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５ 米の輸入等に関する動向

（１）米の輸入の管理・販売状況

① ミニマム・アクセス米については、全量国家貿易の下、基

本的に、政府が全量買い取り、市場の状況を踏まえ、価格等

の面で国産米では十分対応し難い用途（主として加工用途）

に向けて販売されています（図５－２ 。）

② 売れ残ったミニマム・アクセス米は、国産米とともに援助

用途に充てられているほか、新規用途需要に充当するよう政

府が在庫として管理しています。

③ しかしながら、ミニマム・アクセス米の在庫は増高し、17

年３月末現在の持越在庫は170万トンとなっています。

④ ミニマム・アクセス米以外の米の輸入については、枠外税

率が課され、実際の輸入数量はごく限られたものとなってい

ます。

○ 国内の米生産に悪影響を与えないように米の輸入・管理

を実施

図５－１ 米の輸入・管理体制

資料：農林水産省調べ

図５－２ ミニマム・アクセス米の販売状況
（平成７年４月～17年３月末）

資料：農林水産省調べ
注：１）輸入数量は、平成17年３月末時点での政府買入実績である。

２）在庫170万トンには、飼料用備蓄25万トンが含まれている。

価格

売渡価格
枠外税率
341円 /kg

マークアップ上限
輸入差益 （292円 /kg）
(ﾏｰｸｱｯﾌﾟ)

買入価格

数量
ミニマム・アクセス数量 枠外税率を支払って

76.7万玄米トン 輸入された数量
112実トン（2004年度）

国家貿易による一元輸入

　

　

輸入数量
640万トン

主 食 用
61万トン

　主食用に供給されたミニマム・アクセス米を大き
く上回る量の政府国産米を援助用に活用。
 （8年11月から17年3月までの国産米援助実績
112万トン）

　国産米では対応し難い低価格の加工用（みそ・
焼酎・煎餅等）向けに年間約20～30万トンの固
定需要がある。

　食糧援助規約に基づく我が国の約束量は、小麦
30万トン相当（コメ換算：約19万トン）以上と規定さ
れており、大部分がコメで行われている。

加 工 用
227万トン

援 助 用
182万トン

在     庫
170万トン
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（２）ＷＴＯ農業交渉の状況

① 第４回閣僚会議 ドーハ で開始された新ラウンド交渉 ド（ ） （「

ーハ開発ラウンド ）の枠組み合意が2004年７月に成立しまし」

た。枠組み合意は、関税削減方式の考え方など、数字入りの各

国共通ルールを決める前提となる大枠を決定したものです。市

場アクセス分野で重要品目（センシティブ品目）が別の取扱い

になったことなど、我が国にとって一定の成果がありました。

、 、 、② 今後は 農業交渉議長が 他の交渉分野の進展具合を見つつ

本年７月末までにモダリティ（各交渉分野で各国が共通に遵守

しなければならない合意内容、あるいはその骨組み）たたき台

第１次案を示すこととなっており、本年12月の香港閣僚会議に

おけるモダリティ確立に向けて、議論が本格化しています（表

５－１ 。）

③ 我が国としては 「多様な農業の共存」を基本理念として、、

食料安全保障の確保、農業の多面的機能等の非貿易的関心事項

を適切に反映し、現実的でバランスのとれた貿易ルールが確立

されるよう、引き続き積極的に交渉に取り組みます。

枠組み合意の内容（農業）

○ 市場アクセス
・高い関税ほど大幅な関税削減を行う「階層方式」の採用
・重要品目は別の取扱い。その数は今後の交渉
・関税の上限設定の是非は、今後の検討

○ 国内支持
・貿易を歪める補助金が多い国ほど大幅に削減
・貿易を歪める補助金は、品目ごとに上限を設定

○ 輸出競争
・すべての形態の輸出補助金を期日を設けて撤廃
・輸出信用（米国 、輸出国家貿易（豪州・カナダ）など）
も輸出補助金的な部分は同じ扱い

表５－１ ＷＴＯ農業交渉のスケジュール

資料：農林水産省作成

 
 

 

2004年７月末 

     10月～ 

2005年１月 

       ３月 

       

 

       ４月  

    

      ５月 

 

    

７月 

              

       ７月末    

        

      12月 

 

枠組み合意 

専門家による技術的な議論（ほぼ月１回開催） 

  スイス主催非公式閣僚会議(ｽｲｽ･ﾀﾞﾎﾞｽ)〔1/29〕 

  ケニア主催非公式閣僚会議(ｹﾆｱ･ﾓﾝﾊﾞｻ）〔3/2-4〕 

  Ｇ２０閣僚会議(ｲﾝﾄﾞ･ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ)〔3/18〕 

  ｹｱﾝｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ閣僚会議(ｺﾛﾝﾋﾞｱ･ｶﾙﾀﾍﾅ)〔3/30-4/1〕 

  Ｇ３３閣僚会議(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾝ)〔4/22-23〕 

議論の本格化 

  ＯＥＣＤ閣僚理事会(ﾊﾟﾘ)〔5/3-4〕 

       この際、 Ｇ１０閣僚会議[5/2］ 

          ＷＴＯ非公式閣僚会議［5/4］ 

  Ｇ８サミット（英国･ｸﾞﾚﾝｲｰｸﾞﾙｽ）〔7/6-7〕 

中国主催非公式閣僚会議（中国･大連）〔7/12-13〕 

  モダリティたたき台第１次案 

                          

ＷＴＯ閣僚会議（香港）〔12/13-18〕 
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（３）国内産米の輸出について

（ア）米の輸出状況

国内産米については、商業用として年間400～500トンが台湾、

香港、シンガポール、米国等に輸出されています（表５－２、表

５－３ 。）

最近の事例では、主として高所得者層や在留邦人を対象に販売
されており、価格は400～2,000円／㎏程度となっています（表５
－４ 。）

このような状況の中で、近年、中国を中心とした東アジア地域

において、経済発展を背景に、富裕層が増加し、日本食も普及・

定着しつつあることから、同地域に対する国内産米の輸出拡大の

可能性が高まってきてます。

○ 国内産米の商業用輸出は年間400～500トン

○ 東アジア地域を中心に米の輸出を促進

表５－２ 米穀輸出届出実績
（単位：精米トン）

資料：農林水産省調べ

表５－３ 商業用米穀輸出の主な輸出先国・地域（平成16年度）

（単位：精米トン）

資料：農林水産省調べ

表５－４ 商業用米穀輸出の主な事例（平成16年度）

商業用 救援用 個人用 見本用 学術研究用 その他 合計

14年度 538 150 128 10 5 11 842

15年度 391 154 130 3 2 5 685

16年度 469 127 159 4 6 59 824

輸出先 販売方法等 現地販売価格 輸出実績 備考

台湾
高齢者向け、日本食高級料理
店、おにぎり用、加工米飯等多
岐にわたり販売

740円～1,000円／kg 104トン
新潟県産「コシヒカリ」
栃木県産「コシヒカリ」

台湾
高裕福層向けに百貨店で販売
現地での評価は高く、全て完
売

700円／ｋｇ 9トン
島根県産の減農薬
「ヘルシー元気米」

シンガポ－ル
在留邦人向けに百貨店・ス－
パ－等で販売

370円～1000円／kg 43トン

新潟県産「コシヒカリ」
秋田県産「あきたこま
ち」
等

香港
外食産業用及び現地ス－パ－
にて販売

720円～750円／kg 18トン 新潟県産「コシヒカリ」

米国
邦人観光客向けにハワイの百
貨店内テナントで販売（おにぎ
りに加工）

830円～1100円／kg 11トン

新潟県産「コシヒカリ
(無洗米）」
秋田県産「あきたこまち
（無洗米）」
等

米国

全米主要都市（200店舗）でブ
ランド名「供米ハーベスト」とし
て高級食材等を扱うカタログ、
通信販売により販売。

1,500円／kg程度
(105円／ドルで換算)

2トン 新潟県産「コシヒカリ」

台湾 シンガポール 香港 米国 マレーシア その他 商業用計

232 67 76 32 8 54 469

資料:農林水産省調べ

注:16年４月から17年３月までの実績である。
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（イ）米の輸出促進に向けた国の支援体制について

生産者団体が行う米の輸出については、全国生産者団体が県本

部等を構成員とした「農産物輸出連絡協議会（米部会 」を設置）

するとともに、食品見本市へ参加する等積極的な取組が行われつ

つあります（表５－５ 。）

農林水産省としても、国産農産物の輸出促進を「攻め」の農政

の柱のひとつとして捉え、これらの生産者団体による主体的な取

組に対する支援を行うこととしています。

さらには、検疫や通関など輸出先国の制度により輸出阻害要因

となっているものについては、政府としても相手国に対して必要

な改善を要請・折衝することとしています。例えば、中国は植物

検疫上日本からの輸入を認めていないので、現在必要な資料を提

出して中国への輸出の解禁を要請しているところです。

また、本年４月、関係府省、地方公共団体、関係団体等幅広い

関係者を構成員とする「農林水産物等輸出促進全国協議会」を設

立したところであり、官民一体となって米を含めた農林水産物の

輸出促進をより一層推進することとしています。

なお、新潟県の生産者団体等が消費純増策 として22トンの認※

定を受け、海外輸出の取組を行っています（表５－６ 。）

※ 消費純増策：需要に応じた米づくりの一環として、米の消費拡大を図るため、米の消費を確

実に増加させる取組を行う者に対して、当初配分された生産目標数量に加え、当

該組織による消費純増分の数量を補正（加算）する。

表５－５ 生産者団体等の米輸出の取組状況（平成16・17年度）

資料:全国生産者団体調べ

表５－６ 消費純増策を活用した海外輸出の取組（新潟県）

（単位：玄米トン）

資料：農林水産省調べ

輸出相手国 認定数量

台　　湾 19

香　　港 3

計 22

シンガポール 台湾 タイ 香港

食品見本市
への出店

実施日 2004.４.20～23 2004.６.17～20 2004.12.８～12 2005.５.10～13

会場 シンガポール・エキスポ 台北世界貿易センター ｸｨｰﾝ･ｼｷﾘｯﾄ･ﾅｼｮﾅﾙ･
ｺﾝﾍﾟﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

香港コンベンション・エ
キシビッションセンター

来場者数 約37,000名 約52,000名 約37,000名 約29,000名

試食会
（会場で炊飯）

北海道産「ほしのゆめ」
秋田県産「あきたこまち」
新潟県産「コシヒカリ」

北海道産「ほしのゆめ」
山形県産「はえぬき」
新潟県産「コシヒカリ」
（いずれも無洗米）

北海道産「ほしのゆめ」
宮城県産「ひとめぼれ」
新潟県産「コシヒカリ」
島根県産「コシヒカリ」
（いずれも無洗米）

福島県産「ひとめぼれ」
千葉県産「コシヒカリ」
新潟県産「コシヒカリ」
（いずれも無洗米）

販売

発売日 2004.10.28 2004.10.５ 2004.12.８ 2005.５.10

取扱銘柄北海道産「ほしのゆめ」
秋田県産「あきたこまち」
新潟県産「コシヒカリ」

北海道産「ほしのゆめ」
山形県庄内産「はえぬき」
新潟県産「コシヒカリ」

北海道産「ほしのゆめ」
宮城県産「ひとめぼれ」
新潟県産「コシヒカリ」

福島県産「ひとめぼれ」
千葉県産「コシヒカリ」
新潟県産「コシヒカリ」

数量
10月 16年産 計９トン
12月 16年産 計９トン
４月 16年産 計９トン

10月 15年産 計６トン
12月 16年産 計11トン
４月 16年産 計６トン

12月 16年産 計３トン
４月 16年産 計４トン

４月 16年産 計６トン

価格 680～850円／kg 590～740円／kg 790～1,000円／kg 900～1,040円／kg

国名

内容


