
第２回米の流通に関する情報交換会議事概要 

 

【日 時】平成２２年６月２１日（月）１３：３０～１４：３０ 

【場 所】農林水産省本館７階第３特別会議室 

【出席者】メ ン バ ー     ：別記参照 

農林水産省：荒川食糧部長、村井計画課長、別所農業生産支援課長、  

前島需給調整対策室長、福田戸別所得補償制度チーム室

長 

 

 

（村井計画課長）ただ今から第２回米の流通に関する情報交換会を開催いた

します。ご出席の皆様方におかれましては、ご多忙の中、お集まりいた

だき誠にありがとうございます。この会議につきましては、公開という

形で進めさせていただくということ、それからこの場でいただいたご意

見等につきましては、とりまとめるということは考えておりませんけれ

ども、資料なり議事の概要につきましては、当省のホームページにおい

て公開させていただくという取扱にさせていただきますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

   それではまず、出席者の確認でございますけれども、本日は、イオン

リテールの安藤様におかれましては、ご欠席というご連絡をいただいて

おります。よろしくお願い申し上げます。それから、農林水産省からは、

食糧部長の荒川、生産局農業生産支援課長の別所、戸別所得補償制度推

進チーム室長の福田が参加しておりますので、ご質問等あれば、対応さ

せていただきたいと存じます。それではまず開会に先立ちまして、食糧

部長の荒川からご挨拶申し上げます。 

 

（荒川食糧部長）食糧部長の荒川でございます。本日も皆様方お忙しいとこ

ろ、お集まりいただき、誠にありがとうございます。前回、お集まりい

ただきまして、ご議論いただきました後、ほぼ１ヶ月が経過したという

状況でございます。この間、当然ながら、日々米の流通は行われている

わけでありまして、皆様方のこの間のいろいろなお話を改めてお伺いさ

せていただくこと、それから川上から川下にいたるまで、皆様方のご意

見をそれぞれのところで共有していただくということにこの会合の意義

があると思っておりますので、本日もよろしくお願いいたします。前回

の交換会の後、一部の報道で、今の状況が大変厳しい、このままいくと
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価格なり物の流れというものに大変厳しいものがあるという論調の報道

が出たのはご案内のとおりかと存じます。さらに生産者団体の皆様方か

らはこれと呼応するかのように、これも大変大きな取扱になりましたけ

れども、価格なり在庫の状況が厳しいということを前提とした政策の提

言がなされているというような状況でございます。私どもは価格水準が

どうこうということにつきまして、ものを申し上げる立場にはありませ

んし、またそれは非常に困難であると思っています。皆様ご案内のとお

り、価格は基本的に需給で決まるわけでございますが、需給に加えて社

会経済全体の動向ですとか、将来の不安なり展望といったものにも影響

されるわけでございますし、米に関しましては、まさに今、作付けされ

ている米の動向、モデル事業の動向なり、今年の作柄状況の動向にも影

響されるわけでございまして、そういうものについて予断を持って、私

どもがどうこうというのはいかがかなというように思っております。従

いまして、私どもがなかなか根拠を見出し難い数字を前提に川上の皆様

方がいろいろな議論を行うということについて、コメ流通に取り組んで

いる皆様に大きな影響があるのではないか、特に６月３０日の加入締切

に向けて、モデル事業の 終的な加入促進の追い込みをやっている状況

の中で、まさにこれから 終経営判断をしようとしておられる生産者の

皆様を含め、あのような数字なりデータが与える影響は非常に大きいだ

ろうと、心配しているところであります。私どもが今出来ることは、モ

デル事業への加入促進の追い込みをかけることです。本省・地方局とも

に組織をあげて、あるいは生産者団体の皆様方、出荷取扱業者の皆様方、

販売段階の皆様方と連携しながら、何とかモデル事業への取組を進め、

成果をあげていくことが需給動向なりひいては価格面へもよい影響があ

るのではないかと思って加入促進の取組を進めているところでございま

すので、皆様方にも是非、協力していただきたいと思っております。本

日は、５月末の加入状況に加え、私どもでなんとか定量的なデータが少

しでも出でもせないかということで知恵を絞って資料を用意しました。

そういったデータをこれからご説明させていただきたいと思っておりま

す。その上でそれぞれの皆様方から、忌憚のないご意見を頂戴して、意

識の共有ということで進めさせていただきたいと思っております。本日

もよろしくお願い申し上げます。 

 

（村井計画課長）それでは早速、中身の方に入っていきたいと思います。本

日、お手元の方には、議事次第、メンバー表、座席表の他に、第２回米

- 2 -



の流通に関する情報交換会資料ということで資料１から資料６まで配布

させていただいております。ご確認いただければと思います。それでは、

まず用意させていただきました資料につきまして、役所の方から説明さ

せていただいた後で、フリーディスカッションという形で皆さんから忌

憚のない意見なり情報提供をいただければと考えております。資料の説

明につきましては、資料の番号順に沿って対応させていただきたいと思

います。まず、資料１につきまして、農業生産支援課の別所課長の方か

ら説明させていただいた後、資料２以降につきましては、私の方から説

明させていただきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

（別所農業生産支援課長）農業生産支援課長の別所でございます。私の方か

らは１ページ目の資料１についてご説明申し上げます。戸別所得補償モ

デル対策の加入申請状況（速報値）ということで、前回、４月末現在の

数値を提出させていただきましたが、今回は５月末現在の加入申請件数

をここにお出ししております。全国合計で５４万６千件余ということで、

４月末現在が約１５万件ということでございましたので、約４０万件ほ

どこの１ヶ月間で申請をいただいているという状況であります。県別に

ご覧いただきますとやはり、前回も県によってかなりばらつきがありま

したが、今回もそういった傾向があるということがございます。例えば、

北陸の石川・福井、そういった米の主産県などで数値が少ないというこ

とがございますけれども、これらの県はもともと生産調整にほとんどの

農家の方が参加されているという地域でございますが、６月に組織的に

一斉に加入申請書を回収するということで、 後の段階できちっと積み

上がってくるということが想定される地域でございます。そういうこと

を考えあわせますと、加入申請についてはおおむね順調に推移している

のかなというように私ども考えております。 

   これが需給調整にどういう影響があるかどうかという点でございます

けど、現段階であまりきちんとした定量的なことを申し上げられる段階

にはございませんが、定性的なところで若干、説明をさせていただきま

す。今回、米モデル対策については、基本的に水稲への助成については

水稲共済加入農家ということを原則に推進しております。水稲共済に加

入されている農家数というのは、昨年の場合、数値を精査すると、１７

６万戸の加入件数があったというように整理しております。一方で、そ

の方々が全員、需給調整に参加していたかというと、そうではなく、い

わゆる営農計画書をしっかり出して、需給調整への参加をきちんと表明
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されていた方は、実は７割ほどでございまして、全国で約１２０万戸程

度と、私どもで推計しております。 

   そういう意味では、こういった需給調整に参加される農家の方々が、

今後、どのような数となってくるか、需給調整参加農家数がきちんと確

保されるかどうかが一つのポイントかなと考えておりますので、昨年、

需給調整に参加されてこなかった農家の方には、農政事務所などの組織

を中心に戸別に訪問させていただいたり、あるいはお手紙を出したり、

お電話をさせていただいたりということを通じ、きちんと情報をそうい

った農家の方々にお伝えし、加入をお勧めするということを組織的に展

開しておるところでございます。 

   そういった中で、若干の手応えも出てきておりますので、少し例示的

にご説明いたします。まず、北海道ですけれど、北海道はもともと需給

調整がかなりきちっとなされているのですが、やはり北海道西部の方で

参加されない方が多いという地域もございました。そういった百数十戸

の非参加者が固まっている地域で戸別の推進活動いたしましたところ、

約９割の方から参加の意向が示されているという事例がございます。そ

れから、例えば、規模の小さい方が多い和歌山県のある市町村では、申

請書がまだ出ていないという方に個別にお尋ねしたところ、８割は出し

ますというような加入意向が出されているとか、あるいは九州のある市

町村においては、昨年の水稲共済加入者数を２割以上上回る加入申請が

既に積み上がっているという事例もございます。大潟村の参加意向が８

５％に達しているというお話は前回させていただいたとおりなんですけ

れども、先日、秋田県知事が議会で、県内においては対象となる農家の

ほとんどが参加するであろうという答弁をされているというニュースも

出ておりました。なかなか、全国での定量的な情勢というのは、把握す

るには至っていないんですけど、こういった重点的に推進している地域

では、昨年まで需給調整に参加していなかった方も今回の対策というも

のを評価し、それであれば入ってみようかという方がかなり出てきてい

るというのが、地域的な情報として得られてきているという段階でござ

います。そういったことから考えれば、今の段階であまり決めつけたこ

とは申し上げられませんけれども、需給調整に対してポジティブな傾向

がこの新対策によって出てくるのではないかという期待をしているとこ

ろでございます。私の方からは以上です。 

 

（村井計画課長）続きまして、資料２以降につきまして、私の方から説明さ
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せていただきたいと思います。まず、「資料２ 全国の需給調整の取組状

況の推移」ということで、１６年産から２１年産までのデータを添付さ

せていただいております。あえてこの時期にこの資料を出させていただ

いた趣旨ですが、今年に限らずここ数年、どちらかというと米の過剰傾

向が毎年秋になると強調されるというような状況にあるのかなと考えて

いるのですが、この資料にあるように基本的には、生産過剰が一番大き

な原因であるとわれわれ認識しているところでございます。この資料の

中で数字を掲載していないんですけれども、毎年、農林水産大臣が策定

いたします食糧法に基づく基本指針の中で、需要実績という数字を出し

ております。現時点で出ている需要実績としては、２０年産までの数字

がすでに出ているのですけれども、口頭で恐縮ですが、例えば１６年産

で申しますと需要実績は８６５万４千トン。ここで年産といっておりま

すが、１６年で言えば、１６年７月から１７年の６月までの需要実績と

いうことになります。１７年産については８５１万７千トン、１８年産

について言えば、８３７万５千トン、１９年産について言えば、８５４

万５千トン、２０年産で申しますと、８２３万６千トンというのが、実

績の数字になっております。見通しと実際の目標数量の設定はその年に

よっていろいろな要素が絡みますので、いろいろな評価があるかと思い

ますけど、結果としては、１６年から２０年についていえば、目標数量

というのは需要実績を下回っているということでありまして、逆にその

目標どおりであれば締まりすぎていたという年もあるのかもしれません

が、現実問題として、今申し上げましたとおり、過剰作付けがあるとい

う中で、需要実績を上回るような生産量になっている年が多いという状

況になっているのかなというふうに考えられるわけです。こういった意

味で今、別所課長の方から話がありました、２２年産について言えば、

モデル対策の加入促進によってこの目標数量にいかに近づくかというこ

とが、秋以降の需給状況を見る上で大変重要なファクターになるという

ことが言えるのではないかと考えておりますので、ご参考にしていただ

ければと思います。 

   続きまして、資料３でございます。前回も３月までのデータというこ

とで、出させていただきました２１年産米の相対取引価格でございます。

取りまとめの関係で２ヶ月くらい前の数字ということになってしまいま

すけど、今回、４月のデータを提供させていただいております。全銘柄

平均で６０キログラム当たり１４,３８３円ということで、前年比９４％

の水準ということになっております。３月から若干の下げということに
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なっておりますけど、３月から４月にかけてそれほど極端な下げには至

っていないということで、ご理解いただけるかなと思っております。た

だ、もちろん銘柄によってばらつきがございます。５ページの方で２１

年産米の相対取引価格の推移、４ページの方で２０年産米の銘柄ごとの

相対取引価格の推移ということで、グラフを添付させていただいており

ます。確かに２０年産に比べると銘柄によっては少し下げているという

ような銘柄があることが見て取れますけれども、全体で申しますと今申

しましたような状況になっているのかなと考えているところでございま

す。 

   続きまして、資料４でございます。今回、米の届出業者の月末在庫の

推移ということで、この資料を添付させていただきました。前回、ご要

望があったということで出させていただきましたが、実はこういった月

ごとのデータはこれまで出しておりませんでした。関係の皆さんにはご

案内のことかと思いますけれども、このデータにつきましては、２０年

８月からいわゆる報告徴収という形でデータをいただいているところで

ございます。ただ、われわれ毎年の基本指針を作る際は、６月末在庫の

数字を一つの基準として、数字を作っているわけでございますけれど、

その６月末在庫の調査と少し対象業者さんの範囲でベースが違うという

ことがございます。それから毎月、業者さんの方にご負担をいただいて、

こういう数字をいただいているということもありまして、毎回、正確な

数字を確定するのに時間がかかる、修正報告という形で上がってくるこ

とも経験上多いということもあって、なかなか正確なデータとして毎月

提供させていただくのが難しいのかなということで、これまで公表して

おりませんでした。ただ、前回もご要望がありましたので、取りあえず

今の段階で、速報値という形でお出しさせていただいたということであ

ります。従いまして、場合によってはこの数字が修正されるということ

もありうべしということを前提にご理解を賜ればと思います。 

   今の段階でわれわれ掴んでいる数字はこのような状況になっておりま

す。 ご覧いただいてわかりますように、まず出荷段階のところで見ると、

やはり５月の数字でみると昨年よりも２万４千トン多いという状況にな

っております。下の注の２にありますように、出荷段階で報告をお願い

している対象者としては、米穀の出荷の事業を行う者であって、年間の

玄米取扱数量が５００トン以上の事業者ということになっております。

４月を見ると１４万７千トン増ということになっておりましたので、４

月から５月にかけて数字が減っているという状況になっております。一
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方、販売段階の方は販売の事業を行っている事業者さんで年間の玄米取

扱数量が４,０００トン以上の事業者からご報告いただいている数字を

取りまとめたものということになるんですけれども、販売段階で見ると、

昨年の５月との対比で言うと、マイナス６万１千トンというような状況

になっております。今年の１月以降、販売段階での在庫の推移としては

前年を下回るような状況になっているというのが、今段階でわれわれの

方が掴んでいるところでございます。今申しましたとおり、基本指針の

中でわれわれが取りまとめて出すという数字は少しベースが違うところ

がありますので、単純比較が出来ない部分もあるんですけれども、ただ、

今申しましたように出荷・販売トータルで考えてみた場合に、この数字

を見る限り、一昨年と比べて、それほど極端に在庫が増えているんだろ

うかという状況になっているということでございます。こういった資料

を継続して出してほしいという要望も出てくるかもわかりませんけれど

も、今申しましたとおり、毎月業者さんにかなりご負担をいただいてい

るというようなこと、われわれとしても米トレサなど新しい行政需要に

対応していかなくてはいけないという中で、今後、調査事業をどうする

かということをいろいろ考えていかなくてはならないということもござ

います。関係の方面からいろいろ声をいただきながら、これから考えて

いかなくてはいかないということで、ご理解を賜ればというように思っ

ております。 

   続きまして、資料５でございます。２２年産水稲の生育状況というこ

とで、 終的に農林水産省としての正式な生育状況のデータということ

になりますと統計部の方が取りまとめをいたします作況ということにな

るわけでございますけれども、現時点でお出しすることができるという

ような段階ではございません。そういった中で、今日の資料５につきま

しては、下の注のところにございますけれども、農政局なり農政事務所

を通じまして、各都道府県の公表資料あるいは県の職員の担当の方から、

いろんな情報を聞き取りさせていただいて、それを基に作成したもので

ある、そういった性格のものであるということで、ご理解をいただきた

いと思います。そういった中で、主な産地ということで、北海道、青森、

岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、福井について、そ

れぞれ生育ステージそれから平年に比べて今どういった状況にあるか、

あるいは特記事項ということで整理させていただいております。道県の

ところのカッコのところに月日が入っておりますが、その日を基準に情

報をいただいているということでございます。従いまして、当然６月１
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日なり５月末に聞いたところは、その後の天候によって変わっているこ

とがありうべしということでご理解を賜りたいと思うんですけれども、

４月までの天候が不順であったということもあって、少し遅れ気味とい

うような状況でございます。ここのところ少し気温が上がっているよう

ですが、こういった状況がどういうふうに反映されていくのかというこ

ともあろうかと思います。こういった情報についても参考にしていただ

ければというふうに考えております。 

   それから 後、資料６に気象庁の３ヶ月予報の資料を添付させていた

だきました。この３ヶ月予報につきましては、関係の皆様はご案内のこ

とかと思いますので、説明は省略させていただきます。３ヶ月予報は月

に１回の発表ということでございます。６月は６月２４日に予定されて

いるということで、前回発表のあった５月下旬からこの１ヶ月の間にど

ういうふうに変わっていくのかということもあろうかと思いますけれど

も、梅雨入りが遅れたということ、またその梅雨に入ってから、また関

東ではこういった天気が続いているという状況もございます。梅雨の間

の天気がどうなるのか、また逆に７月に入ってから梅雨が本格化すると

いうような見方もあるということを私もニュースか何かで聞いた覚えも

ありますけれども、まだどちらにふれるか不確定要素が多分にあるのか

なというふうに思っております。いずれにしても今年については、この

７月、８月の天候がどのように推移をするかということにも十分注意を

払っていく必要があるのではないかなというふうに考えております。ち

なみに１ヶ月前の３ヶ月予報の中では、これもご案内のことかと思いま

すけれども、平均気温につきましては、北日本では平年並み又は低いと

いう確率がそれぞれ４０％、降水量につきましては北日本で平均並み又

は多くなるという確率が共に４０％となっていたというところでござい

ます。資料の説明は以上とさせていただきたいと思います。 

   それでは、引き続き、情報交換の方に移らせていただきたいと思いま

す。まず、前回の５月から約１ヶ月経っておりますので、その後の米の

流通の実態といいますか、状況について何か変化があったのか、その辺

りについて、差し支えない範囲で情報提供していただければというふう

に思っております。どなたからでも結構ですので、何かございましたら、

ご発言をいただければと思います。もし、挙手がなければ、私の方から

指名させて頂きますがいかがでしょうか。 

   ご発言いただける方がなければ、申し訳ございませんけれども、私か

らの指名という形でお願いしたいと思います。恐縮ですけれども、まず、
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川上サイドということで、全農の川崎部長の方から何かこの１ヶ月で変

化があれば、ご発言いただければと思います。 

 

（全農川崎氏）それでは、変化というほどのことかということもございます

けれども、 

前回も状況についてはお話させていただいたんですけれども、２１年産

はわれわれの連合会出荷米まで届くのがなかなか遅くて、苦戦している

という状況だったわけですけれども、大体、われわれ以外の米も少しず

つなくなってきているのかなという状況の中で、今、村井課長に説明し

ていただきました情報交換会資料の６ページですかね、資料４のところ

に、状況的には符合するような状況に少しずつなってきているというこ

とでございます。要は、簡単に言いますと、２１年産は契約進度が非常

に前年同時期と比較して低かったわけでございますけれども、単月単位

で見ますと大体２月ぐらいから、少しずつ、契約が前年産を上回るよう

な状況になってきております。実際のわれわれの受渡しといいますか、

決済ベースでも、４月以降くらいから前年を上回る状況になってきてお

ります。やっとわれわれの米がそういう意味では動き出しているのかな

という感じで、特に契約ベースで非常につみあがったのは５月の下旬か

ら今月の上旬くらいにかけて、おかげさまで契約としては、積み上がっ

てきております。中身については、いろいろ銘柄があるわけですけれど

も、特にやはりコシヒカリ系がやはり相当、契約の進度としては、多く

積み上がっている状況でございます。そういった意味では、少し一息つ

いているという状況ではございますが、ここに来て今月も２１日でござ

いますから、そろそろ大体、世の中としては、２２年産のことを考えて、

動き始めるような時期でございますので、ここに来てまた、２２年産の

状況も踏まえながら、どういう仕入れなり販売をしていくのかという雰

囲気になってきておりますので、また、動きとしては鈍ってきていると

いうような状況になってきております。そういった意味で２１年産全体

を見ると、まだまだメドがつくというとこまではいかないのかなという

ふうに思っておりますが、前回の状況から見ますと少しは動きとしては

良いのではないかというふうにわれわれとしては見ております。それと

せっかくでございますので、次のページ、資料５の水稲の生育状況でご

ざいますけれども、われわれも定量的なものはよくわからない状況でご

ざいますけれども、大体、毎月全国１００地域ぐらいのところで、調べ

させてもらっておりますけれども、状況として見ますと、資料５のよう
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な感じになりまして、やっぱり対平年遅速で見まして、遅いという地域

が７割くらいという回答になっておりますので、全体的に見るとやっぱ

り平年よりは遅れているという感じになってきております。ただ、必ず

しも遅れているのが悪いことかということでもなく、本来、今の状態か

ら見て植えてもらったほうがいいタイミングに遅く植えたところも結果

的にそのような状況になっておりまして、逆に言うとイネにストレスが

かかっていないというか、そのような話もあるように聞いています。い

ずれにしてもこれから先の気象状況なりによりますので、結論はわかり

ませんけれども、生育状況については、そのような状況でございます。

以上でございます。 

 

（村井計画課長）ありがとうございます。今、川上サイドからお話いただき

ましたけれども、卸の皆さんのところでは、この１ヶ月の間に変化なり、

傾向なりが感じるところが出てきているかどうか、御発言いただければ

と思っておりますが、いかがでしょうか。 

 

（神明吉川氏）販売状況については、前回もお話しましたが、4 月以降は好調

に推移しています。全農さんから契約が進んでいるという話もありまし

たが、当社も、販売が前年比で 1 割とまでは行きませんが、数％増で推

移していることもあり、契約の積上げを行っています。昨年は、7 月から

価格がガクッと下がったということもありましたが、今年は卸の在庫も

少なく、契約の積上げも進んでいるということであれば、在庫処理の為

の大きな価格の変動はないと思っています。在庫についても、4 月ぐらい

までは結構ありましたが、5 月には前年同月比８割ぐらいまでに減少し、

ほぼ通常在庫に近づいてきています。販売についても、価格は厳しい面

もありますが、平均すれば㎏ 10 円ぐらいの下げで、そんなに大きく下落

した感じではありません。5 月には寒い時期もあり、契約の積み増しもし

ましたが、現状は 22 年産の作柄動向を見ながら、出回りまでの販売数量

を予測し、売れるもの、少し足らないもの、余りそうなものを整理して

いるところです。巷では、全農さんに 40 万トンの在庫が残るともいわれ

ていますが、それほどの荷余り感を感じてはいません。 

 

（村井計画課長）今、当方からお出ししました資料に関して、言及をいただ

いたところでございますが、こういった数字について、木徳の山本さん、

ヤマタネの小堀さんにおかれましては、何か違和感というか、実感され
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てるところとの違いはございますでしょうか。 

 

（木徳神糧山本氏）６ページの数字を見るとちょっと違和感があります。本

当にこんなに少ないのという感じはしております。もちろん数字の漏れ

はあると思いますが、懸念した以上に、はるかに少ないんだねというこ

とが分かりました。これを見ると私がおかしいのかなという感じがして

います。  

 売上のほうは、先月までは、うちは９７.３と非常に悪いと報告しまし

たけれど、５月は精米でいくと１０９.６、６月も見込みで１０４.１と、

ここに来て急に売れるということではないのですが、前年から見ると、

前年も落ち込んでましたので、売れ行きが少し増えているという感じで

す。玄米も入れてトータルでいうと、７月－４月で９９.５と前年を０.

５割っており、５月が１１８.８、６月が１０５と前年をようやく累計で

クリアしているかなと思っています。 

 ただ在庫が少し重たいのかなという感じがしますけども、まだ６、７、

８、９月とありますし、天気の状況もあり、１５日遅れると軽く３０万

ｔくらいいくのであんまり心配していないんですけれども、ここはもう

少し様子を見ていかないと何とも言えないと思います。このまま売れ行

きが続いてくれると、そんなに大きな狂いはないと思いますが、あと３、

４ヶ月どういう売れ行きを示すのか、はたまた何かあるのかどうか、と

いうところが懸念したり心配したり一喜一憂しているところでありま

す。そんな感じでございます。 

 

（村井計画課長）ありがとうございます。ヤマタネの小堀さんからはいかが

でしょうか。 

 

（ヤマタネ小堀氏） 前回、民間在庫の状況はどうですかという質問を私から

させていただいたのですけども、６ページのこの数字、正確だろうと思

いますけれども、この数字が重いか軽いかということになると重たいか

なというのが偽らざるところですね。あと、わが社の近況といいますか、

直近の荷動きは、４月は前回も発言させていただきましたけれども、相

当伸びました。しかるに、５月に入り、特に連休明けに苦戦いたしまし

て、前年比ではマイナス６％。６月になりましてその流れを引き継いで

おり、若干苦戦をしているということでございます。こんな流れが端境

まで続くのかなというふうに考えております。個々に言いますと、量販
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店さんは一部店舗を除きまして、苦戦し始めたということですね、特売

を我々も盛んに提案いたしておりますが、特売を実施していただいても、

なかなか動きにはつながっていないというのがこのところの状況です。

お米屋さんでございますけども、逆にお米屋さんは、おそらく在庫整理

が一順したのかなということで、若干上向きかなというところでござい

ます。あと、当社は、事業所給食が大きいわけですけれども、事業所給

食のほうは相変わらず不調であるというところでございます。で、相対

的には若干の減少傾向ということでございます。これが当社のこのとこ

ろの流れでございます。 

 在庫につきましても当社は、なかなか販売力の問題もありまして余分

には持てないという背景がございます。契約につきましても、慎重な対

応をさせていただいているところでございますけれども、もうこの時期

に来ますと必要数量というものが大体明確になってきたというところ

で、若干の契約の上積みはさせていただきましたが、それも１００％の

契約というわけではなくて、だいたい９割ぐらいに押しとどめていると

いうことでございます。まあ、いずれにいたしましても、その在庫の問

題は２２年産にも関わってくる、そして２２年産は２３年産に関わって

くるという流れでございますので、価格的なものは、相対的に影響力の

大きい全農さん、この販売戦略いかんで、いろんな局面が生まれてくる

んだと思いますけれども、是非、２２年産につきましては機動的で柔軟

な販売方針を確立していただきたいなと、こんなふうに思います。以上

でございます。 

 

（村井計画課長）ありがとうございます。川上・川中の業態別の印象につい

てのコメントをいただきましたので、イトーヨーカドーの大木さん、サ

ークルＫサンクスの渡辺さん、それから市野澤さんのほうから順次、そ

れぞれ小売の現場での印象などをお聞かせいただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

（イトーヨーカ堂大木氏）イトーヨーカ堂の大木でございます。弊社の状況

といたしましては、数量ベースで微増、ただし平均単価が下がっている

状況が続いている。内容が問題でして、１回の特売あたりの数量が下が

っている。それが苦しくて特売の回数が増えている、結果、平均単価が

下がっている、こういう形ですね。この傾向はしばらく今後も続いてい

くと予測しています。簡単ですが以上です。 
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（サークルＫサンクス渡辺氏）サークルＫサンクスの渡辺でございます。こ

の１ヶ月の特に大きな動きというのはございませんが、米の店頭価格に

ついては、ＣＶＳの市販用のお米の店頭価格は平成２０年産と平成２１

年産を比較しても、大きな価格の下落とか値下げということはございま

せん。あと、取引の販売動向について、市販の販売用のお米は、前年比

の指標で申し上げますと、前年対比約９０％程度と大変苦戦しておりま

す。また一方ファーストフードに代表されます、おにぎり、お弁当、お

寿司に使われます業務用のお米についても前年対比９０％前後といった

ところで苦戦しております。ただ、３、４、５月といった月の変動をみ

ますと約２ポイントずつくらい緩やかではありますが改善傾向にはなっ

ております。 

 あと、在庫の状況でございますが、ファーストフードを中心とします、

おにぎり、寿司、弁当の業務用米でございますが、平成２０年産の持ち

越しの在庫が非常に長引いたという状況がございまして、平成２１年産

の余剰在庫に反映される形になっています。具体的に申し上げますと、

新米に翌年の２月ごろに１００％切り替えを完了していますが、平成２

０年産につきましては２1 年４月に切り替え、通常よりも約２ヶ月遅れて

全量切り替えしました。その影響がございまして、ＣＶＳの場合年間仕

入れで契約されるところが多いと思いますが、平成２１年産の年間仕入

れ契約量が前年対比で８０％台まで落ち込んだと、そういった部分がお

そらく中間の卸業者様の在庫が増えた要因にもなったと想定されます。

平成２２年産につきましては、例年通り平成２０年産並の状況を想定し

ています。 

 

（亀太商店市野澤氏）当社としましては、先月の会議の時には横ばいと申し

上げましたが、やはり気温が３０度近くに上がってまいりますと消費者

の方々が冷たいものを欲する時期となり、米の消費が落ち込んでくるこ

とを肌で感じております。３食のうち２食がごはんだったところが、１

食になったり、一度炊いたご飯が長く保存されたり、５キロ買われるお

客様が３キロになったり、もちろん虫の発生もしやすい時期になり消費

者の方が少しずつ買え控えをされるような時期になってくる。 

 また、やはり感じることは、特に業務用筋様が、二局化といいますか、

強いところは伸びているが、旦那様と奥様でやられているようなところ

は厳しいように感じております。当店のお客様でも、今年に入りまして、
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旦那様と奥様でやられている５件の飲食店様がおやめになっており、一

方で新しい飲食店様に取引していただいたり入れ替わりのあった年回り

だなと感じております。 

 この時期になりますと、われわれ米専門店は、そろそろ早場米が入っ

てくる時期でもあるので在庫を少しずつ２２年産に変換をしていくとい

う状況になっていくのですが、この時期、売れない売れないとは言って

も、各米店様とも情報交換をしながら、ちょっとこだわったお米をご提

案するとか、この時期からこういったお米を出すよということをアナウ

ンスをしながら乗り切っていこうかなと思っております。 

 

（村井計画課長）どうもありがとうございました。 

川上、川中、川下に関してそれぞれのお立場から、ここ 近の状況をお

話しいただきましたが、他の皆さんから、あるいは補足的にといいます

か追加的に何かご発言がございましたらお願いしたいと思います。 

 箱石さんから北海道の状況について、前回からこの１ヶ月で特に大き

く変わったところは何かございますか。 

 

（ホクレン箱石氏）ホクレンの箱石です。北海道の播種前４者契約について

は、２１年産は９万トンほど播種前契約できたのですが、２２年産はや

はり先々の価格が非常に不透明だということで非常に苦戦しているとい

う話を前回させていただきました。結果として５月末で、播種前４者契

約のとりまとめを終了させていただいたのですけれども、結果としてや

はり１万トン弱の契約であったということで、状況としてはやはり価格

と数量セットで２２年産を決めるといった、まだそういった段階ではな

いのかなという状況で５月末は播種前契約は終了させていただいた。あ

と、今月以降も今度はお客さんの需要動向というのをもう一度確認させ

ていただいて価格だけではなくて数量ベースでの北海道米の需要調査と

いいますか、そういった面での取りまとめなり推進なりを行なっている

というのが今の状況です。 

 それから、７ページに２２年産水稲の生育状況が出ているのですが、

北海道も非常に春先から低温でして、６月１日現在ではこの資料ですと

４日遅れということでございました。先般６月１５日現在という数字が

出まして、６月以降天候が回復してきており全道では日数で２日遅れと

いうことで回復してきており、その後１５日以降も天候に恵まれて、生
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育は、前半戦のところではなんとか平年並みまで来たのかなという状況

を報告させていただきます。 

 それと資料１の１ページでモデル対策の加入申請件数では北海道は２

１,９９２件となっており、先ほど別所課長さんのほうからも説明があり

ましたとおり、北海道は元々、集荷円滑化を含めまして生産調整は達成

してますし、集荷円滑化の加入率も９８％ということでございました。

この２１,９９２件というのは、北海道約２９,０００件の水田というこ

とを考えますと、７５％というのが現時点です。先ほどご説明がありま

した通り、前回の集荷円滑化対策の事業に参加していなかった生産者の

方々に対しても道の農政事務所の方々含めてですね、直接出向いて行っ

て、その部分の歩留りも上がっているということで、 終的には、さら

に上積みの加入になるのではないかと期待している状況であります。 

 

（村井計画課長）ありがとうございます。その他いかがでしょうか。オブザ

ーバー参加の役所側から、何かもっとあればどうぞ。よろしいでしょう

か。他、特にございませんでしょうか。 

 それでは大体、皆さんのほうから頂戴できる情報等このようなところ

かなということで、今お話あった中でお聞きしておりますと、確か１９

年産から２０年産にかけて、特に１９年産は、需要が８５５万トンとい

うことで２０万トンちょっと需要見直しよりも上ぶれしたわけでござい

ますが、２０年産には、トレンドの８２４万トンに戻ったという中でや

はり２０年産のところで需要と生産量との差といいますか、それが結局

今まで、ある意味、在庫という意味では引きずってきているかなという

のが小堀さんのお話につながっているのかなと。ただ荷動きについては、

この４、５、６月の中で徐々にではあるけれど、少し動き出したという

感じを持ってらっしゃる関係者も出てきていると。消費者、小売りの段

階でいうと微妙なところでの値動き、値ごろ感に消費者の方が反応され

る、極端に価格が下がらないと動かないわけではないけれども、そこの

ところに消費者が敏感になっているのが現在の状況なのではないか、と

いったお話を伺ったものと理解しております。６月まではモデル対策の

加入を一生懸命やっている中でこちらのほうでどの程度の方が参加して

いただけるのかによって来年産の作付面積がどの程度になっていくかと

いうことになりますし、７月、８月の天候を引き続き注視しなければな

らないという点では、だいたい共通の認識を持っていただいているので
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はないかと、そのように考えております。 

 特段なければ、少し予定した時間よりは早いわけでございますが、本

日の情報交換会の閉会とさせていただきたいのですがよろしいでしょう

か。 

 

（稲経佐藤氏）お願いといった格好になろうとは思うのですが、戸別所得補

償対策につきまして６月末に締め切りということで、みなさんも情報を

流してらっしゃいますし、現場もそう受け止めています。ただ、前回の

情報交換の中で、市場ではやはり４０万トンは余るんじゃないかという

ようなお話も出ておりますので、もしかすると加工用米だとか様々な主

食用以外の動きが活発な中で、販売先がない生産者が安易に加工用米の

申請をしていたり、いろんな問題が懸念されるような気がします。加工

用米の申請も６月末で締め切るというようなことを伺ってますが、６月

末で戸別所得補償の締め切り、加工用米の申請も締め切るということに

なりますと、それ以降「じゃあ協力しましょうか」という判断をされた

農家さんは生産調整の場では問題が発生するような気がするんです。そ

の辺は何らかの措置、いわゆる、堂々ということではないにしろ、若干

の猶予をいただくことはお願いできないのかなというふうに考えておる

んですがいかがでしょうか。 

 

（前島需給調整対策室長）需給調整対策室長の前島でございます。今お話に

ありました加工用米の認定申請と戸別所得補償の加入申請は６月末で締

切ということになっております。今のようなお話、いろいろな事情があ

ろうかと思います。特に今年の場合は、今回のモデル対策をきっかけに

これまで生産調整に協力されていなかった方々が需給調整に取り組もう

とされたり、加工用米、新規需要米、これが有効な手段であるというこ

とで、かなり前年度に比べると申請の数は増えるのかなと思っておりま

す。ですので、個別のいろいろな事情を見させていただきながら、例え

ばちょっと不慣れな方々が加工用米の申請をする中で書類がうまく揃わ

ないですとか、契約の予定する量がかなり積み上がることでちょっと交

通整理が必要ですとかということがあれば、そこは個別に事情を見なが

ら対応していきたいと思っています。一方で、６月３０日の締切という

のは年末までに定額部分１０アール当たり１万５千円の支払いをするこ

ととの関係で言いますと、あまり遅らせることのできない期限だと考え
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ております。また、今回の場合には加入申請を行いモデル対策に入って

いただいた方々にきちんとメリットを差し上げるということになってお

ります。言葉は悪いですけれども、作況状況ですとか値段の状況を見て

から考える、値段があまり下がるようであれば入るけれども、ある程度

売り抜けられそうだということであれば加入しないというようなことが

起きてはいけないとも考えております。従って、原則としては、６月末

の締切に向けて各地で農政事務所を中心に都道府県の方々、農協の方々、

いろいろな方々のご協力をいただきながら、加入推進を進めているとこ

ろでございますので、どうかそれに向けて皆様にもご協力いただきたい

と考えております。 

 

（村井計画課長）他、特によろしいですか。なければ、この辺りで閉会とさ

せていただきたいと思います。お忙しい中、お集まりいただきありがと

うございました。 後になりますけれども、次回どうするかにつきまし

ては、開催の有無も含めまして、具体的に決めておりません。今後の状

況を見ながらの判断ということにはなりますけれども、いずれにいたし

ましても、ここにお集まりいただいた皆様とはいろんな形でこれからも

情報交換をさせていただいたり、ご意見を伺ったりすることを考えてお

ります。そういった形でのご協力はぜひ宜しくお願いしたいと思います。

それでは、米の流通に関する情報交換会を閉会させていただきたいと思

います。本日はどうもありがとうございました。 

 

〔閉 会〕 

－以上－ 
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