綱に基づく稲作

経営安定対策、計画流通制度（備蓄運営ルール）及び

緊急総合米対策等の施策の着実な推進を図る必要が

あったこと等から、生産現場への周知活動の徹底、出

荷手続きの運用及びその結果に即した的確な出荷への

対応を関係者と連携の下に実施した。

３　販　　　　　　売

政府米の販売

　政府米の販売方法については、計画流通制度の運営

改善の一環として、増大した自主流通米の在庫を減ら

し、市場の安定を図る観点から、備蓄運営ルールを前

提に、販売対象銘柄を限定するなど自主流通米の販売

との連携（協調販売）を図ってきた。
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　この結果、１２米穀年度における国内産政府米の販売

量は、自主流通米との連携を図った結果、主食用で２０

万ｔとなった。

　また、加工用の販売実績は２４万ｔ（全量外国産米）

となった。

４　米穀の自主流通制度

�　概　　要

　自主流通制度は、食糧管理法の枠内で政府を通じな

い米穀の流通の途を開き、市場原理を導入することに

より消費者のニーズに応ずる米穀の流通を図るという

意図の下に、昭和４４年産米から発足した ｡

　食糧管理法下における自主流通制度は、・消費者に

とっては食味の良い米を選択して購入でき、・生産者

にとっては政府に売るよりも高い手取り価格が実現で

きるというメリットをもっており、各種の助成措置の

下、関係者の意欲的な取組みもあって年々増加した。

　平成７年１１月から施行された主要食糧の需給及び価

格の安定に関する法律においては、自主流通米が米流

通の主体として制度上位置付けられ、政府米は備蓄の

運営とミニマム ･アクセスの運用のための機能に限定

された ｡

　また、自主流通米の価格の形成に当たっては、需給

実勢や品質評価を的確に反映するとともに、より一層

透明性の確保された価格が形成されるよう、自主流通

米の価格形成施設（その運営主体として自主流通米価

格形成センターを指定）が制度上位置づけられた。

　自主流通米助成については、２年産米より通年販売

促進費は通年計画販売促進費に、良質米奨励金は自主

流通対策費に組み替えを行った。

　１１年産米については、水田を中心とした土地利用型

農業活性化対策大綱に基づき、１２年産米からの稲作経

営安定対策の臨時応急的措置のうち、特別支払を前倒

実施することとした。

　１２年産米については、水田を中心とした土地利用型

農業活性化対策大綱に基づき、補てん基準価格の特例

措置（１１年産価格は補てん金を加えて算出）、担い手・

計画外コースの導入、特別支払の導入を実施。また平

成１２年緊急総合米対策に基づき、特別支払の要件緩和

を実施することとした。

�　自主流通米の流通実績

　ア　１１年産米については、１１年３月策定の米穀の需

給及び価格の安定に関する基本計画において、その出

荷数量を４８５万tとして計画したところであるが、実績

については、　４２７万 t（主食用うるち米３６２万 t、酒造

用等２４万ｔ、もち米１８万ｔ、加工用米２３万 t）となっ

た。

　販売量については、４３４万ｔと計画したところであ

るが、政府米との連携を図った結果、４３４万ｔ（主食用

うるち米３７２万ｔ、酒造用等２４万ｔ、もち米１５万ｔ、加

工用米２３万ｔ）となった ｡

　この結果、１２米穀年度末には、１０万ｔを翌年度に持

ち越した ｡

　イ　１２年産米については、１２年３月策定の米穀の需

給及び価格の安定に関する基本計画において、その出

荷数量を４８４　万ｔ（加工用米の生産予定数量２４万ｔを

含む）と計画したところであるが、その実績は約４４５万

ｔ（主食用うるち米３８５万ｔ、酒造用等２２万ｔ、もち米

１５万ｔ、加工用米２３万ｔ）となった。

　ウ　自主流通米の価格については、透明性・公平性

が確保され、産地品種銘柄ごとの需給動向や品質評価

が的確に反映された価格を形成する必要があることか

ら、自主流通米価格形成センターにおいて入札取引が

実施されている。

　自主流通米の入札取引の仕組みは、１０年産から値幅

制限方式に代わる新たな入札システムの下で行われて

いる ｡

　�　入札回数は年１２回以上（毎月１回以上）、各回と

も前場・後場の２度の入札機会を設定した。

（従って入札機会は延べ２４回以上）

　�　落札方式は、売り手が希望価格の申出を行うこ

とができることとし（前年産最終３回の平均指標価格

　を上回ってはならない）、買い手は１銘柄について

２つの値札を入れることができることとした。

　�　入札参加者の売り手は、第１種・第２種登録出

荷取扱業者とした。

　�　上場数量は、調整する機会を年２回以上設け希

望上場の要件も緩和した。

　また、１１年産に引き続き早期米（８月１０日までに受

け渡される自主流通米）の入札取引を試行的取引の特

例として行なった。

　１２年産米の入札取引の価格動向については、景気低

迷の影響、高水準の持越在庫、豊作予想などから、

１６，３５０円／６０kg（８月２９日入札）と前年同時期の価格

を１，０００円以上下回る水準でスタートし、１０月以降は

１６，０００円／６０kgを割る水準で推移した。

　しかし、「平成１２年緊急総合米対策」に基づく特別調

整保管等の具体的な取組の進展などにより、１２月以降、

７回連続して前回価格を上回り、平成１３年６月の入札

取引では１７，２２３円／６０kgと、１２年産としてははじめ

て前年同時期を上回る価格となった。

　しかし、年産平均では１６，０８４円／６０kgとなり、平成
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２年の入札開始以来最低の水準となった。

�　自主流通助成措置

　１２年産米に対する助成の概要は、次のとおりである

　ア　稲作経営安定資金助成金

　生産者の拠出と政府の助成により造成した資金を用

い、自主流通米の価格下落が稲作経営に及ぼす影響を

緩和するための補てん金を交付することとし、１２年度

において９２，６９８百万円の予算措置を講じた。

　イ　稲作経営安定資金運営円滑化対策費

　稲作経営安定対策の運営の円滑化を図るため、自主

流通米の販売調整に要する経費等について自主流通法

人に助成を行うこととし、１２年度において２４，９７０百万

円の予算措置を講じた。

５　加　工　用　米

�　制度の導入

　他用途利用米制度は、生産調整の一環として昭和５９

年度に導入され、加工原材料用米穀の供給の主体をな

してきたところであるが、その価格、流通のあり方に

ついて、

　�　生産者サイドにおいては、その価格水準が低い

ことに不満があるとともに特にミニマム・アクセス受

け入れに伴いその忌避感が強くなっていること

　�　需要者サイドにおいても他用途利用米の安定的

供給が確保されないという不満があること等の意見が

出されることとなった。

　このため、８年産米以降については他用途利用米制

度を廃止し、生産者団体が関係需要者団体と協議の上、

国内産としての需要が見込まれ、かつ一定水準以上の

販売価格が期待できる酒造用等について、契約栽培的

な手法により生産・供給する加工用米制度が発足した。

�　制度の位置づけ

　�　８・９年産米については、他用途利用米のよう

に転作カウントの一部とせず、加工用米の生産予定数

量に相当する面積をあらかじめ生産調整対象水田面積

から控除し、その流通については、自主流通米の一部

として供給することとなった。

　�　１０・１１　年産米については ｢緊急生産調整推進

対策 ｣　において、加工用米の生産を生産調整の実績

参入の対象とすることとなった ｡

　�　１２・１３　年産米についても「水田農業経営確立

対策」において、引き続き生産調整の実績算入の対象

とすることとなった。

�　生産予定数量

　１３年産については、生産者団体及び需要者団体双方

の協議により２４万トン（うるち２２万５千トン ｡もち１

万５千トン）とすることで合意された。

６　米穀出荷取扱業者制度

　食糧法において、米穀の出荷取扱業者は、計画流通

制度下の自主流通米・政府米について、生産者からの

売渡し又は売渡しの委託を受ける、自主流通法人への

集積を行う、政府への売渡しの代行を行う等の業務を

通じて、米穀の需給の安定を図るという重要な役割を

担うものである。

　また、計画流通制度の下で競争原理の導入による意

欲と能力のある者の参入により、流通の活性化及び生

産者の選択の幅の拡大を図るため、本出荷取扱業につ

いては、「登録制」（都道府県単位）を採っており、次

に掲げる要件を充足する者であれば誰でも参入できる

こととしている。

　なお、現在の流通実態からみて、計画流通制度の実

効性を確保するために適切であるとの判断から、本出

荷取扱業については、生産者から計画出荷米の売渡し

又は売渡しの委託を受けることによりその出荷を取り

扱う「第１種出荷取扱業」と、第１種登録出荷取扱業

者から計画出荷米の売渡し又は売渡しの委託を受け、

一定のロットへの取りまとめを行う「第２種出荷取扱

業」に区分している。

�　出荷取扱業の登録要件

　遵法要件、資力信用要件のほか、次の要件を充たし

ていることが必要である。

　ア　第１種出荷取扱業

　�　米穀を保管する倉庫を権原に基づいて利用でき

る者であること。

　�　出荷契約を締結している申請に係る都道府県の

区域内の米穀の生産者の数が１０人以上であること。

　�　売渡し又は売渡しの委託を受ける当該年産の計

画出荷米の数量が２０トン以上であること。

　�　申請に係る都道府県の区域内の第２種登録出荷

取扱業者もしくは第２種出荷取扱業の登録を受けよう

とする者又は自主流通法人もしくは自主流通法人の指

定を受けようとする者と自主流通契約を締結している

こと。

　イ　第２種出荷取扱業

　申請に係る都道府県の区域内の第１種登録出荷取扱

業者又は第１種出荷取扱業の登録を受けようとする者

及び自主流通法人又は自主流通法人の指定を受けよう

とする者と自主流通契約を締結していること。
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� 　出荷取扱業の有効期間等

　ア　有効期間

　出荷取扱業の有効期間は、第１種出荷取扱業、第２

種出荷取扱業とも３年とされている。

　イ　登録期日

　登録の期日は、当該登録の有効期間の満了前に出荷

取扱業を廃止しようとする者から当該出荷取扱業を譲

り受けて引き続き当該出荷取扱業を行おうとする者に

係る登録を除き、６月３０日（沖縄県の区域に係る登録

にあっては５月３１日）としている。

� 　出荷取扱業の登録状況

　出荷取扱業の登録は、平成８年６月３０日を初回とし

て実施し、以降、毎年６月３０日に新規の登録申請者に

係る登録を実施しており、その状況は表２のとおりと

なっている。

表２　出荷取扱業の登録状況

７　米穀販売業者制度

　食糧法においては、米穀の販売業者が消費者に対し

その需要に的確に対応し、米穀を安定的かつ円滑に供

給するためには、適正な販売活動を確保することが極

めて重要であることから、米穀の流通を担う者として

の位置付けを法律上明確にされている。

　また、計画流通制度の下で意欲と能力のある者の参

入により、流通段階の活性化と消費者の選択の幅の拡

大を図るため、計画流通米の販売業について、次に掲

げる登録要件を充足し、意欲と能力のある者であれば

誰でもが参入できる登録制としたところである。

� 　販売業の登録要件

　卸売業、小売業とも遵法要件、資力信用要件のほか

次の要件を充たしていることが必要である。

　ア　卸売業は、

　� 　袋詰精米を製造するためのとう精施設を権原に

基づき利用できること。

　� 　計画流通米の年間販売見込数量が、４，０００精米ｔ

（ただし、登録卸売業者が他の都道府県で登録を受け

ようとする場合は、４００精米ｔ）以上であると認められ

ること。

　イ　小売業は、米穀の販売のための売場その他の常

設の事業所を権原に基づき利用できること。

� 　販売業に対する流通規制の緩和

　米穀の流通経路の多様化・弾力化が図られ、新規参

入の促進を通じて競争原理の導入、商活動の活性化が

図られるよう、平成１２年度に、従来、年２回であった

登録の申請機会を、申請は随時受け付け、登録は毎月

行うように食糧法施行規則の改正が行われた。

� 　販売業の登録状況

　食糧法に基づく販売業の登録状況は表３のとおりと

なっている。

表３　販売業の登録状況
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� 　精米表示

　精米表示については、農産物検査の結果を的確に反

映することにより、米穀の公正かつ適正な流通を確保

するとともに、消費者が精米を購入する際の判断材料

を提供するという役割を担っている。

　食糧法においては、精米表示の役割が適切に果たさ

れるよう、表示内容について消費者に分かりやすいも

のとするとともに、表示と内容の一致について消費者

の一層の信頼を確保する等の観点から定められたとこ

ろであるが、平成１１年７月２２日に「農林物資の規格化

及び品質表示の適正化に関する法律」（昭和２５年法律第

１７５　号以下「JAS法」という｡）の一部が改正され、

一般消費者に販売される全ての飲食料品についてJAS

法に基づく品質表示基準が義務付けられた。

　米についても、JAS法に基づく「玄米及び精米品質

表示基準」が定められ、同基準が平成１２年３月３１日に

告示され、容器に入れ又は包装された玄米及び精米の

表示については平成１３年４月１日から適用されること

となっており、その内容は以下のとおりである。

　ア　表示方法

　生産者が消費者に直接販売する場合も含め、米穀を

販売するすべての業者に対し、消費者向け袋詰め玄米

及び精米に「玄米及び精米品質表示基準」に基づく表

示が義務付けられた。

　イ　表示項目

　「品名」（うるち、もち、胚芽精米の別）、「原料玄米」、

「内容量」、「精米年月日」、「販売業者名又は精米工場

名」を一括して表示。

　ウ　原料玄米の表示の原則

　� 　原料玄米の表示は、産地、品種及び産年につい

て証明（国産品にあっては、農産物検査法による証明、

輸入品にあっては、輸出国の公的機関等による証明を

いう。）を受けた原料玄米のみに産地、品種及び産年の

表示ができる。

　� 　産地、品種及び産年が単一であって、かつ、証

明された原料玄米にあっては、産地、品種、産年及び

使用割合を表示する。

　� 　ブレンド米（複数の産地・品種・産年の米穀を

原料としたもの、又は証明を受けていないもの（いわ

ゆる未検査米）を含む原料玄米にあっては、

　ａ　「複数原料米」「ブレンド米」「一部未証明米」等

原料玄米の産地、品種若しくは産年の全部若しくは一

部が証明を受けていない旨を記載する。

　ｂ　原産国名とそれぞれの使用割合を多い順に記載

する。

　ｃ　証明米が含まれている場合は、括弧書きで産地、

品種及び産年の３つの表示項目の一部を、国内産と原

産国ごとにそれぞれ対応する使用割合を併せて記載す

ることができる。

　� 　原料玄米に産地、品種及び産年の全部又は一部

について証明されていない場合は、「複数原料米」等と

記載したうえで、原産国を記載し、任意で「未検査米

△△％」と記載することができる。

　エ　メリット表示

　一括表示項目の欄外で、消費者にアピールすること

を目的として、一括表示の内容以外の精米に関する情

報を記載する場合の表示（メリット表示）については、

一括表示の内容と関連する事項については当該内容と

矛盾しない表示を付するものとし、一括表示の内容と

直接関係のない事項については虚偽または誇大と認め

られる表示は不可。

＜表示例＞

◎　単品の場合

◎　ブレンド米の場合（原料玄米欄を抜粋したもの。　他の

表示項目は単品の場合と同じ、）

　［ケ－ス１］

　［ケ－ス２］ 
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８　米の消費拡大

� 　米の消費拡大対策の推進

　米の消費拡大については、我が国の風土・資源に適

した食糧である米を中心とした日本型食生活を広く維

持・定着させていくとともに米の需給均衡を図ること

を基本として、各般にわたる施策を講じて強力に推進

している。

　特に、平成１２年度における米の消費拡大、すなわち

「ごはん食の推進」については、「食生活指針」で求め

られた健全な食生活の実現や食料・農業・農村基本法

に基づく食料自給率の向上を図る上で極めて重要な課

題となっていることから、健康、栄養面の有用性に重

点を置き、お米・ごはん食の一層の推進を図るため次

の取組を中心に事業を実施した。

　ａ　従来に増して健康面を重視した立場から医師、

栄養士等との連携の強化

　ｂ　欠食頻度の高い朝ごはんをきちんと食べる運動

の推進

　ｃ　ダイエット・簡便志向の強い若い女性と次世代

の米消費を担う子どもへの働きかけの重点化

　ｄ　ごはんと相性の良い魚や関連食材等との一体と

なった取組み

� 　米の消費拡大のための施策

　ア　中央における米穀需要拡大宣伝事業の実施

　中央においては、備蓄米の需要促進ＰＲ及び健康的

な食生活を維持するためのごはん食についての正しい

知識の普及及び啓発活動を実施した。

　� 　備蓄米の需要促進ＰＲの実施

　平成５年産米の凶作の経験などを踏まえ食糧法に位

置付けられた米の備蓄制度を円滑に運営するため、関

係団体と連携を取りつつ次の事業を実施した。

　ａ　たくわえくんファンクラブ活動

　料理講習会や低温倉庫の見学会の開催を通じ、継続

的な購入の呼びかけを実施

　ｂ　中外食事業者向け展示への備蓄米ＰＲのための

ブース出展

　� 　ごはん食の普及・啓発活動

　全国米穀協会等に委託して、次の事業を実施した。

　ａ　医師・栄養士等専門家の協力を得たお米・健康

サミット等シンポジウムの開催等による普及啓発活動

　ｂ　ごはん食関連食材の団体及び消費者団体等と連

携したごはん食の啓発活動

　ｃ　テレビＣＭ、雑誌、ポスター等によるＰＲ

　ｄ　啓発、宣伝事業用の各種資材の作成、提供

　ｅ　小学生（５・６年生を対象）、中学生、高校生及

び料理学校生徒等を対象としたヤング・ライスクッキ

ング・コンテストの開催等

　イ　地域米消費拡大対策の実施

　都道府県、市町村段階の地域に密着した多角的な米

消費拡大運動を引き続き実施するとともに、生産者団

体が主体的に実施する消費拡大への取組みと連携した

各種事業（お米ギャラリーの情報提供機能の充実、シ

ンポジウムや稲作体験活動等のお米・ごはん食推進事

業、備蓄米の店頭試食キャンペーン等の備蓄制度円滑

化等推進事業）を実施した。

９　学校給食

� 　学校給食実施状況

　学校給食は、学校給食法等の三つの法律により、小

学校、中学校、夜間定時制高校及び特殊教育諸学校を

対象に実施されており、パン又は米飯、ミルク及びお

かずを供する「完全給食」と、完全給食以外の給食で

ミルク及びおかず等を供する「補食給食」と、ミルク

のみを供する「ミルク給食」の三つの型がある。

　１２年５月現在における学校給食の実施状況は表４の

とおりである。

表４　学校給食実施状況

� 　米飯学校給食実施状況

　学校給食において米飯給食の定着を図っていくこと

は、単に当面の米の消費拡大に資するのみでなく、長

期的にみて児童・生徒の食習慣が将来の我が国の食生

活に大きな影響を及ぼすこととなるので、米を中心と

した日本型食生活の定着に寄与するものと考えている

　１２年度においては、学校給食用パン製造業者等及び

学校設置者が行う炊飯設備等整備の経費の一部補助、

米飯弁当持参校に対する保温庫の設置、各地方自治体

の創意工夫に応じた米飯給食拡充策への支援、米飯給

食用食器等の購入・配付支援、水田利用作物の米飯給

食への利用方策についての検討会等への支援を行うと

ともに、備蓄制度の理解促進のため学校給食用備蓄米

の無償交付を行うなど、引き続き米飯学校給食を積極
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的に推進している。

　この結果、米飯学校給食の実施状況は、１２年５月現

在では、

　�米飯学校給食実施校は、完全給食実施校の９９．３％

　　（５１年５月３６．２％），対象となる児童・生徒数の比

　　率は、９９．５％（５１年５月３０．９％）

　�週平均実施回数２．８回（５１年５月０．６回）

　�週３回以上実施している学校は、米飯学校給食実

　　施校の７８．２％（５１年５月７．０％）

となり、着実に普及している。

１０　平成１２年緊急総合米対策について

　１２年産の作柄及び最近の需給・価格動向にかんがみ

緊急に米の需給と稲作経営の安定を図る観点から、次

のような総合的な米対策を講ずることとされた。

　また、新しい経営所得安定対策につき、速やかに検

討に入ることとされた。

　１　政府持越在庫については、緊急食糧支援事業に

よる援助用として７５万トンの市場隔離（別枠扱い）を

実施する。

　この措置と以下の対策により、平成１２年１０月末に

２８０万トンと見込まれる持越在庫について、１４年１０月

末に１２５万トン程度に縮減する。なお、それまでの間

に予期しない需給の変動が生じた場合には、４の需給

調整水田（仮称）における対応のほか、機動的な需給

計画の見直しその他必要な措置を講ずる。

　２　１２年産の豊作による生産オーバー分（２６万トン）

のうち１５万トンについては、生産者団体の主体的取組

として主食用以外の用途に処理する。

　主食用以外への処理に当たっては、主として、収穫

した米粒を配合飼料原材料用に使用する。

　３　１１年産自主流通米の販売残（うるち米２０万トン）

のうち今後の販売見込みのないものについては、政府

持越米と交換の上、加工用等に処理する。

　また、１２年産自主流通米の整然とした販売を図る。

　このため、所要数量につき、１３米穀年度当初から隔

離効果の高い自主流通法人による一元的な調整保管を

実施するとともに、需給事情に応じ、政府持越米と差

し替えて加工用等に処理する。

　なお、自主流通米の適切な価格形成を図るため、リ

ベート販売の監視強化、精米表示の指導の徹底等を行

うとともに、自主流通米価格形成センターが行ってい

る入札取引のあり方についての検討を進める。

　４　１３年産の米の生産調整規模については、２５万ト

ンの需給改善のための緊急拡大（５万ヘクタール程度）

を行う。

　加えて、１３年産においては、生産者団体の主体的取

組として、作況　１００を超える場合の対応として、５万

ヘクタール（作況　１０３相当）の需給調整水田（仮称）

に取り組むこととする。

　�　この緊急拡大に円滑かつ確実に取り組めるよう

にするため、次の措置を講ずる。

　�　緊急拡大に取り組む都道府県の生産者から、生

産調整が未達成の場合の売戻し等を条件に、臨時応急

特例的な対応として合計２５万トンの政府買入れを行う。

これと生産オーバー分の処理の過程で生産者団体に売

却される１５万トンに見合う分と合わせて、４０万トンの

政府買入れを行う。

　�　緊急拡大に取り組む都道府県において、生産調

整の確実な達成を前提として、緊急拡大分及び需給調

整水田（仮称）内の生産調整実施分に相当する面積に

ついて次の助成を行う。

　ア　子実前刈取り、稲発酵粗飼料（ホールクロップ

サイレージ）等の稲による転作、ソバ

２万円／１０アール

（ただし、子実前刈取りはこれに２万円／１０アールを

加算）

　イ　麦、大豆等ア以外の一般作物、タバコ、景観形

成等水田

 ���������������� １万円／１０アール

　ウ　特例作物（タバコ及び野菜を除く。）・永年性作

物、調整水田

 ���������������� ５千円／１０アール

　�　緊急拡大分の配分については、生産者団体の意

向を踏まえつつ実施する。

　�　緊急拡大に併せて、土地利用集積の面積要件の

緩和、利用供給計画の期間の短縮等の稲発酵粗飼料

（ホールクロップサイレージ）への取組体制の改善を

行うほか、１３年度において、稲発酵粗飼料（ホールク

ロップサイレージ）給与に対する畜産農家の不安を解

消するための給与実証事業を行う  （２万円／１０アール）。

　５　稲作経営安定対策については、米の価格の著し

い下落や生産調整の緊急拡大を行うことを踏まえ、現

行制度の基本的枠組みの下で、臨時応急特例的な対応

として次の措置を講ずる。

　�　１２年産米に係る特別支払について、資金残高要

件を緩和し、１２年産補てん金交付後の資金残高の範囲

内で１２年産補てん基準価格の１％相当額以内の特別支

払を行うこととする。

　�　生産調整の緊急拡大への取組とその確実な達成

及び適切な入札価格の形成への取組を前提として銘柄

毎の１３年産補てん基準価格は、それぞれ同じ銘柄の１２
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年産補てん基準価格と同水準とする。ただし、その前

提条件を満たさない場合には、１３年産補てん基準価格

は、原則どおり直近３カ年平均価格とする。

　� 　稲作経営安定資金の基盤を安定させるため、生

産調整の緊急拡大への取組とその確実な達成を前提と

して、生産者の選択による追加の資金造成措置（一般

コースで生産者拠出０．５％、政府助成１．５％）を講ずる。

　また、この措置と併せて、資金状況の悪化している

銘柄については、作付転換、更に必要な場合には補て

ん率の調整等により、資金状況の改善を図る。

　６　米の消費拡大については、「食生活指針」の普及、

食農教育の推進、医師・栄養士との連携等を基軸に、

農林水産省、文部省、厚生省の連携を強化するととも

に、幅広い国民的運動の展開を図る。

　７　１３年産政府買入米価については、現行の算定方

式に基づき適正に決定するとともに、政府売渡米価に

ついても、備蓄運営を的確に行えることを旨とし、適

正に決定する（１３年産政府買入米価１４，７０８円／６０キロ

グラム、政府売渡米価１７，１６５円／６０キログラム）。

　なお、備蓄の効果的運営を図るため、その適正水準

とこれを維持するための方策、その他の諸在庫との関

係の整理、買入れ売戻しルールの再構築等、備蓄の機

能の適正な発揮を図るために必要な事項につき検討し、

平成１３年夏を目途に結論を得るものとする。

１１　米政策の運営

　� 　備蓄水準の適正化

　過大な政府国産米在庫が自主流通米の価格低下圧力

となることを回避するため、備蓄運営ルールにより備

蓄水準の適正化を推進する（在庫水準が適正水準を上

回っている場合には、政府米買入数量が政府米販売数

量を下回るように設定する）。

　さらに、平成１２年１２月に備蓄運営研究会を設置し、

新たな備蓄運営のあり方について検討することとした。

　� 　稲作経営安定対策

　ア　本対策の仕組み

　� 　補填基準価格は、産地品種銘柄ごとに過去３カ

年の自主流通米価格の平均価格（３カ年移動平均）で

ある。

　� 　計画的生産実施者によって出荷される米を対象

としている。

　イ　進捗状況

　１２年産米について、稲作経営安定対策の加入状況は

数量ベースで自主流通米出荷量の約８６％となった。ま

た、このうち、銘柄ベースで約９９％数量ベースで約

１００％が補てんの対象となった全体の資金状況につい

ては、生産者拠出２３３億円、政府助成６９７億円、１１年産

からの繰越資金残高６０３億円により、合計１，５３３億円の

資金を造成し、このうち補てん金１，１５４億円、特別支払

額８８億円を交付し、１３年産への繰越資金残高が２９１億

円となっている。

　ウ　平成１３年産米の対応（「平成１２年緊急総合米対

策」（平成１２年９）

　米の価格の著しい下落や生産調整の緊急拡大を行う

ことを踏まえ、現行制度の基本的枠組みの下で、臨時

応急特例的な対応として次の措置を講ずる。

　� 　生産調整の緊急拡大への取組とその確実な達成

及び適切な入札価格の形成への取組を前提として、銘

柄毎の１３年産補てん基準価格はそれぞれ同じ銘柄の１２

年産補てん基準価格と同水準とする。ただし、その前

提条件を満たさない場合には、１３年産補てん基準価格

は、原則どおり直近３カ年平均価格とする。

　� 　稲作経営安定資金の基盤を安定させるため生産

調整の緊急拡大への取組とその確実な達成を前提とし

て、生産者の選択による追加の資金造成措置（一般

コースで生産者拠出０．５％、政府助成１．５％）を講ずる。

　また、この措置と併せて、資金状況の悪化している

銘柄については、作付転換、更に必要な場合には補て

ん率の調整等により、資金状況の改善を図る。

　� 　１２年産政府買入価格は現行算定方式に基づき適

切に決定する。また売渡価格も適切に決定する。

　� 　食料・農業・農村基本計画及び健全な食生活に

関する指針の策定とあわせて、効果的な米の消費拡大

対策を推進する。

　� 　食糧援助については、国際ルールとの整合性や

財政負担等に留意しつつ、適切に対応する。
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第３節　麦類の需給及び価格の　

　　　安定を図るための措置

１　新たな麦政策

�　基本的考え方

　ア　麦は、米に次ぐ主要食糧穀物であり、生産性の

高い水田営農や合理的な輪作体系の下での畑作営農の

確立を図る上で不可欠な作物である。

　イ　しかしながら、生産・流通・加工の各面で多く

の問題が生じていることから、「民間流通への移行を

契機とし、生産者が創意工夫・努力すれば報われ、実

需者もこれを希望して需（もと）める、その結果、我

が国の麦作が定着し、麦自給率の向上を一歩進めてい

く」ことを基本的考え方とする「新たな麦政策大綱」

を平成１０年５月２９日に策定した。

　ウ　「新たな麦政策」への転換のスピードは、同大綱

に示された転換プログラムを踏まえ、十分実態に即し

たものとするよう留意する。

�「新たな麦政策大綱」の推進状況

　　「新たな麦政策大綱」の趣旨に即し、麦作農家及び

麦関連産業の将来展望を切り拓いていくため、次のと

おり各般の施策を総合的に推進している。

　ア　国内産麦

　�　民間流通の仕組みの構築

　平成１０年６月に、民間流通の仕組みを構築するため、

生産者、実需者、行政を構成員とする「民間流通検討

会」を設置し、累次の検討を重ねた結果、同年１２月９

日に「民間流通検討会報告書」を取りまとめ。

　同報告書の趣旨に即し、１１年１月に設置された、生

産者団体及び実需者団体の共催による「民間流通連絡

協議会」において協議が進められた結果、同年６月２２

日に「初年度（平成１２年産麦）における民間流通の仕

組み」を取りまとめ。

　�　麦の民間流通への移行に必要な「麦作経営安定

資金」の導入

　１１年６月に、初年度（平成１２年産麦）における「麦

作経営安定資金」の具体的水準、次年度以降の「麦作

経営安定資金」の算定の考え方等を決定。

　�　民間流通への取組状況

　「麦作経営安定資金」を含む初年度（平成１２年産麦）に

おける民間流通の仕組みが構築されたことを踏まえ、

合意の整った地域から順次移行。

　民間流通移行後２年目となる平成１３年産麦では、平

成１２年産麦から民間流通に移行した２４道県に加え、新

たに１３府県が移行したことから民間流通移行県は３７道

府県となり、民間流通麦の流通比率は前年産の９６％か

ら９９％（販売予定数量ベース）へと増加する見込みで

ある。また平成１４年産については、更に２県が民間流

通に移行することとなっている。

　�　「災害収入共済方式」の導入

　災害農家の経営安定を図るため、減収又は品質の低

下を伴う生産金額の減少を補てんする「災害収入共済

方式」を試験的に導入すること等を内容とする農業災

害補償法の改正法（平成１１年法律第６９号）が１１年６月

１１日に公布。政省令を１２年３月に改正し、今後、地域

指定及び改定料率の告示を行い、９月には１３年産麦に

ついて引受を開始。

　また、災害収入共済方式が導入されたことに鑑み、

１３年産麦からの国内麦流通円滑化特別対策の在り方に

ついて検討。

　�　麦類の高能力品種の育成及び能力発揮型栽培技

術体系の確立

　１１年度から、早生化・高品質化等を目標とした「麦

品種緊急開発プロジェクト」を推進。

　地域毎に生産者及び実需者の評価を加えつつ、これ

まで１１品種を育成。

　１４年度からは、障害耐性や色相等の課題を克服した

高能力品種や消費者から要望の高いパン用中華麺用等

特定用途向け品種の育成及び品種の有する能力を最大

限発揮できる栽培技術体系の確立のための研究開発を

実施予定。

　�　水田農業経営確立対策

　品質・生産性の向上を図りながら、水田における麦・

大豆・飼料用作物等の本格的生産を推進するための助

成を措置。

　�　農業生産総合対策事業

　民間流通に対応した産地の育成を図るため、産地協

議会の設置、振興目標を明確化するとともに栽培技術

マニュアルの策定、品質管理システムの構築、大規模

乾燥調製施設の整備並びに農地流動化部局との連携の

下に担い手の育成・規模拡大等を計画的・集中的に推

進。

　�　高生産性農業集積促進事業（非公共）

　ほ場整備を契機とした麦・大豆等の作付けの集団化

を促進するため、土地利用率の向上、畑利用水田の集

積の実績に応じて促進費を交付。

　�　ほ場整備事業（公共）

　うち担い手育成型

　土地利用型農業の活性化に資する大区画ほ場の整備
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及び水田の汎用化を推進するとともに、担い手への農

地利用集積を着実に推進。

　�　土地改良総合整備事業（公共）

　うち水田農業振興緊急整備型

　麦・大豆等の土地利用型作物の生産振興に資する水

田の汎用化等を緊急に実施するため、排水対策を充

実・強化し、土づくり対策を生産基盤整備と一体的に

推進。

　�　畑地帯総合整備事業（公共）

　うち担い手支援型

　良質麦生産地域における土層改良対策等により畑地

帯における担い手農家の経営の安定・合理化を着実に

推進。

　イ　外国産麦

　外国産麦については、今後とも国家貿易により政府

が計画的に輸入。

　その際、国内産麦との調整、その安定的な輸入の確

保、消費者の家計や実需者の経営安定という国家貿易

の趣旨に踏まえ、更に効率的に運営。

　ウ　麦加工産業

　�　経営判断指標の策定

　製粉企業における今後の経営判断の指標として製

造・販売コストの目標（ガイドライン）を１１年３月に

提示。

　�　製粉企業再編整備特別対策事業

　専増産ふすま工場の一般製粉工場化、企業再編に伴

う物流・研究機能の強化等に必要な支援を実施。

　�　製粉用小麦の売却方法の改善

　過去の買受実績に基づく売却運用を廃止し、１１年度

から実需者の希望に基づいて売却する方法に改善。

　エ　飼料用麦等

　�　流通飼料生産流通体制合理化推進事業

　飼料用麦関連飼料の内外の需給・価格動向の収集・

提供、利用技術の普及・啓発等を実施。

　�　製粉企業再編整備特別対策事業（前掲）

　�　飼料用麦の輸入における売買同時契約方式

（SBS）の導入

　飼料用麦の輸入について、国家貿易の枠内において

輸入方法の弾力化や多様化等を図り、個別の需要にき

め細かく対応した品質・価格での供給を可能とするた

め、１１年度から売買同時契約方式（SBS）を導入。

　今後、実施状況を勘案しつつ、段階的に数量を拡大。

２　民間流通への取組状況

�　「麦作経営安定資金」を含む初年度（平成１２年産麦）

における民間流通の仕組みが構築されたことを踏まえ、

合意の整った地域から民間流通へ順次移行。

�　初年度（平成１２年産麦）においては、主産地を含

む２４道県が取り組み、民間流通比率が９６％となった。

　また、１３年産においては、３７道府県が取り組み、民

間流通比率は９９％と、国内産麦のほとんどが民間流通

に移行する見込みである。

　・平成１３年産麦について民間流通に取り組む３７　　

道府県

　　北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、

　　茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、

　　富山、石川、福井、長野、静岡、愛知、岐阜、

　　三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、岡山、山口、

　　徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、

　　大分、鹿児島

　　・平成１４年産麦から民間流通に移行する２県

　　山梨、鳥取

３　麦類の需給

�　麦類需給計画

　１２年度の食糧用麦類の需給計画は、１２年産からの国

内産麦の民間流通への移行を踏まえつつ、次のような

考え方で策定した。

　ア　買入量

　�　国内産小麦の買入量は、３万２千 tと見込み、

大・はだか麦については大麦９千t、はだか麦３千t、計

１万２千 tと見込んだ。

　�　外国産小麦の買入量は、総需要量のうち、内麦

の供給で不足する分について行うという基本的な考え

方のもとに５３３万７千 tを見込んだ。外国産大・はだか

麦についても小麦と同様な考え方により１９万９千 tを

見込んだ。

　イ　　需要量

　�　　小麦

　主食用については、最近における小麦粉の需要動向

等を考慮して５５７万２千 t、しょう油等の固有用途用に

ついても、最近の需要動向等を考慮して１３万５千t、合

計５７０万７千 tを計上した。

　�　大・はだか麦

　主食用については、最近の精麦需要の動向等を考慮

して２１万４千 t　、麦茶用等の固有用途用についても、

最近の需要動向等を考慮して３万９千 t合計２５万３千

tを計上した。

　ウ　　期末持越量

　国内産麦については、年間均等に売却することを前

提に、１２年度の買入見込量から当年度の売却見込量を

差し引き小麦は１万７千 t、大・はだか麦は６千 tを見
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込んだ。

　外国産麦については、小麦は１０３万８千 t、大・はだ

か麦は５万１千 tを見込んだ。

�　麦類需給実績

　１２年度の食糧用麦類の需給実績は、次のとおりと

なった。

　ア　　買入量

　�　国内産麦の買入量は、小麦２万３千 t、大・は

だか麦１万１千 t（大麦９千 t、はだか麦２千 t）とな

り、当初計画に比べ、小麦は９千 tの減少、大麦は増

減なし、はだか麦は１千 t　減少、大・はだか麦計で

は１千 t減となった。

　�　外国産麦の買入量は、小麦４６９万３千 t、大・は

だか麦２４万５千 tとなり、当初計画に比べ、小麦は６４

万４千 t減少し、大・はだか麦は４万６千 t増加した。

　イ　需要量

　�　小麦

　主食用は４８０万１千 t、固有用途用は１３万２千 tとな

り、当初計画に比べ、主食用は７７万１千 t固有用途用

は３千 t　それぞれ減少し、合計で４９３万３千 tとなっ

た。

　�　大・はだか麦

　主食用２１万５千 t、固有用途用（麦茶用等）６万 tと

なり、当初計画に比べ、主食用は１千 t増加、固有用

途用は２万１千t増加となり、合計で２２万１千tとなっ

た。

　ウ　　期末持越量

　国内産麦については、小麦１万４千 t、大・はだか

麦７千 tとなり、当初計画に比べ、小麦は３千トン減

少、大・はだか麦は１千 tの増加となった。外国産麦

については、小麦は１１９万４千 t、大・はだか麦６万３

千 tとなり、当初計画に比べ小麦は１５万６千 t増加、

大・はだか麦は１万２千 tの増加となった。

４　１２年産麦の集荷

�　政府買入れのための諸措置

　ア　１２年産麦の政府買入れについては、６月６日に

買入条件を設定した。

　イ　１２年産麦の政府買入価格は、次のとおり決定さ

れ、７月２７日、農林水産省告示第１０６０号をもって告示

された。

小　　麦 ����� （銘柄�・１等正味６０kgにつき）

 �������������������� ８，８２４円

大　　麦 ����� （銘柄�・１等正味５０kgにつき）

 �������������������� ６，３３４円

はだか麦 ����� （銘柄�・１等正味６０kgにつき）

 �������������������� ９，１２６円

　ウ　１２年産の政府買入数量は次のとおりである。

　　　　　　　１２年産　　　　１１年産　　　前年比

小　　麦 ��� ２３，４５５　　　 ５４０，０１０　　　　 ４．３　

大　　麦 ��� ９，３８７　　　　６７，９３８　　　　１３．８　

はだか麦 ��� ２，００９　　　　１７，１３５　　　　１１．７　

合　　計 ��� ３４，８５１　　　 ６２５，０８３　　　　 ５．６　

５　民間流通促進対策

�　１２　年産麦

　１２年産麦については、１１年５月２４日に開催された ｢

民間流通連絡協議会 ｣（生産者団体及び実需者代表等

で構成）　において、初年度における民間流通の仕組

みが構築されたことを踏まえ、合意の整った地域から

民間流通へ順次移行した。

　ア　　民間流通麦

　�　小麦

　ａ　民間流通については、播種前に締結する通常契

約（入札 ･相対契約（作柄変動が大きい作物特性にか

んがみ契約数量に ｢一定の幅 ｣を設定。））を基本とし、

豊作等により必要が生じた場合には出来秋に追加契約

を締結するものとしている。

　１２年産麦の播種前契約（通常契約）の基準となる販

売予定数量６４万６千ｔ（民間流通麦６２万５千ｔ、政府

麦２万１千ｔ）、購入希望数量６０万１千ｔ及び民間取

引に必要な情報の交換等については、１１年８月３１日に

開催された ｢民間流通連絡協議会 ｣において協議、決

定された。

　この販売予定数量を基に、１１年９月２２日に�全国米

麦改良協会を実施主体として、本邦初演となる１２年産

民間流通麦の入札が実施され、生産者と実需者との間

で産地別銘柄別に５９万２千ｔの通常契約（入札 ･相対

契約）が締結された。

　ｂ　１２年産小麦の民間流通麦の出荷数量は６１万２千

ｔであり、産地別銘柄別に一定の幅を上回る２万ｔに

ついては追加契約され、出荷数量全量が契約締結され

た。（表５－１）

　�　大・はだか麦

　ａ　１２年産大 ･はだか麦の販売予定数量９万２千ｔ

（民間流通麦８万ｔ、政府麦１万２千ｔ）、購入希望数

量１１万２千ｔについては、小麦と同じく、１１年８月３１

日に開催された ｢民間流通連絡協議会 ｣において協議、

決定され、入札を経て産地別銘柄別に７万７千ｔの通

常契約（入札・相対契約）が締結された。

　ｂ　１２年産大・はだか麦の民間流通麦の出荷数量は
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８万６千ｔであり、産地別銘柄別に一定の幅を上回る

９千ｔについては追加契約され、出荷数量全量が契約

締結された。（表５－１）

　イ　　政府麦

　� 　民間流通へ移行されなかった地域の１２年産麦に

ついては、引き続き政府買入れを行うとされており、

１１年８月３１日開催された｢民間流通連絡協議会｣での

政府麦の販売予定数量を基に、１２年２月１５日に開催し

た｢政府麦に関する検討会｣（生産者団体及び実需者代

表等で構成）において民間流通へ移行できなかった要

因の検討及び政府麦の結付き等について協議され、小

麦２万１千ｔ、小粒大麦４千ｔ、大粒大麦６千ｔ、は

だか麦２千ｔの合計３万３千ｔが政府麦契約に係る契

約数量として産地別銘柄別に当初契約が締結された。

　� 　１２年産の政府麦契約に係る政府買入数量は、小

麦２万３千ｔ、小粒大麦４千ｔ、大粒大麦５千ｔ、は

だか麦２千ｔの合計３万４千ｔであり、１３年６月１２日

に開催された｢政府麦に関する検討会｣において、産

地別銘柄別に当初契約を一律に加算、圧縮及び実需者

団体間で調整を行い全量が締結された。　（表５－２）

� 　１３年産麦契約の基本事項

　１３年産麦の民間流通の仕組みについては、１２年５月

８日に開催された｢民間流通連絡協議会｣において、

１２年産の民間流通麦の入札結果等を踏まえ、入札回数

を１２年産麦の｢原則１回｣から｢原則２回｣とする等

見直しを行い決定された。

　また、１３年産麦の播種前契約（通常契約）の基準と

なる販売予定数量（民間流通麦、政府麦）、購入希望数

量及び民間取引に必要な情報の交換等については、１２

年７月２１日に開催された｢民間流通連絡協議会｣にお

いて次のとおり協議、決定された。

　ア　販売予定数量等

 � � � � � � � � � � �  　　　　　　（単位：千トン）

　　　　　　　　販売予定数量　　　　購入希望数量

　　　　　　民間流通麦　　政府麦　　計

小　　麦 � � � �  ７０６　　　　２　 　６５６　　　　６８９

小粒大麦 � � � � �  ３５　　　　０　　　２８　　　　 ４３

大粒大麦 � � � � �  ５１　　　　１　　　４７　　　　 ５１

はだか麦 � � � � �  １９　　　　０　　　１７　　　　 １７

　 計 � � � � � �  ８１０　　　　３　 　７３８　　　　８００

　イ　情報交換の内容

　・銘柄に対する評価

　・良品質麦の生産計画書

　・主要産地別銘柄に対する評価

　・麦の需給状況及び国内産麦の品質状況

　・１３年産民間流通麦の入札の仕組み

　・１３年産民間流通麦の義務上場･　希望上場銘柄の

　　数量及び基準価格

　・条件付き契約麦の対象と生産者負担金の基準額

　　（表６）など　

　ウ　なお、契約生産奨励金については、　１２年７月

２１日に開催された｢契約生産奨励金基準額決定委員

会」において、１３年産麦に係る契約生産奨励金の交付

要件及び基準額の見直し等が決定された。（表７）

� 　民間流通に係る入札結果

　ア　１３年産の民間流通麦の入札は、� 全国米麦改良

協会を実施主体として、１２年８月１０日に第１回、８月

３０日に第２回が実施された。

　イ　入札結果は、入札回数を２回にしたことから、

１２年産麦以上に産地別銘柄別の需給動向や品質評価が

的確に反映され価格形成が図られた。（表８）

� 　民間流通麦の相対取引の実施

　ア　１３年産の民間流通麦の入札結果を踏まえ、価格

については、入札の指標価格を基本とし、数量は１３年

産の販売予定数量から入札における落札数量を差し引

いた数量を相対数量として１２年１０月始めに売り手から

買い手に提示された。

　イ　相対数量の提示を受け、売り手、買い手で協議

が進められたが、この時点における民間流通麦の流通
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表５－１　１２年産小麦及び大･はだか麦

　　　　　（民間流通麦）の契約締結状況

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  （単位：　千ｔ）

表５－２　１２年産小麦及び大･はだか麦

　　　　　　　　　（政府麦）の契約締結状況

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  （単位：　千ｔ）
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表６　条件付契約麦の対象と生産者負担金の基準額等

� 　平成１３年産小麦の条件付契約麦の対象と生産者負担金の基準額等は次のとおりとする。
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表７　１３年産麦契約生産奨励金基準額の交付要件及び基準額

表８　平成１３年産の民間流通麦に係る入札結果の概要



等の状況は民間流通への移行初年度である１２年産麦の

引き取りが実際に進められている中で、１３年産麦につ

いては、１２年産麦以降、転作麦を中心とした生産量の

急増により、麦種、銘柄によっては、需給のミスマッ

チが拡大し、実需者に過剰感が生じてきていたことか

ら、通常契約（相対契約）が難航した。

　ウ　このため、一部産地銘柄について、通常契約（相

対契約）の締結が、播種前契約の原則にかなわず、１３

年４月までかかった形となったが、結果としては、販

売予定数量の全量が結びつくことができ、小麦７０万６

千ｔ、小粒大麦３万５千ｔ、大粒大麦５万１千ｔ、は

だか麦１万９千ｔの合計８１万ｔが通常契約の締結が行

われた。

�　政府麦契約

　民間流通へ移行されなかった地域の１３年産麦につい

ては、引き続き政府買入れを行うこととされており、

１２年７月２１日に開催された ｢民間流通連絡協議会 ｣で

の政府麦の販売予定数量を基に、１３年６月１２日に開催

された ｢政府麦に関する検討会 ｣において民間流通へ

移行できなかった要因の検討及び政府麦の結付き等に

ついて協議され、小麦２千ｔ、大・はだか麦１千ｔの

合計３千ｔが政府麦契約に係る契約数量として産地別

銘柄別に当初契約が締結された。

６　売　却

�　製粉用玄麦（小麦）の売却実績

　１２年度における製粉用玄麦の売却実績は、内麦２８万

２千ｔ（６％）、ソフト系外麦１３０万４千ｔ（２７％）セ

ミハード系５５万７千ｔ（１２％）、ハード系外麦２６５万８

千ｔ（５５％）で、対前年比２１万４千ｔの減少となった。

　また、売却数量のうち外麦の産地国別の売却割合は

アメリカ産２５０万７千ｔ（ＷＷ６５万２千ｔ、ＳＨ５５万７

千ｔ、ＨＰ３１万３千ｔ、ＤＮＳ９８万５千ｔ）で５６％カ

ナダ産１３６万ｔ（ＣＷ１１６万６千ｔ、ＤＲＭ１９万４千ｔ）

で３０％、オーストラリア産６５万２千ｔ（ＡＳＷ）で１４％

となっている。

�　固有用途用（小麦）の売却実績

　固有用途用については、しょうゆ用等として１３万２

千ｔ（内麦１万ｔ、外麦１２万２千ｔ）を売却した。

�　大・はだか麦の売却実績

　　精麦用としては、２１万５千ｔ（国内産大・はだか

麦３万９千ｔ、外国産大・はだか麦１７万６千ｔ）を売

却した。

　麦茶・ビール用等としては、６万ｔ（国内産大・は

だか麦９千ｔ、外国産大・はだか麦５万１千ｔ）を売

却した。

第４節　倉庫の概況と保管運送

１　政府倉庫及び食糧庁指定倉庫の概況

�　標準収容力と在庫数量

　平成１２年４月１日現在の食糧庁指定倉庫の標準収容

力（臨時指定倉庫を含む）は、政府倉庫（政府サイロ

を含む）２１万３千ｔ、農業倉庫（カントリーエレベー

ターを含む）　８９８万５千ｔ、集荷商人倉庫５０万６千ｔ

営業倉庫４７５万２千ｔ、民間サイロ３７８万３千ｔ、合計

１，８２３万９千ｔとなり、前年同期に比べて２万６千ｔ

の増加となっている。

　また、経営主体数は政府倉庫（政府サイロを含む）

１１、農業倉庫１，２１３、集荷商人倉庫１，０２９、営業倉庫

（民間サイロを含む）７４３、合計２，９９６であり、前年同

期に比べて　１４４減少している。

　カントリーエレベーターの収容力は年々増加してき

ており、１２年４月１日現在で７，２８９本のサイロビンが

指定されており、その収容力は１９５万８千ｔ（もみ）に

達している。

　一方、政府所有食糧等の在庫数量は、１２年１１月末現

在で４７８万３千ｔ（うち、国内米２５５万ｔ）であり、前

年同期に比べ３７万８千ｔ減少（うち、国内米５万１千

ｔの増加）となっている。

　最近３か年の食糧庁指定倉庫の標準収容力及び在庫

数量の推移は表９のとおりである。

（注）ラウンドの関係上、内訳と合計が一致しない

　　　　場合がある。

表９　食糧庁指定倉庫の収容力及び在庫数量

 ������������������ （単位：千ｔ）　

　年　度　　 　標準収容力　　　　　　在庫数量

　　１０　　　　　　１７，９５５　　　　　　　５，６５９

　　１１　　　　　　１８，２１２　　　　　　　５，１６１

　　１２　　　　　　１８，２３９　　　　　　　４，７８３

（注）標準収容力は各年度４月１日現在、在庫数量

　　は各年度１１月末現在である。

�　低温倉庫の概況

　１２年４月１日現在における食糧庁指定倉庫のうち、

低温・準低温倉庫の標準収容力は６６０万９千ｔであり１１

万４千ｔ増加している。

　最近３か年の低温・準低温倉庫の標準収容力は表１０

のとおりである。
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表１０　低温倉庫の標準収容力

　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千 t　）

　　　　　　年　度　　　　　　　低　温

　　　　　　　１０　　　　　　　　６，０４９

　　　　　　　１１　　　　　　　　６，４９５

　　　　　　　１２　　　　　　　　６，６０９

（注）　標準収容力は各年度４月１日現在である。

２　保管料支払実績

　１２年度政府所有食糧等の保管料支払額は４９６億円で

あり、前年度に比べ３０億円の減となっている。

表１１　１２会計年度保管料支払額

 ������������������ （単位：百万円）

　種　類　　営業倉庫　 農業倉庫　　計　　対前年増減

国 内 米 �� ２１，３１０  　　６，０３５　  ２７，３４５　　△１，７５８　

国 内 麦 ���� ２５９　　　　３７８　　　６３７　　△１，７８２　

外　　米 ��� ７，３１６ 　　　　２１　　７，３３６　　　１，０６２　

外　　麦 ��� ９，０３６ 　　　　─　　９，０３６　　△　２２１　

輸入飼料 ��� ５，２６２ 　　　　─　　５，２６２　　△　３１６　

　 計 ���� ４５，１８３　　　６，４３４　 ４９，６１７　　△３，０１３　

対前年増減 �� △２，２２１　　 △ ７９２　△３，０１３　　 　　　　

３　運　　　　送

運　　送　　概　　況

　ア　運送数量

　平成１２年度における政府米の運送数量については国

内産米、外国産米合わせて７００千ｔとなり、前年度（８２６

千ｔ）に比べ１２６千ｔの減少となっている

　　　　表１２　１２会計年度政府米運送実績

　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千ｔ）

　種　　類　　　　県間運送　　県内運送　　　計

　国内産米 ������� ２５４　　　　 １３６　　　 ３９０　

　外国産米 ������� ２４７　　　　  ６３　　　 ３１０　

　合　　計 ������� ５０１　　　　 １９９　　　 ７００　

　（前年度） ������� （５０９）　　　 （３１７）　　 （８２６） 

　前年対比 ������ △　８　　　 △１１８　　 △１２６　

　イ　運送対策

　　政府米の販売促進を図るため、平成１２年度につい

　ても次の運送対策を講じた。

　�　卸売業者等からのニーズを踏まえて、運送指令

（指示）を随時発出。

　�　卸売業者等が希望する売却日に米穀が到着でき

る運送方法の選択及びコスト削減の有効な手段となる

車側渡売却の活用。

　�　運送中の品質保持に十分留意した夏場運送の実

施。

第５節　食糧の輸入及び国際関係

１　概　　　　　　況

�　米　　　　穀

　平成７年度からWTO協定に基づくミニマム・アク

セス輸入が行われているが、１２年度における食糧管理

特別会計による外国産米穀の輸入量（決算ベース）は、

うるち米６５６千実 t、もち米２７千実 tであった。

�　麦　　　　類

　１２年度における食糧管理特別会計による小麦の輸入

量（決算ベース）は、５３３万８千 tで、うち食糧用４６９

万３千、飼料用６４万５千tである。大麦の輸入量は１６０

万７千 tで、うち食糧用２４万５千 t、飼料用１３６万２千

tであった。

２　米穀の輸入状況と海外の動向

�　輸入状況

　１２年度における輸入の国別内訳（決算ベース）は、

アメリカうるち米３３３千実 t、アメリカもち米９千実 t、

タイうるち米１２７千実t、タイもち米１７千実t、オースト

ラリアうるち米１１１千実t、中国うるち米７８千実t、中国

もち米１千実t、その他うるち米７千実tとなっている。

�　米穀の国際需給と価格動向

　ア　国際関係

　�　２０００年の世界のコメの生産量（籾ベース）は、

前年を下回り５億９，５５０万 tと見込まれている（FAO

資料による。以下同じ）。

　これは、インドネシアやバングラデシュ等で増産と

なるものの、干ばつや作付面積の減少により中国やイ

ンドで減産となることによる。

　�　２０００年の世界のコメの貿易量（精米ベース）は、

前年に引き続き、インドネシア等の輸入の減少により、

前年を下回る２，２４０万 tとなった

　�　２０００年の世界のコメの期末在庫量（精米ベース）

は、前年の豊作を受けて増加したことや、中国が１９８０

年まで遡って在庫量の見直しをしたことにより１億

６，２００万 tと見込まれている。 
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　イ　国際価格

　コメの国際価格の動向をタイBOT（タイ国貿易取引

委員会）公表の価格（うるち精米１００％B）で見ると、

インドネシアの輸入需要の減少等から２０００年１０月には、

１８５ドル／ tまで下落した。

　その後は、輸出需要も高まったが、ベトナム等の競

合国も多く新規市場の開拓も見込めないことから続落

し、２００１年５月には１６０ドル／ tとなった。

　その後は、ベトナムの輸出余力の低下や需要増を受

け、やや上げ基調となり、２００１年８月下旬には１７０ドル

／ tで推移している。

３　麦類の輸入状況と海外の動向

�　輸入状況

　ア　小麦

　１２年度における小麦の輸入量（決算ベース）は、前

年度を３万４千 t上回る５３３万８千 t（前年度は５３０万４

千 t）となった。このうち、食糧用の輸入量は前年度を

１３万７千 t上回る４６９万３千 t、飼料用は、前年度を１０

万３千 t下回る６４万５千 tであった。

　これを国別で見ると、アメリカ２８３万５千 t、カナダ

１３７万８千t、オーストラリア１１２万５千tとなっている。

　イ　大麦

　１２年度における大麦の輸入量（決算ベース）は、前

年度を２万８千 t上回る１６０万７千 t（前年度は１５７万９

千 t）となった。このうち、食糧用は２４万５千 tで精麦

用及びビール用の原料として輸入された。一方、飼料

用大麦の需要量については畜産の動向、他の飼料穀物

との価格関係等により変動するが、１２年度の輸入量は

前年を１万７千 t下回る１３６万２千 tであった。

　これを国別で見ると、オーストラリア９４万１千t、カ

ナダ３５万８千 t、アメリカ３０万８千 tとなっている。

�　麦類の国際需給と価格動向

　ア　小麦

　�　国際需給（IGC（国際穀物理事会）見込））

　２０００／２００１年度の世界の小麦生産量は、油糧種子か

らの作付転換が見込まれるＥＵの他、インド、アルゼ

ンチン等で増産となるものの、東北部で干ばつに見舞

われた中国、作付面積が減少する米国の他、豪州等で

減産が見込まれることから、世界全体では前年度を

０．４％下回る５億８，１９０万 tと見込まれる。

　２０００／２００１年度の世界の小麦消費量は、国際価格の

低下に伴う需要増によりＥＵ等で増加が見込まれるこ

とから、前年度を０．５％上回る５億９，３６０万 tと見込ま

れる。

　同年度期末の小麦在庫量は、生産量が消費量を下回

ることから、前年度を７．４％下回る１億４，５６０万 t（期末

在庫率２４．７％）と見込まれる。

　�　価格動向

　小麦の国際価格を、国際取引指標となるシカゴ相場

（小麦SRW、No．２ 期近物／ブッシェル）でみると、９６

年４月には、アメリカ産冬小麦の作柄懸念等により一

時７．１７ドルと史上最高値を更新するなど高騰したが、

９６年産小麦が主要生産国で軒並み増産となったことか

ら、夏以降次第に軟化し、９７年２月には３．５３ドルと高

騰前の水準まで下落した。

　９７年及び９８年は、両年の生産が豊作となったこと、

アジア諸国の経済が混乱したこと等により価格は概ね

下落傾向で推移し、特にロシアの通貨危機等の影響を

受けた９８年９月には７７年１０月以来の安値を記録した。

　その後、アメリカの対ロシア食糧援助やアメリカ産

冬小麦の作柄懸念等で、一時的にはやや値を持ち直し

たものの、９９年６月後半からは、アメリカでの好天に

より下落し、１２月には２．２４ドルと最安値を更新した。

　２０００年は、アメリカ産地での高温・乾燥天候を受け

てやや値を戻したものの、７月以降高水準の生産高と

在庫等を背景に急落し、２．５ドル前後で推移した。

　９月下旬からはアメリカ産地での天候悪化や豪州で

の豪雨等によりやや値を戻した。

　２００１年に入ってからは、アメリカ産地で生育に適し

た天候が続き、４月に天候不順が報告されたものの概

ね軟調に推移している。

（２００１年９月２ドル６０セント台）

　イ　大麦

　�　国際需給（米国農務省（USDA）見込）

　２０００／２００１年度の世界の大麦生産量は、東欧等で減

産となるものの、カナダ、ＥＵ、旧ソ連等で増産とな

ることから、世界全体では前年度を３．７％上回る１億

３，２８０万 tと見込まれる。

　２０００／２００１年度の世界の大麦消費量は、世界全体で

は前年度を０．２％下回る１億３，２５０万 tと見込まれる。

　同年度期末の大麦在庫量は、生産量が消費量を上回

ることから、前年度を１．２％上回る２，４４０万 t（期末在庫

率１８．４％）と見込まれる。

　�　価格動向

　大麦の価格について、主要輸出国であるカナダの日

本向けFOB価格（No．１ウェスタン）で推移をみると、

９５年４月以降、アメリカにおける飼料穀物（トウモロ

コシ）の生産不安から急伸、更に９５年１０月には期末在

庫水準の低下を背景に、トウモロコシ等飼料穀物の需

給ひっ迫に伴って高騰した。

　その後、９６年の飼料穀物全体の豊作見通しが明らか
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になると軟化に転じ、９７年３月には、１２９ドル／ tと相

場が高騰する前の水準に値を戻した。９７年末以降は輸

出需要の減退等から軟調に推移しており、９９年前半に

は在庫不足という理由から相場は一時上向いたが、後

半以降はカナダにおける天候不順による飼料用小麦の

供給増の予想から軟調に推移した。

　２００１年に入っても、シカゴ穀物相場の低迷から相場

は弱含みであり、２００１年５月平均価格は１１０ドル／tと

なっている。

４　政府米を利用した食糧援助

　政府米を利用した食糧援助については、被援助国等

からの要請を踏まえ、WTO協定等国際ルールとの整

合性、財政負担等に留意し、適切に実施することとし

ている。

　平成１２年度においては、KR食糧援助として、アフ

リカを中心とする１６カ国に対して政府米約１８万トンを

利用することとして、平成１２年１２月、平成１３年２月及

び３月に閣議決定されたところである。本件について

は、被援助国との交換公文の締結を経て，順次コメの

供給が進められることとなっている。

　北朝鮮食糧支援として、平成１２年１０月６日、人道的

観点及び朝鮮半島をめぐる前向きの動きを後押しする

との外交的判断の下 ､世界食糧計画（WFP）を通じた

５０万トンの食糧支援を政府決定、緊急食糧支援事業を

活用して食糧支援を実施することとした。

第６節　米価及び麦価

１　米価審議会

�　１２年度に開催された米価審議会は以下のとおりで

ある。

　第１回　７月１９日　１２年産麦の政府買入価格につい

　　　　　　　　　　て

　第２回　９月２日　１３年産米穀の政府買入価格及び

　　　　　　　　　　標準売渡価格について

　第３回　１２月１５日　麦の標準売渡価格について

�　次の１名が新たに米価審議会委員に任命された。

（５０音順、敬称略）

［平成１２年７月１３日任命］

　倉　持　八　郎（全日本農民組合連合会書記長）

　なお、継続中（１１年度再任を含む。）の委員は以下の

２２名である。（５０音順、敬称略）

　［平成１２年３月１０日任命］

　青　山　三千子（国民生活センター参与）

　岩　田　一　政（東京大学教授）

　上　田　喜志子（長崎県地域婦人団体連絡協議会会

長）

　内　舘　　　晟（日本生活協同組合連合会副会長理

事）

　宇都宮　象　一（全国町村会副会長）

　大　地　　　裕（全国農業協同組合連合会代表理

　　　　　　　　　事会長）

　甲　斐　麗　子（主婦連合会副会長）

　加倉井　　　弘（日本放送協会解説委員）

　黒　田　節　子（マーケティングコンサルタント）

　生源寺　真　一（東京大学教授）

　五月女　昌　巳（栃木県農業士）

　高　山　憲　之（一橋大学教授）

　竹　内　克　伸（財団法人証券保管振替機構理事

　　　　　　　　　　長）

　武　政　邦　夫（社団法人全国農業改良普及協会

　　　　　　　　　　会長）

　立　花　　　宏（社団法人経済団体連合会常務理事）

　田　中　宏　尚（財団法人自主流通米価格形成セン

ター会長）

　中　村　　　裕（全国農業会議所専務理事）

　野　村　　　昭（全糧連協同組合理事長）

　橋　本　　　昌（茨城県知事）

　原　田　睦　民（全国農業協同組合中央会会長）

　村　上　紀　子（女子栄養大学教授）

　八　木　宏　典（東京大学教授）

　　２　食料・農業・農村政策審議会　　　
主要食糧分科会　　　　　

�　平成１３年１月６日に、中央省庁等改正の一環とし

て、米価審議会は廃止され、食料・農業・農村政策審

議会の下に、主要食糧分科会が新たに設置されたなお、

平成１３年３月２３日に「会長及び会長代理の選出並びに

米穀の需給及び価格の安定に関する基本計画」につい

ての食料・農業・農村政策審議会主要食糧分科会を開

催している。

�　食料・農業・農村政策審議会主要食糧分科会の委

員は以下の２０名である（５０音順、敬省略）。

　［平成１３年１月２９日任命］

　甲　斐　麗　子（主婦連合会副会長）

　生源寺　真　一（東京大学教授）

　八　木　宏　典（東京大学教授）

　山　田　俊　男（全国農業協同組合中央会専務理事）
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　［平成１３年１月２９日任命］

　上　田　京　子（菊池農業協同組合女性部長）

　内　舘　　　晟（日本生活協同組合連合会副会長理

事）

　岡　本　萬里子（四日市市農業委員会委員）

　加倉井　　　弘（日本放送協会解説委員）

　倉　持　八　郎（全日本農民組合連合会主要食糧対

策特別委員長）

　黒　田　節　子（マーケティングコンサルタント）

　五月女　昌　巳（栃木県農業士）

　竹　内　克　伸（財団法人証券保管振替機構理事長）

　立　花　　　宏（社団法人経済団体連合会常務理事）

　田　中　宏　尚（財団法人自主流通米価格形成セン

ター会長）

　中　田　和　子（北海道女性団体連絡協議会会長）

　野　村　隆　司（製粉協会常任理事）

　野　村　　　昭（全糧連協同組合理事長）

　平　沢　　　正（東京農工大学教授）

　細　野　　　薫（名古屋市立大学経済学部助教授）

　村　上　紀　子（女子栄養大学教授）

３　米　　　　　　価

�　米穀の政府買入価格

　ア　最近の米需給事情、自主流通米価格の動向

　最近の米をめぐる需給に関しては、平成６年産から

平成９年産までの４年連続の豊作等を背景として大幅

な緩和基調で推移し、自主流通米の価格が急落したこ

と等から、「新たな米政策大綱」に基づく各般の施策を

総合的に推進し、１０年産については、自主流通米価格

が前年産に比べ高い水準となった。

　１１年１０月末の国内産米の持越在庫数量は、２５５万ト

ンと適正備蓄水準を依然として大幅に上回っているこ

とや１１年産の作柄等を背景として、１１年産自主流通米

価格は、前年同月に対し、約１０％下落する結果となっ

た。

　このため、生産オーバー分の主食用以外への処理、

政府米の販売凍結、１２年産は１１年産と同規模の生産調

整に取り組む等を内容とした「米の緊急需給安定対策」

を決定し、需給バランスの早期回復に努めることとし

た。

　また、１１年１０月には、需要に応じた米の計画的生産

と麦・大豆等の本格的生産を柱とする「水田を中心と

した土地利用型農業活性化対策大綱」を取りまとめ各

種対策を実施することとした。

　しかしながら、１１年産米の入札価格については、

　�　１等米比率が６３％と例年に比べて低いなど、一

般的に品質評価が低いこと

　�　２等米以下の米がまず流通した結果、入札を中

心とする１等米取引が遅れるとともに２等米以下の影

響を受けたこと等から、低水準に推移した。

　販売数量についても、

　�　卸売業者が１０米穀年度末に一括所有権

　移転した持越米の処理を優先させたこと

　�　出来秋時に計画外流通米が多く出回ったこと

　等により、１２年２月までの販売数量は前年を大きく

下回ることとなった。

　このようなことから、１２年４月に全農・食糧庁共同

で「１１年産自主流通米流通実態緊急調査」を実施し、

１２米穀年度中は、政府米の販売凍結を引き続き継続す

る、政府米の価格改定は実施しない等を内容とする対

策を講じることとした。

　この結果、２月まで前年を大きく下回って推移して

いた自主流通米の販売は、６月にはほぼ前年並みにま

で回復し、価格についても堅調な相場を維持してきて

いる。

　イ　農業団体からの要請

　全国農業協同組合中央会（全中）は、１０月に「新た

な米政策の推進と水田営農の確立に関する要請」を決

定し、「１１年産政府買入価格は、適切に決定すること。」

と要請した。

　これは、食糧法の下での価格の安定は、政府米と自

主流通米を通じた総合的観点から図られる必要があり、

生産調整を円滑かつ着実に推進することにより全体需

給調整を行い、米全体の価格の安定を確保することが

重要であるとの認識に立っているものと考えられる。

　ウ　米価審議会

　１３年産米価を審議する米価審議会は、９月２９日に開

催され、米穀の政府買入価格及び標準売渡価格の決定

に関する基本的事項とあわせて、「水田を中心とした

土地利用型農業活性化対策大綱」の推進状況平成１２年

緊急総合米対策、平成１３年産米穀の生産及び出荷の指

針について審議することとなった。

　政府は諮問及び諮問の説明を行うとともに、現行算

定方式に基づき６０kg当たり１４，７０８円とする１３年産政

府買入価格の政府試算値を示した。

　エ　平成１３年産米穀の政府買入価格の試算

　�　算定方式について

　食糧法下での政府買入米価は、自主流通米が制度的

にも実態的にも米流通の主体となったことを踏まえ、

自主流通米の価格動向を反映させるほか生産コスト等

を参酌し、米穀の再生産を旨として決定することとさ
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れている。

　ａ　自主流通米価格形成センターにおいて形成され

る自主流通米の入札価格の動向の比較により価格変動

率を求めるとともに、生産費調査に基づく米販売農家

の全算入生産費の動向の比較により生産コスト等の変

動率を求め、これらの変動率を均等のウェイトにより

基準価格に乗じ、「求める価格」を算出する。

　この場合、

　�　基準価格は、前年産米穀の政府買入価格とする。

　�　自主流通米価格の変動率の算出に当たっては、

全ての上場銘柄の加重平均価格を用いる

　�　生産コスト等の変動率の算出に当たっては直近

までの物価・労賃の動向及び反収の動向を織り込む。

　○　求める価格＝ P０×（A×w１＋ B×w２）

　　　P０    ：基準価格（前年産米穀の政府買入価格）

　　　A　  ：自主流通米価格の変動率

　　　B　   ：生産コスト等の変動率

　　　w１　： ０．５

　　　w２　： ０．５

　ｂ　政府買入米価について、需給事情・市場評価を

反映させつつ、安定的な価格運営を図る観点から、

　�　自主流通米価格の変動率を求めるに当たっては、

移動３年平均による比較を行う。その際、需給変動に

よる価格への影響を緩和するため、生産調整面積の変

更を決定した年の年産に係る自主流通米の入札価格の

平準化を行う。

　�　また、生産コスト等の変動率を求めるに当たっ

ては、移動３年平均による比較を行う。

　その際、平準反収を用いる。

　�　算定

　上記の考え方に基づき算定した平成１３年産米穀の政

府買入価格は、６０kg当たり１４，７０８円（前年産価格に対

し▲３９６円、▲２．６％）となる。

　（注）上記の価格は、「うるち１～５類、１～２等平

均、包装込み、生産者手取予定価格」である。

　○　求める価格＝１５，１０４×（０．９６４８×０．５＋０．９８２７×

０．５）

　�　試算値について

　自主流米価格の変動率については、１２年産の価格が

１１年産に比べて９６．４８％（▲３．５％）、生産コスト等の

変動率については、労働時間が減少していることや、

物財・雇用労働費等の投入量が減少していることを反

映して９８．２７％（▲１．７％）となり、これらの変動率を

均等のウェイトにより基準価格である１２年産米価

（１５，１０４円／６０kg）に乗じることにより算出すると、

６０kg当たり１４，７０８円（１２年産米価に対し、▲３９６円、▲

２．６％）となった。

　�　答申・決定

　このような政府試算値に対して、「買入価格につい

ては、市場価格をもっと重視すべき。」等の意見もあっ

たが、大方の委員は「諮問値は算定方式どおりであり

妥当。」といった賛成ないし止むを得ないとの意見で

あった。

　このような議論を踏まえて答申が行われ、９月２９日

午後５時４５分頃に八木宏典米価審議会会長から谷洋一

農林水産大臣に答申が手交された。この米価審議会の

答申を踏まえ、同日、平成１３年産米穀の政府買入価格

について政府試算値どおり決定した。

�　米穀の政府売渡価格

　米穀の標準売渡価格は、主要食糧の需給及び価格の

安定に関する法律第６１条第３項の規定により、米穀の

需要及び供給の動向、家計費並びに物価その他の経済

事情を参酌し、消費者の家計を安定させることを旨と

して定めることとされている。

　米穀の標準売渡価格は、平成１２年９月２９日の米価審

議会において政府案が諮問され、諮問に基づく審議の

後、同日答申が行われ、これを踏まえて政府案どおり

に決定された。
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平成１３年産米穀の政府買入価格について

平成１２年９月２９日

平成１３年産米穀の政府買入価格

６０kg当たり ������������ １４，７０８ 円

（注）上記の価格は、うるち玄米１～５類，１～２等

平均、包装込み、生産者手取予定価格である。

○類別・等級別政府買入価格

（単位：玄米６０kg当たり、円）

 ���������� １等 　　２等　 　３等　　

　　　　　　　　＜　０＞  ＜▲３２０＞

１類　（＋４００） �� １５，１７１　　１４，８５１　　　－　　

２類　（＋２５０） �� １５，０２１　　１４，７０１　　　－　　

３類　（　　０） �� １４，７７１　　１４，４５１　　　－　　

４類・（▲３５０） �� １４，４２１　　１４，１０１　　　－　　

５類・（▲７５０） �� １４，０２１　　１３，７０１　　１３，３５４　

（注）１　水稲うるち裸価格である。

　　　２　（　）内は、３類に対する加算・減算額で

　　　　あり、＜　＞　内は、１等に対する減算額

　　　　である。



　ア　国内産米

　� 　基本的考え方

　国内産米の標準売渡価格については、食糧法の下で

政府米が備蓄運営の機能を有することを踏まえながら

米穀の需要及び供給の動向、家計費並びに物価その他

の経済事情を参酌し、消費者の家計を安定させること

を旨として定めることとされている。

　� 　米穀をめぐる事情

　ａ　最近の需給動向

　米穀の全体需給は、近年、大幅な緩和基調で推移し

てきており、１２年１０月末の国内産米の在庫は、政府米

が２５６万トン、自主流通米が２４万トン、合計２８０万トン

と適正水準を大きく上回る状況となっている。

　また、１２年産の作況も１０３と豊作が見込まれている。

　このような中で、緊急に米穀の需給と稲作経営の安

定を図る観点から、米穀の持越在庫水準の早期適正化、

１３年産米の生産調整規模の拡大、稲作経営安定対策に

ついての臨時特例措置などを柱とする総合的な米対策

をとりまとめたところである。

　ｂ　家計費及び物価の動向

　最近における家計費及び物価の動向をみると米流通

の主体である自主流通米価格の低下等を背景として、

家計の消費支出に占める米類の割合が低下傾向にある。

　標準売渡価格の前回改定時（平成１２年１月▲１．６％引

下げ）と現時点との比較でみると消費者物価指数は、

総合で▲０．１％の低下となっており、米類については

▲０．６％の低下となっている。

　ｃ　政府管理コスト

　適正備蓄水準を大幅に超える備蓄保有、備蓄米の保

管期間の長期化等により、保管経費は、高水準で推移

している。

　ｄ　政府買入価格

　平成１３年産米の政府買入価格については、本米価審

議会において政府案として、▲３９６円（▲２．６％）の引

下げを諮問したところである。

　� 　標準売渡価格の改定

　以上の状況を踏まえつつ、政府買入価格の引下げ効

果を消費者に適切に還元することとし、国内産米の標

準売渡価格については、消費者家計の安定が図られる

よう改定することとした。

　イ　ミニマム・アクセス輸入米

　輸入米の標準売渡価格については、国内産米の価格

との整合性を踏まえ、改定することとした。

　ウ　米穀の標準売渡価格改定（平成１３年１月１日以

降適用）の内容 

　� 　国内産米の標準売渡価格

 � � � � � � � � � � � � � � �  （玄米６０・当たり）　

（注）１　水稲うるち１～５類､ １・２等平均包装込

　　　　みの価格である。

　　　２　[  ]内は消費税額分を含む価格である。

　� 　輸入米の標準売渡価格

 � � � � � � � � � � � � � � �  （玄米６０・当たり）　

（注）１　銘柄区分Ｍ3 の価格である。

　　　２　[  ]内は消費税額分を含む価格である。

（参考）

　　○　類別・等級別標準売渡価格

〔国内産米〕

　        　　（水稲うるち玄米60・当たり、円）

　　　　  １類     ２類       ３類　  ４類　  ５類

１等 � �  １７，７０７　１６，８５７　１６，３０７　１５，７５７　１５，２０７ 

 � � � �  （１８，５９２）（１７，７００）（１７，１２２）（１６，５４５）（１５，９６７）

２等 � �  １７，３８７　１６，５３７　１５，９８７　１５，４３７　１４，８８７ 

 � � � �  （１８，２５６）（１７，３６４）（１６，７８６）（１６，２０９）（１５，６３１）

（注）（　）内は消費税額分を含む価格である。

〔輸入米〕

 � � � � � � � � � � � � �  （正味60・当たり、円）

 �  　Ｍ１ �  　Ｍ２ �  　Ｍ３  �  　　Ｍ４ �  　　Ｍ５ �  　Ｌ �  

 �  １類２等 �  ２類２等 �  ３類２等 �  ４類２等 �  ５類２等 �  － �  

　　相当  　相当  　相当  　　相当  　　相当

   １３,４４９    １２,５９９    １２,０４９    １１,４９９    １０,９４９     ９,９７０ 

  （１４,１２１）  （１３,２２９）  （１２,６５１）  （１２,０７４）  （１１,４９６）  （１０,４６９）

（注）１  （  ）内は消費税額分を含む価格である。

　　　２　銘柄区分Ｌの価格は精米価格である。

　　　３　各銘柄区分に属するものは以下のとおり。

　　 （Ｍ3 ）:アメリカ産加州米ミディアムグレイン、

オーストラリア産米、中国産東北米

　　　（Ｌ） ： タイ国産うるち精米１００％、タイ国産う

るちＡ1 スーパー、タイ国産もちＡ1 ス

ペシャル、アメリカ産砕精米、タイ国産も
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ち精米、中国産うるち精米長粒種、オー

ストラリア産砕精米、中国産うるち精米

１０％、ベトナム産うるち精米、タイ国産

うるち精米１０％、インド産うるち精米

　○　米穀の標準売渡価格を基準として定める予定価

格等

　１　政府米の標準売渡価格を基準として定める売渡

予定価格については、品質、用途等の相違を参酌する

に当たり、備蓄の的確な運営を図る観点から、自主流

通米価格の動向、政府米の販売状況等を考慮し、適切

かつ弾力的に設定することとする。

２　年産格差等

〔国内産米の年産格差〕

（玄米６０・当たり）　

（注）１　年産格差は類ごとに設定する格差の平均で

あり､　品質､　需給の状況によって上記範

囲内で設定することとする。

　　　２　一年持越米とは、収穫年の翌年の１１月に持

ち越された米穀をいい、平成１３米穀年度にお

いては１１年産米である。

　　　３　消費税額分を含まない価格である。

〔輸入米の輸入年度の相違に対応した格差〕

 � � � � � � � � � � � � � � � �  （正味６０・当たり）

（注）１　前年度以前輸入分とは、輸入した会計年度

の次会計年度の１１月に持ち越された米穀をい

い現時点においては１１年度以前の輸入分であ

る。

　　　　２　消費税額分を含まない価格である。

エ　米価審議会への諮問

諮　　問

　平成１３年産米穀の政府買入価格については、米穀

の需給動向・市場評価を反映させつつ、安定的な価

格運営を図るとの観点に立って算定を行い、この算

定に基づき決定する必要があると考える。また、米

穀の標準売渡価格については、米穀の需給動向、財

政の事情等を総合的に考慮し、これを決定する必要

があると考える。これらについて米価審議会の意見

を求める。

　　平成１２年９月２９日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

 � � � � � � � � � �  林水産大臣　　　谷　　洋一

諮　問　の　説　明

　食料・農業・農村基本法の理念を踏まえ、昨年１０

月に「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策

大綱」を取りまとめたところであり、これに即し、

需要に応じた米穀の計画的生産の徹底と水田におけ

る麦・大豆・飼料作物等の本格的生産を二本柱とす

る総合的施策を推進しているところであります。　

　また、平成１２年産米穀の作柄及び最近の需給・価

格動向にかんがみ、緊急に米穀の需給と稲作経営の

安定を図る観点から、米穀の持越在庫水準の早期適

正化、平成１３年産米穀の生産調整規模の拡大、稲作

経営安定対策についての臨時特例措置などを柱とす

る総合的な米対策を講じることとしております。　

　平成１３年産米穀の政府買入価格及び米穀の標準売

渡価格につきましては、計画流通制度の運営の一環

として、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律」の規定に基づき、適切に決定する必要があり

ます。

　具体的には、平成１３年産米穀の政府買入価格につ

きましては、引き続き、自主流通米の価格の変動率

及び生産コスト等の変動率を基礎として、需給動

向・市場評価を反映させつつ、安定的な価格運営が

図られる現行の方式により算定することとしてはど

うかということであります。

　また、米穀の標準売渡価格につきましては、備蓄

運営を的確に行えることを旨とし、米穀の需給動向、

財政の事情等を総合的に考慮して決定することとし、

ミニマム・アクセス輸入米は、国内産米の価格体系

との整合性も踏まえながら決定することとしてはど
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うかということであります。なお、実際の売却に当

たっては、備蓄の適切な運営を図る観点から、標準

売渡価格を基準としつつ、需給動向等に対応して弾

力的に予定価格の設定を行う必要があります。

　オ　米価審議会答申

答　　申

　本審議会は、農林水産大臣から諮問のあった米穀

の政府買入価格及び標準売渡価格に関して、下記の

とおり答申する。　　　　　　　　　　　　　　　

記

　政府買入価格及び標準売渡価格については、一部

異論があったが、全体として諮問に賛成ないしやむ

を得ないとの意見であった。よって、政府案どおり

決定されたい。

平成１２年９月２９日

 ���� 農林水産大臣　　　谷　　洋　一　殿　　

米価審議会会長　　八　木　宏　典

４　麦　　　　価

�　麦の政府買入価格

　平成１２年産麦の政府買入価格については、平成１２年

７月１９日に開催された米価審議会に、小麦については

前年産に対し０．７８％引き下げるという政府案が諮問さ

れ、同日に米価審議会から答申が行われた。この答申

を受け、１２年産麦の政府買入価格は同日夜に政府案ど

おり決定され、７月２７日に農林水産省告示第１０６０号を

もって告示された。

　ア　米価審議会への諮問

諮　　　　問

　平成１２年産麦の政府買入価格について、近年にお

ける麦作の生産性の向上を的確に反映するとともに

品質の改善に資するとの観点に立ち、主産地の生産

費を基礎として決定することにつき、米価審議会の

意見を求める。　　　　　　　　　　

　平成１２年７月１９日

 ������� 農林水産大臣　　　　谷　　洋　一

諮問の説明

　麦の政府買入価格は、主要食糧の需給及び価格の

安定に関する法律第６６条第２項の規定により、生産

費その他の生産条件、需要及び供給の動向並びに物

価その他の経済事情を参酌し、生産性の向上及び品

質の改善に資するように配慮して定めることとなっ

ております。

　麦の政府買入価格につきましては、昭和６３年の答

申の趣旨に即し、昭和６３年産麦から、麦の主産地に

おける生産費を基礎とし、麦をめぐる状況等にも配

慮するなどして決定してきております。

　麦政策につきましては、米価審議会から頂いた御

意見を踏まえて平成１０年５月に策定した ｢新たな麦

政策大綱」に即し、各般の施策を総合的に推進して

いるところであります。

　本大綱の基軸となっている民間流通への移行につ

いては、移行初年度となる平成１２年産麦において、

主産地を含む２４道県、流通量のうち９割以上が民間

流通に移行する見込みであります。平成１２年産麦の

政府買入価格については、このように民間流通への

移行が円滑に進む中で決定することになります。

　その算定については、新たな麦政策の展開方向に

即したものとすることが必要でありますが、麦作に

取り組む農家の意欲に及ぼす影響にも配慮しつつ、

生産性の向上及び品質の改善に資するとの観点に立

つ現行の算定方式は、新たな麦政策の狙いとも合致

しており、平成１２年産麦の政府買入価格については、

引き続き現行の算定方式に基づき、適正に決定する

ことが必要であります。　　　　　　　　　　　　

　具体的には、麦の主産地における平均規模以上の

規模層の全算入生産費を基礎として決定することと

してはどうかということであります。

　以上のような考え方によりました場合の平成１２年

産麦の政府買入価格につきましては、後ほど資料に

より御説明申し上げます。

　イ　平成１２年産麦の政府買入価格の算定

　�　小麦の政府買入価格

　ａ　主産地方式による価格の算定

Ｐ：求める価格　
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Ｃ：価格決定年の前３年における各年の主産地

（北海道（畑）、群馬（田）、埼玉（田）、栃木（田）、

福岡（田）、熊本（田）及び佐賀（田））の生産農家

（北海道及び主産地に係る６県の平均作付規模未満

の農家及び災害農家を除く。）の１０アール当たり平均

生産費（以下「平均生産費」という。）について、費

用合計については物価修正する等の修正を行ったも

の

　

Ｈ：価格決定年の前３年における各年の主産地の生産

農家（北海道及び主産地に係る６県の平均作付規模

未満の農家を除く。）の１０アール当たり収量を平準化

した収量

Ｎ：年数（３年）

ｂ　価格の算定

　６０，８８５円
 ───── ×６０kg＝８，８２４円／６０kg　　　　　　　
　 ４１４kg

 ����������� （銘柄区分�・１等，裸価格）

　�　大麦及びはだか麦の政府買入価格

　大麦及びはだか麦の政府買入価格は、�の小麦の政

府買入価格の算出結果に準拠して算出する。

　　ａ　大麦

　　　６，３３４円／５０kg � （銘柄区分�・１等、裸価格）

　　ｂ　はだか麦

　　　９，１２６円／６０kg � （銘柄区分�・１等、裸価格）

　�　銘柄区分別の政府買入価格

　麦の種類別の銘柄に応じ�、�、�及び�の銘柄区

分を設ける。

　銘柄区分�の価格は、銘柄区分�の価格に６０kg当

たり６００円（大麦の場合は５０kgに換算して５００円）を加

えて得た額とする。

　銘柄区分�の価格は、銘柄区分�の価格から６０kg

当たり３００円（大麦の場合は５０kgに換算して２５０円）を

控除して得た額とする。

　銘柄区分�の価格は、銘柄区分�の価格から６０kg

当たり９００円（大麦の場合は５０kgに換算して７５０円）を

控除して得た額とする。

　�　等級別の政府買入価格

　麦の種類別の等級に応じ、２等の価格は、１等の価

格から６０kg当たり１，１００円（大麦の場合は５０に換算し

て９１７円）を控除して得た額とする。

　�　政府買入価格は、ア、イ、ウ及びエにより次の

とおりとする。

　　ａ　小麦 ��������� （６０kg 当たり、円）

　　　銘柄区分　　�　　　�　　　　�　　　�

　　　　等級

　　　　１等 � 　９，４２４　　８，８２４　　８，５２４　　７，９２４

　　　　２等 �� ８，３２４　　７，７２４　　７，４２４　　６，８２４

　　ｂ　大麦 ��������� （５０kg 当たり、円）

　　　銘柄区分　　�　　　�　　　　�　　　�

　　　　等級

　　　　１等 �� ６，８３４　　６，３３４　　６，０８４　　５，５８４

　　　　２等 �� ５，９１７　　５，４１７　　５，１６７　　４，６６７

　　ｃ　はだか麦 ������� （６０kg 当たり、円）

　　　銘柄区分　　�　　　�　　　　�　　　�

　　　　等級

　　　　１等 �  � ９，７２６　　９，１２６　　８，８２６　　８，２２６

　　　　２等 �� ８，６２６　　８，０２６　　７，７２６　　７，１２６

　ウ　米価審議会答申

答　申

　平成１２年産麦の政府買入価格の諮問に対し、次

のとおり答申する。

記

　平成１２年産麦の政府買入価格については、現行

算定方式に基づき諮問されており、諮問案どおり決

定されたい。

　なお、１３年産以降も、ニーズに対応した良品質麦

の振興など、麦の民間流通の定着に向けて、なお一

層の努力を払われたい。

　平成１２年７月１９日　　　　　　　　　　　　　

　　　農林水産大臣　　谷　　洋　一　殿　　　　

　　　　　　

　米価審議会会長　　八　木　宏　典　

�　麦の標準売渡価格

　麦の標準売渡価格については、主要食糧の需給及び

価格の安定に関する法律第６８条の規定に基づき、家計

費及び米価その他の経済事情を参酌し、消費者家計の

安定を旨として、米価審議会の意見を聴いて、毎年決

定することとされている。

　上記の規定により平成１２年１２月１５日に米価審議会が

開催され、同日午後に出された答申を踏まえ、麦の政

府売渡価格は前年同額となり、これを１２月２２日付け農

林水産省告示第１７０２号をもって告示した。
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　ア　米価審議会への諮問

諮　　　問

　麦の標準売渡価格について、最近における麦管理

の運営の実情、外国産麦の国際価格、為替相場の動

向等を総合的に考慮して決定することにつき、米価

審議会の意見を求める。

　平成１２年１２月１５日

農林水産大臣　谷津　義男　

諮問の説明

　麦の標準売渡価格は、家計費及び米価その他の経

済事情を参酌し、消費者の家計を安定させることを

旨として定めることとされております。

　国内産麦につきましては、平成１０年に策定した

「新たな麦政策大綱」に即し、平成１２年産から民間

流通へ移行するとともに、その円滑な運営を図る観

点から、民間流通する麦について麦作経営安定資金

を交付する仕組みとなっております。麦作経営安定

資金の平成１３年産単価については、近年における麦

作の生産性向上の状況を適切に反映させつつ、その

安定的運営を確保する観点から、一定のルールに基

づいて算定を行い、引下げを行ったところでありま

す。

　国内産麦の作付面積は近年増加してきており、平

成１３年産についても増加する見込みです。

　外国産麦の国際価格につきましては、最大の輸出

国である米国の在庫水準が高いこと等を背景に、引

き続き低水準で推移しており、一方、為替相場は、

本年春以降ほぼ横ばいで推移しております。

　麦に要する政府管理経費については、その管理の

効率化等を通じ、縮減合理化を図ってきております。

　麦の標準売渡価格につきましては、以上のような

事情を総合的に考慮して決定することとしてはどう

かということであります。

　イ　麦の標準売渡価格及びその算定の説明

　�　標準売渡価格の算定の説明

　ａ　基本的考え方

　国内産麦について、１２年産からその相当数量が民間

流通に移行することが見込まれることから、「新たな

麦政策大綱」（平成１０年５月２９日決定）において「政府

売渡価格については、民間流通への移行に伴い、政府

買入れが不要となった際には、費用負担関係の透明性

が一層向上するような新たな算定方式（外麦コスト価

格と内麦生産の安定に係る費用を基に算定する方式）

に移行する」という方向が示されていることにも留意

しつつ、現行方式に所要の改善を加えることとし、輸

入麦コスト、政府買入れに係る国内産麦コスト及び民

間流通に係る国内産麦の生産の安定に係るコストを総

合的に勘案して算定することとする。

　ｂ　標準売渡価格の改定率

　ａの基本的考え方に基づき、標準売渡価格の改定率

を以下により算定することとする。

　・輸入に係る麦の政府の買入れの価格（以下「輸入

麦買入価格」という。）にその買入れ保管及び売渡しに

要する費用（以下「政府管理経費」という。）を加えて

得たものを「輸入麦コスト」とし、

　・国内で生産される麦の政府の買入れの価格（以下

「国内産麦買入価格」という。）に政府管理経費を加え

て得たものを「政府買入れに係る国内産麦コスト」と

し、

　・これらのコストを輸入麦及び国内産麦のそれぞれ

の政府買入数量で加重平均したコストに、

　・国内で生産され民間流通する麦の生産の安定に係

る費用に民間流通に係る国内産麦の数量を乗じて得た

ものを政府買入数量で除したものを「民間流通に係る

国内産麦コスト」とするとともに、

　・これを加えたコストを、今回決める輸入麦及び国

内産麦の標準売渡価格をそれぞれの政府買入数量で加

重平均した価格（以下「小麦のコスト価格」という。）

とする。

　・以上により算出される小麦のコスト価格と現行の

輸入麦及び国内産麦の標準売渡価格をそれぞれの政府

買入数量で加重平均した価格（以下「平均標準売渡価

格」という。）とから改定率を算定する。

　具体的には、次のとおりである。

　�　輸入麦コスト

　�ＦＯＢ価格 ������ トン当たり　 　１５５ドル

　�為替レート ������ ドル当たり 　　１０７円　

　�輸入麦買入価格 ���� トン当たり　２２，７５７円　

　�政府管理経費 ����� トン当たり 　８，４１１円　

　�輸入麦コスト ����� トン当たり　３１，１６８円　

（注）ＦＯＢ価格は、政府が食糧用として買い付けて

　　　いる銘柄の直近６ヵ月間の平均価格である。

　�　政府買入れに係る国内産麦コスト

　�国内産麦買入価格 �� トン当たり 　１４９，２６７円　

　�政府管理経費 ���� トン当たり　　１１，３８４円　

　�政府買入れに係る国内産麦コスト

 ������������ トン当たり 　１６０，６５１円　
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　� 　� と� のコストをそれぞれの政府買入数量で加

重平均したコスト � � � �  トン当たり　　３１，１９５円　

　� 　民間流通に係る国内産麦コスト

　� 麦作経営安定資金 � �  トン当たり　　１５，３８４円　

　� 流通コスト等 � � � �  トン当たり 　　２，１３２円　

　� 民間流通に係る国内産麦コスト

 � � � � � � � � � � � �  トン当たり　　１７，５１６円　

　� 　小麦のコスト価格（� と� を加えたもの）と平均

標準売渡価格との関係

　� 小麦のコスト価格 � �  トン当たり　　４８，７１１円　

　� 平均標準売渡価格 � �  トン当たり　　４８，７１８円　

　� 　� －�  � � � � � �  トン当たり　 　▲　７円　

　� 　改定率（� ／� ） � � � � � � � � �  ▲０．０％　

　� 　小麦粉の対米価比の推移

　ｃ　価格算定の考え方

　小麦の標準売渡価格についてはその他小麦に係る諸

事情を総合的に勘案し、前年同額とする。

　また、大麦及びはだか麦の標準売渡価格については、

大麦及びはだか麦に係る諸事情を考慮し、小麦の場合

と同様、前年同額とする。 

　� 　標準売渡価格

　小麦

　（銘柄区分� ・１等正味６０kg当たり） � �  ２，１９８円　

　〔消費税額分を含む価格 � � � � � � �  ２，３０８円〕

　　正味　１００kg当たり � � � � � � � �  ３，６６３円　

　　〔消費税額分を含む価格 � � � � � � �  ３，８４６円〕

　輸入小麦（アメリカ産ウェスタン･ホワイト･ホィート２等

　正味１００k当たり） � � � � � � � � � �  ４，３６１円　

　　〔消費税額分を含む価格 � � � � � � �  ４，５７９円〕

　輸入小麦（カナダ産ウェスタン･レッド･スプリングホィート

　　１等（たん白含有率　１３．５％）

　　正味１００kg当たり） � � � � � � � � �  ４，９２８円　

　　〔消費税額分を含む価格 � � � � � � �  ５，１７４円〕

　大麦（銘柄区分� ・１等正味５０kg当たり）  １，６００円　

　　〔消費税額分を含む価格 � � � � � � �  １，６８０円〕

　　正味　１００kg当たり � � � � � � � �  ３，２００円　

　　〔消費税額分を含む価格 � � � � � � �  ３，３６０円〕

　輸入大麦（オーストラリア産ツーロウ２等

　　正味１００kg当たり） � � � � � � � � �  ３，０５８円　

　　〔消費税額分を含む価格 � � � � � � �  ３，２１１円〕

　はだか麦（銘柄区分� ・１等

　　正味６０kg当たり） � � � � � � � � �  ２，１００円　

　　〔消費税額分を含む価格　２，２０５円〕

　　正味　１００kg当たり � � � � � � � �  ３，５００円　

　　〔消費税額分を含む価格 � � � � � � �  ３，６７５円〕

　ウ　米価審議会答申

答　　　申

　本審議会は、農林水産大臣から諮問のあった麦の

標準売渡価格について、下記のとおり答申する。

記

　麦の標準売渡価格については、引き下げるべきと

の意見もあったが、大方の委員は賛成又はやむを得

ないとの意見であったので、政府案どおり決定され

たい。

　平成１２年１２月１５日　　　　　　　　　　　　　　

　

　　農林水産大臣　　谷　津　義　男　　殿

米価審議会会長　　八　木　宏　典　
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第７節　食糧管理特別会計

１　食糧管理特別会計の概要

　食糧管理特別会計は、米穀のほか麦類、輸入飼料な

どの管理目的の異なる物資を取り扱っており、国内米

管理勘定等七勘定が設けられている。

　各勘定のうち調整勘定には、会計全体の資金操作を

円滑にして、損失見合いの借入れの増加を避けるとと

もに、食糧管理勘定（国内米、国内麦および輸入食糧

の三勘定）の損益を総合的に処理するために、一般会

計からの受入金を原資とする調整資金が設けられてい

る（食糧管理勘定に毎年発生する損益は、調整勘定に

移し整理され、その結果に応じて調整資金の取崩しと

繰入れが行われている）。

２　１２年度予算の概要

�　予算規模

　農林水産関係一般会計予算（補正後）の総額は、３兆

８，９７７億円（前年度補正後予算対比９７．８％、８６６億円の

減）となっている。主要食糧関係費の総額（補正後）

は、２，４６７億円（前年度補正後予算対比９１．８％、２２０億

円の減）となり、農林水産予算に占める比率は６．３％で、

最高時（昭和４６年）の４２．７％に比べ大幅に減少してい

る。また、経費の内訳である食糧管理特別会計調整資金

への繰入は、２，４６７億円となっている。

　１２年度の食糧管理特別会計予算は、前年同様に主要

食糧の需給と価格の安定を図るために取りまとめられ

た「新たな米政策大綱」に基づく政策の円滑な運営が図

れるよう措置している。

�　国内米の管理

　国内米における需給均衡の回復を図るための生産調

整については、平成１２年１０月末の国産米在庫を適正備

蓄水準の上限である２００万ｔまでに縮減することを目

指して、２年間かけて取り組むこととし、平成１１年度

の生産調整面積は、９６万３千 ha としている。

　１２年産米の政府買入数量については、「１２年産米穀

の生産及び出荷の指針」に基づき５０万トンと見込んだ。

政府買入価格は１２年産米の価格、政府売渡価格は１２年

１月１日以降に適用される価格により売買に係る所要

額を計上している。

　この他、各種助成等事業、米取扱手数料や保管料等

の所要額を計上し、国内米の管理を行うこととしてい

る。

　ア　新たな米政策の推進

　「新たな米政策大綱」に即し、生産調整推進対策稲作

経営安定対策、計画流通制度の運営改善を三つの基軸

として総合的に推進することとしており、これらの新

たな政策への移行対策等と対策の円滑な実施を図るこ

ととしている。

　�　生産調整推進対策

　全国各地の生産者の公平な拠出と政府の助成により

造成した資金を用い、地域における生産調整の取組の

実態に応じて補償金を交付する等の政策を通じて、全

国的に生産調整の円滑かつ着実な実施を図ることとし

ている。

　�　稲作経営安定対策

　生産者の拠出と政府の助成により造成した資金から、

当年産価格が補てん基準価格より下回った場合のその

差額の一定割合を補てんする等の施策を通じて、自主

流通米の価格下落が稲作経営に及ぼす影響を緩和する

こととしている。

　�　計画流通制度の運営改善

　指針及び基本計画上、政府米買入数量より政府米販

売数量を大きくすること、実際の販売が計画未達と

なった場合の実際の買入数量は計画数量から販売未達

量を差し引いた数量とする等の措置を講じて確実に備

蓄水準の適正化を図ることとしている。

　イ　米飯学校給食の推進措置

　米飯学校給食は、将来の米消費の担い手である児

童・生徒に米を中心とする日本型食生活の普及・定着

を図る等重要な役割を果たしているところであり、そ

の一層の普及を図るため、炊飯施設設備等の設置経費

等に対する支援などの推進措置を講じることとしてい

る。

　ウ　米の需要拡大対策

　栄養バランスに優れた米を中心とした「日本型食生

活」の普及・定着を図るとともに、米の需給均衡に資

することを目的として、各種対策を一体的に展開する

こととしている。

　エ　米穀販売業者関連対策

　食糧法の下での流通規制緩和、昨今の景気低迷に伴

い、厳しい経営環境に置かれる米穀販売業者の経営基

盤の強化・販売の活性化を積極的に推進する。

　オ　米麦の安全性確保対策等

　食品衛生法に基づく残留農薬基準の追加に対応しつ

つ、国が供給する国内産米麦及び外国産米麦について

残留農薬分析による安全性確保対策の充実強化等を図

ることとしている。

�　国内麦の管理

　国内麦については、大麦、はだか麦及び小麦の三麦
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合わせて買入数量を４万ｔ、売却数量を３４万ｔと見込

み、政府買入価格については、１２年産麦の価格、政府

売渡価格は１２年２月１日以降に適用される価格により

売買に係る所要額を計上している。

　この他、各種助成等事業、麦取扱手数料や保管料等

の所要額を計上し、国内麦の管理を行うこととしてい

る。

�　輸入食糧の管理

　輸入食糧については、米麦の安定的かつ安全な供給

に努めているところである。

　政府買入数量は、米穀と麦類合わせ６３０万ｔ、また売

却数量は米穀と麦類合わせ６４３万ｔを予定し、米麦の

政府買入価格は最近の価格動向等を勘案して算定した

価格、米麦等の政府売渡価格は、米については１２年１

月１日以降に適用される価格、麦については１２年２月

１日以降に適用される価格により売買に係る所要額並

びに管理に要する所要額を計上している。

�　農産物等の価格の安定

　農産物等については、でん粉２千ｔの買入れに係る

所要額、保管料等管理に要する経費等について所要額

を計上している。

�　輸入飼料の管理

　輸入飼料については、小麦１００万ｔ、大麦１６０万ｔの

売却及びこれに必要な買入を予定し、これらに係る所

要額、保管料や飼料穀物備蓄対策費補助金等の管理に

要する所要額を計上している。

�　損益及び一般会計からの繰入れ

　ア　食糧管理勘定の損益

　１２年度（補正後）の食糧管理勘定の損益は、３，０６６億

円の損失が見込まれており、勘定別の内訳は、国内米

の管理に伴う損失（売買損益、とも補償・稲作経営安

定対策等助成金、政府管理経費の合計）２，９０２億円、国

内麦の管理に伴う損失（売買損失、管理経費）９４６億円、

輸入食糧の管理に伴う利益（売買利益、管理経費）７８２

億円を予定している。

　この損失については、調整勘定において１１年度から

繰り越される見込みである調整資金の残高１７４億円及

び一般会計からの調整資金繰入れ２，４６７億円により損

失の処理を行うこととしている。

　イ　農産物等安定勘定の損益

　農産物等安定勘定においては、でん粉等の買入れに

伴う管理に伴う損失２２百万円を予定しており、同勘定

は前年度からの繰越積立金１７億円を取り崩して整理す

ることとしている。

　ウ　輸入飼料勘定の損益

　輸入飼料勘定の損益は、前年度からの繰越損失に加

え、飼料用輸入麦の売買利益、管理に伴う損失（管理

経費）４０億円を予定しており、一般会計から同勘定へ

の繰入れ４０億円で整理することとしている

３　１２年度決算の概要

�　国内米の管理

　国内米管理勘定においては、国内米を３７玄米万 t買

入れ及び３７玄米万 t売却に伴う損失から、管理に要す

る所要額を差し引いたところ、２，７４１億円の損失となっ

た。

�　国内麦の管理

　国内麦管理勘定においては、国内麦を３万 t（大麦１

万 t、小麦２万 t）買入れ及び、３４万 t（大麦４万 t、は

だか麦１万t、小麦２９万t）売却に伴い発生した損失、管

理に要する所要額により、９１１億円の損失となった。

�　輸入食糧の管理

　輸入食糧管理勘定において、ＭＡ米を６８実（７５玄米）

万 t買入れ、５７実（６３玄米）万 t売却、外麦を４９４万 t

（大麦２５万 t、小麦４６９万 t）買入れ４８７万 t（大麦２３万 t、

小麦４６４万 t）売却に伴う利益から、管理に要する所要

額を差し引いたところ、７７８億円の利益（外麦利益・７７８

億円）となった。

�　農産物等の価格安定

　農産物等の売買は、買入れ、売却とも実績はなかっ

たことから、損失及び利益の実績はなかった。

�　輸入飼料の需給・価格の安定

　輸入飼料勘定において、２０１万 t（大麦１３６万 t、小麦

６５万 t）買入れ、２００万 t（大麦１３６万 t、小麦６４万 t）

売却に伴う利益から、管理に要する所要額を差し引い

たところ、６０億円の損失となった。

�　決算損益の整理

　ア　　調整資金

　１２年度における食糧管理勘定の損失額は、２、８７４億

円（国内米損失２，７４１億円、国内麦損失９１１億円、輸入食

糧利益７７８億円）となるが、業務勘定の国有財産再評価

益５８０億円を加え、調整勘定に移し、前年度からの繰

越額１７４億円と当年度の一般会計からの受入額２，４６７億

円からなる調整資金（計２，６４１億円）を取り崩し整理

した。

　この結果、１２年度末の調整資金の残高は、３４７億円

となり、これを翌年度に繰り越した。

　調整資金 ������������� （単位：億円）

　　前年度 ��� 本年度　　　本年度　　　残高　　

　　繰越 ����� 受入　　　　損失　　　　　　　

 ���� １７４　　　２，４６７　　△２，２９４ 　　　３４７　　
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　イ　　輸入飼料勘定

　輸入飼料勘定における決算損失６０億円は，前年から

の前受金２７億円及び，一般会計からの受入額４０億円を

充てて処理し，残金７億円は前受金として整理した。

表１３　１２年度食糧管理特別会計歳入歳出額総括表

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  （単位：億円） 

第８節　農産物検査制度

１　概　　　　　況

　農産物検査は，農産物検査法（昭和２６年法律第１４４

号）に基づいて行われており，農産物の公正かつ円滑

な取引とその品質の改善とを助長し，あわせて農家経

済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目

的としている。

　農産物検査の実施主体については，平成８年１１月に

発足した行政改革会議の議論を経て，農産物検査の民

営化の方針が決定され，平成１１年４月２７日に閣議決定

された「国の行政組織等の減量，効率化等に関する基

本的計画」において，「農林水産省の食糧事務のうち食

糧検査については，民営検査への移行に向けて所要の

法的処置を講じることとし，平成１２年の通常国会を目

途に所要の法案を提出する。」とされた。

　農林水産省としては，この閣議決定を受け，生産，

流通，消費等の関係各層の御意見をお聴きしつつ，新

たな農産物検査制度について検討を進め，平成１２年の

通常国会において民営化を内容とする同法の改正が行

われ，平成１３年４月から５年間で民営化移行を行うこ

とが決定された。

　改正以前の農産物検査は，米麦，豆類，雑穀等２０品

目について，国が定める全国統一的な検査規格に基づ

き，食糧事務所（農産物検査官）が一元的に検査の実

施業務を担い，このほか，食糧事務所依頼検査規程（昭

和３１年３月１０日農林水産省告示第１１３号）に基づき，い

ぐさ製品等の検査を行っていた。

　また，消費者ニーズの多様化，高度化に対応するた

め，平成８年より，米麦について，食味と関連の高い

たん白質やアミロース等の含有量を理化学的に分析し

数値の証明を行う成分検査を実施していた。

　改正後の農産物検査は，検査実施主体を国から農林

水産大臣の登録を受けた民間の検査機関に変更するこ

ととし，国は規格の設定等制度の基本ルールの策定，

登録検査機関に対する指導監督等の役割を果たすこと

としている。

　また，登録検査機関参入の円滑化のために検査対象

品目を１０品目に縮小し，成分検査においては，受検者

ニーズへの円滑な対応という観点から，品位等検査の

受検の有無に関わらず受検できる等の変更をしている

　平成１３年１０月末現在，外国産農産物検査では６機関

国内産農産物検査では，２６６機関が登録検査機関とし

て登録され，それぞれ５機関，約２００機関がすでに検査
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を実施している。

�　検査業務の改善合理化

　国内産米検査業務の改善合理化については、昭和６３

年１２月に閣議決定された「規制緩和推進要綱」に基づ

き、検査体制の簡素合理化及び検査業務の改善を図る

ため、以下の点について各種事業を活用しつつ推進し

てきたところである。

　この結果、おおむね所期の目標に近い成果をあげる

ことができた。

　�　ばら検査比率については、全検査数量のおおむ

ね３０％に拡大する。

　→１１年産実績約２３％　　　　　　　　　　　　　　

　�　抽出検査については、当初目標の６０％に達して

いることから、食糧検査士の有効活用を図り、抽出区

切りの拡大及びパレット検査の推進等を図る

　→１１年産実績約６７％　　　　　　　　　　　　　　

　�　効率的な検査場所を確保するため、一般検査場

所については、年間検査数量がおおむね６００t以上の検

査場所での検査数量割合が一般検査場所における検査

数量のおおむね９０％となることを目途に整備を図る。

これにより全国の検査場所数が９，０００か所台となるよ

う集約整備を図る。

　→６００t以上の一般検査場所での検査数量割合約

　　６５％（１１年産実績）

　　総検査場所数９，５３０か所（１１年産実績）

　実施事業は次のとおりである。

　ア　食糧検査士活用事業（１２年度予算額６億９８百万

　　円）

　一般検査場所における抽出検査及び施設等における

ばら検査の円滑かつ効率的な実施を推進するため、専

門的な知識と技術を有する民間活力を活用して検査準

備指導を行う。

　イ　受検環境整備推進事業（１２年度予算額３億６９百

万円）（これまでの事業を整理統合）

　�　受検環境整備促進事業

　自主流通法人、第一種及び第二種登録出荷取扱業者

が、受検環境の整備を図るために、関係者に対して啓

蒙・普及を行った場合、一定額を交付する

　�　受検環境整備推進事業

　ａ　ばら受検導入推進事業

　生産者個々が乾燥調整し、検査場所に持ち寄った玄

米をばら化するため、第一種登録出荷取扱業者がばら

検査・ばら流通に必要な設備を整備し、ばら検査・ば

ら流通を導入・拡大した場合、ばら検査実績数量に応

じた一定額を第一種登録出荷取扱業者に２年間交付す

る。

　ｂ　ＲＣばら受検拡大推進事業

　乾燥調整施設におけるばら化の推進を図るため、第

一種登録出荷取扱業者が既存のライスセンター等にお

いてばら検査・ばら流通に必要な設備を新増設してば

ら検査・ばら流通を導入・拡大した場合、ばら検査実

績数量に応じた一定額を第一種登録出荷取扱業者に２

年間交付する

　ｃ　大口受検者ばら化導入事業

　大規模生産者のフレコンでの出荷を推進するため、

一般検査場所において、第一種登録出荷取扱業者がば

ら検査・ばら流通に必要な設備を整備し又は大規模生

産者へ貸出し、ばら検査・ばら流通を導入した場合、

ばら検査実績数量に応じた一定額を第一種登録出荷取

扱業者に当年度限り交付する。

　ｄ　受検場所効率化整備事業

　第一種登録出荷取扱業者が受検場所の集約整備を行

い、かつ、検査効率の向上のための整備を行い、年間

検査数量が２万個未満の受検場所を２万個以上に拡充

した場合又は２万個以上の受検場所を設置した場合、

及び年間検査数量が２万個以上の受検場所において検

査数量を大幅に増加させた場合、増加検査数量に応じ

た一定額を第一種登録出荷取扱業者に当年度限り交付

する。

　ｅ　小規模受検場所効率化集約事業

　第一種登録出荷取扱業者が受検場所の集約整備を行

い、かつ、検査効率の向上のための整備を行い、年間

検査数量が６千個未満の受検場所を６千個以上２万個

未満の受検場所を設置した場合、増加検査数量に応じ

た一定額を第一種登録出荷取扱業者に当年度限り交付

する。

　ｆ　パレット受検推進事業

　第一種登録出荷取扱業者が受検場所において機動的

なパレット検査の実施に必要な準備、能率的な出荷・

検査のための仮置テントの設置等能率的な検査を実施

するための条件整備を行いパレット検査数量を増加さ

せた場合、その増加検査数量に応じた一定額を第一種

登録出荷取扱業者に当年度限り交付する。

　なお、農産物検査業務は１３年度より５年間で計画的

に民営化に移行することとしており、それに伴いア、

イの事業共に、１６年度予算まで実施することとしてい

る。また、イについては１３年度予算より事業の見直し

を行い、ｄ受検場所効率化整備事業及びｅ小規模受検

場所効率化事業のみ実施することとしている。
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２　国内産農産物の検査

�　米　の　検　査

　ア　１２年産米の検査は、本年４月に検査の実施主体

を国から民間の検査機関に変更すること等を内容とす

る改正農産物検査法が公布され、生産者及び流通業者

等の関係者の農産物検査に対する関心が従来にもまし

て高く信頼の得られる適確な検査が求められる中、多

様な受検ニーズに即応した、より積極的かつ弾力的な

検査を行うことを課題として、「国内産農産物検査の

事前指導等要綱」（平成６年３月２８日付け６食糧第３５２

号（検査）食糧庁長官通知）及び「国内産米穀の検査

基本対策」（平成６年３月２８日付け６食糧第３５３号（買

入・検査）食糧庁長官通知）を基本とし、以下の事項

に留意しつつ実施された。

　�　品質改善に係る指導

　高水分米及び過乾燥米等の生産者への指導は、登録

出荷取扱業者等との連携の下、具体的指導を行った。

　また、天候・病害虫等を原因とした品質の予察及び

防除指導等については、普及センター等の関係機関と

の連携の下、タイミングを失しない予察と防除指導を

行った。

　�　積極的・弾力的な検査の実施

　ａ　検査関連情報の収集

　検査計画の策定に係る品種別の生育状況、自主流通

米の需給動向、倉庫操作状況等の検査関連情報の収集

を行った。

　ｂ　ニーズを踏まえた検査計画の策定

　登録出荷取扱業者等と十分な事前打合せ等を行い、

その際のニーズを組み入れた検査計画を策定した。

　ｃ　広域的な応援検査

　早場地帯、遅場地帯の支所間や本所と支所間の応援

検査を行った。

　�　特別検査場所の設定等

　計画外流通米の円滑な検査を実施するため、政府倉

庫前や食糧事務所前の検査場所を積極的に活用すると

ともに、必要に応じて特別検査場所を設定した。

　�　鑑定・格付技術の錬磨等

　品種鑑定技術の精度向上を図るため、「米麦等の品

種鑑定のマニュアルについて」（平成９年１１月２８日付け

９ー８３検査課長通知）等を活用し、鑑定技術の向上に

努めた。

　また、支所間の各種サンプル交換、広域流通を念頭

においた他の食糧事務所との各種サンプル交換、品質

概況の情報交換等により鑑定・格付技術の錬磨に努め

た。

　�　適正な量目の確保

　適正な量目を確保するため、過大な入れ目を行わな

いよう関係者に対し指導を行った。

　�　整粒歩合等による仕分け

　登録出荷取扱業者から整粒歩合等による仕分要請が

あった場合には、品質改善を助長するための一環とし

て、積極的に対応を行った。

　イ　検査の実績

　１２年産米の平成１３年３月末日現在の検査実績は、表

１４のとおりであり、水稲うるち玄米の地域別の検査実

績は表１５のとおりである。

　ウ　品質概況

　１２年産の稲の生育は、関東の作期の遅い地域で９月

上旬の高温及びその後の秋雨前線の影響等により登熟

が抑制されたものの、全国的には７月以降おおむね天

候に恵まれ作況指数は全国で１０４のやや良となった。

　地域別の品質概況は、次のとおりである。

　�　北海道では、登熟は、７月中旬以降高温に経過

したことから作柄はやや良となった。１等比率は

９６．２％（１１年産同期７９．９％）と前年を上回った。なお、

２等以下への主な格付理由はカメムシによる着色粒の

被害であった。

　�　東北では、登熟は、７月中旬以降高温に経過し

たことから作柄はやや良ないし良となった。１等比率

は、８５．５％（１１年産同期６１．３％）と前年を上回った。な

お、２等以下への主な格付理由はカメムシによる着色

粒の被害と、乳白・腹白粒であった。

　�　関東・東山では、登熟は、作期の遅い地域で９

月上旬の高温及びその後の秋雨前線の影響等により抑

制されたことから、作柄は群馬県がやや不良、茨城県、

栃木県及び千葉県が良、その他の都県が平年並みない

しやや良となった。１等比率は８０．４％（１１年産同期

８０．８％）と前年並みであった。なお、２等以下への主

な格付理由はカメムシによる着色粒の被害と、乳白・

腹白粒であった。また、山梨県、長野県では胴割粒の

発生が目立った。

　�　北陸では、登熟は、一部地域で７月下旬の

フェーン風の影響や山間地域で干ばつがあったものの、

作柄は、新潟県及び富山県がやや良、石川県及び福井

県が平年並みであった。１等比率は７８．４％（１１年産同

期５７．２％）と前年を上回った。なお、２等以下への主

な格付理由は胴割粒の混入と乳白・腹白粒であったが、

福井県ではカメムシによる着色粒の被害も発生した ｡

　�　東海・近畿では、登熟は、おおむね高温に経過

したことに加え、台風による被害も少なかったことか

ら順調に推移し、作柄は、各府県ともやや良となった。
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１等比率は東海で５５．５％（１１年産同期６３．６％）と前年

を下回ったが、近畿では７３．０％（１１年産同期５６．７％）

と前年を上回った。２等以下への主な格付理由は乳

白・腹白粒及びカメムシによる着色粒の被害であった。

また、滋賀県では胴割粒の発生が目立った。

　�　中国 ･四国では、おおむね高温に経過したこと

に加え、台風による被害も少なかったことから順調に

推移し、作柄は、各県ともやや良となった。１等比率

は中国で６１．３％（１１年産同期６１．１％）、四国で４０．３％

（１１年産同期４４．７％）となった。なお、２等以下への

主な格付理由は充実不足、乳白・胴割粒及びカメムシ

による着色粒の被害であった。

　�　九州では、登熟は、おおむね高温に経過したこ

とに加え、台風による被害も少なかったことから順調

に推移し、作柄は、各県ともやや良となった。１等比

率は６０．４％（１１年産同期２９．８％）と前年を大幅に上回っ

た。なお、２等以下への主な格付理由は、充実不足及

び乳白・腹白粒であり、カメムシによる着色粒の被害

も見られた。

　エ　産地品種銘柄の概況

　１２年産米の水稲うるち玄米の品種別検査実績は、表

１６のとおりである ｡

　１２年産うるち玄米の産地品種銘柄は、４５道府県、１１４

品種、２８０産地品種（１１年産、４５道府県、１２５品種、３１２

産地品種）であり、平成１３年３月末日現在における銘

柄の検査数量（加工用米等も含むすべての水稲うるち

玄米）は、４２１万２千ｔである。これは１１年産（１２年３

月末日現在）の４２１万６千ｔに比べ４千ｔ減少した。

　また、水稲うるち玄米に占める産地品種銘柄の割合

は、前年より３％減少し、９１％（１１年産同期９４％）と

なった。

　品種別に見ると、最も多いコシヒカリが、産地品種

銘柄のうち１４８万８千ｔ（１１年産同期１３８万２千ｔ）で

３３％を占めており、２位はひとめぼれ、３位はあきた

こまちとなっている。

　以下、きらら３９７、ヒノヒカリ、はえぬき、　ほしの

ゆめの順に検査数量が多く、上位１０品種の検査数量は、

産地品種銘柄全体の８０％（前年同期８０％）であり、前

年並みであった。

�　麦　の　検　査

　ア　検査対策

　１２年産麦の検査に当たっては、良品質麦の確保と流

通の円滑化等を図る観点から、国内産農産物検査の事

前指導等要綱（平成６年３月２８日付け６食糧第３５２号

（検査）食糧庁長官通達）を基本とし、良品質麦の確

保のための指導として、

　�　適切な早期乾燥処理と調製の指導

　�　被害麦の除去及び選別程度の指導

　�　品質劣化麦の仕分け等の指導

　等を重点事項として、関係機関、団体との密接な連

携の下に検査を実施した。

　イ　検査実績

　１２年産麦の検査実績は、表１７のとおりである。検査

数量の合計は、９５万３千ｔで、前年に比べ１１万６千ｔ

増加（前年比１１３．８％）した。また、種類毎の上位等級

比率（１等。ただし、ビール大麦は１等＋２等）を前

年と比較すると、小麦は６９．５％（前年産７５．３％）、大麦

は６８．６％（同７７．６％）、ビール大麦は９０．４％（同９０．９％）、

はだか麦は７３．７％（同７８．５％）となっている。

　普通小麦は、「水田を中心とした土地利用型農業活

性化対策」の推進等を背景とした作付面積の増加に加

え、作柄も前年産より良かったことから、検査数量は

前年産より１０万４千ｔの増加となった。

　普通小粒大麦は、「水田を中心とした土地利用型農

業活性化対策」の推進等を背景とした作付面積の増加

に加え、作柄も平年並みとなったことから、検査数量

は前年産より７千ｔの増加となった。

　普通大粒大麦は、作付面積は平年並みであったもの

の、前年産同様作柄が良かったことから、検査数量は

前年産より１万２千ｔの増加となった。

　ビール大麦は、生育期を通じておおむね順調に推移

し、作柄も良かったことから、検査数量は前年産並み

となった。

　普通はだか麦は、「水田を中心とした土地利用型農

業活性化対策」の推進等を背景とした作付面積の増加

に加え、作柄も良かったことから、検査数量は前年産

より２千ｔの増加となった。

　ウ　品質概況

　�　普通小麦

　北海道では、登熟期における干ばつ等の影響により、

全般的に小粒傾向となった。一部の地域においては、

収穫期の降雨等の影響を受け、たい色粒等の被害粒の

混入が散見されたものの、総体的な品質は前年産並み

かやや良好であった。

　関東・東山では、北関東を中心に降雨の影響を受け、

たい色粒や発芽粒等の被害粒が発生し、総体的な品質

は前年産と比べ劣るものであった。

　東海では、降雨の影響により、たい色粒等の被害粒

が発生し、総体的な品質は前年産に比べやや劣るもの

であった。

　近畿では、充実度も良く、前年産に比べ品質は良好

であった。
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　九州では、充実度、粒ぞろい、光沢等は良かったも

のの、一部の地域でたい色粒等の被害粒の混入が散見

され、総体的な品質は前年産に比べわずかに劣るもの

であった。

　�　普通小粒大麦

　関東・東山では、一部の地域でたい色粒や発芽粒の

被害粒が散見され、総体的な品質は前年産に比べ劣る

ものであった。

　北陸では、充実度、粒ぞろいは良く、被害粒の発生

も少なかったものの、総体的な品質は前年産に比べや

や劣るものであった。

　�　普通大粒大麦及びビール大麦

　関東・東山では、一部の地域でたい色粒や発芽粒の

被害粒が発生し、総体的な品質は前年産に比べ劣るも

のであった。

　中国では、一部の地域で未熟粒等の混入が散見され

たものの、充実度は良く、総体的な品質は前年産に比

べやや良好であった。

　九州では、充実度、粒ぞろい、光沢ともに良く前年

産に比べ品質はやや良好であった。

　�　普通はだか麦

　主産地である四国、九州では、充実度、粒ぞろいと

もに良かったものの、一部にたい色粒等の被害粒が散

見され、総体的な品質は前年産並みであった。

�　その他の農産物の検査

　農産物検査法に定められた品目のうち、米麦（製品

を含む。）以外の品目及び食糧事務所依頼検査規程に基

づく品目の検査結果は次のとおりである。

　ア　農産物検査法に基づく品目

　〔品目〕　　〔検査実績県〕 ������ 〔検査数量 t〕

大　　　　豆　（北海道ほか２府４０県） ��� １４９，２７８　

小　　　　豆　（北海道ほか１府３県） ���� ５９，４８０　

え ん ど う　（　－　） ��������� －　　

い ん げ ん　（北海道） ��������� ９，０７４　

とうもろこし　（長野県） ����������� １２　

な 　た 　ね　（北海道ほか１２県） ������ ７０２　

甘 　し 　ょ　（　－　） ���������� －　　

馬 鈴 し ょ　（広島県） ��������� ２，０７４　

甘しょ生切干　（長崎県） ���������� ３３２　

あ　　　　わ　（岩手県） ����������� １　

ひ　　　　え　（岩手県） ����������� １　

そ　　　　ば　（北海道ほか１７県） ����� ３，６４３　

で 　ん 　粉　（北海道ほか３県） ���� ２３５，６６７　

は 　っ 　か　（北海道） ����������� １　

　イ　食糧事務所依頼検査規程に基づく品目

　　〔品目〕　　　〔検査実績県〕 ��� 〔検査数量千枚〕

　いぐさ製品　（広島県ほか２県） ������ ９７０　

　なお、１２年産大豆の検査に当たっても、良品質大豆

の生産と円滑な流通の促進を図るため、国内産大豆の

検査基本対策（平成６年９月５日付け６食糧第１０８６号

（検査）食糧庁長官通達）に基づき、・検査体制の点

検・整備、・事前指導、・検査の適正化、・抽出検査及び

ばら検査の推進を重点として取り進めた。

　１２年産大豆は、北海道では生育期間を通じて、高温・

多照に経過したことから、作柄は「良」となった、都

府県では一部の地域において、高温・少雨に経過した

ことから、カメムシの発生等によりやや不良から不良

となったものの、その他の地域においては、おおむね

天候に恵まれ、作柄は「良」となり、全国では作況指

数１０８の「良 ｣となった。

　１１年産と比較すると、作付面積が１４３百 ha（１３％）

の増加となった、１０ａ当たりの収量が１９kg上回った

ことから、収穫量は４万８千ｔ（２６％）の増加となっ

た。

�　包装の使用状況

　１２年度における米麦の包装の種類別使用状況は、次

のとおりである。

 ���������������� （単位：千個、％）

包装の種類 �������� 米　　　　　　　麦　　

麻　　　袋 ������� １，５６９　　　　　　　 ６２　

 ����������� （　 ２．４）　 　　　（ 　３．４） 

樹　脂　袋 ������� １，６７０　　　　　　　１８１　

 ����������� （ 　２．６）　 　　　（　１０．０） 

紙　　　袋 ������ ６２，１７５　　　　　　１，５７６　

 ����������� （　９５．０）　　 　　（　８６．６） 

　　計 �������� ６５，４１５　　　　　　１，８１９　

 ����������� （ １００．０）　 　　　（ １００．０） 

（注）１　麻袋，樹脂袋及び紙袋３０・詰めは６０・換算

　　　　個数である。

　　　２　（　）は包装の種類別比率である。

３　外国産農産物の検査

　１２年度における外国産農産物の検査数量及び品質状

況は次のとおりである。

�　米　　　　　穀

　ア　検査数量 ���������� （単位：ｔ、％）

産　　地 �� 玄米　　精米　　砕精米 　　計　国別比率

アメリカ � １２８，４６３　１６９，４２７　４１，９３３　３３９，８２２　（５０．０）

タ　　イ �� －　　 ９８，７２０　４３，８５５　１４２，５７６　（２１．０）
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ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ��� ９，２７０　９１，９８９　１１，２４３　１１２，５０１　（１６．５）

中　　国 �� １，０７０  ７３，９９３　 ４，０３４　 ７９，０９７　（１１．６）

ベトナム ��� －  　４，９５２ 　　５３１ 　 ５，４８４　（ ０．８）

パキスタン �� －　  　３５３　 　－ 　　　３５３　（ ０．１）

イタリア ��� －　 　　６７ 　　－ 　 　　６７　（ ０．０）

インド ���� － 　　　５７　 　－　  　　５７　（ ０．０）

　　計 ��� １３８，８０２ ４３９，５５９ １０１，５９６ ６７９，９５７ （１００．０）

形態別比率 � （２０．４）　（６４．６）　（１４．９）　（１００．０）　　　　

（注）　形態とは玄米・精米・砕精米の輸入形態のこ

とである。

イ　品　　質

　着地検査の結果、検査規格及び契約規格に合致せず

規格外（否）となったものは、次のとおりである。

　産　地 ��� 項　目　　船数　検査証明書　数量（t）

　　　　　　　　　　　　 　発行件数　

アメリカ ��� 被害粒　　　１　　　　１　　　　　７２

中国 ����� 未熟粒　　　１　　　　１　　　　　１８

タイ、中国、パキスタン �� 小砕粒　　　６　　　　６　　　　 １８１

アメリカ、中国 �� 白墨質粒　　２　　　　２　 　　６，５６７

アメリカ、中国 �� 大砕粒　　　４　　　　４　　 　８，８９４

タイ ����� 砕　粒　　　１　　　　１ 　　　　１０８

�　小　　　　　麦

　ア　検査数量　　　　　　　　（単位：千ｔ、％）　

　産　地 ��� 食糧用 　飼料用　　計　　国別比率

アメリカ ���� ２，６４５ 　　１９１　　２，８３６　　（５３．１）

カナダ ����� １，３５６　　　２０　　１，３７６　　（２５．８）

オーストラリア ���� ６９１ 　　４３５　　１，１２６　　（２１．１）

　 計 ����� ４，６９２ 　　６４６　　５，３３８ 　（１００．０）

用途別比率 ��� （８７．９）　（１２．１）　（１００．０） 　　　　

 イ　品　　質

　着地検査の結果、検査規格及び契約規格に合致せず

規格外（否）となったものは、次のとおりである。

　産　地 ���� 項　目　船数　検査証明書　数量（t）

　　　　　　　　　　　　　　発行件数　

アメリカ、カナダ �� きょう雑物　２８　　　２８　　　９２，２３４

SBS 飼料小麦  異物　 　　　２ 　　　２ 　　　４，０２５

SBS 飼料小麦  麦角粒　 　　３ 　　　３ 　　　３，４３７

アメリカ ��� 発芽粒 　 　３７ 　　 ３７　　 １５９，１５４

アメリカ ��� 他銘柄粒 　　１ 　　　１　　　　　３４

アメリカ、カナダ、オーストラリア � 粗たんぱく　２９ 　　 ２９　　 １３３，０１０

�　大麦・はだか麦

　ア　検査数量　　　　　　　　（単位：千ｔ、％）　

　産　地 ��� 食糧用 　飼料用 　　計　　国別比率

オーストラリア ��� １９９　　　７２１ 　　９２０　　　（５７．３）

アメリカ ���� １０　　　３３５ 　　３４５　　　（２１．５）

カナダ ����� ３６　　　３０７ 　　３４２　　　（２１．３）

　 計 ����� ２４４　　１，３６２　  １，６０６　　（１００．０）

用途別比率 �� （１５．２） 　（８４．８）　（１００．０）　　　　　

　イ　品　　質

　着地検査の結果、検査規格及び契約規格に合致せず

規格外（否）となったものは、次のとおりである。

　産　地 ��� 項　目　　船数　検査証明書　数量（t）

　　　　　　　　　　　　 　発行件数　

アメリカ � きょう雑物　　　１　　　　１　　　 １，３４０

アメリカ � 異物　　　　　　３　　　　３　　　１６，３４９

４　成分検査

　農産物検査法の改正により、平成８年４月から米及

び小麦について、成分検査（任意検査）を実施してい

る。

　成分検査は、理化学分析により米の食味や小麦の加

工適性に関連する成分の数値証明を行うものであり、

その対象項目は、米については、たんぱく質及びアミ

ロース、小麦については、たんぱく質及びでん粉と

なっている。

　成分検査は、農産物検査官が成分検査に係る受検品

から試料を採取し、食糧事務所品質管理課及び食糧事

務所から委託を受けた指定検査機関（農産物検査法に

基づき農林水産大臣が指定する者）が当該試料の測定

を行い、その結果を農産物検査官が証明するものであ

る。

　平成１２年度の成分検査の実施件数は、米については

１，８５３件、小麦については２，４８０件となっている。 
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表１４　平成１２年度産米種類別検査実績（平成１３年度３月末日現在）

表１５　平成１２年度産水稲うるち玄米地域別検査実績（平成１３年度３月末日現在）
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表１６　平成１２年度産水稲うるち玄米品種別検査数量（平成１３年度３月末日現在）

表１７　平成１２年度産麦類検査実績（平成１３年度４月末日現在）



第９節　加工食品

１　みそ・しょうゆ

�　企　業　構　造

　平成１１年１２月現在におけるみそ製造業の企業数は、

１，３４７企業（１，３５１工場）であり、そのほとんどが中小企

業である。

　また、平成１１年１２月現在におけるしょうゆ製造業の

企業数は、１，７５６企業（１，８７９工場）である。これらのほ

とんどが中小企業で、大企業は５社（８工場）にすぎ

ないが、生産シェアで約４９％（１１年）を占めている。

�　生　産　状　況

　１２年におけるみそ・しょうゆの生産数量は、みそは

５３万３千ｔで前年より１０千ｔの減（前年比１．９％減）

しょうゆは１０６万６千�で前年より２万３千�の増（同

２．２％増）となった。

�　輸　出　状　況

　１２年におけるみそ・しょうゆの輸出総量は、みそは

　６千ｔで前年比１２．０％増、金額では１１億６，０２５万円

で前年比１３．４％増となっており、主要輸出先はアメリ

カ韓国、香港等である。また、しょうゆは１万１千�

で前年比２．２％増、金額では２３億２，３５３万円で前年比

８７％増となっており、主要輸出先はアメリカ、香港、

中国である。

２　小　　麦　　粉

�　企　業　構　造

　平成１２年３月末現在における小麦粉製造業の企業数

は１２７企業（１５９工場）であり、これらを合計した日産

設備能力は、２万８千ｔとなっている。小麦粉製造業

は、ほとんどが中小企業であり、中小企業のうち３４％

が日産設備能力５０ｔ未満の零細企業である。

生産シェアにおいては大企業（４社）が６８．９％を占め

ている。

�　生　産　状　況

　１１年度における小麦粉の生産数量は、４９５万ｔで前

年より１．５％増加している。用途別小麦粉の生産比率

は、パン用粉の３９．４％、めん用粉の３４．０％、菓子用粉

の１２．０％となっており、この３用途で生産数量全体の

８５．４％を占めている。

�　近　代　化　計　画

　中小企業近代化促進法に基づき、平成１０年度から平

成１４年度を目標とする第６次近代化計画を策定し、こ

れに基づき構造改善事業（参加企業数１００企業）を実施

している。

３　精　　　　麦

�　企　業　構　造

　平成１２年３月末現在における精麦業の企業数は、６５

企業（６５工場）で、すべて中小企業である。

�　生　産　状　況

　１１年度における精麦の生産数量は１５万４千ｔ（前年

比１１．５％増）となっている。種類別生産比率は、普通

精麦９３．９％（押麦１０．４％、切断圧べん０．４％、切断無圧

べん３．３％、精白麦８４．５％、その他１．５％）、ビタミン強

化精麦６．１％となっている。

４　麦　　　　茶

�　企　業　構　造

　１２年３月現在における麦茶製造業の企業数は、８８企

業（８８工場）であり、すべて中小企業である。

�　生　産　状　況

　１１年度における麦茶の生産数量は４万５千ｔで、前

年比５．８％増となっている。

５　め　ん　類

（生めん類、乾めん類、即席めん類、マカロニ・スパ

ゲッティ類）

�　企　業　構　造

　平成１２年４月現在におけるめん類製造業の工場数は

生めん類３，９６３、乾めん類１，５１３、即席めん類１０７、マカ

ロニ・スパゲッティ類１２で合計５，５９５工場となっている。

めん類製造業は、即席めん類以外は大企業の数が極め

て少なく、おおむね中小企業である。

�　生　産　状　況

　１２年におけるめん類の生産量は、１４２万１千ｔ（小麦

粉換算）で前年より１万２千ｔ減（前年比０．９％減）と

なっている。

　種類別にみると、生めん類６８万７千ｔ（前年比０．１％

増）、乾めん類２３万５千ｔ（同２．９％減）、即席めん類３４

万３千ｔ（同１．９％増）、マカロニ・スパゲッティ類１５

万６千ｔ（同７．３％減）である。

�　輸　出　入

　１２年におけるめん類の輸出量は、１万６千ｔ（輸出

金額４８億円）で前年比６．６％増（同２．１％増）となって

いる。これを種類別にみると乾めん類６．４千ｔ（同１８億

円）、即席めん類９．２千ｔ（同３０億円）、マカロニ・スパ

ゲッティ類０．４千ｔ（同０．４億円）である。

　一方輸入量は１０万ｔ（輸入金額　１０３億円）で前年比

１０．５％増（同２．６％減）である。
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　これを種類別にみると、乾めん類２．２千ｔ（前年比

１３．０％増）、即席めん類２．３千ｔ（同１．５％増）、マカロ

ニ・スパゲッティ類９５．１千ｔ（同１０．８％増）である。

６　パ　ン　類

�　企　業　構　造

　平成１２年１２月末現在におけるパン製造業の工場数は

４，７６０工場となっている。

�　生　産　状　況

　１２年におけるパン類の生産数量は１２８万ｔ（小麦粉換

算）で前年比２．３％増となっている。

　これを種類別にみると、食パン６１万９千ｔ（前年比

０．２％増）、菓子パン３８万２千ｔ（同０．４％増）、その他

パン２３万５千ｔ（同１３．０％増）、学給パン４万３千ｔ

（同２．９％減）である。

７　ビスケット類

�　企　業　構　造

　平成１２年１２月末現在におけるビスケット類の製造を

行っている菓子製造業の工場数は１１６工場となってい

る。

�　生　産　状　況

　１２年におけるビスケット類の生産数量は２２万３千製

品ｔで前年比１．９％増となっている。

�　輸　出　入

　１２年におけるビスケット（スイート）類の輸出数量

は１千ｔ、金額では７億５千万円で前年比各 ３々７．５％

減、４１．６％減となっている。主要輸出先は香港、台湾

シンガポール等である。

　一方、輸入数量は１０．８千ｔ、金額では４２億１千万円

で前年比は各々１２．５％増、０．９％減となっている。主

要輸入先はアメリカ、デンマーク、中国、フランス等

である。

８　米　　　菓

（あられ・せんべい）

�　企　業　構　造

　平成１１年１２月末日現在における企業数は、８０１企業

（８１７工場）であり、ほとんどが中小企業である。

　なお、主要５社（１２工場）が占めている生産シェア

は４５％（１２年）となっている。

�　生　産　状　況

　１２年の米菓の生産数量は２１万ｔで前年より２千 t

の減（前年比０．９％減）である。

�　輸　出　入

　１２年の米菓輸出数量は、４．４千ｔで前年比１１．４％減金

額では、２６億円で前年比１０．３％減となっており、主要

輸出先はアメリカ、オランダ、台湾等である。

　一方、輸入数量は６千ｔで前年比８．５％減、金額では、

２３億７千万で前年比８．６％減となっており、主要輸入

先はタイ、台湾等である。

９　加　工　米　飯

�　企　業　構　造

　平成１３年３月末現在における加工米飯製造業の企業

数は、延べ数で１６７企業となっている。このうちの大

半は、中小企業で占められている。

�　生　産　状　況

　１２年における加工米飯の生産量は２５万６千ｔで、前

年比１１．９％増となっている。

　これを種類別にみると、レトルト米飯２万３千ｔ

（前年比３８．２％増）、無菌包装米飯５万６千ｔ（同３％

増）、冷凍米飯１５万３千ｔ（同４．４％増）、チルド米飯１

万９千ｔ（同２４３．６％増）、缶詰米飯２千ｔ（同９．２％減）、

乾燥米飯４千ｔ（同１３．８％減）となっている。

１０　米麦加工食品改善推進事業

　「食料・農業・農村基本計画」に基づき、国内産麦に

ついては平成２２年度までに現在（１１年度）の５８万トン

から８０万トンに増大させるとの生産努力目標が設定さ

れ、それを上回るペースで国内産麦の生産は増大しつ

つあり、これに見合った国内産麦の需要拡大が求めら

れている。

　国内産麦については、民間流通という新たな流通制

度の下で、消費者や加工企業のニーズにマッチした形

で国内産麦が製品化され、流通するようなシステムを

構築する必要がある。また、消費者の国内産麦を利用

した製品への志向に対し、地域の中小製粉企業等が国

内産麦を利用した製品を生産することにより差別化を

図ることは、経営の改善・安定化を図っていく上での

１つの方途であると考えられる。

　このため、民間流通の下での国内産麦製品の生産、

流通実態を調査し、民間流通下における国内産麦の流

通モデル及び中小製粉企業経営モデルの検討を行い、

国内産麦を活用した中小製粉企業の経営改善の方途に

つき検討を行う必要があり、平成１２年度においては、

財団法人全国食生活改善協会に次のような事業を委託

し、実施した。

�　国内産麦の流通モデル及び中小製粉企業経営モデ

　ル策定委員会の開催

　製粉企業の代表者及び学識経験者等を構成員とする
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国内産麦の流通モデル及び中小製粉企業経営モデル策

定委員会を設置し、�に定める調査の実施についての

基本的な事項を検討するとともに、その調査結果を分

析し、小麦二次加工を業とする企業、流通を業とする

企業等からみた中小製粉企業の経営改革のあり方を整

理した。

�　調査の実施

　中小製粉企業の取引の相手となるパン及びめん類の

製造を業とする企業並びに流通を業とする企業等を対

象として、小麦粉及び小麦粉二次加工品取引きの実態

要望等に関するアンケート調査及び実態調査を行った

１１　食品流通改善巡回点検指導事業等

　近年、食品に関する安全性の確保、価格の安定、流

通円滑化、品質の維持向上及び表示の適性化等につい

ての国民の要請はますます高まっており、これらの要

請に応えて、きめの細かい食品行政の展開を図ること

が現下の急務となっている。

　このような状況に鑑み、昭和５３年度から、「食品流通

改善巡回点検指導事業」を実施している。

　この事業は、食糧事務所職員が食品の生産及び流通

の各段階にわたる巡回点検、指導等を実施することに

より、安全かつ良質な食品の供給、価格需給動向の予

察、価格高騰時のパトロール等の対策を総合的に推進

するものであり、１２年度は次の業務を実施した。

�　食品価格予察パトロール業務

�　米麦加工食品生産動態等統計調査業務

�　食品流通改善基礎調査業務

�　放出野菜販売状況等監視指導業務

�　外食価格等動向調査監視指導業務

�　生鮮食品等緊急対策業務

�　農産物安全対策業務

�　畜産物安全対策業務

�　水産物安全対策業務

　また、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律の普及・啓発等を行う「容器包装廃棄

物リサイクルシステム点検指導事業」を実施した。
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