
資料３

生産調整に関する研究会の「現地検討会」の開催について（案）

１ 趣旨

、 、研究会における論点・課題の整理に資するため 研究会を地域で開催し

生産者等から、当該地域の水田農業の現状・問題点と、論点・課題の整理

に係る意見を伺う。

２ 日程及び場所

・ 3月 2日（土）13時～ グランメッセ熊本（熊本県）

・ 3月12日（火）13時～ 仙台第一合同庁舎8階講堂（宮城県）

・ 3月16日（土）13時～ 金沢勤労者プラザ（石川県）

３ 現地の参加者

意見表明者 10名程度（生産者中心（大規模農家、兼業農家、女性農業

者等 、現場で推進する農協や市町村関係者、）

消費者、需要者側等）

その他、傍聴者

４ 次第

① 開会宣言及び委員紹介（研究会事務局から）

② 趣旨説明及び研究会での議論の概要紹介（座長又は座長代理）

③ 意見表明者の陳述

④ 質疑応答

⑤ （時間があれば）傍聴者からの発言

＊ 所用 2時間半程度



生産調整に関する研究会の「現地検討会」における

意見表明者の募集について（案）

生産調整に関する研究会では、以下のとおり、現地検討会を開催すること

を予定しています。

① 3月 2日（土）13時～ グランメッセ熊本（熊本県）

② 3月12日（火）13時～ 仙台第一合同庁舎8階講堂（宮城県）

③ 3月16日（土）13時～ 金沢勤労者プラザ（石川県）

現地検討会では、地域の農業生産者等の皆様と、当該地域の水田農業の現

状・問題点や生産調整をはじめとする米政策の課題等について意見交換を行

うこととしています。

このため、当日、意見を表明し、研究会の委員と意見交換を行う方を以下

により公募いたします。

（意見を表明していただきたい方）

生産者（大規模農家、兼業農家、女性農業者等）

現場で生産調整を推進している方（農協や市町村の関係者）

消費者、需要者等 10名程度

（応募方法）

① 葉書・封書、ＦＡＸ又はメールで、

「 「 」 」 、② 生産調整に関する研究会の 現地検討会 意見表明希望 と記載し

「 」、「 （ ）」、「 」、「 」、「 （ 、③ 住所 氏名 ふりがな 年齢 性別 職業 農業の方は

経営規模や専業兼業の別等経営概況も併せてご記入ください 「電。）」、

話番号」及び「表明する意見の概要」を付けて応募してください。

（応募期限）

① 熊本会場 2月22日（金）15時必着

② 宮城会場 3月 1日（金）15時必着

③ 石川会場 3月 5日（火）15時必着

（申込先）

〒100-8951

東京都千代田区霞が関1-2-1

食糧庁計画課「生産調整に関する研究会」事務局

電 話 03-3501-3798

ＦＡＸ 03-3508-2467

メールアドレス keikaku_syokuryo@syokuryo.maff.go.jp

（備考）

① 意見表明をお願いする方には、それぞれ応募期限の翌週の水曜日まで

にご連絡いたします。応募していただいても、人数等の関係上、意見表

明者になれない場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。

② 会議は公開です。



「生産調整に関する研究会」の周知状況

１ 米の生産調整メールマガジン

研究会の検討状況等に係る情報を購読登録者に対しリアルタイムに無料配信（http://ww
w.syokuryo.maff.go.jp/notice/data/seisan1.htm#class1 にアクセスして登録すれば、ど
なたでも無料で購読可能）

＜配布部数＞ 創刊号（14. 1.25発行） 174部
第２号（14. 1.29発行） 457部
第３号（14. 1.31発行） 574部
第４号（14. 2. 1発行） 641部
第５号（14. 2. 6発行） 825部
第６号（14. 2.12発行） 975部
第７号（14. 2.15発行） 1,071部
第８号（14. 2.18発行） 1,156部
第９号（14. 2.19発行） 1,185部
第10号（14. 2.21発行） 1,254部

２ 農林水産省メールマガジン

毎月２回（１日・15日）発行し、農林水産省の施策の紹介とともに、研究会の検討状況
等に係る情報を逐次紹介（http://www.maff.go.jp/mail/reg.html にアクセスして登録す
れば、どなたでも無料で購読可能）

＜配布部数＞ 約5,700部

３ 米の生産調整ホームページ

研究会の資料及び議事概要等の情報を掲示（http://www.syokuryo.maff.go.jp/notice/d
ata/seisan1.htm で閲覧可能）

４ 米情報委員会だより

「米の需給・価格情報に関する委員会」開催毎（月１回）に発行し、研究会の検討状況
等に係る情報について 「生産調整に関する研究会」情報としてそのポイントを紹介、

＜配布部数＞
全農が１万部印刷。全国の第１種登録出荷取扱業者及び食糧事務所が増刷し、農家へ

無料配布

５ その他

○ いきいき水田ニュース
毎月１回程度発行し、水田農業関係施策の紹介とともに、研究会の検討状況等に係る

情報を逐次紹介

＜配布部数＞
出版社が５千部印刷。主として地方自治体へ有料配布

○ 食糧事務所の地域情報誌
毎月１回程度発行し、食糧庁関係施策の紹介とともに、研究会の検討状況等に係る情

報を逐次紹介

＜配布部数＞
全国の食糧事務所で約13万部印刷。主として第１種登録出荷取扱業者へ無料配布

資料４



 

米 情 報 委 員 会 だより 

全中・全農・全集連主催  平成１４年１月２３日発行 

 平成１４年１月２３日、第５１回「米の需給・価格情報に関する委員会」

が開催されました。概要は以下のとおりです。 

詳細なデータのお問い合わせ先（Ａ４版７０枚程度の情報） 
 食糧庁ホームページ： http://www.syokuryo.maff.go.jp 
  全 中ホームページ： 

http://www.zenchu-ja.org/JAnewHP/ja-zenchu/suiden/index.htm 
  全 農ホームページ： http://www.zennoh.or.jp/zennoh/foods/kome 
インターネットをご利用できない方は、お近くのＪＡまたは食糧事務所へ 

● １３年産入札価格、８回連続して前年同期を上回る 

● １２年産持越米入札価格、新米比▲９３６円 

１.自主流通米入札の動向 

 １３年産米第８回入札（１２月２１日実施）における全銘柄の平均価

格は、１６，１３５円／６０ｋｇとなり、前年同時期の価格を３０４
円上回りました。第９回入札は、１月２５日に行われる予定です。 

  

● 第１回事前年間相対取引、４５万トンが成約（成約率

２.自主流通米契約・販売の動向 

● 集荷見込４４７万トン（前年対比▲３７万トン、１２月３１日現

○契約・受渡状況（１２月末現在） 
（単位：万トン） 

  １３年産米 １２年産米 前年差 

自主流通主食うるち米販売計画  

① 

３５８ ３５８ ０ 

既契約数量（１２月末現在）   ② 

契約進度（％）     ②÷① 

１４２ 

４０％ 

１５３ 

４３％ 

▲１１ 

未契約数量       ③＝①－

② 

２１６ ２０５ １１ 

販売（受渡）実績（１２月末現在）④ 

販売進度（％）     ④÷① 

８９ 

２５％ 

９５ 

２７％ 

▲６ 

要販売数量（１月以降） ⑤＝①－④ ２６９ ２６３ ６ 

持越（予定）数量（①の外数） ２３ ２５  

注：１２年産米の販売計画①３５８万トンは、１３年１０月末までの販売累計である。 

 

３.１３年産米集荷の状況 

○１３年産米事前年間相対取引（第１回）銘柄グループ別成約状況 
（単位：トン） 

銘柄グループ 
提示数量 

① 

成約数量 

② 

提示残 

①－② 

成約率 

②／① 

北 陸 57,387 56,139 1,248 97.8% 

関 東 33,380 29,865 3,515 89.5% コシヒカリ 

その他 64,695 61,465 3,030 95.3% 

東 北 52,325 51,552 773 98.5% 
あきたこまち 

その他 4,103 4,092 11 99.7% 

東 北 61,616 60,067 1,549 97.5% 
ひとめぼれ 

その他 10,721 10,434 287 97.3% 

九 州 22,832 19,345 3,487 84.7% 
ヒノヒカリ 

その他 6,456 6,391 65 99.0% 

北海道・青森 58,799 57,753 1,046 98.2% 

その他 97,387 91,403 5,984 93.9% 

合 計 469,501 448,506 20,995 95.5% 

○１３年産自主流通米の販売状況 

（単位：千トン） 

年産 7～10月計 11月 12月 11～12月計 12 月末累計 

13 年産 ４５９ ２１１ ２２０ ４３１ ８９０ 

12 年産 ４５８ ２１６ ２７６ ４９２ ９５０ 

13-12 １ ▲ ５ ▲５６ ▲６１ ▲６０ 

注：１２年産の数量には主食用向けに交換された加工用米を含んでいる。 

 

● 自主流通米１２月末迄に１４２万トンが契約（計画比 40％） 

● 販売累計は前年比▲６万トンの８９万トン（１２月末現在） 



  
 

● 契約８９千トン、未契約５２千トン（１３年１２月末現在） 

５.もち米の動向 

● １４米穀年度の販売計画は自主流通米の価格に影響を与えない

よう計画し、需要者に対し安定的に供給 

６.政府米の販売動向 

７.計画外流通米の動向 

● 生産量の減少、計画流通米出荷率の低下などから出荷量は前年

をやや下回る見込み 

８.流通・消費の動向 

● 米卸売業者の在庫、１２月末は前月比２６千トン減少 

● 米消費拡大、テレビの積極的活用で国民に広くＰＲ 

９.米の計画的生産の取組み 

● 政府が「生産調整に関する研究会」を設置（詳細は次頁以降） 

 上記の研究会を受け、ＪＡ全中は水田営農対策本部委員会のもとに小委員

会、専門研究会（第１回小委員会は１月２３日開催）を設置するとともに、

ＪＡ全農は、経済事業の立場から上記研究会に意見反映を行うため「米政策

研究会」（第１回研究会を１月１７日開催）を設置しました。 

  

量販店における精米販売の現状と消費者の米購入の動向等 
～第５１回米情報委員会特別講話～ 

講師：（株）イトーヨーカ堂 食品事業部 加工食品担当バイヤー 福井智昭

 今回の委員会では、大手量販店イトーヨーカ堂の福井智昭バイヤー様に特

別講師としてご出席を賜り、より消費者に近い販売業者としての立場からご

講話をいただきました。その一部をご紹介いたします。 

  

 

 

 

４.１３年産自主流通米の取扱い 

● １３年産米の調整保管は、２３万トンを基本に取組み、産地銘柄別

数量の確定後は昨年同様集約・隔離を実施 

イトーヨーカ堂における米の売上はここ数年伸びを続けています。特に、

減農薬や有機米等のこだわり米や無洗米などが順調に伸びています。高価格

商品は売りづらくなっていますが、安ければ買うというものでもありません。

一般的な産地銘柄を食味と価格を見て自分にあったところで買われていると

いう状況です。 

  

米の消費が伸び悩み、マーケットが拡大されないなかでは、自社のシェア

を拡大する戦略、お客様の信用を得る戦略が必要です。米は食品の位置付け

であり、軸足は味・品質・鮮度、この軸足はしっかり持っていたい。そのう

えで常に消費者の変化を見据えながら、インパクトを与える商品開発・売り

場の構築を進めていきたい。 

  

単品精米はお米として評価されるため、その付加価値（産地・銘柄等）の

メリット表示が生きます。ブレンド精米はご飯としておいしければ評価され

るため、表示を厳格にしない方がより流通の競争が働き、市場が活性化する

と考えます。 

  

 

消費構造は変化しています。変化するお客様のニーズを汲み取るにはマー

ケティングそのものも変えていく必要があります。誰に・何を・いつ・どの

ように売るのかというコンセプトをもち、そのコンセプトに合わせた商品づ

くりが極めて重要と考えます。 

 生産者の方々にも、考える農業、コンセプトをもった生産に取り組んでい

ただきたい。目標と計画をつくり、それが達成された時、その達成感によっ

て次の担い手も育つのではないでしょうか。 

１.こだわり米、無洗米の売上が順調な伸び 

２.米は食品、軸足は味・品質・鮮度 

３.単品精米の表示は付加価値、ブレンド精米はご飯で評価 

４.米生産にもコンセプトを持って 
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去る１月18日、「生産調整に関する研究会」が農林水産省で開催

されました。米の生産調整は、今や米政策の根幹をなすものであり、

今後この「米情報委員会だより」の紙面を利用して、この研究会の

検討状況等についてお知らせします。

研究会の目的

生産数量管理への移行を図ることとされた生産調整の今後のあり方、
公平性の確保を図るための措置、生産数量管理における助成のあり方
や実務的な検証、流通制度との関連、関連施策のあり方等について幅
広く検討することとしています。

メンバー

１ 都道府県及び都道府県ＪＡ関係者
宮田勇(北海道農協中央会会長) 木村一男(秋田県農協中央会副会長)
佐藤晴登(山形県農協中央会会長) 永石正泰(福島県水田農業振興課長)
飛田卓也(栃木県生産振興課長) 若林甫汎(長野県農協中央会専務理事)
三浦哲郎(新潟県農産園芸課長) 早川利之(愛知県技監兼園芸農産課長)
廣瀬竹造(滋賀県農協中央会副会長) 太田善久(京都府農産流通課長)
上場重俊(鳥取県農林水産部次長) 花元克巳(福岡県農協中央会会長)
中野吉實(佐賀県農協中央会副会長)

２ 全国生産者団体関係者
山田俊男(全中専務理事) 門傳英慈(全国農協青年組織協議会副会長)
奥村一則((社)日本農業法人協会副会長)

３ 学識経験者
加倉井弘(経済評論家) ◎生源寺真一(東大大学院教授)

○髙木勇樹(農林中金総合研究所理事長) 竹内克伸((財)証券保管振替機構理事長)
立花宏((社)経済団体連合会常務理事) 和田正江(主婦連合会会長)

◎座長、○座長代理
企画部会は全国生産者団体関係者及び学識経験者をもって構成

第１回研究会における検討内容

○ 説明資料（抜粋）

１ 生産調整の経緯

基本的考え方

生産調整の基本的な考え方は、当初の単に米の生産を抑

制するものから、自給率の低い他作物への「転作」の推進

や水田営農の構造改革の観点の重視へと変化してきました。

（参考）生産調整対策の基本的考え方と特徴

対策名 基本的考え方と特徴

稲作転換対策 ・需給ギャップの段階的解消を図りつつ、稲作
(S46～50) から他作物への作付転換を推進
水田総合利用対策 ・休耕に対しても助成（４８年度まで）
(S51,52)

水田利用再編対策 ・麦、大豆、飼料作物等と稲作との収益性格差
(S53～61) を是正する方向での対応

・団地化等地域ぐるみによる転作推進に対して
助成を加算

水田農業確立対策 ・転作から構造政策を重視した助成体系へ転換
(S62～H4) ・地域輪作農法の確立による望ましい転作営農

の定着を促進

水田営農活性化対策 ・稲作と転作を組み合わせた水田営農による収
(H5～H7) 益性の確保

・調整水田に対して助成

新生産調整推進対策 ・地域とも補償の実施による生産者・地域の自
(H8,9) 主性を尊重した転作の推進

緊急生産調整推進 ・全国とも補償の導入
対策(H10,11)

水田農業経営確立 ・需要に応じた米の計画的生産の推進
対策(H1 2～) ・麦、大豆、飼料作物等の本格的生産の推進
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補 助 金

生産調整に対しては過去30年にわたり、総額で５兆７千

億円に及ぶ国の補助金が使われています。

配 分

都道府県別の転作率は、米の需給状況が年々厳しくなる

中で一貫してほぼ増加傾向で推移しています。一方、都道

府県別の転作率の格差は縮小する傾向にあります。

国、地方行政及び生産者団体の関係

国が県、市町村等を介して配分、推進を行うものから、

次第に生産者団体の役割が重視され、地域の関係者が一体

となって取り組む体制が整備されてきました。

達成状況

生産者、関係者の努力によりほぼ毎年目標を達成してい

ます（近年の未達成市町村は約１割）。

転作率の推移
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全国平均 上位５県と下位５県平均の格差

２ 現行の生産調整対策

平成12年度から「需要に応じた米の計画的生産」と「水

田における麦・大豆・飼料作物等の本格的生産」を柱とす

る「水田農業経営確立対策」が実施されています。

３ 生産調整の課題

米政策の流れにおける生産調整の位置付け

米政策においては、価格形成センターや米情報委員会の

創設等市場原理の導入を図るための制度改善が行われてき

ましたが、生産調整については対応が遅れています。

また、近年、生産調整が「価格を支える」という意味合

いを持つようになり、非実施者の「ただ乗り論」等不公平

感が強く意識されるようになっています。

生産調整面積の達成のための取組

長年にわたり、生産調整面積の達成が強く意識されてき

た結果、ともすれば「生産調整面積さえこなせば良い」と

思われるようになりがちです。

（参考）生産調整を実施している理由

73.7 5.8 8.5 7.3 4.7

0 2 0 4 0 6 0 8 0 100
（％）

全 国 計

地域で関係者が一丸となって取り組んでいるのに協
力するのは当然だから

自分の経営
展開に必要
だから

稲経が
あるから

生産調整助成金
等の稲経以外の
措置があるから

そ の 他
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このため、以下のような問題が最近、指摘されるように

なっています。

●きちんと目標を達成しても豊作や生産者の単収向上努力

により需給調整の効果が減殺される。

（参考）生産調整の拡大時における生産者の対応

●現行の仕組みでは、いわゆる田湧き現象により結果的に

水稲作付面積が減少しない。

●産地銘柄毎の需要に応じた米の生産よりも、米の総量の

調整に力が注がれがちである。

●調整水田等の作付けを行わない対応が増加し、水田の有

効活用が十分に図られていない。
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調整水田等の不作付
けで対応

稲の単収の向上を図
り、稲作からの収入が
少しでも減収しないよ
うに努めた

麦･大豆等の担い手農
家への作業委託等によ
り対応し、稲作の作業受
託等による規模拡大に
努め、稲作に力を入れ
た

稲作の作業を担い手に
委託する一方、麦･大
豆等の作業委託等によ
る規模拡大に努め、稲
作以外の部門に力を入
れた

全 国

0.3 ～0.5ha未満
1.0 ～ 1.5ha

2.0 ～ 3.0ha

5.0ha 以 上

(％

●麦、大豆の作付けは急増しているものの、実需者ニーズ

を踏まえた品質向上やコスト低減が図られていない。

●生産調整規模の拡大等により、集落の代表等推進活動に

係る方の負担感が限界に達している。

●生産調整実施者と非実施者の不公平感が増大している。

●収穫後の需給調整（エサ処理等）に要する経費を計画流

通米のみで負担しており不公平感が増大している。

４ 今後の検討に当たって

今後の生産調整については、

① 産地銘柄毎の需給動向に対応すること

② 生産調整面積ではなく生産数量を直接調整すること

③ 水田の有効活用を図るとともに、麦、大豆等の本作化

を進めること

④ 生産者・生産者団体の主体的な取組を推進すること

等を重視した仕組みに変える必要があると考えています。

○各委員から発言のあった主な意見

（研究会）

① 生産調整は行き詰まっており、抜本的な改革が必要である。

② 制度の見直しに当たっては、生産・流通を含めた現場の実態

の把握・解析が重要である。
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③ 生産数量管理のための技術論に留まらず、WT O交渉、食料・

農業・農村基本法との関係等、幅広く議論をすべきである。

（企画部会）

① 委員の意見だけではなく、さまざまな角度、切り口の意見を

全国から集約すべきである。

② そのために、研究会又は企画部会等でチームを組んで、地方

の現場の声を聞く機会を設けるべきではないか。

③ 事務局が案を提示するだけでなく、委員自らが、案を提示し

ていくことが必要である。

今後の予定

（３月まで）

研究会を１か月に１回、研究会の議論を整理する企画部会を

５回程度開催する予定です。

３月末までに する予定です。生 産 調 整 に 関 す る 論 点 ・ 課 題 を 整 理

（４月以降）

論点・課題の整理に基づき、それぞれの課題を専門的に検討す

る部会の設置や現地検討会の開催を行う予定です。

研究会に関する情報の提供について

生産調整をはじめとする米政策の見直しが円滑に進むた
めには、 です。生産現場の理解と納得が基本

迅速に、生このため、研究会の検討状況等については、
産者の皆様や市町村、農協等の関係者に対して情報を提供
することとしています。

情報提供の手段

あ ら ゆ る 媒 体 を 活 用 し て 幅 広 く 情 報 を 提 供 し ま す

・ 等日本農業新聞

ＪＡ、食糧事務所等の広報誌・

食糧庁や食糧事務所のホームページ・
(http://www.syokuryo.maff.go.jp/)

・・・随時発行・米の生産調整メールマガジン
(購読のための登録はhttp://www.syokuryo.maff.go.
jp/notice/data/seisan1.htmにて受付けています。
なお、購読は無料です。)

・・・毎月１日､15日発行・農林水産省メールマガジン
(購読のための登録はhttp://www.maff.go.jp/mail/
にて受付けています。なお、購読は無料です。)

研究会の内容を知り

たいけど、どうすれば

良いの？



 

米 情 報 委 員 会 だより 

全中・全農・全集連主催  平成１４年２月１８日発行 

 平成１４年２月１８日、第５２回「米の需給・価格情報に関する委員会」

が開催されました。概要は以下のとおりです。 

詳細なデータのお問い合わせ先（Ａ４版７０枚程度の情報） 
 食糧庁ホームページ： http://www.syokuryo.maff.go.jp 
  全 中ホームページ： 

http://www.zenchu-ja.org/JAnewHP/ja-zenchu/suiden/index.htm 
  全 農ホームページ： http://www.zennoh.or.jp/zennoh/foods/kome 
インターネットをご利用できない方は、お近くのＪＡまたは食糧事務所へ 

● １３年産入札価格、前年同時期を１６９円上回る 

１.自主流通米入札の動向 

 １３年産米第９回入札（１月２５日実施）における全銘柄の平均価格

は、１６，０１６円／６０ｋｇとなり、前年同時期の価格を１６９円
上回りました。第１０回入札は、２月２２日に行われる予定です。 

● 第１回期別相対取引、１５５千トンが成約（成約率 70.1％） 

２.自主流通米契約・販売の動向 

● 集荷見込４４７万トン（前年対比▲３７万トン、１月３１日現在） 

○契約・受渡状況（１２月末現在） 
（単位：万トン） 

  １３年産米 １２年産米 前年差 

自主流通主食うるち米販売計画  

① 

３５８ ３５８ ０ 

既契約数量（１月末現在）   ② 

契約進度（％）     ②÷① 

１６８ 

４７％ 

１７０ 

４７％ 

▲２ 

未契約数量       ③＝①－

② 

１９０ １８８ ２ 

販売（受渡）実績（１月末現在）④ 

販売進度（％）     ④÷① 

１１２ 

３１％ 

１２０ 

３４％ 

▲８ 

要販売数量（２月以降） ⑤＝①－④ ２４６ ２３８ ８ 

持越（予定）数量（①の外数） ２３ ２５  

注：１２年産米の販売計画①３５８万トンは、１３年１０月末までの販売累計である。 

 

３.１３年産米集荷の状況 

○１３年産自主流通米の販売状況 

（単位：千トン） 

年産 7～10月計 11月 12月 1 月 11～1月計 1月末累計 

13 年産 ４５９ ２１１ ２２０ ２２９ ６６０ １，１１９ 

12 年産 ４５８ ２１６ ２７６ ２４６ ７３８ １，１９６ 

13-12 １ ▲ ５ ▲５６ ▲１７ ▲７８ ▲７７ 

注：１２年産の数量には主食用向けに交換された加工用米を含んでいる。 

 

● 自主流通米１月末迄に１６８万トンが契約（計画比 47％） 

● 販売累計は前年比▲８万トンの１１２万トン（１月末現在） 
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○入札価格の状況 



 
 

● 契約１０６千トン、未契約４３千トン（１月末現在） 

５.もち米の動向 

● １４米穀年度の販売計画は自主流通米の価格に影響を与えない

よう計画し、需要者に対し安定的に供給 

６.政府米の販売動向 

７.計画外流通米の動向 

● 「安心でおいしいから」が理由、お米を農家から直接購入する消費

者の意識調査で 

８.流通・消費の動向 

● 米卸売業者の在庫、減少傾向も前年比では２４千トン増 

● 米消費拡大、テレビの積極的活用で国民に広くＰＲ 

９.精米表示の適正化 

● 食品表示１１０番の設置など（農林水産省食品表示制度対策本部

を設置）、不適正表示は改善指示、さらに業者名の公表も 

 １３年産計画外流通米の生産者の販売先は、小売業者・農協等が増加して

いるものの、依然として消費者への直接販売が半数近くを占めています。 

この度、消費世帯を対象に行われた調査によると、お米の購入は「農家か

ら直接」が全体の３２％、その理由として「安心感」「おいしい」がいずれ

も６割近くの回答を得ました。 

  

 

 

 

４.１３年産自主流通米の取扱い 

● １３年産米の調整保管、３月末に銘柄別に確定し、確定後に昨年

同様集約・隔離を実施 

 シダックスが事業展開する集団給食市場は、４兆円規模で現在成熟期にあ

りますが、病院給食・高齢化施設給食の外部化の進展などで、業界上位１０

社は、５～７％の増収状況にあります。 

 給食業界における「米」は、食材仕入額の約１３％を占めるとともに、パ

ン・めんなどと違い、炊飯という付加価値をつけて提供することができ、非

常に重要な原材料と位置付けています。 

シダックスでの年間米使用量は、１万トン強ですが、提供食数の増加に対

し米飯食が低下（８０％→７０％程度）していることから、過去４～５年横

ばいとなっています。 

全国どこで誰が炊飯しても同じごはんが出来るよう品質の統一化が重要です。シダッ

クスでは米を「食味値」により４種類に区分して管理しています。これは、品質規格は

数値化しないと客観性がなくなるからであり、例えば関東コシヒカリを主体にした

「GOLD」規格は食味値７４±１としています。 

  

シダックスでは食材の一元物流化を推進するなかで、米も一般食材同様食

品として扱っています。特に「無洗米」は「ドライ食品」として扱っており、

今は割高ですが、炊飯加工の行程をマニュアル化しやすい他、経費節減のメ

リットもあるため、今後拡大していきたいと考えています。 

  

 

 給食業界では、基本的に１食あたりの価格を決めれば１年間同価格を原則

としています。世間は今デフレスパイラルですが、米は豊作にも関わらず価

格が上がるなど理解しづらいことも多いと思います。低価格なお米のニーズ

にも応えられる、わかりやすい政策を期待します。 

１.米は非常に重要な原材料 

２.「食味値」により品質基準を統一 

３.炊飯作業のマニュアル化が容易な「無洗米」を拡大 

４.価格は１年間固定が原則 

「給食業界の米の需要状況と動向について」 
～第５２回米情報委員会特別講話～ 

講師：シダックスフードサービス㈱  
執行役員 エスロジックス事業本部長  嶋本 徹 様 

 今回の委員会では、シダックスフードサービス㈱の嶋本徹様に特別講師と

してご出席を賜り、１日平均４３万食を提供されている給食事業者としての

立場からご講話をいただきました。その一部をご紹介いたします。 

  



前回の米情報委員会だより（1月23日発行）において、お知

らせしたとおり、「生産調整に関する研究会」が1月18日に発

足したところです。

今回は、研究会の論議を円滑に進めるため、その論議を総括

的に整理する企画部会における議論の概要をお知らせします。

第2回企画部会(1月30日開催)の概要

① 事務局から、第1回研究会において委員から要求のあった

資料について、説明が行われ、意見交換が行われました。

各委員から生産調整に関する様々な問題提起② その後、

がなされました。

（問題提起の内容例）

・何のため、誰のための生産調整なのか。

・いかなる方向を目指すべきか。生産調整の継続は無条件

の前提にあらず。

・政府と生産者の組織がそれぞれにいかなる権限と責任を

持つべきか。 等

第3回企画部会(2月14日開催)の概要

① 第2回企画部会において委員から要求のあった資料に

ついて、説明が行われ、意見交換が行われました。

第2回企画部会において委員から提出された問② その後、

題提起等をもとに、論点整理の方向について活発な意見

交換が行われました。

③ 意見交換の内容を踏まえ、部会長から「論点整理の枠組

み（案）」が提示され、2月2 2日に開催される第2回全体会

議において検討されることとなりました。

論点整理の枠組み（案）

Ⅰ．検討の進め方に関する論点

１）検討の基本原則に関する論点

２）検討の手順に関する論点

３）検討上配慮すべき事項に関する論点

Ⅱ．政策等のあり方に関する論点

１）生産調整のあり方に関する論点

（１）問題点の整理に関する論点

（２）目的の理解に関する論点

（３）手法の選択に関する論点

２）関連政策のあり方に関する論点

（１）米政策のあり方に関する論点

（２）水田農業政策のあり方に関する論点

（３）経営政策・担い手政策のあり方に関する論点

Ⅲ．共通認識を醸成すべき論点

企画部会に提出された資料や詳細な議論の内容について、お知

りになりたい方は最寄りの食糧事務所にお問い合わせ下さい。ま

た、下記の媒体での情報提供も行っておりますので、ご覧下さい。

食糧庁や食糧事務所のホームページ・
(http://www.syokuryo.maff.go.jp/)

・・・随時発行・米の生産調整メールマガジン
(購読のための登録はhttp://www.syokuryo.maff.go.
jp/notice/data/seisan1.htmにて受付けています。
なお、購読は無料です。)

・・・毎月１日､15日発行・農林水産省メールマガジン
(購読のための登録はhttp://www.maff.go.jp/mail/
にて受付けています。なお、購読は無料です。)



○ 生産調整に関する研究会の開催状況・予定

全 体 企 画 開催日 主 な 検 討 内 容
研究会 部 会

第1回 1月18日(金) 研究会の設置

第1回 1月18日(金) 研究会の今後の運営方針

第2回 1月30日(水) 委員からの問題提起

第3回 2月14日(木) 問題提起を踏まえた意見交換

第2回 2月22日(金) 企画部会における検討状況

第4回 3月 4日(月) 論点・課題整理のための論議

第5回 3月22日(金) 論点・課題の整理、4月以降の
研究会の進め方

第3回 3月26日(火) 論点・課題の整理、4月以降の
研究会の進め方

(注)４月以降は、３月までに行った論点・課題の整理に基づき、部会の設
置、現地検討会の開催を行いながら、更に検討を深め、概算要求時、秋
の米対策取りまとめ時等の節目節目において、必要な整理を行っていく
こととされています。

現地検討会の開催

研究会における論点・課題の整理の参考とするため、研究会

を地域で開催し、生産者の皆様等から、地域の水田農業の現状

・問題点や論点・課題の整理への要望等の現場の生の声をお伺

いすることとしています。

（開催地と日時）

○ 3月 2日(土)13時～ グランメッセ熊本(熊本県益城町)

○ 3月12日(火)13時～ 仙台第一合同庁舎8階講堂(宮城県仙台市)

○ 3月16日(土)13時～ 金沢勤労者プラザ(石川県金沢市)

研究会の議論を直接見てみたい、意見を言いたいと思われる

方は下記の方法により、お申し込み下さい。（なお、会場の都

合等により、申し込み者が多い場合は、希望に添えないことが

あります。）

傍聴希望の方

（応募方法）
最寄りの各食糧事務所計画流通課生産調整係宛に郵便又は

ＦＡＸにより応募下さい。

（応募期限）
熊本会場：2月22日(金)15時必着
宮城会場：3月 1日(金)15時必着
石川会場：3月 5日(火)15時必着

（応募上の注意）
応募に際し、文頭に「生産調整に関する研究会の「現地検

討会」傍聴希望」と記入し、傍聴したい会場名、住所、氏名
（ふりがな）、職業、電話番号を明記願います。

意見を言いたい方

（応募方法）
○郵 便：〒100-8951

東京都千代田区霞が関1-2 - 1
食糧庁計画課内「生産調整に関する研究会」事務局

○ＦＡＸ：03-3508-2467
○ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：keikaku_syokuryo@syokuryo.maff.go.jp

（応募期限）
熊本会場：2月22日(金)15時必着
宮城会場：3月 1日(金)15時必着
石川会場：3月 5日(火)15時必着

（応募上の注意）
応募に際し、文頭に「生産調整に関する研究会の「現地検

討会」意見表明希望」と記入し、意見を表明したい会場名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、、性別、職業（農業の方は
経営規模や専業兼業の別等経営規模も併せて）、電話番号、
表明する意見の概要を明記願います。

（お問い合わせ先）
食糧庁計画流通部計画課

代 表：０３－３５０２－８１１１
内 線：５７０７、５７１２
直 通：３５０１－３７９８
担 当：中 村、福ヶ迫

又は
最寄りの食糧事務所計画流通課生産調整係


