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１．はじめに 

農林水産省では、児童・生徒等に「米の備蓄制度」、「ごはん食の

重要性」を理解していただくために、学校給食等に使用する米（米

粉パンも含まれます）の一部に対し、政府備蓄米を無償で交付して

います。 

また、無償交付された政府備蓄米で米粉パンを製造し、給食用に使

用した実績がある場合、翌年度に有償交付を受けることもできます

ので、積極的にご活用下さい。 

 

２．交付対象者 

以下の小中学校、幼稚園、保育所等が対象となります！ 

（１）公立の小学校、中学校、夜間学校（高校の夜間課程）、特別支援学校、

幼稚園の場合は、学校設置者である都道府県又は市区町村若しくは都道

府県学校給食会が各学校等の希望数量をとりまとめて申請して下さい

（各学校等単独での申請はできませんので御注意下さい）。 

 

（２）私立や国立の小学校、中学校、幼稚園の場合は、各学校法人等、国立

大学法人ごとに申請していただくか、又は都道府県学校給食会が各学校

等の希望数量をとりまとめて申請して下さい。 

 

（３）保育所等の場合は、公立、私立、認可、認可外を問わず、自治体が各

保育所等の希望数量をとりまとめて申請して下さい（各保育所等単独で

の申請はできませんので御注意下さい）。 
 

学校給食用等政府備蓄米の無償交付を受けるために～ 
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受益者（米穀の提供を受けられる方） 交付対象者（申請者） 

公立の小学校、中学校、夜間学校（高校の夜間課程）、 

特別支援学校、幼稚園 

都道府県、市区町村 

（各学校の設置者） 
都道府 

県学校 

給食会 
私立の小学校、中学校、幼稚園 学校法人等 

国立の小学校、中学校、幼稚園 国立大学法人 

保育所等 

児童福祉法第 39 条第１項に規程する保育所 市町村 

児童福祉法第 59 条の 2 第 1 項に掲げられた事項を

届け出た施設 

都道府県、指定都市、中核市及び都道

府県の特例を受けている市町村 

 

 

３．交付の要件 

無償交付の対象となるのは、下記(1)～(3)です。 

 

（１）学校等給食用 

【用  途】 学校等給食 

【交付条件】 米飯給食（米粉パン等を使用した給食も含む。以下同じ）の実施回数

を前年度よりも増加させること。 

【交付数量】  各学校等で前年度より増加させる米飯給食の実施回数分の米穀使用

量の全量以下とする。（ただし、過去に無償交付を受けたことがあ

る場合は、前者と比較して増加する米飯給食の実施回数分の米穀使

用量の全量以下とする。） 

 

（２）調理実習等学習教材用： 

【用  途】 学校等の学習活動の中での調理実習等  

【交付条件】 米飯に対する理解の増進を図ることを目的とすること。 

【交付数量】 用途に使用する数量の全量以下とする。 

 

（３）試食会用： 

【用  途】 学校等での幼児・児童・生徒、保護者、教職員、栄養士、給食調理

員などの方を対象とする試食会 

【交付条件】  米飯給食を推進することを目的に政府備蓄米の試食会用として使用

すること。 

【交付数量】 用途に使用する数量の全量以下とする。 
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有償交付の対象となるのは、下記(4)です。 

（４）有償交付： 

【用  途】 学校等給食の米粉パン等用として使用すること。 

【交付条件】 交付年度の前年度に無償交付された政府備蓄米で米粉パン等を製造

し、又は製造を委託し、給食用として使用した実績があること。 

【交付数量】  前年度に使用した実績の全量以下とします。 

 

 

４．交付の流れ 

 

 

（１）交付申請 

交付申請者は、交付申請書（様式２号）を地方農政局長に提出します。 

 

（２）引渡しの申出 

交付申請者は、交付決定がされ、交付決定書を受け取ったのちに、引渡申出書（様

式７号）を受託事業体（※）に提出します。米穀は、受託事業体の倉庫等において、

玄米で引き渡します。 

（※）受託事業体…平成 22 年 10 月 1 日から、政府所有米穀の販売、保管、運送

等の一連の業務は、包括的な委託契約をした民間事業者が実施しています。 

 

（３）所有権の移転通知 

受託事業体は、交付決定者に対して政府から交付決定者に交付米穀の所有権が移

転する旨を記載した書面を交付します。 
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（４）米穀の引き渡し 

引渡日当日に引渡場所に指定された倉庫に出向き、所有権移転通知の文書を保

管業者に示し、交付米穀の引き渡しを受けて下さい。なお、引き渡しに要する出

庫料は交付決定者の負担になります。なお、引渡しに必要な出庫料は交付決定者

の負担になります。 

 

 

５．交付を受けた後の事務について 

申請時の計画どおりに交付米穀を使用できた場合、翌年度の４月中旬までを目

途に使用報告書（様式８号）を農政局へ提出して下さい。 

また、政府備蓄米の交付を受けた学校・共同調理場又は保育所等において、当

初の計画どおりに米穀を使用できなかった場合、直ちにその旨を交付決定者を通

じて農政局へ連絡して下さい（第一報は電話等でかまいません）。 

 

 

６．よくあるご質問 

Ｑ１．申請すれば、すぐにもらえるの？ 

Ａ１．申請の手続きから約２か月程度かかります（７月末に申請をすれば、９月に

引渡しなど）。各学校の年間スケジュール等に基づき計画的に申請しましょう。 

 

Ｑ２．政府備蓄米って、何年も前の古いお米なんでしょうか？ 

Ａ２．交付する政府備蓄米は、直近年産米としております。 

 

Ｑ３．自（都道府）県産の米が欲しいのですが？ 

Ａ３．交付する備蓄米は、原則として自（都道府）県産のものとする予定ですが、

数量がないなどの理由で隣県産のものとなる場合があります。 

 

Ｑ４．精米でもらえるの？ 

Ａ４．備蓄米は玄米で保管されており、玄米のまま申請者に引き渡します。精米等

の加工処理は、交付を受けた者や精米事業者に依頼する等により行って下さい。 

 

Ｑ５．お米の数量はいくらでもらえるの？ 

Ａ５．交付する際の受け渡しは 30 キロ単位の紙袋ですので、30 キロの倍数での交

付数量の申請をお願いしております。 

 

Ｑ６．過去に実績のある学校でも調理実習や試食会用として申請はできますか？ 

Ａ６．過去に実績がある学校等においても、調理実習や試食会用として交付の対象

とすることができます。 
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７．各種様式について 

農林水産省ホームページ＞組織・政策＞生産>米と麦＞学校給食用等政府備蓄米交

付について から様式をダウンロードしてご使用下さい。 

【URL】http://www.maff.go.jp/j/seisan/kokumotu/bichikumai.html 

様式 件  名 

申請者が提出するもの 

発出者 宛 先 給食

用 

調理実習

試食会 

有償

交付 

様式 2 号 
学校給食用等政府備蓄米交付申請

書（無償交付・有償交付） 
○ ○ ○ 

交付申請者

（都道府県学

校給食会、都

道府県、市区

町村、国立大

学法人、学校

法人） 

農林水産省 

生産局長（農

政局経由） 
様式 2 号-別紙 1 ○ ○   

様式 2 号-別紙 2 ○ ○   

様式 2 号-別紙 3      ○ 

様式 2 号-別紙 4「確認書（その 1）」米飯給食用 ○     
教育委員会

都道府県・市

区町村の保

育所担当課

国立大学法

人、学校法人 

様式 2 号-別紙 5「確認書（その 2）」学習教材用・

試食会用 
  ○   

様式 2 号-別紙 6「確認書（その 2）」有償交付用     ○ 

様式 3 号 学校給食用等政府備蓄米交付決定

書（無償交付・有償交付） 

      農林水産省 

生産局長 

交付申請者 

様式 4 号 学校給食用等政府備蓄米交付変更

（辞退）申請書（無償交付・有償交付） 
変更す 

る場合 

変更す 

る場合 

変更す 

る場合 

交付決定者 農林水産省生

産局長（農政

局経由） 

様式 7-2号 学校給食用等政府備蓄米交付引渡

申出書（無償交付・有償交付） 
○ ○ ○ 

交付決定者 受託事業体 

様式 8-1号 学校給食用等政府備蓄米使用報告

書（学校給食用無償交付） 
○ 

    交付決定者 農林水産省生

産局長（農政

局経由） 様式 8-2号 学校給食用等政府備蓄米使用報告

書（学習教材・試食会用無償交付） 

  
○ 

  

様式 8-3号 学校給食用等政府備蓄米使用報告

書（有償交付用） 

    
○ 

様式 8-4号 学校給食用等政府備蓄米未使用報

告書（無償交付・有償交付） 

未使用 

の場合 

未使用 

の場合 

未使用 

の場合 

様式 8-5号 学校給食用等政府備蓄米未使用等

許諾承認書（無償交付・有償交付） 

      農林水産省 

生産局長 

交付決定者 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kokumotu/bichikumai.html
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８．お問い合わせ先 

  以下のお問い合わせ先（農政局等）が窓口となります。 

 

都道府県区分 お問い合わせ先 電話番号 

北海道 
 北海道農政事務所 農政推進部  

業務管理課 
011-642-5472 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 

山形県、福島県、 
 東北農政局 生産部 生産振興課 022-263-1111 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 

東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 
 関東農政局 生産部 生産振興課 048-740-0100 

新潟県、富山県、石川県、福井県  北陸農政局 生産部 生産振興課 076-232-4302 

岐阜県、愛知県、三重県  東海農政局 生産部 生産振興課 052-223-4623 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 

奈良県、和歌山県、 
 近畿農政局 生産部 生産振興課 075-414-9021 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

 中国四国農政局 生産部 

 生産振興課 
086-224-4511 

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、 

宮崎県、鹿児島県 
 九州農政局 生産部 生産振興課 086-211-9608 

沖縄県 
 沖縄総合事務局 農林水産部  

生産振興課 
098-866-1653 

 

 

 

 

本パンフレットのお問い合わせ 

農林水産省生産局穀物課 米麦流加工対策室 消費流通第１班 

                        電話：０３－３５０２－７９５０ 

                                   FAX ：０３－６７４４－２５２３ 

 


