
第３ 国の方針編
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Ⅰ 米政策改革の推進

米政策改革については、改正食糧法が平成16年4月から施行

され、米づくりの本来あるべき姿の実現を目指し、本格的に

スタートしたところである。

今後、ＪＡ・市町村を中心とした地域水田農業推進協議会

が策定した地域水田農業ビジョンの実現、農業者・農業者団

体による自主的・主体的な需給調整の取組等を促進していく

ことが重要である。

、 、 、農林水産省としては 以下のような各種対策 取組により

地域水田農業ビジョンの実現、需要に応じた売れる米づくり

の実現等を支援していくこととする。

１ 米政策改革大綱の着実な推進

米政策改革のスタートに当たり、米政策改革の趣旨の徹底

と各種対策の加入促進等を目的として、農林水産大臣を本部

長とする「米政策改革推進本部」を設置し、ＪＡグループと

連携した「現地アドバイザリー活動」の実施、米政策改革相

談窓口の設置等を行うなど、地方農政局、地方農政事務所を

含めた米政策改革の推進に努めているところである。

(1) 平成16年度からの当面の需給調整

① 需給調整については、生産数量を調整する方式へ転換し

たところであり､16年産米の全国の生産目標数量について

は、16年産米の需要見通し等を勘案し857万トンと設定し

た。

、② また､16年産米の都道府県別の生産目標数量については

大綱の基本的考え方に即し、各都道府県産米の需要実績を

基に算定した需要予測を基礎に 「食料・農業・農村政策、

審議会」の助言の下、国及び全中が協議の上決定した。

③ この都道府県別の生産目標数量については、行政及び農

業者団体の両ルートで配分されたところであるが､農業者

に対しては、併せて作付目標面積を配分した。この場合、

面積に換算する際の単収については、客観的指標となり得

るデータを活用し、地域ごとの実態に合わせて設定されて

いる。

④ その後､地域間調整､消費純増策による生産目標数量の補

正を行い､生産者ごとの生産確定数量を決定したところで

ある。作付目標面積についても同様に､作付確定面積とし､

これを基に､生産調整実施者の確認が行われる。

⑤ さらに、16年度からは、農業者・農業者団体による自主

的・主体的需給調整の方針として、生産出荷団体等が「地

域水田農業ビジョン」と一体的に 「米穀の生産調整に関、

する方針 （以下「生産調整方針」という ）を作成し、国」 。

の認定を受けた上で、農業者はこれに従って生産を行い、

生産数量の目標を達成する仕組みを設けたところである。

生産調整方針の認定を受けた生産出荷団体等は､16年6月30

日現在で､1,885となっている。

⑥ 17年産米の生産目標数量については､需要に応じた売れ

る米づくりの推進、国民に対する安定供給を確保する観点

から、在庫水準、16年産米の作柄の状況等を勘案し、客観

的な需要予測を基礎に､16年秋に決定する。

⑦ 16年産米において､豊作による過剰米が発生した場

合には､集荷円滑化対策により、短期融資の仕組み

を活用して、区分出荷を促し、農業者団体による

主体的な販売環境整備を行う。融資の返済が米の

引渡しでなされた場合は 「米穀機構」により主食、

用米等の需給に影響を与えないように処理する。
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(2) 産地づくり対策

産地づくり対策は、市町村段階において策定された地域水

田農業ビジョンの実現に向けた取組を支援するものであり、

具体的には農協、市町村等を中心とした地域水田農業推進協

議会が事業主体となるものである。

2,490の地域水田農業推進協議会が設立され、地域水田農業

ビジョンが策定されており、産地づくり対策に取り組まれて

いるところである。

地域水田農業ビジョンは、担い手の育成と産地づくりの設

計図とでもいうべきものであり、今後､ビジョンの実現に向け

た取組状況を定期的に点検して見直しを行うこと等を通じ、

より高度なものへと発展していくことが望まれる。

農林水産省米政策改革推進本部では、各地域のビジョンの

実現に向けた取組の一助となるよう、特徴的な地域水田農業

ビジョンの事例集を取りまとめ､農協､市町村等に配布すると

ともに、農林水産省のホームページにも公開している。

(3) 稲作所得基盤確保対策

稲作所得基盤確保対策は、農業者の拠出と国の交付金によ

り造成した資金を用いて米価下落の一定部分を補てんするも

のであり、生産調整のメリット対策として実施される。

平成16年4月に都道府県水田農業推進協議会を事業主体と

する実施体制が整備され、同年6月末までに農業者の加入契

約の締結が終了したところである。

(4) 担い手経営安定対策

担い手経営安定対策は、一定の要件を満たす担い手を対象

に 「稲作所得基盤確保対策」に上乗せして稲作収入の安定、

を図るものである。

平成16年4月に都道府県水田農業推進協議会を事業主体と

する実施体制が整備され、同年6月末までに農業者の加入契

約の締結が終了したところである。

(5) 集荷円滑化対策

食糧法に基づき「米穀機構」が指定されるとともに諸規程

が整備され、現在までに、米穀機構と生産調整方針作成者と

の間で、加入契約の締結が完了したところである。これによ

って、対策の実施に係る体制づくりはできあがったところで

ある。

今後、平成16年産米の作柄を踏まえ、豊作による過剰米が

発生した場合は、適切に区分出荷・保管されることにより、

主食用米等の価格の低下による農業経営への影響が回避され

るとともに、需要に応じた売れる米づくりの促進が図られる

ことが期待される。

(6) 需給適正化対策

、 、平成8・9年産政府備蓄米のうち 保管期間の長期化により

主食用として販売することが適当ではないと判断された米穀

については、政府備蓄米に対する消費者の不安感を緊急に解

消する観点から、主食用以外の用途（配合飼料用等）に処理

することとした。

(7) 関連対策

米政策改革を促進し、早期に農業構造の展望と米づくりの

本来あるべき姿の実現を図る観点から 「地域水田農業ビジ、

ョン」の実現に向けた関係団体等の有機的連携の下に、担い

手に対する農用地の利用集積、多様な水田農業を支える基盤
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づくり等を促進するため、農業関連施策全体の総合的な見直

しを実施したところである。

具体的には、

① 売れる米づくりの推進のため、以下の取組を行っている。

ア 食品の安全･安心への消費者の関心の高まりに対応する

ため、米についてもトレーサビリティシステムの構築が求

められており、国としても、システムの構築や導入促進等

の民間の取組を支援することとしている。

なお、システムは平成15年度末に稼動を開始しており、

16年産へ向けてこのシステムの導入が進むことが期待され

るところである。

イ 地域水田農業ビジョンに即した売れる米づくり等の推進

に向け、生産者団体の主体的な取組と一体となった米の消

費拡大を図る運動を、テレビ等も活用しながら引き続き推

進することとしている。

また、高級品として国産米の輸出促進対策を実施するほ

か、国内において米粉パンなど新規需要の拡大にも取り組

んでいるところである。

、 、 、② 計画的な米の流通を支援するために 生産量が多く かつ

大消費地へ販売されている米について、安定的な長期契約や

計画的な米穀価格形成センターへの上場等に対して、金利・

保管料の助成を行うこととしている。

③ また、これらのほかに、

ア 構造政策（農地流動化対策、法人化支援、関連施設等の

緊急整備等）

イ 多様な水田農業を支える水利施設維持管理対策、基盤づ

（ 、 、 、くり等 水利施設維持管理対策 畑地転換 土づくり対策

農地・水利情報整備等）

（ 、ウ 水田の総合的利活用に向けた生産・技術対策 生産対策

研究開発、残留農薬分析体制の整備）

エ バイオマス対策の推進

を実施することとしている。

２ 「米穀機構」の設立と今後の取組

平成16年4月1日に改正食糧法が施行されたことに伴い、計

画流通制度が廃止され、米穀の安定供給の確保を支援するこ

とを目的とした「米穀機構」を指定した。

、（ ） 、同機構は 社 全国食糧信用協会を母体として設立され

食糧法に基づき、

① 集荷円滑化対策業務

② 安定供給に資する取引への債務保証業務

を行うことに加え、今後予想される米流通の変化に対応する

ため、

③ 安定供給に資する米取引に対する助成に関する業務

④ もち米の需給と価格の安定を図る業務

⑤ 米穀の消費拡大を図る業務

⑥ 米穀の需給及び価格動向に関する情報提供業務

等についても行うこととされている。

このような支援を行う「米穀機構」が設立されたことによ

り、生産から消費に至るまで、米関係者が一体となって米産

業の発展と安定供給の確保を図るための体制が整備されたと

ころである。

３ 適正な指標価格の形成の推進

様々な需要に即した多様な取引の実態を反映した価格が形

成され、それが他の取引の目安ともなるような公正・中立的

な取引の場を育成するため 「コメ価格センター」を、食糧、

法に基づき「米穀価格形成センター」として平成16年4月1日

に指定した。
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「コメ価格センター」においては、価格形成の場としての

機能を充実させるとともに、多様な取引が行われる場とする

ため、次のような環境整備を行ったところである。

① 一定の資力信用等を有する者であれば、取引参加が可能

としたことにより、新たな売り手・買い手が多数登録され

た。

② 年間を通じて安定的な上場により定期的に実施される基

本取引に加えて、インターネット等を用いて日常的に実施

される日常的取引等の売買取引を導入した。

③ 取引の公正性をより一層確保していくため、不公正な取

引事例の周知、基本取引実施当日以外の定期的な取引監視

委員会等を実施することとした。

④ 新たな取引参加者が「コメ価格センター」を利用しやす

いよう、これまでの代金決済機関に加え 「コメ価格セン、

ター」自らも代金決済事務を実施することとした。

このように 「コメ価格センター」が、多様化する需要に、

即し、需給実勢や品質評価をより的確に反映した適正な価格

形成のため、中心的な取引の場として整備されたところであ

る。

Ⅱ 米の安定供給に向けた取組

１ 平成15年産米の作柄状況を踏まえた安定供給確保のための

取組

（1） 備蓄の現状

平成15年6月末の政府備蓄量は163万トンと、適正備蓄

水準を大幅に上回っていたものの、15年産米の作柄不良

等により、政府備蓄米に対する購入意欲が高まったため

販売が進み、16年6月末在庫は60万トンとなった。また、

年産の新しい米から販売が進んだため、12年産米以降に

ついては、ほぼ完売となっており、9～11年産米が販売の

主体となっている。

他方、旧登録卸売業者の手持在庫が例年に比べ大幅に

増加（16年6月末57万トン、前年同月比＋22万トン）して

いる状況にある。

（2） 端境期の安定供給の確保に関する事項

このように適正備蓄水準（100万トン程度）を下回る状

況となってはいるものの、平成16年6月末の在庫は、民間

流通米（207万トン）と合わせて260万トンを超える在庫

があることから、16年産米が本格的に出回るまでの端境

期における安定供給に支障はない。

２ 備蓄運営の基本方針

国が行う備蓄運営については、平成13年12月に取りまとめら

れた「備蓄運営研究会報告」に基づき、適正備蓄水準を100万

トン程度を目指して運営するとともに、年間50万トンずつの回

転備蓄方式としている。

また、従来のような随意契約（相対取引）による政府米の販

売では、価格水準が変化する市場実態に適時に対応し難く、ま

た、政府買入れも、生産者からの売渡申込みを前提として都道

府県別に買入れを行っていたため、市場実勢とはあまり関係な

く産地銘柄を買い入れる結果となっていたところである。この

ため、買入れ後、完売するまでの期間が長期化してしまう、年

産構成が偏る等、このような売買方式によっては、円滑な備蓄

運営を図ることができない状態となっていた。

このため、米政策改革大綱に基づき、需要に応じた売れる米

づくりを推進する観点から、16年4月以降、入札方式を基本と
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した仕組みによる販売を実施しており、16年産米からは、買入

についても入札方式を基本とした仕組みとする。これにより、

備蓄米として売れる産地銘柄を買入れ、市場実勢価格で販売す

ることを通じ、年産構成を適正化するとともに、安定的かつ効

率的な備蓄運営を図ることとする。

また、16年6月末の政府備蓄量は、60万トンと適正備蓄水準

を大幅に下回る状況となっており、直ちに安定供給に支障が生

ずるものではないものの、今後、生産量の減少により米穀の供

給が不足する事態に備え、16年産米の作柄や需要動向等を踏ま

え、政府備蓄量の回復を図っていくこととする。

Ⅲ 米穀の輸入数量及びその種類別数量に関する事項

平成16会計年度については、16年3月に策定・公表した 「基、

本指針」に基づき以下の通りとする。

１ 国別・種類別輸入方針

平成15会計年度には、ミニマム・アクセス量の枠内で国内

需給の状況を見極め弾力的な輸入を行ってきたが、16会計年

度においても、引き続き、国内の需要動向を踏まえ、通年安

定的な販売操作が可能となるよう配慮しつつ、輸出国の輸出

余力、国際相場等を勘案しながら適切に輸入を実施する。

２ 輸入数量

16会計年度の輸入数量については、新たなＷＴＯ農業交渉

において新たな合意が出来るまではアクセス数量は12年度の

水準が維持されることから、15会計年度と同数の77万玄米ト

ンとする。

ＳＢＳ輸入についても、年4回程度入札を行い、予定数量

を10万トンとする。




