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第１節　総合食料政策

食料施策の総合的企画

　総合食料局は、食料・農業・農村基本法（平成11年
法律第106号。以下「新基本法」という。）において新
たな基本理念の一つとして位置付けられ、また、農林
水産省の第一の任務である「食料の安定供給の確保」
を図るため、主要食糧等を含めた食料政策の総合的な
企画・立案、食品産業の健全な発展を図る施策等を通
じて、食料政策の総合的な推進を担う部局である。

⑴　食料・農業・農村政策審議会食品産業部会
　卸売市場法（昭和46年法律第35号）、エネルギーの
使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）、
資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律
第48号）、食品流通構造改善促進法（平成３年法律第
59号）、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（平成７年法律第112号）、食品循環資
源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第
116号）及び中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動の促進に関する法律（平成20年法律第38号）
の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理
することを目的とする食品産業部会が、食料・農業・
農村政策審議会の下に設置されている。

　（開催状況）
平成22年６月16日　・食品産業の将来方向（仮称）に

関する意見交換について
平成22年８月26日　・食品産業の将来方向（仮称）に

ついての基本フレーム案について
平成22年10月21日　・卸売市場整備基本方針（案）に

ついて
　　　　　　　　　・中央卸売市場整備計画の変更

（案）及び中央卸売市場開設区域
の指定の解除（案）について

平成22年12月13日　・「食品産業の将来方向（仮称）」
についての意見交換について

　（所属委員等）
　（委員）
　青
あお

　山
やま

　浩
ひろ

　子
こ

 農業ジャーナリスト
　新

にい

　浪
なみ

　剛
たけ

　史
し

 ㈱ローソン代表取締役社長CEO
　西

にし

　辻
つじ

　一
かず

　真
ま

 ㈱マイファーム代表取締役
　三

み

　村
むら

　優
ゆ み こ

美子 青山学院大学経営学部教授
◎山
やま

　口
ぐち

　範
のり

　雄
お

 味の素㈱代表取締役　取締役会
長

　渡
わた

　辺
なべ

　捷
かつ

　昭
あき

 トヨタ自動車㈱相談役
　（臨時委員）
　石

いし

　渡
わたり

　美
み

　奈
な

 ホッピービバレッジ㈱代表取締
役社長

　大
おお

　塚
つか

　　明
あきら

 ㈱ヤオコー顧問
　大

おお

　野
の

　憲
のり

　俊
とし

 福岡大同青果㈱代表取締役社長
　小

お

　瀬
ぜ

　　昉
あきら

 ハウス食品㈱代表取締役会長
　佐

さ

　竹
たけ

　力
りき

　總
ふさ

 ㈱美濃吉代表取締役社長
　根

ね

　本
もと

　重
しげ

　之
ゆき

 拓殖大学商学部教授
　藤

ふじ

　田
た

　正
しょう

　三
ぞう

 茨城中央園芸農業協同組合専務
理事

　古
ふる

　谷
や

　由
ゆ き こ

紀子 消費生活アドバイザー
　山
やま

　根
ね

　香
か

　織
おり

 主婦連合会会長
　（専門委員）
　柴

しば

　田
た

　明
あき

　夫
お

 丸紅経済研究所所長
◎部会長

（平成23年３月31日現在）

⑵　食料・農業・農村政策審議会食糧部会
　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）、米粉の新用途への利用の促進に関
する法律等の規定により審議会の権限に属させられた
事項を処理することを所掌事務とする食糧部会が、食
料・農業・農村政策審議会の下に設置されている。

　（開催状況）
平成22年７月30日　・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
　　　　　　　　　・米の備蓄運営について
　　　　８月９日　・米の備蓄運営について
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　　　　11月29日　・米穀の需給及び価格の安定に関
する基本指針の変更について

平成23年２月２日　・米穀の需給及び価格の安定に関
する基本指針の変更について

　　　　３月30日　・麦の需給に関する見通しの策定
について

　（所属委員等）
　（委員）
　青

あお

　山
やま

　浩
ひろ

　子
こ

 農業ジャーナリスト
　奥
おく

　村
むら

　一
かず

　則
のり

 農事組合法人サカタニ農産代表
理事

◎中
なか

　嶋
しま

　康
やす

　博
ひろ

 東京大学大学院農学生命科学研
究科農業・資源経済学専攻准教
授

　　森
もり

　　久
く み こ

美子 作家
 北海道農業・農村振興審議会委

員
　（臨時委員）
　尾

お

　畑
ばた

　留
る み こ

美子 尾畑酒造（株）専務取締役
　木

き

　村
むら

　　良
りょう

 木徳神糧（株）取締役会長
 全国米穀販売事業共済協同組合

理事長
　佐

さ さ き

々木　明
あき

　久
ひさ

 日清製粉（株）取締役社長
 製粉協会会長
　佐

さ

　藤
とう

　あき子
こ

 JA全国女性組織協議会会長
　杉
すぎ

　本
もと

　和
かず

　行
ゆき

 東京大学公共政策大学院教授
　田

た

　沼
ぬま

　千
ち

　秋
あき

 （株）グリーンハウス代表取締
役社長

 日本フードサービス協会前会長
　永
なが

　井
い

　　進
すすむ

 （株）永井農場代表取締役
 全国稲作経営者会議青年部長
　廣

ひろ

　瀨
せ

　　博
ひろし

 住友化学（株）代表取締役社長
 （社）日本経済団体連合会　農

政問題委員会共同委員長
　冨

ふ

　士
じ

　重
しげ

　夫
お

 全国農業協同組合中央会専務理
事

　椋
むく

　田
た

　哲
さと

　史
し

 （社）日本経済団体連合会常務
理事

　村
むら

　松
まつ

　真
ま き こ

貴子 食生活ジャーナリスト
 フードアクションニッポン応援

団
◎部会長

（平成23年３月31日現在）

⑶ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の
創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する
法律の制定

　農林水産業・農山漁村に存在する資源を有効に活用
し、地域ビジネスの展開や新産業の創出を図る農山漁
村の６次産業化を推進するため、「地域資源を活用し
た農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林
水産物の利用促進に関する法律」が、平成22年12月３
日に公布され、平成23年３月１日に全面施行された。

第２節　食品流通対策

１　概　　　要

　卸売市場法（昭和46年法律第35号）に基づいて策定
された卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計
画に即して、卸売市場の機能強化に向けた取組を行っ
た。
　消費者ニーズの多様化・高度化、流通コストの上昇
等食品流通を取り巻く経済情勢の著しい変化に対処し
て、食品の流通部門の各段階を通じた構造改善を図る
ため、食品流通構造改善促進法（平成３年法律第59
号）に基づき、平成19年４月に策定された食品の流通
部門の構造改善を図るための基本方針（第４次）に即
して、各種の構造改善対策を行った。

２　中央卸売市場

⑴　概　況
ア　中央卸売市場は、生鮮食料品等の重要な流通拠点
として、農林水産大臣の認可を受けて開設されるも
のである。中央卸売市場については、昭和46年度か
ら卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計
画（第１次：46 ～ 55年度、第２次：51 ～ 60年度、
第３次：56 ～平成２年度、第４次：61 ～平成７年
度、第５次：３～ 12年度、第６次：８～ 17年度、
第７次：13 ～ 22年度、第８次：16（方針）・17（計
画）～ 22年度、第９次：22（方針）・23（計画）～
27年度）に基づいて整備統合が進められており、平
成22年度末には46都市74市場（青果・水産市場26市
場、青果・水産・花き市場16市場、青果・花き市場
６市場、青果市場12市場、水産市場４市場、食肉市
場10市場）となっている。

イ　卸売業者
　中央卸売市場における卸売業務については、取扱
品目の部類ごとに農林水産大臣の許可を要するが、
この許可を受け卸売業務を行っている卸売業者は、
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平成22年度で青果部85、水産物部78、食肉部10、花
き部28、その他９で計210である。
　また、中央卸売市場の平成21年度の取扱金額は青
果１兆9,102億円（前年比96％）、水産物１兆8,275億
円（同91％）、食肉2,158億円（同93％）、花き1,402
億円（同98％）、その他271億円（同95％）となって
いる。

⑵　卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計画
ア　卸売市場整備基本方針
　卸売市場整備基本方針は、卸売市場法に基づき、
おおむね５年ごとに農林水産大臣が定めているもの
であり、卸売市場が最近の情勢に的確に対応し、そ
の機能を十全に発揮していく観点から見直し、平成
22年10月に平成27年度を目標年度とする第９次卸売
市場整備基本方針を策定・公表した。
　第９次卸売市場整備基本方針においては、今後の
卸売市場について、
ａ　コールドチェーンシステムの確立をはじめとし
た生産者及び実需者のニーズへの的確な対応

ｂ　公正かつ効率的な取引の確保
ｃ　食の安全や環境問題等の社会的要請への適切な
対応

ｄ　卸売市場間の機能・役割分担の明確化による効
率的な流通の確保

ｅ　卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化
ｆ　経営戦略的な視点を持った市場運営の確保
を基本とし、整備及びその運営を行うこととして
いる。

イ　中央卸売市場整備計画
　中央卸売市場整備計画は、卸売市場法に基づき、
おおむね５年ごとに農林水産大臣が定めているもの
である。
　第９次卸売市場整備基本方針の策定を受け、平成
23年３月に平成27年度を目標年度とする第９次中央
卸売市場整備計画を策定・公表した。
　第９次中央卸売市場整備計画においては、開設者
から提出された市場ごとの施設整備の計画等を踏ま
え、市場再編、施設改善、中央拠点市場に係る名称
等について記載している。

⑶　中央卸売市場の施設整備
　生鮮食料品流通の改善合理化のための中央卸売市
場の施設整備については、中央卸売市場整備計画に
即して計画的に実施する施設の改良、造成、又は取
得に対して助成を行っている。
ア　交付率
　定額（4/10、1/3）

イ　交付対象施設
　売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、構内舗
装、搬送施設、衛生施設、食肉関連施設、情報処理
施設、市場管理センター、防災施設、加工処理高度
化施設、総合食品センター機能付加施設、附帯施
設、共同集出荷施設
　22年度に交付金を活用して整備した中央卸売市場
は、７都府県８市場であり、交付金額は143億8,538
万8,000円の内数である。
　このほか、卸売業者、仲卸業者等が行う施設整備
に対しては、（株）日本政策金融公庫の食品流通改
善資金による融資が行われている。

３　地方卸売市場

⑴　概　況
　地方卸売市場は地方都市における地域の流通拠点と
して、また、大都市地域にあっては中央卸売市場の補
完的機能を果たすなど、中央卸売市場と一体となって
生鮮食料品流通のネットワークを形成している。
　中央卸売市場以外の卸売市場であって、卸売場面積
が卸売市場法施行令で定める規模（青果市場330㎡、
水産市場200㎡（産地市場は330㎡）、食肉市場150㎡、
花き市場200㎡）以上の卸売市場の開設に当たって
は、地方卸売市場として都道府県知事の許可を要す
るが、平成21年４月１日現在で、総合市場157、青果
市場414、水産市場476（うち産地市場332）、食肉市場
22、花き市場116の計1,185市場が許可されている。

⑵　地方卸売市場の施設整備
　地方卸売市場の施設整備は卸売市場整備基本方針等
に即して都道府県が策定する都道府県卸売市場整備計
画に基づいて行われている。
　国は公設（第３セクターを含む）市場に対して、中
央卸売市場の場合とほぼ同様の体系により助成を行っ
ている。
ア　交付率
　統合を行う市場　　　　　　　　　　　1/3
　連携した集荷・販売活動を行う市場　　1/3　

イ　交付対象施設
　売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、構内舗
装、搬送施設、衛生施設、情報処理施設、加工処理
高度化施設、附帯施設
　平成22年度に交付金を活用して整備した地方卸売
市場は、１県１市場であり、交付金額は143億8,538
万8,000円の内数である。
　このほか、卸売市場の開設者（地方公共団体以外
のもの）、卸売業者、仲卸業者等が行う施設整備に
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対しては、（株）日本政策金融公庫の食品流通改善
資金による融資が行われている。

４　食品流通の構造改善対策

⑴　構造改善計画の認定
　食品流通の構造改善事業を実施しようとする者は、
構造改善計画を作成し、農林水産大臣の認定を受ける
ことができる。
　22年度における構造改善計画の認定（変更認定除く）
は、食品生産製造提携事業９件、食品生産販売提携事
業12件、食品販売業近代化事業１件であった。

⑵　構造改善計画に対する支援措置
　農林水産大臣の認定を受けた計画に基づき構造改善
事業等を実施する者に対して、（株）日本政策金融公
庫（農林水産事業）からの融資や税制上の特例措置等
の助成策を講じている。
　22年度において講じた融資等の支援措置は、（株）
日本政策金融公庫（農林水産事業）から食品生産製造
提携事業89億7,000万円、食品生産販売提携事業27億
7,000万円の融資を行うとともに、（財）食品流通構造
改善促進機構から9,000万円の債務保証、２億2,000万
円の機器等の導入資金助成の支援を行った。

５　商業の近代化

⑴　地域商店街等活性化推進事業
　食品小売業は、近年の厳しい経営環境や担い手の高
齢化、後継者の確保困難等により店舗数が減少し、特
に中心市街地においては、商店街の崩壊現象により、
地域の最寄りの食品購入先が消失し、地域の消費者の
利便性が低下したほか、地域振興への影響が懸念され
ている。
　このため、過年度に実施された４事業を対象に、食
品販売機能の強化や販売商品の付加価値創出に係る取
り組み事例の調査を行い、現状分析や課題整理を行う
とともに、今後、それらの取り組みを推進する際に必
要となる食料品小売店の機能を維持・強化する方策の
検討を行った。

（予算額1,430万円）
⑵　食品流通改善資金

　生産から消費に至る食品流通の構造改善を図るため
の総合的な施策の一環として、食品流通構造改善促進
法に基づき農林水産大臣の認定を受けた構造改善事業
（食品生産販売提携事業等）に必要な設備資金等に対
し、（株）日本政策金融公庫（農林水産事業）から長
期低利の融資を行った。

⑶　生鮮食料品等小売業近代化貸付制度
　国民の日常生活に密接な関係を有する生鮮食料品等
小売業を対象として、その近代化、合理化に必要な設
備資金等に対し、（株）日本政策金融公庫（国民生活
事業）から低利融資を行った。

６　食品流通の効率化

⑴ 未来を切り拓く６次産業創出総合対策のうち流通
の効率化・高度化

ア　一貫したコールドチェーン体制の整備事業
　中央卸売市場及び地方卸売市場の開設者又は卸売
業者が、生産者、小売業者、輸送業者等の市場関係
者と連携して品質管理高度化計画を策定し、低温保
管倉庫又は簡易低温売場導入の取組に対する支援を
行った。

（補助率：１／２）
（予算額2,304万円）

イ　食品流通高度化推進調査事業
　業界関係者や食品流通の専門家からなる委員会を
設け、現地調査を踏まえて、品質管理の高度化を図
るための体制の導入効果の分析と課題整理を行った
上で、卸売市場における品質保持システムを現場に
適用していくに当たっての重要点を整理した指針を
作成した。

（予算額1,821万円）
ウ　食品流通効率化推進調査事業
　輸送行程の効率化、包装・荷役作業の効率化、生
産者の所得向上に資する流通の推進の調査項目ごと
に、業界関係者や経営分析の専門家からなる委員会
を設け、現地調査を基にした詳細な現状分析と課題
整理、現場に適用するに当たってのポイント整理等
を行った。

（予算額8,579万円）
エ　次世代流通情報インフラ調査事業
　食品のフードチェーンの各段階の事業者が、流通
情報システムを利用するニーズやロット管理の効率
化を図るために必要となる手法及び技術について調
査を行うとともに、調査結果に基づいた効率的な管
理手法の検討を行った。

（予算額3,583万円）
オ　食品流通効率化・高度化推進事業
　農林水産省による支援を得て取り組んだ事業をは
じめ、これまでの食品流通の効率化等に係る取組事
例の調査を行い、現状分析や課題整理などの検証を
加えるとともに、今後、食品流通の効率化を一層推
進する上で必要となる具体的な施策の検討を行った。
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（予算額937万円）

７　商 品 取 引

⑴　商品取引所の概況
　平成22年度における商品取引所の先物取引の出来高
についてみると、農林水産省所管物資（農産物、畜産
物、砂糖、水産物及び農産物・飼料指数）の出来高は
表のとおり339万枚で、前年度に比べ25.3％の減少。
また、売買約定金額は前年度に比べて18.7％減少し約
2兆7,232億円となった。この結果、経済産業省所管物
資も含めた総約定金額に占める農林水産省所管物資の
割合は3.5％となった。

表１　22年度出来高及び約定金額
 出来高 約定金額
取引所 （千枚） （億円）
東京穀物商品取引所 3,320 26,651
中部大阪商品取引所 0 0
関西商品取引所 69 581
農林水産省所管 3,389 27,232
取引所合計 31,785 770,414

　　注： 中部大阪商品取引所は農林水産省所管物資の
　　　　数値である。

⑵　改正商品先物取引法の施行
　「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関
する法律の一部を改正する法律」（平成21年法律第74
号）のうち、取引所外取引や海外取引所取引に対する
許可制の導入、不招請勧誘の禁止規定の導入等につい
て平成23年１月に施行し、「商品取引所法」（昭和25年
法律第239号）の名称を「商品先物取引法」に改めた。

⑶　商品取引所等の定款の変更認可等
　商品取引所法若しくは商品先物取引法に基づき、平
成22年度中に商品取引所及び商品取引清算機構に対し
て行った変更の認可は以下のとおり。
①　商品取引所
　延べで定款５取引所、業務規程７取引所、受託契
約準則８取引所、紛争処理規程２、市場取引監視委
員会規程２取引所を行った。変更の主な内容は、以
下のとおりである。
ⅰ　定款の変更
・自主規制委員会に係る規定の整備（22. ６.30東
穀等）

・鶏卵市場の廃止（22. ７.16中部）
・スパン証拠金に係る規定の整備（22.12.28関西）

ⅱ　業務規程の変更
・信任金の充当有価証券の範囲変更（22. ５.26東
穀等）

・ストップロス取引に係る規定の整備（22.12.15
東穀等）

・とうもろこしの受渡方法の変更（23.２.23関西）
・ブロック取引に係る規定の整備（23.３.２東穀）
ⅲ　受託契約等準則の変更
・外国商品取引業者に係る事前認定制度の廃止
（22. ６. ３東穀等）
・東工取とのシステム統合に係る規定の整備
（22.11.16東穀）
・直接預託ＬＧ制度に係る規定の整備（22.12.27
関西等）

②　商品取引清算機構（JCCH）
　業務方法書の変更を４度行った。変更の主な内容
は次のとおりである。
・東工取の軽油取引の再開に伴う規定の整備
（22. ４.26）
・東工取の中京石油市場の開設に伴う規定の整備
（22.10. ５）
・スパン証拠金に導入に伴う規定の整備（22.12.
７）

・中部大阪商品取引所の解散に伴う改正（23.
２.23）

⑷　中部大阪商品取引所の解散
　中部大阪商品取引所については、商品市場における
出来高の減少が続く中、23年１月末に解散した。な
お、上場商品のうち、石油については、22年10月、東
工取に中京石油市場を開設し、実質的に引き継がれた。

⑸　商品先物取引業者
　商品先物取引法に基づく許可を受けた商品先物取引
業者は平成23年３月末日現在で57社であった。
　平成23年１月から商品先物取引法が施行され、58件
の許可を行った。また、商品先物取引業の廃止は１件
となっている。

⑹　商品先物取引仲介業者
　商品先物取引法に基づく登録を受けた商品先物取引
仲介業者は平成23年３月末日現在で１社であった。

⑺　商品投資顧問業
　商品投資に係る事業の規制に関する法律（平成３年
法律第66号）に基づく許可を受けた商品投資顧問業者
は平成23年３月末現在で８社であった。

⑻　CFTCとの意図表明文書の締結
　商品先物市場の透明性を向上し、投資者保護及び
市場の公正性を高めるため、平成22年８月、米国商
品先物取引委員会（Commodity Futures Trading 
Commission: CFTC）との間で個別の取引情報等を含
む商品先物市場の監督上必要な情報の交換を可能とす
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る「意図表明文書（Statement of Intent: SOI）」を、
経済産業省とともに締結した。

第３節 食品産業等農林関係企業
対策

１　中小企業行政

⑴　中小企業の組織制度
ア　中小企業等協同組合
　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）
に基づく事業協同組合及び事業協同組合連合会で農
林水産省が直接所管するものは、23年３月末現在で
総数1,470組合（うち連合会は63）となっている。

イ　商工組合等
　中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律
第185号）に基づく商工組合及び商工組合連合会で
農林水産省が直接所管するものは、23年３月末現在
で40組合（うち全国を区域とする商工組合は17組
合、連合会は10組合）、協業組合で農林水産省が直
接所管するものは２組合となっている。

⑵　中小企業の新事業活動の促進支援
　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平
成11年法律第18号）に基づき、中小企業の新たな事業
活動を促進するため、①創業、②経営革新、③新連携
の取組を支援するほか、④これらの新たな事業活動の
促進に資する事業環境の整備を図るとともに、金融・
税制等の特別措置を講じた。

⑶　中小企業金融制度
ア　日本政策金融公庫による融資
　株式会社日本政策金融公庫中小企業事業、国民生
活事業の22年度当初における貸付計画額はそれぞれ
２兆3,401億円、３兆1,153億円であった。農林水産
関係業種に対する貸付実績は表２のとおりである。

表２　22年度末農林水産関係業種貸付残高
　　　　　　　　　　　　　　　　　金額（億円）

　　業　　種 ㈱日本政策金融公庫 ㈱日本政策金融公庫
 中小企業事業 国民生活事業
食料品製造業 4,070 1,029
木材、木製品製造業 663 274
　　　　計 4,733 1,303

注１：金額は公庫聞き取り調査。
注２：食料品製造業には飲料、たばこ、飼料製造業を含む。
注３：他の農林水産関係業種については、統計上分類され
　　　ていない。

イ　不況対策
　中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第
２条第４項に規定するセーフティネット保証（第５
号：業況の悪化している業種）については、原則全
業種を対象とする「景気対応緊急保証」が経済対策
の一環として平成22年２月15日から平成23年３月31
日まで実施された。
　なお、平成23年３月11日に発生した東日本大震災
による影響を踏まえ、セーフティネット保証（第５
号）は、平成23年４月以降も原則全業種を対象とし
て運用されることとなった。

⑷　特定農産加工業対策
　特定農産加工業経営改善臨時措置法（平成元年法律
第65号）に基づき、特定農産加工業として、かんきつ
果汁製造業、非かんきつ果汁製造業、パインアップル
缶詰製造業、こんにゃく粉製造業、トマト加工品製造
業、甘しょでん粉製造業、馬鈴しょでん粉製造業、米
加工品製造業、麦加工品製造業、乳製品製造業、牛肉
調製品製造業及び豚肉調製品製造業の12業種を、関連
業種として果実加工食品製造業、こんにゃく製品製造
業、甘しょ加工食品製造業、馬鈴しょ加工食品製造
業、米菓製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、めん
製造業、パン製造業、ビスケット製造業、冷凍冷蔵食
品製造業及び食肉調製品製造業の12業種を指定し、こ
れらの者が輸入自由化等の著しい変化に対処して経営
改善措置等を行うのに必要な長期・低利の融資措置及
び税制措置を引き続き実施した。

⑸　事業再構築の円滑化
　産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措
置法（平成11年法律第131号）に基づき、大臣の認定
を受けた事業者等が内外の経済的環境の多様かつ構造
的な変化に対処して実施する事業再構築を円滑化する
のに必要な資金の借入に関する債務保証及び税制措置
を引き続き実施した。

⑹　農商工連携
　中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の
促進に関する法律（平成20年法律第38号）に基づき、
農林漁業者と中小企業者が連携し、相互のノウハウ、
技術等を活用して行う新商品の開発、販路開拓等の取
組に必要な長期・低利の融資措置及び税制措置を引き
続き実施した。

２　一般企業行政

⑴　対内外直接投資
ア　対内直接投資
　我が国は、42年以降段階的に資本自由化措置を実
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施しているところであり、現在、OECD資本移動自
由化規約において自由化を留保している業種等（農
林水産省所管では、「農林水産業」がある。）を除き
原則自由化されている。
　農林水産省所管企業への対内直接投資は、本年
度、640件（農林水産省受理ベース）行われた。

表３　業種別対内直接投資報告・届出実績
（農林水産省受理ベース）

　　　業　　種　　　　　　　　　　　平成22年度
１．製造業 354
　⑴　食料品 215
　⑵　農薬・動物医薬品 50
　⑶　肥料・飼料 32
　⑷　その他 57
２．輸出入・販売業 647
　⑴　食料品 456
　⑵　その他 191
３．飲食業 332
４．農林水産業 43
５．その他 9
注１：農林水産省が受理した報告・届出のうち、定款上の
　　　事業目的の中に農林水産関連業種を掲げている企業
　　　数をすべて計上（延数）している。
注２：食料品には、飲料及び食用油脂も含む。
　　　（出所） 農林水産省受理実績による。

３　食品産業行政

⑴　農商工等連携支援事業
　農商工連携の一層の推進のため、①地域の食品産業
と農林水産業やその他関連産業等を結びつけるコー
ディネーターの確保、関係者の交流の促進、人材育
成、②国産農林水産物を活用した新商品開発・販路拡
大の取組、③開発された新商品の販路拡大のための商
談会の開催や、各地域の試験研究機関、食品企業の技
術上の課題解決への支援や、外食・中小企業者と農林
漁業者等との交流会の開催等の支援を行った。

⑵　立地対策
　食品工業を取り巻く情勢は、急速に進む国際化や少
子高齢化による国内市場の縮小、多様化する消費者
ニーズへの対応及び環境への負荷低減や資源の有効利
用等に配慮することが求められている。
　このため、原料輸入、基幹食料生産、加工食品の生
産、製品流通の各基地を一体化した食品工業団地の形
成を推進し、食品の効率的生産体制の整備、流通機能
の結合・共同化、ばい煙・排水・廃棄物等の共同処理
施設の整備を図ることにより、食品の安定的かつ効率
的な供給に努めることとしている。

　食品工業団地については、「食品工業団地形成促進
要綱」（45農経C第2903号農林事務次官依命通知）に
基づき、農林水産大臣が食品工業団地形成計画を認定
したもの及びこれに準ずるものとして総合食料局長が
認定したものについて、進出企業に対し必要な助言、
指導を行うとともに、日本政策金融公庫等による融資
の斡旋を行うよう措置している。
　現在、農林水産大臣の認定に係る食品工業団地は、
千葉、京葉、衣浦、神戸東部第四工区及び箱崎の５ヶ
所である。

⑶　食品産業における環境対策の総合的推進
　「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
に基づき、平成20年度の食品廃棄物等の発生量及び再
生利用等の状況等について、平成21年度から食品廃棄
物等多量発生事業者に定期報告書の提出が義務づけら
れたことから、その普及啓発を図るとともに、食品廃
棄物発生量を把握するため、食品関連事業者に対する
点検指導を実施した。また、食品関連事業者、再生利
用事業者、農業者による再生利用事業計画（食品リサ
イクル・ループ）の10件の認定を行った。
　さらに、食品廃棄物の発生抑制のための具体的方策
の策定・普及、フードバンク活動の実施及び食品リサ
イクル・ループの構築のための検討、食品関連事業者
による食品廃棄物の肥飼料化設備の導入、食品廃棄物
の有効活用に向けた技術の改良等を支援した。
　「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」については、法における再商品化義務対
象事業者について、法の内容の普及・啓発のための点
検指導を行った。併せて、容器包装多量利用事業者に
対する21年度実績の定期報告に関する指導を行った。
　また、法制度の公平性・平等性を確保するため、容
器包装廃棄物の再商品化義務の未履行者（いわゆる
「ただ乗り事業者」）対策として、「指導・助言」及び
「勧告」を実施した。
　さらに、容器包装リサイクル法コンプライアンス推
進事業を実施し、再商品化義務の履行に向けた研修会
を開催した。
　地球温暖化対策については、京都議定書における
温室効果ガスの基準年比６％削減の約束達成に資する
ため、食品産業における自主行動計画の策定を推進す
るとともに、平成21年度の各団体の目標に対する達成
状況等の点検を行った。また、食品関連事業者による
CO2削減の優良な取組を表彰・普及するとともに、排
出抑制対策に関する研修会を開催した。

⑷　食品製造過程管理高度化対策
　食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置
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法（平成10年法律第59号）に基づき、HACCP手法を
導入し製造過程の管理の高度化を促進する事業者に対
して金融・税制上の特例措置を講じた。平成10年度か
ら平成21年度までの間に、高度化計画を認定する機関
として（社）日本食肉加工協会（食肉製品）、（社）日
本缶詰協会（容器包装詰常温流通食品）、（社）日本炊
飯協会（炊飯製品）、（社）大日本水産会（水産加工
品）、（財）日本乳業技術協会（乳及び乳製品）、全国
味噌工業協同組合連合会（味噌）、全国醤油工業協同
組合連合会（醤油製品）、（社）日本冷凍食品協会（冷
凍食品）、（社）日本給食サービス協会（集団給食用食
品）、（社）日本惣菜協会（惣菜）、（社）日本弁当サー
ビス協会（弁当）、（財）日本食品油脂検査協会（食用
加工油脂）、（財）日本食品分析センター（ドレッシ
ング類）、（社）全国清涼飲料工業会（清涼飲料水）、
（財）全国調味料・野菜飲料検査協会（食酢製品）、
（社）日本ソース工業会（ウスターソース類）、全国菓
子工業組合連合会（菓子製品）、全国乾麺協同組合連
合会（乾めん類）、（社）日本パン工業会（パン）、全
日本漬物協同組合連合会（農産物漬物）、全国製麺協
同組合連合会（生めん類）、（社）日本べんとう振興協
会（大量調理型主食的調理食品）の22機関を指定認定
機関に指定するとともに高度化基準を認定した。平成
22年度においては、15事業者がこれら指定認定機関か
ら高度化計画の認定を受け、HACCP手法を導入した
施設整備に取り組んだ。
　また、中小食品製造事業者がよりHACCP手法に取
り組みやすいよう、施設整備に対する過度なコスト負
担を避け、導入後の運用がより適切なものとなるよ
う、平成21年８月に同法に基づく基本方針の一部を改
正し、併せて、同年10月に各指定認定機関の高度化基
準の変更を行った。
　さらに、中小食品製造業に重点を置いたHACCP手
法の導入促進を図るため、HACCP手法の導入が遅れ
ている中小食品製造事業者を中心としたHACCP導入
セミナーや現場責任者・指導者養成のための実践的な
研修、低コストでHACCPを導入する手法の構築・普
及、専門家からの助言・指導が受けられる体制の構
築、HACCPの認知度向上のための消費者団体と連携
した普及啓発等を推進する食品産業品質管理向上推進
事業を実施した。

⑸　食品企業信頼確保対策
　食品業界では、食品の偽装表示等消費者の信頼を揺
るがす不祥事が相次いで起こっており、消費者の生
命・健康に直接関わる食品を取り扱う企業として許さ
れるものではない。

　このため、食品業界のコンプライアンス徹底を図る
観点から、平成20年３月策定した、食品業界が取り組
むべきための「道しるべ」である「『食品業界の信頼
性向上自主行動計画』の手引き～５つの基本原則」を
周知するとともに、コンプライアンス体制の構築に関
する「食品事業者向けコンプライアンス確立研修会」
の開催（啓発研修会25回、実務者研修会30回、トップ
マネジメント実践研修会10回）や食品事業者団体等か
らの要請による講師派遣（18回）等の食品企業信頼確
保対策支援事業を実施した。

⑹　東アジア食品産業海外展開支援
　我が国食品産業の事業基盤・国際競争力強化を目的
として、東アジア各国への投資等の促進を図るため、
各国の食品衛生基準等の情報収集・提供、技術的課題
の解決、海外進出食品企業の円滑なビジネス展開のた
めの海外現地連絡協議会の活動等を支援した。

第４節　食品・外食産業行政

１　加 工 食 品

⑴　調味料
ア　みそ・しょうゆ
ア　生産状況
　みその生産量は、46万２千t（平成22年）で対
前年比1.3％の増加であった。
　しょうゆの生産量は、84万９千Kl（平成22年）
で対前年比2.2％の減少であった。
イ　輸出状況
　みその輸出量は、10千２百t（平成22年）と
対前年比4.3％の増加、金額では21億円と対前年
比3.6％の増加となっている。主な輸出先は、米
国、韓国、カナダ等であった。
　しょうゆの輸出量は、１万８千kl（平成22年）
と対前年比3.7％の減少、金額では40億円と対前
年比0.1％の増加となっている。主な輸出先は、
米国、香港、中国、韓国等であった。

イ　食酢
　平成21年度の食酢類の生産量は41万１千klであ
り、前年に比べ1.7％増となった。このうち醸造酢
は41万klで全体の99.7％を占めている。
　なお、総務省家計調査によると、食酢類の１世帯
当たりの年間購入数量（全国）は、21年は2.8kl（前
年比1.9％増）となっている。

ウ　ウスターソース類
　平成21年のウスターソース類（ウスター・中濃・



― 79 ―第４章　総　合　食　料　局

総
合
食
料
局

濃厚ソース）の出荷実績は、15万８千klで、前年度
に比べ9.9％減少した。
　なお、総務省家計調査によると、ウスターソース
類の１世帯当たりの年間購入数量（全国）は、21年
は1.7kl（前年比3.4％増）となっている。
エ　ドレッシング類（ドレッシング、マヨネーズ）
　平成21年のドレッシング類の生産量は、39万４千
tで前年に比べ0.7％減少した。このうちマヨネーズ
は、20万８千t（前年比0.4％減少）となっている。
　なお、総務省家計調査によると、マヨネーズ・ド
レッシングの１世帯当たりの年間購入数量（全国）
は、21年は4.9㎏（前年比4.2％増）となっている。

オ　カレー及びからし粉
　平成21年度のカレー粉・カレールゥの生産量は、
11万２千tで前年に比べ1.6％減少した。このうちカ
レー粉は９千t、カレールゥは10万２千tであった。
また、調理済みカレーの21年の生産量は15万６千t
であり、前年に比べ6.4％増となった。
　なお、総務省家計調査によると、カレールゥの１
世帯当たりの年間購入数量（全国）は、21年は1.8
㎏（前年比1.1％減）となっている。
　また、21年度のからし粉の生産量は、１万１千t
となっている。

カ　グルタミン酸ソーダ
　平成21年のグルタミン酸ソーダの生産量は、
３万５千tで前年に比べ3.8％減少した。
　なお、財務省貿易統計によると、21年の輸出量は
141t（前年比18.9％減）、輸入量は、８万３千t（前
年比12.3％減）となっている。

⑵　清涼飲料
ア　需要動向
　平成22年における清涼飲料の生産動向について、
各種飲料の総生産量は前年比103.9%の18,668千klで
あり、販売総金額も同104.0%の３兆5,876億円と、
前年を上回った。
　平成22年は、記録的な猛暑の影響もあり、３年ぶ
りに清涼飲料全体の生産量が前年より拡大となっ
た。その中でも、熱中症対策等でスポーツ・機能性
飲料が急回復するとともに、ハイボール人気や直接
飲用の増加等で炭酸水が拡大するなど、炭酸飲料に
ついても４年連続での伸長となった。　

イ　食品容器環境美化対策
　空かん等飲料容器の散乱が社会問題になったため
昭和48年から民間団体を指導して、空かんの投げ棄
て防止等消費者モラルの向上を図ってきたところで
あるが、更に一層の推進を図るため、昭和57年４

月、社団法人食品容器環境美化協会を設立し、この
団体を通じ、一般消費者への普及啓発を図るととも
に飲料容器の散乱防止方策の推進を行っている。

　　表４　主な清涼飲料の年次別生産量の推移
（単位：千㌔㍑）

 20年 21年 22年 22 ／ 21
緑　茶　飲　料 2,363 2,241 2,239 99.9％
炭　酸　飲　料 3,029 3,249 3,450 106.2％
果 実 飲 料 等 1,577 1,453 1,527 105.1％
ミネラルウォーター類 2,016 2,089 2,099 100.5％

⑶　コーヒー
ア　需給動向
　我が国のコーヒー供給の大半を占めるコーヒー生
豆の輸入先国は40 ヵ国以上に及んでおり、その主
要国は、ブラジル、コロンビア、インドネシアであ
る。
　平成22年の輸入量は、前年比105.0％の41万530t
となった。このうち、約８割がレギュラーコーヒー
向け、約２割がインスタントコーヒー向けと推計さ
れる。
　22年におけるインスタントコーヒーの生産量は
38,315tと前年比106.9％となった。

　　　表５　コーヒー供給量（輸入量）の推移
（単位：ｔ）

 20年 21年 22年 22 ／ 21
生　　　　　豆 387,538 390,938 410,530 105.0％
いったコーヒー 6,652 6,020 6,311 104.8％
インスタントコーヒー 7,850 7,400 7,445 100.6％
コーヒーエキス 8,610 8,938 7,843 87.7％

⑷　菓　子　類
ア　需給動向
　平成22年における菓子需要は、夏場の猛暑の影響
等により、前年をわずかに下回る結果となった。
菓子類の国内生産量は、ビスケット（前年比2.6％
増）、米菓（同2.3％増）が増加している一方で、
油菓子（前年比4.2％減）、和生菓子（同3.8％減）、
洋生菓子（同1.1％減）、チューインガム（同1.1％
減）、チョコレート（同0.5％減）などが減少し、
全体としては193万3,460tと、前年比0.7％の減少と
なった。
　また、生産額についても２兆3,660億円と、前年
比1.3％減少となった。
　一方、22年における菓子類の輸入量は、12万1,605t
（前年比0.8％増）となり、輸入額は約535億円（同
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5.4％減）となった。品目別では、チョコレート菓
子、キャンデー類、ビスケット類の３品目で菓子類
の輸入額の約５割を占めている。
　また、22年における菓子類の輸出量は、２万
7,534t（前年比9.6％増）となり、輸出額は約257億
円（同10.0％増）となった。菓子類の輸出額は、国
内生産額の１％とわずかなものである。

イ　菓子製造業に対する施策
　中小零細企業の多い菓子製造業に対する施策とし
ては、中小企業施策のほか、製造小売業については
生鮮食料品等小売業近代化資金貸付制度の対象業種
に指定（43年度以降）されている。

⑸　あ　ん　類
　あん類の推定生産量は、21万１千t（平成21年度）
と対前年比4.7％の減少であった。製品別では、生
あん４万５千t、練あん16万５千t、乾燥あん１千t
となっている。
　あん類の推定原料雑豆使用量は、７万６千tで
あった。

⑹　豆類加工品
ア　豆腐・油揚げ
　豆腐・油揚の推定大豆使用量は、49万t（平成22
年）であり、生産量に換算すると141万６千tと対前
年比2.0％の減少であった。

イ　納　豆
　納豆の推定大豆使用量は、12万３千t（平成22年）
であり、生産量に換算すると22万１千tと対前年比
1.8％の減少であった。

ウ　凍豆腐
　凍豆腐の推定大豆使用量は、２万６千t（平成22
年）であり、生産量に換算すると１万１千tと対前
年比8.3％の減少となっている。

エ　植物性たん白
　植物性たん白の生産量は、乾燥品換算で４万４千
t（平成22年）であった。原料別の生産比率は大豆
系82％、小麦系18％となっている。なお、出荷先は
全て食品加工業者である。

オ　豆　乳
　豆乳の大豆使用量は、３万２千t（平成22年）で
あり、生産量は、20万９千klと対前年比6.1％の増加
となっている。

カ　大豆の備蓄
　大豆は我が国の国民生活に直結した食品の原材料
であり、そのほとんどを輸入に依存していることも
あって、国際的な需給変動、輸送事情の影響を受け
やすい状況にある。このようなことから、大豆の国

際需給の著しい変動、港湾スト等の不測の事態に備
えるため、（社）大豆供給安定協会が自ら大豆を買
い入れ、これを製油メーカー等のサイロを利用して
備蓄する体制をとっている。
　備蓄水準は、食品用大豆の年間需要の約１ヵ月
分が食品用大豆の利用業界の流通在庫及び備蓄に
よって確保されることとしており、平成22年度は
３万１千t（食品用大豆の年間需要の約２週間分）
の備蓄を実施し、これに対して国は備蓄の実施に必
要な経費（保管費）として、２億7,038万円を大豆
保管企業協議会に補助した。（大豆備蓄対策費補助
金）

２　油　　　脂

⑴　世界の油脂事情
　2009/2010年度の世界の油糧種子の生産状況につい
ては、大豆の生産量は、最大の生産国である米国をは
じめ、ブラジル、アルゼンチン等で増加したことか
ら、全体として前年に比べ増加した。
　一方、ナタネの生産量は、主要な生産国であるカナ
ダで減少したものの、最大の生産国であるEUをはじ
め、中国で増加したことから、全体として前年に比べ
増加した。
　我が国では大豆油とナタネ油の生産量が2009年で可
食油生産量の88％程度を占め、その原料の大豆とナタ
ネは輸入に依存している。
　その主な輸入先国は、大豆では米国、ブラジル、ナ
タネではカナダ、豪州となっている。

⑵　国内の油脂事情
ア　全体需給動向
　食料需給表（平成21年度）によれば、我が国国民
１人・１日当たりの供給熱量は2,438.9Kcalで、その
うち油脂類は331.3Kcal（13.6％）を占めている。
　油脂の総需要は微増傾向となっている。
　なお、21年度の油脂生産のうち動物油脂と植物油
脂の生産比率は17％対83％程度となっている。

イ　用途別需要等
　食用（単体用、マーガリン・ショートニング用、
マヨネーズ用等）は233万tで対前年4.0％下回った。
　この食用のうち、植物油国内消費（工場出荷ベー
ス）については、業務用10.9％減、加工用3.5％減に
対して家庭用は3.2％増であった。
　非食用（工業用等）は、57万１千tと前年を6.6％
下回った。
　輸出については、１万６千tと前年を上回った。
これらのことから、油脂の総需要は291万tと対前年
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14万t減となった。
　また、食用加工油脂の生産量は、70万tと前年を
僅かに上回った。

表６　食用加工油脂の生産（平成21年）
（単位：千t）

　　　　　　　　　　　　 生産量　　対前年比（％）
マーガリン 155 96.3
ファットスプレット 79 100.3
ショートニング 208 98.9
精製ラード 53 98.8
食用精製加工油脂 33 93.2
その他加工油脂 173 107.0
　　計 700 100.1

ウ　油脂の供給動向
　一方、油脂の供給は285万tと前年を下回った。国
産原料から生産される主要油脂は、豚脂、牛脂、魚
油、こめ油等に限られ、大部分が輸入原料に依存し
ている。国内で生産される主要な油脂としては、
ナタネ油、大豆油で国内で生産される油脂全体の
72.7％を占めており、ナタネ油の生産量は93万t、
大豆油は48万tとなっている。

表７　油脂の供給
（原油ベース・単位：千t）

　項　　　目 19年 20年 21年
植　　物　　油 2,604 2,595 2,445
動　　物　　油 418 436 406
　　　計 3,022 3,031 2,851
前年比　（％） 98.4 100.3 94.1
う　ち　輸　入 2,639 2,641 2,457
（うち輸入油脂） （967） （999） （918）
うち国産原料 383 390 394

３　新　食　品

　新食品とは、一般加工食品のうち、新たな技術又
は、新しい食品素材（食品新素材）を用いて製造又は
加工され高付加価値化された飲食料品をいう。食品新
素材とは、食品の物性をはじめとした品質を改善する
機能や体調を調節する機能を有する、新しい食品素材
（糖アルコール、オリゴ糖、食物繊維、ポリフェノー
ル等）をいう。
　近年、食品新素材や新技術を活用した新食品が、消
費者の健康志向と相まって、食品産業の一分野として
定着している。

農水産物機能性活用推進事業
　地域の食品企業の振興と農水産業の進展を図るため
には、地域の農水産物の機能性に着目した商品の開
発・販売が極めて重要であると考えられることから、
平成17年度より、地域農水産物に含まれる機能性成分
の活用方法や食品加工に利用する上での留意点等の整
理・検討、機能性成分を活用した商品の試作・評価な
どを行っている。
　平成22年度は、茶、桑、シーベリー、リンゴ「秋
星」、あまのり（発酵海苔）についての機能性成分の
解説を行い、また機能性成分に着目した商品としての
試作品を4品開発し、商品化に向けた改良の参考とし
て、結果を報告書として取りまとめ、食品企業及び県
試験場等食品開発関係者に配布し、広く情報提供を
行った。

４　外 食 産 業

⑴　外食産業の産業規模
　国内の外食産業の規模は21.5兆円と推計（平成20年
度農業・食料関連産業の経済計算）され、国民に食料
を供給する役割を果たしている。また、事業所数は
673千か所（平成21年経済センサス）、従業員数は329
万人（平成22年労働力調査）であり、国内の産業及び
雇用において貢献している。

⑵　対策及び支援の内容
ア　外食等における原産地表示の促進
　平成17年７月に策定した「外食における原産地表
示に関するガイドライン」を含め、食品産業のうち
原産地表示のためのガイドラインにより自主的な原
料原産地表示を進めようとする業界の事業者に対
し、関連する法令や当該ガイドライン等のルールと
の関係や注意事項等を分かりやすく整理を行うため
の原産地表示アドバイザー育成研修会等の取組に対
し支援した。

イ　国産食材の利用推進
　外食事業者の国産食材の利用・調達に関するニー
ズの生産地等への情報提供と外食産業と農業等が連
携している優良事例の調査・分析に対し支援した。
また、外食産業における国産食材の利用を推進する
ための農業者等との交流会等の開催に対し支援した。

ウ　海外日本食レストランを通じた日本食材の輸出促
進
　海外日本食レストランにおける日本食の普及を通
じた日本食・日本食材の輸出促進を目指し、20か
所（台北、上海、バンコク、ロンドン、アムステル
ダム、ロサンゼルス、モスクワ、スイス、ニュー
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ヨーク、シンガポール、ソウル、ローマ・ミラノ、
パリ、香港、シドニー、トロント、サンフランシス
コ、北京、デュッセルフドルフ、ホーチミン）の日
本食レストラン関係者のネットワークを活用して、
日本の食材についての情報交換等を行った。

第５節 米穀の需給及び価格の安
定を図るための措置

１　米の需給に関する動向

⑴　国内需給（平成22/23年の需給見通し）
　平成22年産米については、全国の作況が平年ベース
を下回る98となり、水稲収穫量は848万tとなった。
　このうち主食用等に824万tが仕向けられるものと見
込まれた。
　これを踏まえ、平成22/23年（平成22年７月～平成
23年６月）の需給については、平成23年２月の「米穀
の需給及び価格の安定に関する基本指針」（以下「基
本指針」という。）において次のとおり見通した。

○平成22/23年の主食用米等の需給見通し
（単位：万トン）

主食用米等

平成22年６月末民間在庫量　　　　　　　　　　　 Ａ 216

平成22年産主食用米等生産量　　　　　　　　　　 Ｂ

政府備蓄米としての買入数量　　　　　　　　　　 Ｃ

米穀機構等による飼料用等処理の数量　　　　　　 Ｄ

平成22/23年主食用米等供給量計　Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

824

▲18

▲15

1,007

平成22/23年主食用米等需要量　　　　　　　　　　Ｆ 811

平成23年６月末民間在庫量　　　　　　　 Ｇ＝Ｅ－Ｆ 196

⑵　備蓄の運営
　備蓄については、米穀の生産量の減少により、その
供給が不足する事態に備えるため、６月末時点での在
庫量100万t程度を適正水準としている。
　なお、これまでの備蓄運営については、需給緩和時
に販売抑制を求められるなど、必ずしも原則どおりの
備蓄運営が行えず、結果として追加的に財政負担が
生じる等の課題もあることを踏まえ、平成23年度以降
は、棚上備蓄に移行することとした。

棚上備蓄方式による備蓄運営の基本的な考え方
①　適正備蓄水準は100万トン程度（６月末）
②　国内産米を一定期間（５年間程度）備蓄
③　備蓄米の買入れは、出来秋の市場価格に影響を与
えないよう事前契約によることを基本に、公平性・
透明性を確保する観点から一般競争入札により実施
（毎年20万トン）
④　備蓄米は、放出を要する不足時以外は、備蓄後に
飼料用等の非主食用として販売（毎年20万トン）

⑶　米の流通
　平成21年産については、水稲収穫量847万tのうち、
市場流通量（農家消費等を除く。）が624万tとなって
いる。
　この中で、生産者から農協等（農協・全集連系業
者）へのうるち米の出荷数量（394t）のうち、全国出
荷団体（全農・経済連、全集連）への販売委託数量に
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○　米の流通の状況（16 ～ 21年産米）
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ついては、301万tと20年産（311万t）と比べ10万t減
少している。
　また、農協等（農協・全集連系業者）の直販数量は
93万tとなっており、20年産（101万t）に比べ８万t減
少している。
　なお、生産者の直販数量については、20年産と比べ
６万t減少している。

⑷　外国産米
　平成７年４月から平成23年３月末までのミニマム・
アクセス米の輸入量は1,082万tとなった。
　ミニマム・アクセス米については、国家貿易の下、
基本的に政府が買い入れ、市場の状況を踏まえ、価格
等の面で国産米では十分対応し難い用途（主として加
工食品の原料用）を中心に販売し、販売残のうち毎年
一定程度の数量を食糧援助用や飼料用に活用している。
　ミニマム・アクセス米の在庫は導入後徐々に増加
し、平成18年10月末には189万tに達したが、同年から
飼料用への販売を開始したため、平成23年３月末には
87万tまで減少した。
 
ミニマム・アクセス米の販売状況（平成７年４月～平成23年３月末）

⑸　政府米の販売及び買入れ
　政府備蓄米については、23年度からの棚上備蓄への
円滑な移行を図るため適切な年度更新が必要不可欠で
あったことから、古米臭等品質劣化により主食用とし
ての販売が見込めない17年産米（13万t）を飼料用等
へ販売し、22年産米の政府買入（買入予定18万t、実
績10万t）を行った。

２　平成22年産米をめぐる状況

⑴　平成22年産米の需給調整の取り組み状況
　平成22年産米の需給調整については、戸別所得補償
モデル対策の導入に伴い、非達成地域へのペナルティ
といった手法を廃止し、交付金というメリット措置を
与えることにより、その参加を誘導する方針に転換し
た。この結果、需給調整の取り組みである飼料用米・
米粉用米・稲発酵粗飼料用稲（WCS用稲）等の新規
需要米が増加し、主食用水稲作付面積158万haのう
ち、過剰作付面積は約4.1万ha（21年産は4.9万ha）と
なり、前年産米に比べて減少した。

⑵　生産者団体による過剰米対策基金の活用
　社団法人米穀安定供給確保支援機構が、平成22年産
米の需給均衡を図ることによって民間流通米の販売環
境を整えることを目的とし、生産者団体等自らの取組
として、過剰米対策基金を活用し、主食用米を飼料用
等に処理する販売環境整備事業を実施した。
　なお、平成22年産に係る集荷円滑化対策について
は、米戸別所得補償モデル事業の実施に伴い、生産数
量目標に即した生産を行った販売農家に対して所得が
補償され、豊作過剰による農業経営への悪影響を防ぐ
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ことができることから、実施しないこととした。
⑶　米粉・エサ米法

　米穀の新用途（米粉用・飼料用等）への利用を促進
する「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」
（平成21年法律第25号）が平成21年７月１日に施行さ
れた。本法律に基づき創設した、米穀の生産者とその
加工品の製造事業者が連携した取組に関する計画に係
る制度により、11件の生産製造連携事業計画（米粉関
連）を認定した。

Ⅰ　趣旨
　米穀の新用途（米粉用・飼料用等）への利用を促
進するため、米穀の生産者とその加工品の製造業者
が連携した取組に関する計画及び新品種を育成する
ための計画に係る制度を創設するとともに、これら
計画の実施に対し農業改良資金の償還期間を延長す
る等の支援措置を講ずる。

Ⅱ　法案の内容
⑴　基本方針の策定
　農林水産大臣は、米穀の新用途への利用の促進
に関する基本方針を定める。

⑵　事業計画の作成
①　生産製造連携事業計画
　新用途米穀の生産者は、新用途米穀加工品
（米粉・飼料等）の製造事業者（必要に応じ米
粉パン等の製造事業者や畜産農家等を含む。）
と共同して、新用途米穀の生産から新用途米穀
加工品の製造等までの一連の行程の総合的な改
善を図る事業に関する計画を作成し、農林水産
大臣の認定を受けることができる。
②　新品種育成計画
　稲の新品種の育成を行おうとする者は、新品
種を育成する事業に関する計画を作成し、農林
水産大臣の認定を受けることができる。

⑶　支援措置
①　⑵の①の計画の認定を受けた場合には、農
業改良資金助成法の特例（償還期間の延長等）
や食品流通構造改善促進法の特例（食品流通
構造改善促進機構による債務保証の範囲の拡大
等）等の措置を講じる。
②　⑵の②の計画の認定を受けた場合には、種
苗法の特例（新品種の出願料・登録料の減免）
の措置を講じる。

３　平成23年産米の生産数量目標の決定

⑴　平成23年産米の生産数量目標
　８/９年（８年７月から９年６月までの１年間）か
ら直近の21/22年までの全国の需要実績を用いてトレ
ンド（回帰式）で算出された全国の平成23/24年の需
要見通しは802万tであった。しかしながら、近年の需
要見通しと需要実績を比較した場合、需給動向による
変動幅が生じていることを踏まえ、23/24年の需要見
通しから７万t控除することとし、全国の平成23年産
米の生産数量目標は795万tと設定した。
⑵　平成23年産米の都道府県別の生産数量目標

　都道府県別の生産数量目標については、従来から、
全国の生産数量目標を基本に都道府県ごとの過去６年
の需要実績中、中庸４年分の平均値のシェアで算出す
ることを基本としており、平成23年産米についても、
この方式により設定した。

４　米穀の出荷又は販売の事業の届出

　平成16年４月１日の改正食糧法の施行により、従来
の計画流通制度（米穀の出荷取扱業及び販売業の登録
制度等）が廃止され、平常時においては米の流通関係
者の主体性を重視する観点から、流通の統制は行わな
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いこととされた。
　他方、米不足等の緊急時に的確に対応するため、平
常時から流通業者の確実な把握等を行い、緊急時にお
いて適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販
売の事業を行う者（事業規模が20精米t以上の者）に
対し、農林水産大臣への届出が義務付けられている。

表８　米穀の出荷又は販売の届出事業者数
（平成23年３月末日現在）

都道府県 届出事業者数 都道府県 届出事業者数
北海道 2,948 滋　賀 892 
青　森 706 京　都 2,608 
岩　手 1,349 大　阪 6,326 
宮　城 1,642 兵　庫 4,147 
秋　田 977 奈　良 1,124 
山　形 1,111 和歌山 945 
福　島  1,965 鳥　取 182 
茨　城 1,631 島　根  552 
栃　木 1,205 岡　山 873 
群　馬 1,254 広　島 1,878 
埼　玉 3,128 山　口 761 
千　葉 3,251 徳　島 734 
東　京 7,533 香　川 705 
神奈川 3,838 愛　媛 809 
新　潟 2,503 高　知 465 
富　山 569 福　岡 3,121 
石　川 919 佐　賀 324 
福　井 665 長　崎 1,338 
山　梨 891 熊　本 1,127 
長　野 1,513 大　分 753 
岐　阜 1,002 宮　崎 579 
静　岡 1,970 鹿児島 1,258 
愛　知 3,101 沖　縄 477 
三　重 891 計 78,540 

注）届出事業者数とは、主要食糧の需給及び価格の安定に
関する法律第47条の規定に基づき出荷又は販売の事業の
届出を行っている者である。

５　米の消費拡大

　平成22年度における米の消費拡大については、食料
自給率向上のため、食品産業等と連携し、我が国で
100％自給可能な米を中心とした食生活の実践を推進
し、新たなビジネスの展開、創出を通じて消費拡大の
取組を推進するため、次の事業を実施した。

①　朝食欠食（20 ～ 30代で３割）の改善や、米を中
心とした日本型食生活の普及・啓発により、食料自

給率向上に資するため、各種広報媒体を活用した情
報提供（めざましごはんキャンペーン）の実施

②　食品関連事業者等が連携して行うごはん食の弁当
をテーマとした新市場開拓等販促活動に対する支援

③　医師等を通じて、健康面から米を中心とした日本
型食生活の有用性を普及・啓発するための講習会開
催等に対する支援

６　学　校　給　食

⑴　学校給食実施状況
　学校給食は、学校給食法に基づき、小学校、中学
校、夜間定時制高校及び特別支援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。
　平成21年５月現在における学校給食の実施状況は表
９のとおりである。

表９　学校給食実施状況
　　　　　　　　　　　　学校数　　　　　児童・生徒数
　 区分
　　　　　　　　　　　　　　校　　　　　　　　千人
完 全 給 食 31,001 9,637
補 食 給 食 313 41
ミルク給食 1,086 359
　　計 32,400 10,037
未　実　施 1,945 851
総　　　計 34,345 10,888

⑵　米飯学校給食実施状況
　学校給食において米飯給食の普及・定着を図ってい
くことは、食習慣形成の重要な時期に当たる児童・生
徒に米を中心とする日本型食生活を継承していくだけ
でなく、米の消費拡大を図る上で重要な役割を果たし
ていることから、米飯学校給食の回数増加に向けた取
組を行っている。
　平成22年度においては、味覚を育む子どもたちに、
米を中心とした「日本型食生活」の普及・定着を図る
ため、大都市部（東京・大阪・神奈川・埼玉）で学校
給食関係者に対して米飯給食の効用等を普及・啓発す
る「米飯学校給食情報交換会」、米飯給食メニューの
普及を図る「メニュー講座」を開催したほか、全国各
地の米飯学校給食の優良事例を、全国に紹介する「ご
はんで給食先進事例」を実施するとともに、学校給食
用に備蓄米の無償交付を行うなど、引き続き米飯学校
給食を積極的に推進している。
　この結果、米飯学校給食の実施状況は、平成21年5
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月現在では、
①　米飯学校給食実施校は、完全給食実施校の99.9％
（昭和51年５月36.2％）
②　対象児童・生徒数の比率は、99.9％（昭和51年５
月30.3％）

③　週平均実施回数3.2回（昭和51年５月0.6回）
④　週３回以上実施している学校は、米飯学校給食実
施校の89.5％（昭和51年５月7.0％）となり、着実に
普及している。

７　米穀等の適正流通の確保

⑴　米穀等の流通に関する制度の整備
　事故米穀の不正規流通事案の発生を踏まえ、米穀の
横流れ防止等を目的として、「主要食糧の需給及び価
格の安定に関する法律の一部を改正する法律」（平成
21年法律第113号。以下「改正食糧法」という。）及び
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝
達に関する法律」（平成21年法律第26号。以下「米ト
レーサビリティ法」という。）が平成21年４月に公布
された。
　改正食糧法において、米穀の適正な流通を確保する
ためには、飼料用米や米粉用米等の用途が限定された
米穀が主食用等に横流れすることを防止することが必
要であることから、米穀の出荷販売事業者が遵守すべ
き事項（以下「遵守事項」という。）を規定し、生産
者等に対して、用途外への使用の禁止や、販売時の包
装等への用途の表示等が義務付けられた。（平成22年
４月施行）
　米トレーサビリティ法において、食品事故発生時
に、問題のあった米穀等の流通ルートを特定し、迅速
な製品回収等に資するため、米穀等の取引等の記録の
作成・保存の義務付け（平成22年10月施行）及び産地
情報の取引先や消費者への伝達の義務付け（平成23年
７月施行）が行われることとなった。
　これら改正食糧法、米トレーサビリティ法及び農産
物検査法（昭和26年法律144号）の三法一体で、米穀
等の流通の適正化を確保するための体制を整備した。

⑵　制度の推進
　地方農政事務所等では、遵守事項及び米トレーサビ
リティ法について、事業者及び消費者向けに、リーフ
レット等を配布し、全国各地で説明会等を開催するこ
とで、制度の普及啓発を行った。
　また、生産者等の事業者に対し、改正食糧法、米ト
レーサビリティ法及び農産物検査法に基づく義務の遵
守状況の確認のために立入検査等を実施した。

第６節 麦類の需給及び価格の安
定を図るための措置

１ 輸入麦の政府売渡価格

⑴　輸入麦の政府売渡価格の算定方法
　輸入麦の政府売渡価格は、過去の一定期間における
買付価格の平均値に、年間固定の港湾諸経費及びマー
クアップ（国家貿易等の麦の制度運営及び国内産麦の
生産振興に必要な経費）を上乗せした価格で売り渡す
相場連動制となっている。その価格改定ルールは、
ア　年３回の価格改定（当面は年２回）、
イ　平均買付価格の算定期間は改定月の２か月前から
遡って６か月間

となっている。
 ⑵　平成22年度の政府売渡価格

　平成22年10月期の政府売渡価格は、価格改定ルー
ルに基づき、直近６か月間（平成22年３月～ 22年８
月）の平均買付価格をもとに算定し、主要５銘柄平均
で＋１％の引上げとなった。
　また、平成23年４月期の政府売渡価格は、直近６か
月間（平成22年９月～平成23年２月）の平均買付価格
をもとに算定し、主要５銘柄平均で＋18％の引上げと
なった（参考１）。

⑶　小麦粉価格への影響
　平成22年10月からの政府売渡価格改定を受けて、製
粉各社は23年１月以降の出荷分について▲10円～＋20
円の小麦粉価格の改定を実施した。また、平成23年４
月からの政府売渡価格の改定を受けて、製粉各社は６
月以降の出荷分について＋215円～＋330円の小麦粉価
格の改定を実施した。

⑷　麦関係収支の動向
　平成21年度の麦関係収支は、国際相場の下落によ
り、輸入麦の買入価格と政府売渡価格の差が大きかっ
たことから、1,090億円の売買差益となった。この売
買差益については、特別会計に関する法律（平成19年
法律第23号）第130条の規定に基づき、予算で定めた
775億円を国内産麦の生産振興費の財源として農業経
営安定勘定に繰り入れた。一方、平成21年産の国内産
麦の生産数量が不作により減少したことに伴い、生産
振興費の支出は予定より少ない813億円となった。
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２ 即時販売方式及び食糧麦備蓄対策事業の
導入

⑴　即時販売方式
　平成22年10月から輸入麦の売渡しについて、国が一
定期間備蓄した後に販売する方式に変更し、輸入した
麦を直ちに販売し、製粉企業等が一定期間備蓄する方
式（即時販売方式）を導入した（参考２）。

⑵　食糧麦備蓄対策事業
ア　即時販売方式の導入により、平成22年９月まで国
が保有していた1.8か月分の食糧用小麦の備蓄につ
いては、平成22年10月より、民間備蓄に移行し、製
粉企業等の保有している備蓄（0.5か月分）と一体
化した。

イ　国は、製粉企業等が2.3か月分の備蓄をした場合
に、これまで国が備蓄していた1.8か月分の保管経
費を助成する（参考３）。

ウ　不測の事態が生じた場合には、国は、製粉企業等
に対して備蓄する小麦の取崩し等の指示を行う。

３ 麦類の需給

⑴　麦の需給見通し（需給計画）
　麦の需給見通し（食糧用麦の需給計画）は、食糧法

に基づき、国内産麦では量的又は質的に満たせない需
要分について、外国産麦を国家貿易により計画的に輸
入することを基本として策定することとしている。　
　また、平成23年度の麦の需給見通しは、以下のとお
り策定し、23年３月に食料・農業・農村政策審議会総
合食料分科会食糧部会の審議を踏まえ、決定・公表し
たところである。
ア　総需要量
　23年度の総需要量は、過去５年（平成18年度から
平成22年度まで）の平均需要量である、小麦574万
t、大・はだか麦36万tと見込んだ。

イ　国内産麦流通量
　23年度の国内産麦流通量は、平成23年産麦の作付
予定面積に10a当たりの平均収量を乗じ、さらに食
糧用供給割合を乗じて得た平成22年産麦の供給量
に、過去の供給実績から見込まれる年度内供給比率
を乗じ、さらに平成22年産麦の在庫量を加え、小麦
66万t、大・はだか麦９万tと見込んだ。

ウ　外国産麦の需要量
　23年産の外国産麦の需要量は、総需要量から国内
産麦流通量を差し引き、小麦508万t、大麦27万tと
見込んだ。

エ　備蓄目標数量
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参考１　輸入麦の政府売渡価格

参考２　即時販売方式のスキーム
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　現在、不測の事態に備え、国全体で外国産食糧用
小麦の需要量の2.3か月分（政府が1.8か月分、民間
が0.5か月分）の備蓄を行っている。
　23年度の備蓄目標数量は、外国産食糧用小麦の需
要量の2.3か月分（97万t）を見込んだ。
　なお、民間が2.3 ヶ月を備蓄する場合、そのうち
1.8 ヶ月分については国が保管料を助成することと
した。

オ　外国産麦輸入量
　23年度の外国産食糧用小麦の輸入量は、外国産食
糧用小麦の需要量に備蓄数量の増加分を加えた511
万tと見込んだ。また、大･はだか麦については、外
国産食糧用大･はだか麦の需要量と同量の27万tと見
込んだ。

⑵　麦類需給実績
　22年度の食糧用麦類の需給実績は、次のとおりと
なった。
ア　輸入量
　外国産麦の輸入量は、小麦495万９千t、大・は
だか麦23万２千tとなり、当初計画に比べ、小麦は
６千t減少し、大・はだか麦は３万６千t減少した。

イ　需要量
ア　外国産小麦の需要量は主食用（製粉用）は569

万６千t（民間備蓄販売分を含む。）、固有用途用
（しょう油用等）は10万１千tとなり、当初計画
に比べ、主食用は10万５千t増加、固有用途用は
１万t減少し、合計で579万７千tとなった。

イ　外国産大・はだか麦の需要量は、主食用（精麦
用）は15万６千t、固有用途用（麦茶用、ビール
用）は７万６千tとなり、当初計画に比べ、主食
用は１万８千t減少、固有用途用は１万８千t減少
し、合計で23万２千tとなった。

ウ　期末在庫量
　政府の外国産小麦の期末在庫量は１千tとなった。

４　国内産麦の民間流通

⑴　平成22年産麦
　平成22年産麦の民間流通数量は、小麦53万２千t、
小粒大麦３万５千t、大粒大麦３万８千t、はだか麦
１万１千tとなっている。

⑵　平成23年産麦
ア　基本事項の決定等
　平成23年産麦の民間流通の仕組みについては、平
成22年10月29日に「第26回民間流通連絡協議会」が
開催され、協議・決定された。
　平成23年産については、外国産麦との価格のバラ

参考３　食糧麦備蓄対策事業の助成のスキーム
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ンスを取って円滑な取引を確保するため、値幅制限
を小麦については基準価格の±30％、大麦について
は±15％に拡大した。また、小麦について、輸入麦
の政府売渡価格の改定（４月、10月）に合わせて、
播種前の入札又は相対により決定した価格に輸入麦
の政府売渡価格の変動率を乗じて取引価格を改定す
ることとされた。
　また、平成23年産麦の播種前契約の基準となる販
売予定数量、購入希望数量は、平成22年11月29日に
開催された「第27回民間流通連絡協議会」において
提示された。（表10）

表10　平成23年産麦の販売予定数量及び購入希望数量
（単位：千t）

麦 種 販売予定数量 購入希望数量
小 麦 951 859
小 粒 大 麦 51 54
大 粒 大 麦 61 74
は だ か 麦 15 21

計 1078 1008

イ　平成23年産麦の入札の実施
　平成23年産麦の入札は、（社）全国米麦改良協会
を実施主体として、平成22年12月10日に第１回、12
月20日に第２回が実施された。
　入札の結果、平成22年産の価格が外国産麦の価格
を上回っていたことを背景に、すべての麦種で全銘
柄の落札加重平均価格が平成22年産から下落した。
（表11－１及び２）
　　

表11－１　平成23年産麦入札結果の概要

○　指標価格（全銘柄落札加重平均価格）
（単位：円/t（税込み））

麦 種 22年産 23年産 対前年産比（％）
小 麦 55,241 48,732 88.2
小 粒 大 麦 53,448 45,871 85.8
大 粒 大 麦 46,097 39,649 86.0
は だ か 麦 61,489 52,791 85.9

○　麦種別落札率
（単位：t）

小　　麦 小粒大麦 大粒大麦 はだか麦
上場数量 251,370 13,300 9,290 3,260
落札数量 247,770 13,170 7,990 3,090
落 札 率 98.6％ 99.0％ 86.0％ 94.8％

表11－２　平成23年産麦入札の指標価格の動向
（単位：銘柄数）

麦　種
基 準 価 格 対 比

計
上回る 同価格 下回る

小　　麦 3 0 23 26
小粒大麦 0 0 12 12
大粒大麦 0 0 8 8
はだか麦 0 0 5 5

５　政府所有麦の販売実績

⑴　外国産小麦（製粉用）の販売実績
　製粉用の販売量は民間備蓄分の販売を行ったこと等
から、569万６千tと前年度に比べ、95万７千tの増加
となった。
　種類別の内訳（シェア）は、ソフト系（薄力系）
203万４千t（内SBS ２千t）（35.7％）、セミハード系
（準強力系）91万１千t（16.0％）、ハード系（強力系）
275万１千t（内SBS32万１千t）（48.3％）となった。
　また、産地国別の内訳（シェア）は、アメリカ産
334万７千t（58.8％）（WW90万２千t、SH91万１千
t、DNS153万４千t）、カナダ産108万６千t（19.1％）
（CW89万６千t、DRM19万t（内SBS19万t））、オース
トラリア産125万８千t（22.1％）（ASW113万t、PH12
万８千t（内SBS12万８千t））、その他５千t（0.1％）（内
SBS ５千t）となった。

⑵　外国産小麦（固有用途用）の販売実績
　固有用途用の販売量は、しょうゆ用等として10
万１千tと前年度に比べ５千tの増加となった。

⑶　外国産大・はだか麦の販売実績
　精麦用の販売量は、15万６千t（内SBS15万６千t）
と前年度に比べ６千tの減少となった。
　固有用途用の販売量は、麦茶、ビール用等として
７万６千t（内SBS ７万６千t）と前年度に比べ１万t
の増加となった。

第７節　倉庫の概況と保管

１　農林水産省寄託倉庫の概況

⑴　標準収容力と在庫数量
　平成22年４月１日現在の政府倉庫及び農林水産省
寄託倉庫の標準収容力は、政府倉庫14万２千t、営業
倉庫392万５千t、農業倉庫69万９千t、集荷商人倉庫
0.5万t、民間サイロ396万１千t、合計873万２千tとな
り、前年同期に比べて36万２千tの減少となっている。
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　また、経営主体数は営業倉庫（民間サイロを含む）
516、農業倉庫92、集荷商人倉庫１、合計609であり、
前年同期に比べて55減少している。
　一方、政府所有食糧等の在庫数量は、22年３月末現
在で176万t（うち、国内米95万t）となっている。
最近３ヵ年の政府倉庫及び農林水産省寄託倉庫の標準
収容力及び在庫数量の推移は表12のとおりである。

表12　政府倉庫及び農林水産省寄託倉庫の収容力及び
在庫数量

（単位：千t）
 年　度 標準収容力
 20 9,783
 21 9,094
 22 8,732
　注：標準収容力は各年度４月１日現在である。

⑵　低温倉庫の概況
　22年４月１日現在における政府倉庫及び農林水産省
寄託倉庫のうち、低温倉庫の標準収容力は464万６千t
であり、前年に比べ34万８千t減少している。
　最近３ヵ年の低温倉庫の標準収容力は表13のとお
りである。

表13　低温倉庫の標準収容力
（単位：千t）

 年　度 標準収容力
 20 5,611
 21 4,994
 22 4,646
　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

　22年度政府所有食糧等の保管料支払額は184億円で
あり、前年度に比べ21億円減少している。

表14　22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 8,171 849 9,020 1,883
外　米 6,309 － 6,309 △1,061
外　麦 2,854 － 2,854 △2,942
輸入飼料 117 － 177 △149
　計 17,451 849 18,360 △2,209
対前年増減 △1,582 △687 △2,209
　注：この他、平成22年10月から実施している食糧麦備蓄
　　　対策事業において、1,717百万円の支払がある。

第８節 食糧の輸入及び国際関係

１　概　　　況

 ⑴　米　　　穀
　米については、ウルグアイ・ラウンド農業合意に基
づき、基準期間（昭和61年～ 63年）の国内消費の一
定割合に該当する外国産米をミニマム・アクセス米と
して輸入を行っている。平成11年４月には、輸入数量
制限措置から関税措置へ切り換えた。
　なお、ミニマム・アクセス数量は、12年度以降、77
万玄米tとなっている。

⑵　麦　　　類　
　小麦及び大麦については、ウルグアイ・ラウンド
農業合意により、それまでの輸入割当制度（IQ）か
ら、平成７年に関税措置へ切換えた。
　外国産麦については、国内産麦で不足するもの及び
品質的に国内産麦が使用できないものについて輸入す
ることを原則としている。
　なお、カレント・アクセス数量は12年度以降、小麦
574万t、大麦136万９千tとなっている。

２　米穀の輸入状況と海外の動向

⑴　輸入状況
　平成22年における米穀の輸入数量（通関統計ベース
（暦年））は66万４千tであった。国別内訳は、アメリ
カ31万６千t、タイ29万５千t、中国５万２千t、その
他0.4千tとなっている。

⑵　米穀の国際需給と価格動向
ア　国際需給
　2010/11年度の生産量は、インド、バングラディ
シュ、ベトナム等で増加する見込みであり、世界全
体は、前年度より増加（2.2%）し、450.4百万tとな
る見込みである。
　貿易量は、インド、タイ、ベトナム等で増加が見
込まれるため、世界全体は前年度より増加し、34.8
百万tとなる見込みである。

イ　価格動向
　米の国際取引の指標価格となるタイ国家貿易委員
会公表価格のタイ国産うるち精米長粒種（100％２
等相当）のFOB価格（輸出価格）は、近年300ドル
／ t前後で推移してきたが、2007年秋以降、インド
等の輸出規制を契機として世界的なコメ需給の逼迫
感が強まった結果、2008年５月には過去最高となる
1,038ドル／ tを記録した。その後は下落に転じたも
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のの、底堅く、2011年３月末には515ドル／ tとなっ
ている。

３　麦類の輸入状況と海外の動向

⑴　輸入状況
ア　小麦
　平成22年における小麦の輸入量（通関統計ベー
ス）は、547万６千tで、このうち食糧用の輸入量
は534万１千t、飼料用は13万５千tであった。国別
で見ると、アメリカ330万５千t、カナダ101万８千
t、オーストラリア109万３千t、その他５万９千tと
なっている。

イ　大麦
　平成22年における大麦の輸入量（通関統計ベー
ス）は、141万８千tで、このうち食糧用は23万５千
t、飼料用は118万３千tであった。
　国別で見ると、オーストラリア108万５千t、
カナダ21万１千t、ウクライナ７万１千t、その他
５万２千tとなっている。

⑵　麦類の国際需給と価格動向
ア　小麦
ア　国際需給
　2010/11年産の生産量は、オーストラリア、ア
ルゼンチン等で増加するものの、干ばつ等の影響
により、ロシア、ウクライナ、カザフスタン等で
大きく減少するため、世界全体では前年度より減
少（▲4.9％）し、651.7百万tとなる見込みである。
　輸出量は、前述のロシア等の生産量減少に伴
い、世界全体でも前年度より減少（▲1.5％）し、
132.3百万tとなる見込みである。

イ　価格動向（すべて１ブッシェルあたり単価）
　小麦の国際価格（シカゴ相場）については、
2007年以降、期末在庫量の低下やオーストラリア
の２年連続の干ばつ、輸出国による輸出規制等の
要因により上昇を続け、2008年３月には11ドル台
に達した。その後、世界的な小麦の豊作及び景気
の悪化などの影響で値下がりし、2009年は４ドル
～５ドル台で推移していたが、2010年に、ロシア
やウクライナ等の黒海沿岸地域における記録的な
干ばつと、それに伴うロシアの穀物輸出禁止措置
等により急騰し、８月には一時８ドル台を記録し
た。2011年は、とうもろこしの需給が厳しい影響
による価格の上昇と、世界経済の減速懸念及びア
メリカの期末在庫量の緩和見込みによる価格の下
落を繰り返し、７ドル前後で推移している。

イ　大麦

　2010/11年度の生産量は、干ばつ等の影響による
ロシア等生産量減少に加え、カナダ、EU27等でも
減少するため、世界全体では前年度より大幅に減少
（▲18.3％）し、123.2百万tとなる見込みである。
　輸出量は、生産量の減少に伴い、世界全体では前
年度より大幅に減少（▲12.0％）し、15.2百万tとな
る見込みである。

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21年度においては、アフリカ、アジアを中心と
し、KR食糧援助として、25 ヵ国等に対し約19.6万t、
WFP通常拠出分として約0.2万tの食糧援助を行った。

第９節　食料安定供給特別会計

１　食料安定供給特別会計の概要

　食料安定供給特別会計は、平成19年産から導入した
水田・畑作経営所得安定対策を軸とした食料安定供給
施策を一体的に推進するため、①米・麦の買入れ、売
渡し等の経理を行う食糧管理特別会計と、②農地の担
い手への利用集積等に必要な資金の貸付け等の経理を
行う農業経営基盤強化措置特別会計を統合し、農業経
営基盤強化事業、農業経営安定事業、食糧の需給及び
価格の安定のために行う事業に係る経理を行うため、
平成19年４月に「特別会計に関する法律」（平成19年
法律第23号）に基づき設置された。
　また、土地改良法（昭和24年法律第195号）に基づ
く国営土地改良事業等に関する経理を行うために設け
られた国営土地改良事業特別会計が平成20年度より一
般会計に統合されたことに伴い、平成10年度以前に事
業費の一部について借入金をもって財源とすることで
新規着工した事業のうち、平成19年度末までに工事が
完了しなかった事業（未完了借入事業）について、当
該事業が完了する年度までの経過措置として国営土地
改良事業勘定が設置された。

２　平成22年度予算の概要

⑴　各勘定の概要
①　農業経営基盤強化勘定
　農業経営基盤強化勘定においては、「農地法」等
の規定に基づく農地等利用調整のため政府が行う農
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地等の買収、売渡し等及び農地保有合理化事業等並
びに「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に
関する特別措置法」に規定する就農支援資金の貸付
けに必要な経費を計上している。

②　農業経営安定勘定
　農業経営安定勘定においては、「農業の担い手に
対する経営安定のための交付金の交付に関する法
律」の規定に基づく交付金の交付のために必要な経
費を計上している。

③　米管理勘定
　米管理勘定においては、国内米の備蓄に伴う買入
れ及び売渡し、輸入米の買入れ及び売渡し等に必要
な経費を計上している。
　国内米については買入数量49万t、売却数量41万
t、輸入米については買入数量77万t、売却数量104
万tを見込み、政府買入及び売渡価格は、最近の価
格動向等を勘案して算定した価格で計上している。

④　麦管理勘定
　麦管理勘定においては、輸入小麦等の買入れ及び
売渡し等に必要な経費を計上している。輸入小麦等
については買入数量523万t、売却数量597万tを見込
んでいる。買入価格は最近の価格動向等を勘案して
算定した価格、売渡価格は平成22年４月１日以降に
適用される価格等で計上している。輸入飼料につい
ては小麦20万t、大麦141万tの売却及びこれに必要
な買入れを予定している。さらに、農業経営安定事
業に要する経費の財源に充てるため農業経営安定勘
定への繰入に必要な経費を計上している。

⑤　業務勘定
　業務勘定においては、農業経営基盤強化勘定、農
業経営安定勘定、食糧管理勘定（米管理勘定及び麦
管理勘定）における事務取扱い等に必要な経費を計
上している。

⑥　調整勘定
　調整勘定においては、歳入として、農業経営安
定勘定、食糧管理勘定における所要の経費の財源
に充てるため当初予算において、一般会計から
138,901,458千円を受入れるほか、主要食糧等の買入
代金の財源に充てるため食糧証券収入711,790,000千
円を計上しており、歳出として農業経営基盤強化勘
定、農業経営安定勘定、食糧管理勘定への繰入れに
必要な経費等を計上している。

⑦　国営土地改良事業勘定
　国営土地改良事業の負担金の徴収の確保等のた
め、各工事別に区分して未完了借入事業の工事等に
係る経理を取り扱い、その経理については、事業費

のうち国及び受益者が負担する部分は一般会計から
の繰入金等を充てており、道県が負担する部分は借
入金を充てている。

⑵　各種助成等事業
ア）農地保有合理化事業等
○農地保有合理化促進対策費補助金

（予算額：5,628,383千円）
　都道府県が農地合理化法人の指導に要する経費、農
地保有合理化事業等を行う農地保有合理化法人等の当
該事業に要する経費及び社団法人全国農地保有合理化
協会が行う農地保有合理化事業の推進を行うのに要す
る経費等を計上している。
イ）就農支援資金制度
○就農支援資金貸付金

（予算額：914,615千円）
　都道府県青年農業者等育成センター、農業協同組合
等が行う就農支援資金の貸付けの原資に充てるため、
都道府県が貸し付ける資金の一部貸付けを行うことと
している。
ウ）経営安定対策
○農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金

（予算額：154,906,202千円）
　農業の担い手の経営安定を図るため、諸外国との生
産条件の格差から生じる不利を補正する対策として、
過去の生産実績に基づく支払及び毎年の生産量・品質
に基づく支払を実施することとしている。
○農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金

（予算額：76,403,684千円）
　農業の担い手の経営安定を図るため、収入減少によ
る農業経営への影響を緩和する対策として、米、麦、
大豆等の販売収入の合計額が、標準的収入額より下
がった場合に、その差額の９割を補てんすることとし
ている。
エ）安定供給確保対策
○米穀安定供給円滑化補助金

（予算額：43,937千円）
　米の安定供給の確保を支援することを目的として設
立された米穀安定供給確保支援機構の運営が円滑に行
えるよう事業実施に必要な経費について助成すること
としている。

⑶　損益及び一般会計からの繰入れ
　平成22年度の食糧管理勘定及び業務勘定の損益は、
水田・畑作経営所得安定対策の推進を図ること、歳出
経費の徹底した見直しを図ること等を基本とした結
果、1,711億円の損失（前年度予算比108億円の減少）
が見込まれている。（勘定別の損失の内訳は、米管理
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勘定1,379億円、麦管理勘定329億円、業務勘定３億円）
　この損失については、前年度から繰越された調整資
金1,051億円のうちの956億円と一般会計からの調整資
金繰入755億円を充てることとしている。
　この結果、22年度末の調整資金は95億円となる予定
である。

３　平成22年度決算の概要

⑴　農業経営基盤強化事業
　農業経営基盤強化勘定においては、農地等利用調整
に必要な経費として15億円、農地保有合理化促進に必
要な経費として26億円、就農支援資金貸付けに必要な
経費として８億円を支出している。

⑵　農業経営安定事業
　農業経営安定勘定においては、農業経営安定事業に
必要な経費として1,427億円を支出している。

⑶　米の管理
　米管理勘定においては、国内米の売買（４玄米万t
買入、４玄米万t売却）及び輸入米の売買（63実（71
玄米）万t買入、71実（79玄米）万t売却）に伴い発生
した損失に、管理に要する所要額を加え、1,094億円
の損失となった。

⑷　麦の管理
　麦管理勘定においては、食糧麦の売買（食糧麦519
万t（大麦23万t、小麦496万t）の買入、603万t（大
麦23万t、小麦580万t）の売却）及び輸入飼料の売買
（121万t（大麦110万t、小麦11万t）の買入、121万t（大
麦110万t、小麦11万t）の売却）に伴い発生した利益
から、管理に要する所要額を差し引き、50億円の利益
となった。

⑸　決算損益の整理
　平成22年度における米管理勘定、麦管理勘定及び業
務勘定の損失額は、1,054億円（米損失1,094億円、麦
利益50億円、業務損失11億円）となったことから、こ
れを調整勘定に移し、前年度からの繰越額1,420億円
と当年度の一般会計からの受入額755億円からなる調
整資金（計2,175億円）を取り崩し整理した。

　　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
 1,420 755 △1,054 1,120

⑹　国営土地改良事業
　国営土地改良事業勘定においては、土地改良事業に
必要な経費として446億円、土地改良事業工事諸費に
必要な経費として65億円、受託工事等に必要な経費と

して12億円支出している。

表15　平成22年度食料安定供給特別会計歳入歳出総括表
（単位：億円）

＜歳　　　入＞
　　　項　　目 決算額
　農地等利用調整収入 9
　償還金収入 237
　独立行政法人納付金 237
　食　糧　売　払　代 3,441
　納　付　金　収　入 4
　土地改良事業費負担金等収入 221
　借入金 68
　受託工事費等受入 13
　一般会計より受入 1,756
　雑　　収　　入 163
　食糧証券収入 3,310
　積立金より受入 153
　前年度剰余金受入 1,164
　純　　計　　額 10,777
　他勘定より受入 9,862
　　（歳入合計） 20,639

＜歳　　　出＞ 
　　　項　　目 決算額
　農業経営基盤強化事業費 50
　農業経営安定事業費 1,427
　食　糧　買　入　費 2,749
　管　　理　　費 252
　事　　務　　費 92
　政府倉庫運営費 1
　国債整理基金特別会計へ繰入 3,527
　土地改良事業費 276
　北海道土地改良事業費 112
　離島土地改良事業費 59
　土地改良事業工事諸費 65
　受託工事費及換地清算金 12
　一般会計へ繰入 311
　予　　備　　費 －
　純　　計　　額 8,933
　他勘定へ繰入 9,862
　　（歳出合計） 18,795
（注）単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。

第10節　農産物検査制度

１　概　　　況

　農産物検査は、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た農産
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物検査法（昭和26年法律第144号）に基づいて行われ
ている。
　従来（平成12年度まで）は、食糧事務所（農産物検
査官）が一元的に農産物検査を実施してきた（いわゆ
る国営検査）が、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計
画」を受け、農産物検査の実施主体を、国から農林水
産大臣の登録を受けた民間の検査機関（以下「登録
検査機関」という。）に変更することを主な内容とし
て、平成12年の通常国会において同法を改正し、国
は、検査規格、検査方法の設定等の基本ルールの策定
や登録検査機関の指導・監督等の役割を果たすことと
なったところである。
　この改正により、平成13年４月から５年間で農産物
検査の実施主体を民営化することとなり、国は、平成
18年３月31日までの移行期間中は、国を登録検査機関
とみなして農産物検査を行うことができることとされ
た。
　また、法に規定されている米麦以外の検査対象品目
について検証を行い、国の統一的規格に基づく農産物
検査が求められなくなっている品目については、検査
対象から除外することとし、農産物検査の対象品目を
20品目から10品目に整理し、平成７年度から導入され
た米麦の成分検査は、品位等検査の受検の有無に関わ
らず単独で受検できる等、制度が変更された。
　国は、農産物検査の民営化が開始された平成13年度
以降、登録検査機関に対する監査、検査現場における
巡回点検等の登録検査機関に対する指導監督を行うと
ともに、民間における検査体制を確立し、民営化を円
滑に進めるため、平成12年度から各食糧事務所におい
て、農産物検査員を育成するための研修を実施し、平
成18年４月から完全民営化し、検査は全て登録検査機
関により実施されているところである。

⑴　登録検査機関の登録状況
　登録検査機関の登録状況は、平成22年度末現在で、
登録検査機関は国内産農産物で1,479機関、外国産農
産物で５機関、成分検査で13機関が登録され、国内産
農産物で15,163人の農産物検査員が登録されていると
ころである。

⑵　登録検査機関による検査
　農産物検査については、生産者、流通業者等の関係
者から検査の信頼性確保、公正かつ的確な検査の実施
及び適切な検査証明が強く求められていることから、
登録検査機関においては、登録検査機関としての検査
体制の確立、農産物検査員の資質の向上が強く求めら
れている。

　このため、国は、登録検査機関の適正な業務運営の
確保、農産物検査員の検査技術の向上等を図る観点か
ら、以下のとおり各地方農政局・地方農政事務所にお
いて、登録検査機関に対する指導・監督を実施した。
ア　適正な業務運営の確保
　登録検査機関の適正な農産物検査業務の実施を確
認するため、管轄する区域の登録検査機関の品位等
検査を行う検査場所に巡回点検を実施した。
　また、登録検査機関の主たる事務所及び従たる事
務所に対する監査を実施した。

イ　検査技術向上のための現地指導
　登録検査機関の協力要請により、農産物検査員の
検査技術の向上、鑑定精度の程度統一を図るため
に、所要の助言、指導を行った。

ウ　鑑定精度の程度統一
　登録検査機関の農産物検査員の鑑定精度を統一す
るため、研修会・鑑定会を実施するとともに、検査
の開始時期に品質程度統一会を開催し、当年産米の
品質状況を勘案した試料により、程度統一（目合わ
せ）を行った。

エ　農産物検査員の技能確認
　登録検査機関の農産物検査員の技能を定期的に確
認するため、技能確認会を実施し、試料の鑑定を行
い、技能確認を行うとともに、技能向上のための指
導を行った。

２　国内産農産物の検査

　産地品種銘柄に係る農産物検査は、出回りが少量の
品種についても設定できる仕組みの構築、農産物検査
員の負担の軽減等の要望を踏まえ平成21年産より産地
品種銘柄を必須銘柄（すべての登録検査機関が検査義
務を負う銘柄）と選択銘柄（登録検査機関が検査を行
う銘柄を選択する銘柄）に区分する産地品種銘柄の選
択制を導入した。

⑴　米　の　検　査
ア　検査の実績
　22年産米の平成23年３月末日現在の種類別検査実
績は、表16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17のとおりである。
　水稲うるち玄米の検査数量は450万５千tで、21年
産に比べて５万９千t（21年産同期444万６千t）増
加した。

イ　品質概況
　22年産水稲うるち玄米の１等比率は61.4％（21年
産同期85.0％。以下同じ。）となった。２等以下の
主な格付け理由は心白・腹白と充実度不足によるも
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のである。
　地域別の品質概況は、次のとおりである。
ア　北海道の１等比率は88.2％（85.9％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及び心
白・腹白によるものである。

イ　東北の１等比率は74.7％（93.7％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及び心
白・腹白によるものである。

ウ　関東の１等比率は74.8％（92.6％）となった。
２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及びカメ

ムシ類等による着色粒の混入過多によるものであ
る。
エ　北陸の１等比率は43.5％（88.8％）となった。
２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び整粒
不足によるものである。
オ　東海の１等比率は24.1％（65.8％）となった。
２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び充実
度不足によるものである。
カ　近畿の１等比率は36.3％（74.1％）となった。
２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び整粒
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表16　平成22年産米種類別検査実績（平成23年３月末日現在）
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表17　平成22年産水稲うるち玄米地域別検査実績（平成23年３月末日現在）
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不足によるものである。
キ　中国四国の１等比率は36.6％（65.8％）となっ
た。２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び
充実度不足によるものである。

ク　九州の１等比率は35.6％（59.2％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及び心
白・腹白によるものである。

ケ　沖縄の１等比率は44.0％（27.4％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及びカメ
ムシ類等による着色粒の混入過多によるものであ
る。

ウ　産地品種銘柄の概況

　22年産水稲うるち玄米の品種別検査実績は、表
18のとおりである。
　22年産水稲うるち玄米の産地品種銘柄は、46道府
県、必須銘柄281銘柄、選択銘柄356銘柄である。
　品種別に見ると、最も多いコシヒカリが、153
万１千t（21年産同期157万t）で34％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た。
　以下、ヒノヒカリ、ななつぼし、はえぬき、きら
ら397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78％（21年産同期79％）
となった。

表18　平成22年産水稲うるち玄米品種別検査数量（平成23年３月末日現在）
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⑵　麦の検査
ア　検査実績
　22年産麦の検査実績は、表19のとおりである。
　検査数量の合計は、85万２千tで、21年産（99
万４千t）と比較すると14万２千t減少した。

イ　品質概況
ア　普通小麦
　１等比率は55.4％（21年産63.0％。以下同じ）
となった。２等以下の主な格付け理由は、形質と
整粒不足によるものである。

イ　普通小粒大麦
　１等比率は62.0％（71.4％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、整粒不足と形質によるも

のである。
ウ　普通大粒大麦
　１等比率は59.2％（77.9％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、形質と整粒不足によるも
のである。
エ　普通はだか麦
　１等比率は56.6％（91.0％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、形質と整粒不足によるも
のである。
オ　ビール大麦
　上位等級比率（１等＋２等）は89.7％（95.4％）
となった。等外上の主な格付け理由は、形質によ
るものである。
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表19　平成22年産麦類検査成績（最終）

⑶　その他の農産物の検査
ア　検査実績
　農産物検査法施行令（平成７年政令第357号）に
定められた米麦以外の農産物の22年産検査結果は次
のとおりである。

　　〔品　　目〕　　　〔検査実施地域〕　　　 〔検査数量t〕
　大　　　　　豆 （北海道ほか１府41県） 189,815
　一　般　小　豆 （北海道） 32,698
　普通いんげん　 （北海道） 3,746
　普　通　そ　ば （北海道ほか15県） 5,460
　かんしょでん粉 （鹿児島県） 36,484

イ　品質概況
ア　普通大豆の１等比率は30.3％となった。
イ　一般小豆の１等比率は0.0％となった。
ウ　普通いんげんの１等比率は0.3％なった。
エ　普通そばの１等比率は0.1％となった。
オ　かんしょでん粉は全量１等となった。

３　外国産農産物の検査

　21年度における外国産農産物の検査数量は次のとお
りである。

⑴　米　　穀
（単位：t、％）

　産　地　　玄　米　精　米　 砕精米　　計 　国別比率
アメリカ 144 313,226 12,705 326,075 （49.8）
タ　　イ － 220,533 20,528 241,061 （36.8）
中　　国 9,321 76,668 1,240 87,229 （13.3）
パキスタン － 499 － 499 （0.1）
インド － 216 － 216 （0.0）
イタリア － 68 － 68 （0.0）
　計 9,466 611,210 34,473 655,149 （100.0）
形態別比率 （1.4） （93.3） （5.3） （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。ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合が
ある。

⑵　小　　 麦
（単位：t、％）

　産　地　　　　食糧用　　飼料用　　　計　　国別比率
アメリカ 2,998 8 3,005 （60.5）
オーストラリア 965 45 1,010 （20.3）
カナダ 874 8 882 （17.7）
ウクライナ 0 38 38 （0.8）
ロシア 0 31 31 （0.6）
フランス 3 0 3 （0.1）
　計 4,840 129 4,968 （100.0）
用途別比率 （97.4） （2.6） （100.0）
（注）ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。

⑶　大麦・はだか麦
（単位：t、％）

　産　地　　　　食糧用　　飼料用　　　計　　国別比率
アメリカ 2 38 40 （2.7）
カナダ 50 211 261 （17.9）
フランス 4 － 4 （0.3）
ウクライナ － 159 159 （10.9）
ロシア － 58 58 （4.0）
ドイツ 1 0 1 （0.1）
オーストラリア 171 755 926 （63.5）
アルゼンチン － 8 8 （0.6）
　計 228 1,229 1,458 （100.0）
用途別比率 （15.7） （84.3） （100.0）
（注）ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。

４　成分検査

　成分検査（任意検査）は、理化学分析により米穀の
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、平成８年４月から米穀及び小麦につい
て実施している。成分検査の対象項目は、米穀につい
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。
　平成13年４月から農産物検査業務が民営化されたこ
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とに伴い、成分検査業務を行う検査機関として登録を
行った民間の検査機関において検査を実施している。
　平成22年度の成分検査の実施件数は、国内産米穀に
ついては４件、国内産小麦については46件、外国産小
麦については1,060件となった。

第11節　米麦加工品

１　米加工食品

⑴　米菓（あられ・せんべい）
ア　企業構造
　平成21年12月末日現在における米菓製造業の工場
数は529工場であり、ほとんどが中小企業である。

イ　生産状況
　22年の米菓の生産数量は22.3万tで前年比2.3％増
である。

ウ　輸出入
　22年の米菓輸出数量は、3.6千tで前年比3.4％増、
金額では、32億円で前年比7.4％増となっており、
主要輸出先はアメリカ、台湾、香港である。
　一方、輸入数量は11.8千tで前年比10.1％増、金額
では、35億円で前年比6.1％増となっており、主要
輸入先は中国、タイ、台湾である。

⑵　加工米飯
ア　企業構造
　平成21年12月末現在における加工米飯製造業の工
場数は81工場であり、ほとんどが中小企業である。

イ　生産状況
　22年における加工米飯の生産量は22.8万tで、前
年比1.0％増となっている。
　これを種類別にみると、レトルト米飯１万９千t
（前年比5.9％減）、無菌包装米飯９万９千t（同1.5％
増）、冷凍米飯10万１千t（同1.8％増）、チルド米飯
３千t（同9.2％増）、缶詰米飯１千t（同8.2％減）、
乾燥米飯４千t（同1.9％増）となっている。

２　麦加工食品

⑴　小 麦 粉
ア　企業構造
　小麦粉製造業の企業数は、平成22年３月末現在
で、96企業（119工場）であり、これらの日産設備
能力は、２万９千tとなっている。このうち大企業
（４社）が生産シェアの73.6％を占めている。中小
企業のうち33％が日産設備能力50t未満の零細企業
である。

イ　生産状況
　21年度の小麦粉の生産量は482万tで前年比1.9％
増となった。用途別にみると、パン用粉は39.8％、
めん用粉は34.3％、菓子用粉は11.7％となってお
り、これら３用途で生産量全体の85.8％を占めてい
る。

ウ　小麦粉輸出量
　22年の小麦粉輸出量は19万６千tで前年比5.8％
増、金額は58億円で前年比7.6％増となっており、
主要輸出先は香港、シンガポール、ベトナムであっ
た。

エ　小麦粉調製品輸入量
　小麦粉調製品の輸入量は10万７千tで前年比4.0％
増、金額は143億円で前年比3.4％増となっており、
主要輸入先は韓国、シンガポール、中国であった。

⑵　精　　麦
ア　企業構造
　精麦業の企業数は、平成22年３月末現在で、65企
業（65工場）で、すべて中小企業である。

イ　生産状況
　21年度の精麦の生産量は14万１千tで前年比
19.1％減となっている。種類別生産比率は、普通
精麦は96.4％（押麦は8.2％、切断圧べんは0.7％、
切断無圧べんは1.1％、精白麦は88.8％、その他は
1.3％）、ビタミン強化精麦は3.6％となっている。

⑶　麦　　茶
ア　企業構造
　麦茶製造業の企業数は、平成22年３月現在で、72
企業（79工場）であり、すべて中小企業である。

イ　生産状況
　21年度の麦茶の生産量は４万６千tで前年比6.3％
減となっている。

ウ　輸入状況
　22年の麦茶輸入量は２千８百tで前年比2.8％減、
金額は５億１千万円で前年比7.0％減となってお
り、主要輸入先は中国であった。

⑷　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）
ア　生産状況
　平成22年のめん類の生産量は124万６千t（小麦粉
換算）で、前年より約１万９千t減で前年比1.5％減
となっている。
　種類別にみると、生めん類は55万５千tで前年比
2.7％減、乾めん類は20万３千tで前年比4.9％増、即
席めん類は33万２千tで前年比4.2％減、マカロニ・
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スパゲッティ類は15万６千tで前年比0.0％である。
イ　輸出入
　平成22年のめん類の輸出量は１万９千tで前年比
0.0％、金額は62億円で前年比0.0％となっている。
これを種類別にみると、乾めん類は１万２千５百
tで金額32億円、即席めん類は６千tで金額28億
円、マカロニ・スパゲッティ類は８百tで金額
１億４千万円である。
　一方、輸入量は13万tで前年比4.7％増、金額は
168億円で前年比9.6％減となっている。これを種類
別にみると、乾めん類は５百tで前年比29.7％減、
即席めん類は９千tで前年比23.3％増、マカロニ・
スパゲッティ類は12万７百tで前年比3.5％増である。

⑸　パ ン 類
ア　生産状況
　平成22年のパン類の生産量は120万５千t（小麦粉
換算）で前年比2.2％増となっている。
　これを種類別にみると、食パンは57万６千tで前
年比0.5％増、菓子パンは37万５千tで前年比5.2％
増、その他パンは22万４千tで前年比2.2％増、学給
パンは３万tで前年比1.5％増である。

イ　輸入状況
　平成22年のパン類の輸入量は６千５百tで前年比
15.0％増、金額は19億円で前年比9.4％増となってお
り、主要輸入先はフランス、デンマーク、米国等で
あった。

⑹　ビスケット類
ア　生産状況
　平成22年のビスケット類の生産量は24万９千製品
tで前年比2.4％増となっている。

イ　輸出入
　平成22年のビスケット類の輸出量は１千tで前年
比7.8％増、金額は11億円で前年比6.1％増となって
おり、主要輸出先は香港、台湾、韓国等であった。
　一方、輸入量は１万７千tで前年比16.6％増、金
額は64億円で前年比8.7％増となっており、主要輸
入先は中国、マレーシア、ベトナム等であった。


