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第１回米の流通に関する情報交換会議事概要

【日 時】平成２２年５月２０日(木)１０：００～１２：００

【場 所】農林水産省本館４階第２特別会議室

【出席者】メ ン バ ー：別記参照

農林水産省：針原総括審議官、山口参事官、雨宮生産局審議官、別所農業生産

支援課長、荒川食糧部長、村井計画課長

【村井計画課長よりメンバー紹介】

【針原総括審議官あいさつ】

（針原総括審議官）本日はお忙しいところご参加いただきましてありがとうございます。

戸別所得補償制度検討チームの総括副チーム長として、ここに座らせていただいてお

ります。

今回、このような会を開催させていただく背景としては、米の生産に初めて補助金

を入れる政策を開始したということがございます。このたびのモデル対策は稲作の構

造的な赤字に着目して、水田農業を元気にし、水田農業に携わっている方に麦、大豆

を元気よく作っていただこう、そういう環境を整えて自給率を総合的に上げていこう、

という趣旨で作られているわけです。今回初めて構造的な赤字と言われていた稲作に

補てん措置が行われ、自給率を上げるため、麦、大豆、米粉、エサ米などを作ってい

ただくということになりました。この中で、自給率向上のために麦、大豆などの作付

けに対する交付金ですが、減反を１００％達成していないともらえない、半分だけ協

力してももらえないとなると、規制する中で麦、大豆を奨励するということになりま

すから、ここはもう規制をなくす、と。生産調整の達成要件を外して、麦、大豆への

生産へ協力した方はそれ相応の補助金を全国統一単価でお渡ししようということに政

策を転換しました。

また、米の生産に補助金が入るということで発想を変えないといけない部分が出て

きます。米の補助金については、限られた予算を誰が受け取る資格をもつのかという

根本的な発想の転換をまず現場の方も含め、我々も政策担当者も含めて、県・市町村、

農協の方も含めて、発想の転換をしないといけません。補助金は国民のお金ですから、

消費者の需要に応じたお米を作っている方、余分な米を作っていない方に配るのが一

番合理的だろうということで、生産調整の達成要件というのを掲げたわけです。とこ

ろが、達成要件をかける前提としては、個人別に生産調整を配分するわけですが、こ



- 2 -

の配分が需要に則しているかどうかがポイントになります。今までは地域で、例えば

減反に参加しない方々に数量を配分しても空振りになるため、そこへの配分を少なく

して、減反に協力した方々の取り分を多くして配分するという地域もありました。今

度は補助金がつきます。今まで減反に参加しなかった人たちが、新しい政策の下で減

反に協力しようとしている一方で、その人たちの合意を得ずにこれまで協力してきた

人たちだけで配分を確保してやろうということがあるとすれば、それはお金が絡むこ

とだけに、法律上の問題を起こしてしまいます。赤松大臣が「そういった法律上の問

題が起こりうるようなところにはお金は配れない」と言われております。ちゃんと話

し合いが行われて一定の結論が出て、ようやく補助金を交付できる体制が整うことに

なります。これは発想を変えないといけないんです。我々にとっても苦しいんです。

今まで協力していただいた方に申し訳ないと理解しながらも、お米に補助金がつくと

いうことを本当に真剣に考えれば、我々も発想を変えて、新しい時代に向かっていか

なければなりません。是非そういったことを関係者の方にご理解いただければと思い

ます。

もう一つはお米に補助金がつきましたが、経営者はみんな苦しいんです、農家だけ

でなく、流通に関係しておられる方も加工しておられる方も苦しいと思います。生産

で補てんされるのであれば、流通や加工の段階で補てんされても良いのではという発

想になってしまいます。しかし、これは自給率向上のために稲作農家を支援する、赤

字を補てんして、麦、大豆を作る余力を作っていただく、麦、大豆を作って自給率を

上げていただくために必要なお金であります。それの効果がきちんと出るということ

をみんなで共有しながら、我慢しながらやるということでないと、結局その部分は消

費者がお金を納税者として出して、そのお金が消費者に還ってくるだけで、お金を出

していた目的が達成されないということになるわけです。お米に補助金が入り、その

目的は自給率向上のためとなると、我々も発想を変えて、きちんと補助金が使われ、

きちんとした取引が行われ、 終的には国民の皆さんに喜んでいただけるような世界

を作っていかなければいけないということで、こういった会を始めたわけです。これ

に伴いまして、全国に相談窓口を設置いたします。何かお困りのことがあれば、相談

していただければと思います。それから、この会議も定期的にできればやらせていた

だきたいと思います。仮に法的な問題があるとすれば、公正取引委員会といった関係

機関にお願いしなければいけません。先週の金曜日に赤松大臣が公正取引委員会の竹

島委員長のところに行って、具体的にそういう動きがあるということではないんだけ

れども、仮にそういうことがあれば協力を要請するので是非お願いしますということ

を要請しました。竹島委員長も国を挙げての政策なので協力しましょうと快諾してい
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ただいたということでございます。

なぜ今の時期にこのような会を、と奇異に思われてるかもしれまんが、新しい農政

を始めるにあたって、いろんな発想、私どもも含めて発想を変えていかなければなら

ないということでございます。ご清聴ありがとうございました。

【村井計画課長より資料説明の後情報交換】

（村井計画課長）これより皆さんとの情報交換を進めさせていただきたいと思いますが、

第１回目ということもあり、現在の米をめぐる状況について、皆様のそれぞれの立場

から一通り、御発言いただいた後、フリーディスカッションによる情報交換をさせて

いただきたいと思います。

（イオン安藤氏） 近の動向としまして、先ほどの資料にも示されているとおり、２１年

産に関して出来秋の頃には２０年産と比べて売上が下降傾向となっておりました。数

量ベースでは、直近では若干回復傾向にありますが、販売単価が低くなっており、売

上は厳しいものとなっています。

お客様が何を望んでいるかということですが、景気の低迷により、銘柄と価格を吟

味した上で、値ごろ感のある商品を選ばれる傾向にあります。

（イトーヨーカ堂大木氏）大きくはイオンさんと同じなんですが、更に言うと、価格が下

がっても消費が伸びていないということが数字に表れております。その理由として考

えられることは、食生活やライフスタイルが変化しているにも関わらず、お米につい

ては、これまでこれらに対して変わってこれなかったことが、まさに今表れているん

だと感じています。

今一番思うことは、“今買っている人”、“買わなくなった人”、“買っていない人”、

についてきちんと分析をして、それぞれに対して有効な手を打つ必要があるというこ

とです。単に価格を下げたとしても“今買っている人”に対して値下げをするだけで

あり、“買わなくなった人”や“買っていない人”にどのようにアプローチするかを、

米の業界がチームとして本格的に考える必要があるのだと思います。

現在、消費者は「５kgでいくら安い」、「１０kgでいくら安い」という発想をされま

すが、これはそもそもおかしな話だと思います。本来は自分の好み等の要素で商品を

選んでいくものだと思いますが、今完全にお米の産地品種銘柄というものが崩れてき

ており、消費者の関心が価格に振れてきている状況であり、何を基準に選んでいいか

わからない状況が続いています。価格は消費者・市場が決めるものであるのだから、
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この問題をどう追求するのかを考え取り組んでいかなければ、米価は下落していくの

に、我々は全く対応ができないということになるのではないかと懸念しております。

（亀太商店市野澤氏）我々米専門店からすると、５kgでいくら等の価格に着目した販売方

法であれば、なかなか商売として成り立っていかない。スーパーさんがやらない手法

や取り扱わない商品を取り扱うことをしております。

また、 近は健康志向であり、小学校等では食育が盛んに取り組まれており、ミニ

田んぼがつくられたりしています。このように昔に比べると、お客さんは値段ばかり

を言われるわけではなくなってきたように感じます。健康志向ということもあって、

近は胚芽を残した“分づき精米”をお求めになる方も多い。我々の地域も５kg、１０

kg単位で販売しているスーパーやディスカウントストアが数店ありますが、例えば「１

kgで７分づきでください。」というようなお客さんも当店には来られます。当店で

は、５００ｇ、３合から店内で精米したてのものをお渡しするスタイルをとっていま

す。そうした工夫をして、私どもでは、売上げに関してようやく横ばいを維持してお

ります。

（サークルＫサンクス渡辺氏）全体の傾向としては、これまでのお話のとおりと思います。

主食米の販売については、特にコンビニエンスの場合だと、限られた売り場、限られ

た品揃えの中で販売をしており、価格追求というよりは、安全・安心についてお客様

のニーズが高いことから、今後は生産者の顔まで出せるような取組みを進めていきた

いと思っております。これはおそらくコンビニエンスストア全体でも同様の考えと思

っております。

食料自給率向上を踏まえると、地産地消の観点から、しっかりと産地のわかる食材

を使ったお弁当やファーストフードの開発等、これからまだまだ可能性があると思っ

ています。今後の課題については、米粉を使用したファーストフードの饅頭や麺を開

発することはまだまだ可能性があると考えており、是非情報をいただきながら安定的

な供給ができるような商品づくりに取り組んでいきたいと思っております。

（ヤマタネ小堀氏）直近の我がほうの米の動き方についてご説明させていいただきます。

先般、当社も決算報告を行いましたが、取り扱った全体数量については微減となりま

した。微減の要因としては、業務用とお米屋さんへの販売が相当数落ち込んでいるこ

とであり、反対に持ち上げているのが量販店への販売分であり、かなり伸びています。

量販店が数量を伸ばしている理由については、消費者の選択ではありますが、低価
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格ということ以外には要因が見つかりません。また、特徴的なこととして、特別栽培

米やあれほど勢いのよかった無洗米は前年比で下回っている状況となっております。

まさしく、「価格ありき」ということではないかと考えています。

今後、戸別所得補償が始まり、これまでと違った側面が影響してくる可能性もあり、

大変不透明な先行きです。皆で知恵を出し合う必要がありますが、ある意味ではこの

環境に即した、ある意味では反発した取組をしていきたいと考えております。具体的

な対応策についてはまだ見つかっていません。

（木徳神糧山本氏）我々が扱っているのはわずかな数量であるので、全体としての傾向値

はなかなか掴めません。今、ヤマタネの小堀さんがおっしゃったことと逆のデータを

我々は持っています。

資料２の“家庭における米購入量の推移”の数値が我々のデータとどんぴしゃりに

合っており、このようなことは初めての経験でもあり驚いております。用途別にみる

と業務用で７～３月で対前年比１００．５％、直近でみると対前年比９９％程度、家

庭用では、対前年比９６％程度で推移しています。データを基に見通しを立ててはい

ますが、なかなか競争が激しく苦しいところであると感じております。これまで安全

・安心、指定農場、環境こだわり米等あらゆる手を尽くしてきましたが大苦戦です。

同じ単価でも今までの７割くらいしか売れないとの印象です。はっきり言って、パン

と麺に負けており、価格が問題と考えております。現在、お客様と取引等について悩

んでいる 中ですが、少し深刻な状況です。奈落の底に少し向かいつつあり、どう浮

上するのかが難しいところです。農林水産省へはいろんなデータを提供していますが、

全体の傾向値等わからない状況であることから、適切に情報を出していただき、それ

を経営の参考にしたいと思っています。

（神明吉川氏） 初に、今年１年間の全体的な米の販売状況についてお話しします。今年１

年間を振り返った場合、３月の決算期においては昨年とほぼ同じ数量を販売しており

ました。上期と下期を比較しても、期別の販売数量はあまり変わりませんが、上期は

月別にも安定しており、反対に下期は月別に販売数量が大きく振れました。特に２１

年産米が出回った１０月以降については、平均月の８掛けや７掛けという月が３回ほ

どありました。９、１０、１月は本当に悪かった状況です。この理由として、未検査

米は年間約３００万トンありますが、出来秋時にはこのような米が先に市場に出回り、

売り負けてしまったのではないかと思っております。ただ、３月になってからは販売

数量を一気に回復している状況であり、平均月の２割アップとなっており、４月にな
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っても比較的好調に販売できていると思っています。数量的にはそのようなペースで

したが、この１年間で一番苦しんだことは、２０年産の需要見通しを見誤ったことに

より、在庫を通常の月より１０日分ほど多く持ってしまったことだと思います。

それから、当社の出荷ベースにおける平均価格は、年間２９９円７５銭/kgで上期と

下期でもあまり格差がなく、上期が５円/kgほど高く、下期が５円/kgほど低いという

値幅でした。このことだけでは、あまり２０年産と２１年産はあまり変わらなかった

ように見えますが、実のところ、２１年産の価格はかなり下がったと感じています。

平均販売単価はそれほど変わっていませんが、原料米については状況が違いま

す。２０年産は北海道産米等、比較的低価格米で対応できましたが、２１年産は北海

道米が不作で価格も上がり、扱い量も減ったことから、コシヒカリやあきたこまちの

ような価格の高い米を原料用米として使い、その結果、２０年産とほぼ同じ平均販売

単価になったこともあり、価格としてはすごく下がったという認識を持っています。

ただし、末端の平均価格は変わっていないということです。

２１年産がスタートし苦労した点は、相対価格は提示されてはいましたが、価格の

指標性がよくわからなかったということです。コメ価格センターの入札も今はない状

況ですし、お米の公的な価格がなく、今後どうしていくかが問題だと思います。

また、同じ米の中でも安心・安全、トレサ、検査等、いわゆる系統からでてくる安

心・安全を保証している米とそうでない米とは、ほぼ同列に扱われている現状があり、

今後は両者をいかに区分していくのかが大事になってくると思います。それから、検

査を受けているコシヒカリと未検査のコシヒカリは同じコシヒカリでも品質的な違い

がありますので、この辺をどのように区別化していくのかが課題だと思っております。

こういう部分が克服されなければ、出来秋に未検査米や産地直売米等流通ルートが短

い米が先に市場に出回り、１年間の米価を引き下げている要因の１つになります。こ

のような出来秋の安い米をなんとかしなければ、我々も米価を上げることができない

と感じております。

（全農川崎氏）ここに参集しているメンバーの皆様は、直接的・間接的なお客様ばかりな

ので、まずは御礼を言いたいと思います。我々は生産者団体ですから、１円でも高く

売るというのが仕事です。ここ１９、２０、２１年産の３年を振り返ってみますと、

消費量自体が減ってきていることはあるんですが、流通自体が大きく変動しており、

毎年同じようなことはなく、そのことが流通面で色んな影響を及ぼしているという感

じがします。特に２１年産については、皆さんもご案内のとおり、出荷ベースでは苦

戦をしている状況です。なんとか、ここ２月から４月くらいになってやっと我々系統
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の米の出番ということになって、出荷進度自体もだいぶ回復してきていますが、前半

はだいぶ苦労したというのが率直な気持ちであります。そういうふうな観点から、過

去何年かの取組みを振り返ってみますと、生産現場と農協との間でも、昔は共同計算

で米を集めて売っているというのが大体でしたが、今はそれがだいぶ変わってきてい

るということをお話ししたいと思います。

現在も共同計算での販売が多いんですけれども、委託品でも共計でないもの、ある

いは買取りであるもの等の集荷でのウェイトが高くなってきております。なぜかとい

うと、販売先や 終実需との結びつきがどんどんでてきておりまして、集荷手法自体

も変わらざるを得ないし、各地の農協さん自体も大きくなってきているので、１つの

やり方だけでは対応できないということを我々もわかってきており、いろいろなこと

をやらせてもらっているところです。そのような中で、安全・安心はもちろんですけ

れども、今度のトレサは法律があるないに関わらず、極めて大事になってきていると

いうことがはっきりしています。

我々自体も玄米の供給がメインですけれども、今言ったことから考えますと、もち

ろん、卸さんを通してということが主な流通にはなりますけれども、その先の実需者

さんとの関係をどうするかということを意識して、仕事をしないとなかなかうまくい

かないということが相当はっきりしているわけです。現実には、そういう取引の流れ

は相当多く行われており、一方、流通段階で色々な人がおり、その全ての人の利害が

全部合致するかはなかなか難しいとは思いますけれども、それはそれとしていろんな

取組みをしていかなければならないと思っております。

あと、横道にそれるかもしれませんが、全体の米の政策ということから言いますと、

主食用米自体の需要は残念ながら減っています。そうなると、流通規制がほとんどな

いので、どういうルートで販売するかはそれぞれの自由でいいとは思うんですが、逆

に言うと、それ以外の例えば水田の活用、今年でいう水田利活用事業の評価について

は、今後きっちりしていくということがあれば、逆に主食用米がしっかり流通するこ

とにもなるんじゃないのかなという意識を持っております。生産現場もそこのところ

がないと、どういうふうに水田を活用するかという展望が見出せないということにな

ると思います。

また、課題としては、難しいことですし、業界の問題でもありますが、ふるい下の

問題、精米の品位の問題等を含めて検討していかないと、業界の改善、流通全体の適

正化という言葉がいいかわかりませんが、業界全体がうまくいかなくなるのではと思

っています。

後に、少なくとも１つ、我々も以前のような一本調子でやっているわけではなく、
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関係者の皆さんと相談させてもらいながらやらせていただいているということをご理

解願いたいと思います。

（ホクレン箱石氏）北海道の取組というのは、時代、需要に見合った米づくり、売れる米

づくりを目指して取り組んできております。共計共販というものを主軸に、共計全体

で良い米をつくるといったことに誘導するような視点でやってきておりますし、年間

を通してお客様に計画的に安定供給する観点からも、共計というものをきちっと取組

ませていただいております。

また、販売におきましてもお客様と卸さんと連携して、いわゆる“播種前契約”と

いうことで、お米の種をまくとき、今年で言えば２２年産の作付け時に契約を行うと

いうことを平成１９年から進めてきており、年々拡大してきております。産地側から

もお客様の顔が見えますし、少しでも良い米をつくりたい、供給責任という意識も生

産者の中で少しずつ醸成してきております。お客様からも安定的に供給できるという

評価をいただいており、年々拡大してきております。昨年も全体で約３８万トンのう

ち、播種前の段階で約９万トンほど契約をいただいてきたということでやってきまし

た。

ただ、２２年産の播種前契約ですが、今現在、産地における再生産価格と昨年の販

売価格を意識しながら、価格提案をさせていただいておりますが、２２年産の出来秋

の価格が不透明ということもあって、現時点で昨年の９トンに対して２千トンほどで

あり、お客様の方も今の時点で価格まで決めて契約をするのに躊躇されており、厳し

い状況になってきております。その中で、我々も価格は市場実勢で決まるが、生産者

の再生産価格とお客様の望まれる価格のバランスが必要になってくるのではないかと

思います。

なお、現在の状況からしますと、マーケットに流れる情報はどうも価格を下げるも

のしか流れていない気がします。入り口対策、いわゆる全国で５万ヘクタールの過剰

作付けをなくすため、水田利活用事業等をやっていただいているのですが、なかなか

即効性があるようなものでもなく、過剰感が引き続きあるということ、また、出口対

策、いわゆる過剰米対策、集荷円滑化対策をやらないということがマーケットに流れ

ますと、過剰米が発生した場合どうなってしまうんだろうという感覚が米の価格を下

げる要因になっておりますし、２２年産の出来秋時に、２１年産米が３０万トン、４０

万トン持ち越されるのではないかという不安が市場全体に及んでおり、そういう状況

が私どもの播種前契約にも影響を与えているのではないかと思っております。価格が

下がっても消費が拡大していれば一部理解できるところもあるのですが、そうなって
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はおらず、価格の下げが米より小麦等の方が強く、なかなか米の消費拡大も進んでい

かないということもあって先々が心配だと感じております。

（稲経佐藤氏）生産現場としては戸別所得補償の方向性について非常に評価をしているつ

もりでございます。どのようになるかというのは今年１年過ぎてみないと分からない

ところがあるのですが、恒常的なコスト割れしていた部分に補てんをいただく、その

部分において農業が活性化するように進んでいただければ本当にありがたいと感じて

います。ただ問題なのは、今、流通関係の方々がおっしゃったように、消費現場が安

価な物にシフトしていること、それを我々が一番懸念しております。安価な物へのシ

フトが我々の生産するものに転嫁される。いわゆる、値下げをされるようなことにな

ると、せっかく戸別所得補償をいただいても、効果は非常に出にくいのではないかと

考えております。経営体として考えると、 後の締めくくりは「納税」という格好が

一番適当なのではないかと。全ての方々が納税があるわけではなく、経営・販売に努

力した方々の経営が黒字化して、課税が発生し、納税される、という循環の姿が望ま

しいと思います。是非、そういった方向性でご検討いただければと考えています。た

だ、今回の戸別所得補償の中で、１０アールあたり１５，０００円の支援の中身につ

いて、今年１年かけていただいて、その１５，０００円が妥当な水準かどうかという

ことを見ていただければありがたいと思います。高い・安いの論点で発言してるつも

りではございません。やはり国の税金をいただくわけですので、我々も国民のために

使えるような、 終的に「納税」という格好で使えるような姿が 終的にとれれば良

いなと考えております。

（全米菓松本氏）加工用米業界の代表ということでお話をさせていただきます。お菓子の

世界・市場というのは２兆４千億円の市場規模があります。その中で米菓は２千４００

億円ですから、お菓子の市場で約１割の地位を占めています。我々が使っているお米

の数量は、だいたい、うるちで１０万トン、もちで６万トン、その他の原料で６万ト

ン、計２２万トンのお米を使っております。お菓子の原料の中で、お米は一番高い原

料ですから、できるだけ安い原料のお米を使いたいということで、特定米穀・加工用

米・ＭＡ米であるとか、もっと安い米粉調製品といった原料を使いながら営業をして

おります。ところが、主食用の作付けが減ってまいりますと、当然、特定米穀の発生

数量も減ってきますから、ＭＡ米をだんだん使用するようになってきました。過去の

実績を見ますと、全国米菓で取り扱っているＭＡ米の数量が もピークの時は６万３

千トンです。しかし、一昨年、事故米の事件が起きまして、その影響もあって昨年の
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実績は３万５千トンになったという状況でございます。昨年の４月に米のトレサ法が

できまして、来年の７月から原料原産地表示が義務付けられることになってまいりま

すと、国産への需要が再び高まっていくのではないかと見通しています。これまでに

比較的安定していた加工用米の供給というのが、３年前は１万３千トン、２年前が１

万１千トン、去年が８千６００トン、と年々取り扱う加工用米の数量が減っていたの

で、非常に危機感をもっておりました。今回、水田利活用自給力向上事業が導入され

たものですから、全国流通ではなく、地域流通の加工用米が取り扱えないか、各方面

と調整をして事業を進めております。全国流通につきましては約３千トンの見通しが

たっており、また、地域流通は約９千トンの見通しがたっておりまして、３年前の水

準にもどってきているのかなと考えております。そういった中で我々は米の原料の価

格を見ているのですが、ＭＡの価格が１１５円位で、主に使っている特定米穀の価格

が１２０円位でございます。今、全国流通しています加工用米の価格は１キロ１６０

円でございます。当初は２１０円から２３０円ということでございましたので、我々

は１８０円でこれを仕立てようということで、現場では「１俵８千円の米を作ってい

ただけませんか」と農家の方と交渉いたしました。８千円だと、大体１８０円くらい

が仕立ての米になるわけです。しかし、この価格ではなかなか食いつきが悪いという

のが実情でございました。これが１６０円となりましたら、かなり需要が起こりまし

たし、１４０円くらいの水準となればさらに需要の高まりがあるのではないかと見て

いるところでございます。今、菓子の世界の中で言うと、麦の価格が昨年の４月に１４

．８％引き下げられて、１０月に２３％引き下げられて、今年の４月に５％引き下げ

られました。１キロ７６円くらいの麦の価格が４０円台になるということになれば、

製品価格にも当然転嫁されるわけですから、価格の引き下げが起こるわけです。菓子

の世界でも需要が増加している、と。米菓の世界はここ４年連続増加してきたのです

が、残念ながら昨年はマイナス１．５％というような生産量となっています。今年の４

月、５月というのは好調な販売となっておりますので、これが続けば、我々の産業で

も明るい話題になるのではないかと期待しております。以上でございます。

（山崎製パン荘治氏）今お話がありましたように私どもの会社では米というよりも米粉に

したものを加工して、製品にさせていただいています。ご存知のとおり、団子・大福

等に米粉を使っております。新規需要というような考え方をした時に、いかに小麦粉

に代えて米粉を使うかということになろうかと思うのですが、以前よりも製粉技術が

上がってきており、小麦粉と同等の粒度まで作ることができるようになってきており

ます。使い勝手とすれば以前に比べたらはるかに良くなってきています。私どもの工
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場のなかでも新潟や安城、岡山、熊本の工場では、それぞれの地域で採れる米の米粉

を使って製品化し、市場に出してきたパンがいくつかありますが、思うような売り上

げになっていません。私どもの米粉を小麦粉に代えて使う技術そものものが確立して

いない、技術を持っていないということももしかしたらあるのかもしれませんが、現

実的に日本全国に展開しているパンは残念ながら今は食パン１品種しかありません。

つい 近始めたわけではなく、数年前よりやってきています。いろんなパンに米粉を

使ってるのですが、日本全国に展開しても長続きしない。我々の会社はホールセール

という販売形態をとりますので、作った翌日に店頭に並んでいます。お客様はその製

品を買われて、当日か翌日かさらにその翌日に食べていただいているのですが、その

時のパンにどんな特徴が持たれて、それがどれだけお客様のニーズに合った製品にな

るかということですが、今は柔らかい製品が売れています。パンにしても柔らかさを

追求したパンが大変売れています。米粉を使った製品は硬くなりやすいというのが間

違いない特性としてあります。したがって、米粉を使った製品は日が過ぎると、どん

どん硬くなりますので、ホールセールのパンに米粉を利用するというのは、まだ技術

的に問題が残されています。小麦に代えて米粉を使うということを考えた時に、米粉

を使わないと出てこない特徴、使うことによって製品にプラスになる特徴がなければ、

現実的には使いません。実際、硬くなってしまうというような製品的な欠点、価格が

小麦粉の２倍くらいするという抵抗感があって、山崎製パンの中では、各地域で取組

はしていますが、なかなか全国的な展開になりづらいということであります。

（村井計画課長）ありがとうございます。今日ご出席のメンバーの皆様に一通りご意見情

報提供をいただきました。

ここで戸別所得補償モデル対策の 新状況ということで、生産局の別所の方からお

話をさせていただきます。

（別所農業生産支援課長）私の方から戸別所得補償の実施に向けた加入の状況についてご

説明させていただきます。資料２の一番 後のページに県別の加入申請状況の４月３０

日現在の数字をご覧いただきますと県別に相当ばらつきがあります。正直に申し上げ

まして、４月３０日の数字をもって、現時点で評価をするというのは適当ではないと

思います。例えばゼロ件から数件といった県において、申請が見込まれないかという

ことではなく、計画的に生産者の方全戸に申請書なり営農計画書を配布して、５月末

から６月にかけて、計画的な出荷に向けた動きの中で一括して回収していくという取

組をする県もありますので、現段階で１５万件を評価するということはあまりできま
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せん。１ヶ月ごとにこれからも申請状況を出していこうかと考えておりますけれども、

そういった数字だということをご理解いただきたいと思います。全国の農政局・農政

事務所におきまして、１万回以上の説明会を開催し、延べ約４０万人の方に参加して

いただきましたが、日々その数字は伸びております。特にこれまで生産調整に参加さ

れてこられなかった方の多い地域等を重点にそういった活動を行っておりスポット的

ではありますがかなり手ごたえもでてきております。大潟村の参加率も非常に高いも

のが見込まれるという状況でございます。別な地域でも、例えば、数百戸の地域で非

参加農家の方々に戸別訪問して、意向を一つ一つお尋ねしていくと、８割くらいの方

が「そういうことであれば参加してみようかな」という反応が返ってきているところ

がございます。特に、新規需要米や飼料用米など米を使った需給調整にもかなり関心

が高まっています。現段階ではまだ地域的な動きですが、そういった動きがさらにこ

の推進活動の中で広がっていくものと考えております。

（針原総括審議官）非常に分断された個別の情報が文字やネットで飛び込んでくるという

状況にあって、本日肉声をお聞きして非常に勉強になりました。その中でいろんなベ

クトルの違った情報があったかと思います。ここに来て、火がついて少し売上が伸び

てきているというご発言があって、それとは少し逆のご発言もあって、これからどう

見通すのかというところについて、これはかなり、違った立場のご発言だったと思い

ますが、何か追加して聞かせていただけるようなことがあればお願いします。

（神明吉川氏）確かに出荷数量は３月、４月で結構増えています。ただ、先行きを見た場

合、２１年産について、「たくさん買いましょうか」「たくさん契約しておきましょう

か」という感じではありません。全農さんの方にはたくさん在庫があると聞いてます

が、流通在庫が少ないので２０年産のように価格は下がるのかなという思いがありま

す。現状の価格を維持していくためには、この２１年産を流通段階にたくさん残さな

いような対策を考えていただきたいというのが正直なところでございます。もうひと

つは、ホクレンさんからもお話があったのですが、生産者の方は生産費のところを補

償してもらえますが、流通段階では販売の指標となる基準価格がありません。そうい

った流通業界の事情も考慮し、適正な価格形成についての検討を行っていただきたい

と思います。原価があって、流通コスト・販売コストがあるわけなので、そういうと

ころも検討していただく必要があると思います。販売価格が下がっても、生産者の方

は補償されるわけですから、どのような販売価格になってもかまわない、と誤解しか

ねません。そこは今後ご検討いただくひとつかなと思います。
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（稲経佐藤氏）平成１６年に始まりました新しい米政策のおかげで、現場はさまざまな生

産の工夫、販売の工夫、制度の工夫等、ものすごく動きつつあります。ただ残念なが

ら、県によってはそのような方向に行っていない県もあります。私ども新潟県でもそ

うじゃないところもあります。ただ、その中でも核となっている部分については、非

常に意欲的に動きつつあります。先ほど米菓工業協同組合の方からお話がありました

ように、新潟県でも加工業界の部分で非常に動きがありまして、かなりの量が「直接

契約」という格好でまとまりつつあります。流れが変わってきている部分でございま

すので、もう少し制度を修正しながら進んでいっていただければと思います。もう１

点、戸別所得補償を受けることで、生産現場はどのように変わるのかという部分で、

本来もうやめても良いような人は早くやめて欲しいですが、そういう方に限ってエネ

ルギッシュですし、持久力は非常にあるんです。そういう方々を排除するということ

は我々はできるわけではないので、そういう方々と上手にお付き合いしながら、集落

をまとめるようなアクションを起こしていかなければならないだろうと感じておりま

す。先ほど別所課長から加入状況のお話がありましたが、私も以前、山口参事官と意

見交換をさせていただいた中で、新潟の状況が非常に悪いので「どうなっているのか」

というお話がありました。私どもの協議会に電話をして状況を把握させていただきま

したら、申請書と確認作業のための書類が必要だということで、確認作業のシステム

作りに入ってるところでした。ですから、今月の末から６月上旬までにはそれが出来

上がって、いっせいに申請書があがってくるような、そんな状況を聞いております。

ですから、先ほど課長がおっしゃったように、悲観的な数字ではなくて、今後どんど

ん積み増されていくものと想定しておりますし、我々と関わっております、いわゆる

昨年まで非協力者だった方の意欲・意識も非常にあります。皆さんは加工用米、新規

需要米、米粉にシフトしたいと言っているんですが、そちらの需要は残念ながらまだ

まだ活発ではないために、そこの受け入れがなかなかうまくいっていないというのを、

我々も現場で感じております。是非、その辺も何らかの形で改良していただければあ

りがたいと感じております。

（ヤマタネ小堀氏）本日のテーマは戸別所得補償にからむ不適切な取引ということですよ

ね。当社の方には現在、そういった事例は届いておりません。強制的な値下げの要請

だとかは一切ありません。今後もないとは思います。ただ、違った目線で考えると、

今、よく言われるように需給バランスが非常にアンバランスになっています。なりつ

つあります。この辺を解消しないと、民民での話であるにせよ、価格は下落傾向とい
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うことで間違いないと思います。やはりそこは避けて通れないとは思います。戸別所

得補償の趣旨も分かりますけれども、違った土俵で、そういう感じが進んでいくのか

なと思います。２１年産がここまで乱れた価格だったというのは、２０年産の影響が

大きかったのかなと考えております。それをそのまま引きずって２１年産の影響は２２

年産へ、さらに大きくなるだろうと予想がつきます。対応策は我々卸売業者としてみ

ればあります。常に身軽になっておく、と。さらに、実需者様と打ち合わせの上、価

格決めをすれば良いのですが、価格は下に下に行く傾向にあるんだろうと思います。

ここはなんとかならないんですかね、というのが現実問題。やはり２１年産は大問題

だと思います。もう一つ、今、あぜ道キャラバンをやられてますよね。生産者への認

知活動はやられてると思いますが、我々消費地への認知活動は目にしない、要は消費

者は知らない。聞かれれば我々は極力答えるんですけれども。その辺のところもお願

いします。

（村井計画課長）ありがとうございます。さきほど木徳の山本さんから、小麦へのシフト

のお話があったかと思います。イオンの安藤様、米と他の商品の代替となっている動

き、補完になっているところはございますか。

（イオン安藤氏）米の動きが、小麦や麺に比べると悪いのは確かですが、悪くなった分す

べてが、小麦や麺にシフトしているという感じではない気がします。

（針原総括審議官）

先ほど、出口対策の事を何人かの方がおっしゃってましたが、この政策は出口対策

をすると、米に補助金をつける意味というのが、極めて曖昧になってしまいます。経

営として参加するかどうかというのは、セーフティーネットに参加するという出口対

策をやらないということを宣言した上で、加入申請をやっているわけです。ここは、

政権としてこのような選択になったと。冒頭、自分たちも含めて発想を変えないとい

けないというのは、そこだと思います。国民の皆様に「こういう政策なんだ」と、あ

る意味明確にお示しして、予算をつけていただき、国会で審議させていただいて、加

入申請をしていただいた、とそういうことなんです。逆に言うと「どうせ農水省は価

格が下がったら耐えられないから何かやるぞ」と現場の方は思っておられたので、「生

産調整に参加しなくても大丈夫ですよ」ということで参加されなくて、どんどん過剰

米が発生して、その時に良かれと思ってやったことが、長期的には報われない、お金

だけが出て行くという結果になってしまった、と。今回はいろんな方が入っていただ
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いてるということは、そういう前提で入っていただいているので、その方たちに対し

て不誠実にならないためにも、そこは踏ん張りどころだろうと。そのために変動部分

も用意したわけです。この情報交換会は価格をどうのこうのする会ではなくて、あく

までも価格は需給に応じて決まるわけですから、そういうことを前提にして、ただ、

制度の趣旨が伝わらなかったり、状況が分断されて、思惑が働いたりすることがない

ようにということで、不適切な取引がないように、あくまでも政府の意思をきちんと

理解されたうえで、経営判断をそれぞれの方でやっていただくということで、ご理解

いただければと思います。

（山口参事官）

先ほど神明さんからお話がありました、「原価があって流通コストがあって価格が決

まる」という話でありましたが、戸別所得補償制度で補償することに関しては、当然

原価ということを考えて、それをある程度、一定の所得が得られる程度まで補償する

という考え方でございます。生産に要する費用と販売額の差について補てんするとい

うことで交付金額を算出しているわけでございますので、そこをどんどん下げればい

いという発想に生産者や生産者団体がなるということは我々は想定していないわけで

ございます。また、変動部分が出るから、いくら下げても良いという誤解があるのか

も知れませんが、これについても、あくまで全国平均の価格で補てん額を算出します

ので、個々の契約でもって、価格を下げた部分がそのまま補てんされるというわけで

はありません。契約にあたっても生産者団体の方々はこのことはよくお分かりになっ

ていると思いますが、流通段階でもご理解いただければと思います。

（村井計画課長）ありがとうございます。そろそろ予定の時間となっております。何かご

ざいましたら承りますけどもいかがでしょうか。

〔発言者なし〕

〔荒川食糧部長の挨拶後、閉会〕

－以上－


