
○第８回全国ご当地うどんサミットin 熊谷
・ 開催日：平成30年11月10日～11日
・ 場 所：熊谷スポーツ文化公園にぎわい広

場（埼玉県）
・ 内 容：全国の国内産小麦を使用した「ご

当地うどん」が一堂に集まり、グラン
プリを決定

図Ⅲ－11 全国各地で開催されたイベント 図Ⅲ－12 一般社団法人 全国米麦改良協会の取組

○国産麦応援情報ホームページ「日本の麦の底力」
・内容：国産小麦粉ブランド名鑑、国産小麦の逸品、イベント情報、研究

情報等を掲載
・URL: http://nihonnomugi.com/

○北海道小麦キャンプ2018 in オホーツク
・ 開催日：平成30年７月10日～11日
・ 場 所：ホテル黒部を主会場としたオホーツ

ク管内（北海道）
・ 内 容：国内産小麦・北海道産小麦の魅力

を全国に広めることを目的にバスツ
アーやパン講習会などを実施

○麦わらぼうしフェスタ
・ 開催日：平成30年11月４日
・ 場 所：笠原産業株式会社（栃木県）
・ 内 容：国内産小麦を使用したうどん・パン

などの試食・販売、うどん教室など
を実施

○第７回 信州粉もん祭り
・ 開催日：平成30年11月11日
・ 場 所：ＪＡながの ちくま・埴生支所（長野県）
・ 内 容：長野県産小麦を使用した「粉もん料

理」が大集合。粉もん試食会や手打
ちうどん講習会 などを実施

○国内産麦アンテナショップ「むぎくらべ」
・内容：国内産麦を使用した商品のPRと販売の場を提供するものとして、

平成30年７月、東京都千代田区にオープン
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・オープニングセレモニーには
上月前農林水産大臣政務官
（写真中央）も出席



１０ 食料・農業・農村基本計画における麦の位置付け

平成27年３月31日に平成37年度を目標とする「食料・農業・

農村基本計画」が閣議決定され、小麦は95万トン、大麦・はだ

か麦は22万トンの生産努力目標が設定されています（表Ⅲ－

12）。

食料消費の見通し 生産努力
目標
（万ト
ン） 克服すべき課題

１人・１年
当たり
消費量

（kg/人・年）

国内消費
仕向量

（万トン）

平成
２５
年度

平成
３７
年度

平成
２５
年度

平成
３７
年度

平成
２５
年度

平成
３７
年度

小麦 33 32 699 611 81 95

○ 国内産小麦の需要拡大に向けた産地形成や
ブランド化

○ 実需者ニーズに対応した生産・流通体制の
確立

○ 新品種・新技術の開発・導入、輪作体系の
最適化、排水対策等による収量・品質の高位
安定化

○ 農地の集積・集約化、経営規模の拡大に対
応した省力化に資する技術の開発・導入等に
よる生産コストの低減

大麦・
はだ
か麦

0.3 0.2 208 213 18 22

○ 外国産大麦が多く用いられている焼酎用等
の国内産麦の需要拡大

○ 実需者ニーズに対応した生産・流通体制の
確立

○ 新品種・新技術の開発・導入、輪作体系の
最適化、排水対策等による収量・品質の高位
安定化

○ 農地の集積・集約化、経営規模の拡大に対
応した省力化に資する技術の開発・導入等に
よる生産コストの低減

表Ⅲ－12 麦の平成37年度における食料消費の見通し及び生産
努力目標

資料：「食料・農業・農村基本計画」（平成27年３月閣議決定）
注：１）国内消費仕向量には、飼料用等の食糧用以外の用途への仕向量を含む。

２）大麦・はだか麦の国内消費仕向量及び生産努力目標には、ビール大麦を含む。
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Ⅳ 米粉に関する動向

１ 生産動向

米粉用米の生産量は、平成25年産以降２万トン前後で推移し
ていましたが、平成29年度以降は約３万トンまで回復していま
す（表Ⅳ－１）。

２ 需要拡大に向けた対応

米粉用米の利用量は、平成24年度以降、年間２万数千トンで
推移していましたが、グルテンを使用しない米粉商品の開発や
新たな米加工品（α化米粉、米ゲルなど）の保湿性や粘性に着
目した商品の開発、「米粉の用途別基準」や「ノングルテン米
粉製品第三者認証制度」の運用開始により、平成29年度は25千
トン、30年度は31千トンに増加しています（表Ⅳ－２） 。

今後の更なる国内・海外の需要拡大のため、ノングルテン米
粉や用途別基準に適合する高品質な日本産米粉の流通を契機と
した、魅力ある新商品の開発や日本産米粉の優位性の情報発信
等を推進する必要があります。

表Ⅳ－１ 上位５県の米粉用米の生産量と作付面積の推移

（参考） 米粉及び小麦粉の販売価格（税抜き）

米粉：１００～２９０円／kg程度

（小麦粉 ：１００円／kg程度）

注1）平成26～29年度については、新規需要米取組計画を認定した全需要者からの聞き取り。
注2）平成30年度については、新規需要米取組計画を認定した主要な需要者からの聞き取り

により推計。

表Ⅳ－２ 米粉用米の利用量（需要者からの聞き取り）
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資料：26～29年産は新規需要米生産集出荷数量、30年産は新規需要米取組計画

認定数量。（農林水産省）

（単位：千トン）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度見込

22 23 23 25 31 

（単位：千トン、千ha）

26年産 27年産 28年産 29年産 30年産

生産量 5.9 9.7 8.7 13.0 10.7
作付面積 1.1 1.8 1.5 2.4 1.9
生産量 1.0 1.0 0.9 3.0 3.1
作付面積 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6
生産量 0.8 1.0 0.0 1.9 3.0
作付面積 0.1 0.2 0.0 0.3 0.6
生産量 1.0 1.2 1.2 1.2 1.6
作付面積 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
生産量 2.0 2.4 0.7 1.2 1.3
作付面積 0.3 0.4 0.1 0.2 0.2
生産量 18.4 23.0 19.0 28.4 28.1
作付面積 3.4 4.2 3.4 5.3 5.3

秋田県

全国計

新潟県

埼玉県

栃木県

群馬県



・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

生産製造連携事業計画

生産者 製造事業者 促進事業者

必須

米穀の新用途への利用の促進に関する法律

米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針

・関係者が連携して計画を作成。米穀の新用途への利用の促進
に関する基本方針に照らし適切な計画について、農林水産大臣
が認定（計画期間は３～５年）

図Ⅳ 米粉用米に対する支援措置

３ 米粉用米に対する支援

① 米粉用米については、その利用の拡大を図るために、平成21年に
「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」が制定されました。
同法に基づく「生産製造連携事業計画」の認定を受け、「農山漁村

活性化計画」の採択を受けた取組に対して、米粉用米の生産・加工
に必要な施設整備等の支援を行っています。

② 米粉用米の生産者に対しては水田活用の直接支払交付金による
支援を行っています。また、ノングルテン米粉表示や米粉の用途別基
準により、需要者ニーズに合った高品質な米粉の製造や輸出拡大の
取組を支援しています。

③ 平成31年度は、国内・海外の需要獲得に向け、引き続き魅力ある
新商品開発を推進するほか、日本産米粉の優位性の情報発信やノ
ングルテン米粉の製造手法マニュアルの作成など、輸出を含めた日
本産米粉の需要拡大に向けた取組を支援していくこととしています。

予 算 措 置

【水田活用の直接支払交付金】
水田を活用して米粉用米等の作物を生産する農業者に対し、交付
金を直接交付 （米粉用米：収量に応じ、5.5万円～10.5万円／10a）

【農山漁村振興交付金】
米粉・飼料用米の生産・加工に係る施設整備に対し交付金を交付
（補助率：定額1/2）

【持続的生産強化対策事業】

・日本産米粉の優位性の情報発信
・ノングルテン米粉の製造手法マニュアルの作成
・米粉用米生産者と製造事業者とのマッチング

等の取組を支援

金 融 措 置

【日本政策金融公庫による低利融資】（食品安定供給施設整備資金）

米粉製造施設、米粉を原料とした食品の製造、加工施設等への融資

（輸出を含めた日本産米粉の需要拡大支援事業）

（補助率：定額）

【外食産業等と連携した需要拡大対策事業】

国産農林水産物・食品の輸出等需要フロンティアの開拓を図るた
め、産地と複数年契約を締結する民間企業（外食・加工業者）に
対し、国産農林水産物を活用した新商品の開発やそれに必要な技
術開発等を支援 （補助率：定額、1/2）
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【農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業】
コメ海外市場拡大戦略プロジェクトに参加する輸出産地や輸出事
業者等が連携して戦略的に取り組む中国等の海外市場開拓、プロ
モーション等を支援

（補助率：定額、1/2）



品目 現在の関税率 合意内容

小麦

枠内税率：
無税＋マークアップ

枠外税率：
55円/kg

・ 現行の国家貿易制度を維持するととも
に、枠外税率（55円/kg）を維持。

・ 既存のWTO枠に加え、米国（15万㌧（7
年目以降)）【不適用】、カナダ（5.3万
㌧(同)）、豪州（5万㌧(同)）にSBS方式
の国別枠を設定。

・ マークアップを９年目までに45％削減。

大麦

枠内税率：
無税＋マークアップ

枠外税率：
39円/kg

・ 現行の国家貿易制度を維持するととも
に、枠外税率（39円/kg）を維持。

・ 既存のWTO枠に加え、SBS方式のTPP枠
（6.5万㌧(9年目以降)）を設定。

・ マークアップを９年目までに45％削減。

１ TPP11協定概要（麦）（平成30年12月30日発効）

Ⅴ ＴＰＰ１１及び日EU・EPAの協定概要（麦関係）

（参考：主な麦製品）

現在の関税率
合意内容

税率 枠数量

いった小麦、
小麦粉等

（国家貿易品目）

枠内税率：
12.5～25%+ﾏｰｸｱｯﾌﾟ

枠外税率：
85～134円/kg

枠内即時無税
+ﾏｰｸｱｯﾌﾟ

（枠外税率は維持）

(発効時)  (６年目)
12.5千㌧→17.5千㌧

ベーカリー製品
製造用

小麦粉調製品
16～24%

枠内即時無税
（枠外税率は維持）

(発効時) (６年目)
米国 10.5千㌧→12千㌧【不適用】
米国以外 6.8千㌧→ 8千㌧

その他小麦粉
調製品

16～28%
枠内即時無税

（枠外税率は維持）
(発効時) (６年目)
15千㌧→22.5千㌧

マカロニ、
スパゲティ

30円/kg
９年目までに
60％削減

－

ビスケット 13%、15% ６年目に無税 －

注：１）いった小麦とは、小麦をいったものであり、主にシリアル食品等に使用される。

２）その他小麦粉調製品とは、製麺、まんじゅう等のベーカリー製品以外の製造用の

小麦粉調製品である。
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２ 日ＥＵ・ＥＰＡ協定概要（麦）（平成3１年２月１日発効）

品目 現在の関税率 合意内容

小麦

枠内税率：
無税＋マークアップ

枠外税率：
55円/kg

・ 現行の国家貿易制度を維持するととも
に、枠外税率（55円/kg）を維持。

・ 既存のWTO枠に加え、SBS方式のEU枠
（270㌧(7年目以降)）を設定。

・ 枠内のマークアップを９年目までに
45％削減。

大麦

枠内税率：
無税＋マークアップ

枠外税率：
39円/kg

・ 現行の国家貿易制度を維持するととも
に、枠外税率（39円/kg）を維持。

・ 既存のWTO枠に加え、SBS方式のEU枠
（30㌧(即時)）を設定。

・ 枠内のマークアップを９年目までに
45％削減。

（参考：主な麦製品）

現在の関税率
合意内容

税率 枠数量

いった小麦、
小麦粉等

（国家貿易品目）

枠内税率：
12.5～25%+ﾏｰｸｱｯﾌﾟ

枠外税率：
85～134円/kg

枠内即時無税
+ﾏｰｸｱｯﾌﾟ

（枠外税率は維持）

(発効時)  (６年目)
3.8千㌧→4.4千㌧

ベーカリー製品
製造用

小麦粉調製品
16～24%

枠内即時無税
（枠外税率は維持）

(発効時) (６年目)
10.4千㌧→14.2千㌧

その他小麦粉
調製品

16～28%
枠内即時無税

（枠外税率は維持）
(発効時) (６年目)

2千㌧→3千㌧

マカロニ、
スパゲティ

30円/kg 11年目に無税 －

ビスケット 13%、15% ６年目に無税 －

注：１）いった小麦とは、小麦をいったものであり、主にシリアル食品等に使用される。

２）その他小麦粉調製品とは、製麺、まんじゅう等のベーカリー製品以外の製造用の

小麦粉調製品である。



（参考） 麦の国境措置

小 麦 大 麦

輸入数量

価格

輸入数量

価格

政府売渡価格

マークアップ
（輸入差益）※

※45.2円/kgを上限

輸入価格

（枠内税率０円/kg）

枠内輸入（国家貿易） 枠外輸入

（民間貿易）
枠外税率を支払っ
て輸入された数量
(平成29年度)
1.2千トン

ＷＴＯカレント・アクセス数量
5,740千トン

枠外税率
55円／㎏

政府売渡価格

輸入価格
（枠内税率０円/kg）

ＷＴＯカレント・アクセス数量
1,369千トン

枠内輸入（国家貿易） 枠外輸入
（民間貿易）

枠外税率を支払っ
て輸入された数量
(平成29年度)
0.6千トン

枠外税率
39円／㎏

民間貿易の場合
の輸入価格

民間貿易の場合
の輸入価格

※28.6円/kgを上限

マークアップ
（輸入差益）※
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