
53 「飼料用米多収日本一」について

【主な取組概要】

○ 大豆作後に飼料用米を作付け、土壌窒素を有効活用。また、牛ふん堆肥等を施用し、
化学合成肥料の使用量を低減。

○ 通水期間の最後（９月中旬）に湛水し、止水することで品種が本来必要な登熟期間
を確保し未熟粒発生を低減。

■ 趣 旨

飼料用米生産農家の生産水準の向上を推進するため「飼料用米多収日本一」を開催し、生産技術の面から
先進的で他の模範となる経営体を表彰し、その成果を広く紹介する。
平成28年度が初開催で全国から448件の応募があった。平成29年度以降も引き続き実施。

■ 内 容

全国の飼料用米生産者のうち
①多収品種（知事特認含む）で、
②作付面積がおおむね１ha以上、
③生産コスト低減等に取り組む
経営体からの応募を受け、飼料用米の10a当たり

の収量が優れる経営体を表彰します。

■ 褒賞区分

・農林水産大臣賞
・政策統括官賞
・全国農業協同組合中央会会長賞
・全国農業協同組合連合会会長賞
・協同組合日本飼料工業会会長賞
・日本農業新聞賞

■ 28年度の農林水産大臣賞の受賞者の概要

品種 作付面積 単収 地域の単収との差（地域の平均単収）

夢あおば 約2.3ha 932kg/10a 387kg/10a（545kg/10a）
※作況補正後の地域の平均単収

※

◯ 有限会社 平柳カントリー農産（宮城県加美郡加美町）

礒崎副大臣（右）より表彰を受ける（有）平柳カントリー
農産の我孫子社長（中央）と佐々木専務（左）
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10年度 15年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

405 315 261 246 232 238 241 243 248 251

54 酒造好適米の需要に応じた生産について

○ 近年、日本酒の国内出荷量は減少傾向であるものの、製品当たりの米の使用量が多い特定名称酒（吟醸酒、純米酒
等）が増加傾向にあることや、輸出量が増加傾向にあるため、日本酒原料米の使用量は堅調に推移。

○ こうした中、酒造メーカーの希望に見合った酒造好適米の生産が行われるよう、平成26年産から酒造好適米の使用
量増加分について、生産数量目標の枠外での生産を可能とする運用見直し等を実施。

○ さらに、昨年３月と６月に、生産及び実需の関係者による「日本酒原料米の安定取引に向けた情報交換会」を開催
し、関係者が取り組むべき3つの方策として①複数年契約の拡大に向けた対応、②作柄変動等に対応する仕組みの構
築、③需要情報の提供体制の構築についてとりまとめ。

○ また、平成29年産の需要に応じた生産を行うための指標として、全酒造メーカーを対象とした酒造好適米の需要量
調査を実施し、調査結果等を公表。

○ 本年度においても、情報交換会及び平成30年の酒造好適米等の需要量調査を実施し、引き続き酒造好適米の需要に
応じた生産を推進。

○ 日本酒の国内出荷量の推移
（千kl）

資料：日本酒造組合中央会調べ。年度は暦年。
注：清酒は、一般酒のほか、原料米及び製造方法などの諸条件（原料、精米歩留）に

より、吟醸酒、純米酒等８種類に分類され、これらを総称して「特定名称酒」という。

○ 酒造好適米の生産状況

（単位：千㌧）

資料：「農産物検査結果」（農林水産省）
注1：28年産は見込み。
注2：（ ）書きは生産数量目標の枠外で生産された数量で内数。
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10年産 15年産 20年産 21年産 22年産 23年産 24年産 25年産 26年産 27年産 28年産

99 75 77 71 65 65 68 76
(4)
90

(7)
109

(7)
106

○ 日本酒原料米の使用量

（単位：千㌧）

資料：国税庁調べ。
注：酒造年度は、当年７月１日～翌年６月30日。平成27酒造年度は平成27年７月１日～平成28年６月30日。

平成27年
（実績見込）

平成28年
（見込）

平成29年
（見込）

88 86 88

○ 酒造好適米の需要量調査結果 （単位：千トン）

注：酒造メーカーからの回答があったものの合計。当該メーカーの需要量の
農産物検査数量に対するカバー率は81％。



55 食料・農業・農村基本計画本文（米関係抜粋）

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
２．農業の持続的な発展に関する施策
（６）需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革

高齢化や世帯構成の変化、ライフスタイルの多様化等が進む中
で、加工・業務用需要の増加など需要構造等の大きな変化に対応
するとともに、輸出拡大も見据えた生産・供給体制の整備を推進
する。

① 米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の生産拡大
高齢化、人口減少等による米の消費の減少が今後とも見込まれ

る中で、米政策改革の着実な推進により需要に応じた生産を推進
するとともに、優れた生産装置である水田をフルに活用し、食料
自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米等の戦略作
物の生産拡大を推進する。
ア 米政策改革の着実な推進

需要に応じた生産を推進するため、水田活用の直接支払交付
金による支援、中食・外食等のニーズに応じた生産と播種前契
約、複数年契約等による安定取引の一層の推進、県産別、品種
別等のきめ細かい需給・価格情報、販売進捗・在庫情報の提供
等の環境整備を推進する。
こうした中で、定着状況をみながら、平成30年産からを目途

に、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定す
る需給見通し等を踏まえつつ、生産者や集荷業者・団体が中心
となって円滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行
政、生産者団体、現場が一体となって取り組む。
また、それまでの間、行政による生産数量目標の配分の工夫

等の必要な関連する施策全般について、工程を明らかにしなが
ら取り組む。

イ 飼料用米等の戦略作物の生産拡大
飼料用米、米粉用米、麦、大豆等の戦略作物については、水田

活用の直接支払交付金による支援と下記の取組により、生産性を
向上させ本作化を推進する。品目ごとの生産努力目標の確実な達
成に向けて、不断に点検しながら、生産拡大を図る。また、その
他の作物も併せその需給動向について必要に応じて情報提供する。
飼料用米については、全国、地方ブロック、各県（産地）段階

に整備した関係機関からなる推進体制を活用し、米産地と畜産現
場の結び付け等の各種課題の解決に向けた取組を推進する。また、
地域に応じた栽培体系を確立するため、多収性専用品種の開発と
導入や新たな栽培技術の実証を推進する。さらに、生産・流通コ
ストの削減と安定的な供給・利用体制の構築を図るため、担い手
への農地集積・集約化を加速化しつつ、既存施設の機能強化や再
編整備、新たな施設、機械の導入等を推進するとともに、紙袋か
らフレキシブルコンテナや純バラ（トラックの荷台等に米をバラ
で直積み）での流通への転換、シャトル輸送（帰り便の活用）、
配合飼料工場を通じた供給体制の整備、畜産農家における利用体
制の整備等を推進する。
米粉用米については、多様な用途に対応した加工技術の改良、

開発及びその普及による加工コストの低減、新たな米粉製品の開
発等の取組を推進する。
麦、大豆については、実需者ニーズに対応した生産・供給を推

進するため、地域条件に適応する生育特性や加工適性、多収性を
備えた新品種の開発と導入に取り組むとともに、ほ場条件を踏ま
えた排水対策や地力維持に資する輪作体系等の栽培技術の開発と
導入を推進する。

基本計画本文（米関係抜粋）
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品目

食料消費の見通し 生産努力目標
（万トン）

克服すべき課題

１人・１年当たり消
費量（kg/人・年）

国内消費仕向量
（万トン）

平成
２５
年度

平成
３７
年度

平成
２５
年度

平成
３７
年度

平成
２５
年度

平成
３７
年度

米
米粉用米、
飼料用米を

除く

57 53 857 761 859 752
〇 食の簡便化志向、健康志向等の消費者ニーズや外食・中食等のニーズへの対応
○ 行政による生産数量目標の配分に頼らない需要に応じた生産
○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、資材費の低減等による生産コストの低減

米粉用米 0.1 0.7 2.0 10 2.0 10

○ 最終製品価格を押し上げている製粉コストの低減や新たな米粉製品の開発
○ 米粉の特性、メリット、新製品等の情報の十分な伝達
○ 多収性専用品種の導入や地域条件に応じた栽培技術の確立等を通じた収量向上
○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、資材費の低減等による生産コストの低減

飼料用米 - - 11 110 11 110

○ 実需者ニーズに応じた安定生産と畜産経営における利用拡大
○ 多収性専用品種の導入や地域条件に応じた栽培技術の確立等を通じた収量向上

○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、飼料原料用としての生産管理手法の導入、資材費の低
減等による生産コストの低減

○ 飼料原料用としての供給・利用体制の整備による流通コストの低減

品目

10a当たり収量 作付面積 品目別自給率

（単位：kg） （単位：万ha） （単位：％）

平成２５年度 平成３７年度 平成２５年度 平成３７年度 平成２５年度 平成３７年度

米
米粉用米、飼料用米を除く

530 540 160 139

96 97米粉用米 512 580 0.4 1.7

飼料用米 511 759 2.2 14

平成37年度における食料消費の見通し及び生産努力目標（米部分抜粋）

食料自給率目標

注：平成25年度の米（米粉用米・飼料用米を除く）の10a当たり収量は、作物統計における水稲（米粉用米を含み、飼料用米を除く）の値であり、平年収量を用いている。
米粉用米、飼料用米、小麦、大麦・はだか麦及び大豆の平成25年度の10a当たり収量の実績は平均収量である。

注：国内消費仕向量は、１人・１年当たり消費量に人口（平成25年度 1億2,730万人、平成37年度（推計） 1億2,066万人）を乗じ、これに減耗量（米ぬかなど）等を加えたものである。

＜参考データ＞

56 平成37年度における食料消費の見通し及び生産努力目標（米部分抜粋）
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● 今後10年間（平成35年まで）で全農地面積の８割を
担い手に集積
・ 分散錯圃の解消
・ 農地の大区画化、汎用化

大規模経営に適合した品種
作期の異なる品種の組合わせ

作期を分散することで、同じ人数で
作付を拡大でき、機械稼働率も向上

コシヒカリ コシヒカリミルキーサマー あきだわら

作業ピークを分散

１日当たり
作業量

作業時期

多収品種

直播栽培（育苗・田植えを省略）

（実証例）

労働時間
18.4時間/10a→13.8時間/10a

（移植） （直播）

費用（利子・地代は含まない）

103千円/10a →93千円/10a
（移植） （直播） 無人ヘリの活用も可能

単収
530kg/10a→700kg/10a
（全国平均） （多肥栽培で単収増）

生産費
16千円/60kg（全国平均）

→13千円/60kg（試算）

ＩＣＴを活用した作業管理

作業が
短期間に集中

省力栽培技術の導入

作業のムダを見つけて
手順を改善

（実証例）

田植え作業時間
1.62時間/10a→1.15時間/10a
（補植作業時間の削減）

（参考） 米の生産コスト（２５年産）

全国平均 ：１万５千円/60kg
１５ha以上層：１万１千円/60kg

鉄コーティング種子

 担い手への農地集積・集約を加速化するとともに大規模経営に適合した省力栽培技術・品種の開発・導入を進
め、産業界の努力も反映して農機具費等の生産資材費の低減を推進。

・ 基本性能の
絞り込み

・ 耐久性の
向上

・フレキシブルコンテナの
利用（機械化に
よる省力化等）

・土壌診断に基づく施肥量
の適正化（肥料の自家配
合等）、精密可変施肥

生産資材費の低減

農業機械の低コスト仕様 肥料コストの低減

未利用資源の活用合理的な農薬使用

・発生予察による効果的か
つ効率的防除

・輪作体系や抵抗性品種の
導入等の多様な手法を組
み合わせた防除（IPM）

⇒ 化学農薬使用量抑制

・鶏糞焼却灰等の利用

⇒土壌改良
資材のフレコン利用
（20kg袋比７%低価格化）

⇒基本性能を絞った海外
向けモデルの国内展開等

（標準モデル比２～３割の
低価格化）

⇒従来品比
７%低価格化

農業生産資材価格の引下げ

 生産資材業界の再編や法規制等の見直し
 生産資材価格や取引条件等の「見える化」

目指す姿：農地集積・集約の加速化及び省力栽培技術・品種の開発・導入等により、生産コスト低減を実現

○ 今後10年間（平成35年まで）で担い手の米の生産コストを現状全国平均（16,001円/60kg）から
４割低減（9,600円/60kg）し、所得を向上。

担い手への農地集積・集約等

57 米の生産コスト低減に向けた具体的な取組
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平均
作付面積

出典：平成27年産 米生産費

9,904 

15,621 

12,784 
10,442 

9,336 9,626 
7,838 8,224 8,103 

13,632

23,030

18,343

14,734

12,733 12,815

10,552 10,899 10,102

15,390

25,559

20,844

16,739

14,912
14,277

11,775
11,926

11,394

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平均 0.5ha未満 0.5～1.0ha 1.0～2.0ha 2.0～3.0ha 3.0～5.0ha 5.0～10.0ha 10.0～15.0ha 15.0ha以上

家族労働費、自己資本利子・自作地地代を除く生産費
家族労働費
自己資本利子及び自作地地代

1.6ha     0.3ha      0.7ha      1.4ha 2.4ha     3.8ha 6.9ha 12.2ha 20.5ha

（円）

58 全国における作付規模別 60kg当たり米生産費（平成27年産）
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59 販売目的で作付けした水稲の作付面積規模別農家数（平成18～28年）

上段（農家数） ： 千戸
下段（割合） ： ％

平成22、27年は、「農林業センサス」、その他の年は、「農業構造動態調査」の調査結果に基づくもの。
（農林業センサスは全数調査であるが、農業構造動態調査は標本調査である。）
ラウンドの関係で計と内訳の合計が一致しない場合がある。

注：

76

計 3㏊未満 3㏊～5㏊ 5㏊～10㏊ 10㏊以上 計 1㏊未満 1㏊～2㏊ 2㏊～3㏊ 3㏊～5㏊ 5㏊以上

18 4 4 6 3 1,351 987 250 59 34 21

(100.0) (22.2) (22.2) (33.3) (16.7) (100.0) (73.1) (18.5) (4.4) (2.5) (1.6)

18 4 4 6 4 1,308 943 246 60 37 22

(100.0) (22.2) (22.2) (33.3) (22.2) (100.0) (72.1) (18.8) (4.6) (2.8) (1.7)

17 4 4 5 4 1,259 904 231 63 37 24

(100.0) (23.5) (23.5) (29.4) (23.5) (100.0) (71.8) (18.3) (5.0) (2.9) (1.9)

17 3 4 5 4 1,225 880 226 59 35 24

(100.0) (17.6) (23.5) (29.4) (23.5) (100.0) (71.8) (18.4) (4.8) (2.9) (2.0)

16 4 3 5 4 1,144 843 190 54 35 22

(100.0) (25.0) (18.8) (31.3) (25.0) (100.0) (73.7) (16.6) (4.7) (3.1) (1.9)

17 5 3 5 4 1,141 827 194 53 37 29

(100.0) (29.4) (17.6) (29.4) (23.5) (100.0) (72.5) (17.0) (4.6) (3.2) (2.5)

15 4 3 5 4 1,042 763 174 48 33 24

(100.0) (26.7) (20.0) (33.3) (26.7) (100.0) (73.2) (16.7) (4.6) (3.2) (2.3)

14 3 3 4 3 1,013 732 171 50 34 26

(100.0) (20.0) (20.0) (26.7) (20.0) (100.0) (72.3) (16.9) (4.9) (3.4) (2.6)

14 3 3 4 4 982 702 170 50 33 27

(100.0) (20.0) (20.0) (26.7) (26.7) (100.0) (69.3) (16.8) (4.9) (3.3) (2.7)

13 3 2 4 4 939 660 159 50 36 35

(100.0) (23.1) (15.6) (31.4) (29.9) (100.0) (70.3) (16.9) (5.3) (3.8) (3.7)

13 3 2 4 4 876 599 153 51 34 39

(100.0) (23.4) (16.4) (27.3) (32.8) (100.0) (68.4) (17.5) (5.8) (3.9) (4.4)
平成28年

平成26年

平成27年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

北海道 都府県

平成18年

平成19年



60 米の放射性物質濃度低減に向けた取組

○ 米については、作付制限、吸収抑制対策及び収穫後の検査を組み合わせることにより安全確
保を図る。

○ 農地の反転耕等による除染やカリ施肥等による吸収抑制対策を実施。

○ 福島県では、24年産米以降、県全体で全量全袋検査を実施。27年産米以降は基準値超過はな
い。

検査点数 基準値超過点数 ※
基準値超過割合（％）

※

23年産 23,247 583 0.25

24年産 10,346,169 71 0.0007

25年産 11,006,551 28 0.0003

26年産 11,014,971 2 0.00002

27年産 10,498,715 0 0

28年産 10,237,966 0 0

（出典）ふくしまの恵み安全対策協議会（平成29年3月25日現在）

※ 23年産米については、暫定規制値である500Bq/kgを基準値としている。その他の年産
米については、食品衛生法に基づき、100Bq/kgを基準値としている。

カリ施肥

K

CsCs K
K

K K

K
KCs

K

カリ施肥による稲の吸収抑制対策

土壌中のカリ濃度が
適正な場合

放射性セシウムの
吸収は抑制される

米の全袋検査
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61  29年産米の作付等に関する方針 【① 避難指示区域】

対象地域 作付の取扱い

作付制限○ 帰還困難区域

○ 居住制限区域

○ 避難指示解除準
備区域

作付再開準備

管理計画を策定し、作付再開に向けた実証栽培を実施。

立入が制限されており、作付・営農は不可。

営農が制限されており、除染後農地の保全管理や市町村の管理
の下で試験栽培を実施。

※ 役場機能の移転等避難の状況により、きめ細かな管理が困難な市町村では、農地保全・試験栽培
を行うことも可能。

また、除染の進捗状況によっては、全量生産出荷管理を行うことも可能。

農地保全・試験栽培

※ 市町村の管理の下での試験栽培は可能 （収穫物は原則廃棄）。

※ 地域の状況に応じて、作付再開準備を行うことも可能。
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61 29年産米の作付等に関する方針 【② 避難指示区域以外の地域】

対象地域

農家ごとに、吸収抑制対策
を実施し、検査（全戸検査）
した後に出荷。

作付の取扱い

全戸生産出荷管理

○ 前年が作付再開準備の地
域

○ 前年産米で基準値超過が検
出された地域

○ 前年が全量生産出荷管理
の地域であって前年産米
で基準値超過が検出され
なかった地域

○ 前年産米で50 Bq/kg超の
あった地域

○ その他の地域

全量生産出荷管理

管理計画を策定し、飯米・縁故米を含む全てのほ場で吸収
抑制対策を実施、もれなく検査（全量管理、全袋検査）し、順
次出荷。

旧市町村又は市町村ごと
に抽出検査を行った後に出
荷。

地域単位で抽出検査

農家リストを作成し、検
査予定数量等を把握した
上で全袋検査を行うことで
、順次出荷が可能。

全戸生産出荷管理の地域では
、農家ごとに吸収抑制対策を実
施。

福島県の場合
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作付制限

福島第一原子力発電所

作付・営農は不可。

作付再開準備

管理計画を策定し、作付再開に向けた実
証栽培等を実施。

全量生産出荷管理
管理計画を策定し、全てのほ場で吸収抑制対

策を実施、もれなく検査（全量管理・全袋検査）し
、
順次出荷。

農地保全・試験栽培
除染後農地の保全管理や市町村の管理

の下で試験栽培を実施。

福島県

62 29年産米の作付制限等の対象地域（28年産との比較）

28年産米 29年産米
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○ 2016年の輸出数量は9,986トン（対前年比31％増）、輸出金額は約27億１千万円（同21％増）となった。

○ 2017年１～５月の輸出数量は4,472トン（対前年同期比28％増）、輸出金額は約12億円（同27％増）となっている。

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円

2,202 726 3,121 1,030 4,516 1,428 7,640 2,234 9,986 2,709 4,472 1,196
(+3%) (+6%) (+42%) (+42%) (+45%) (+39%) (+69%) (+56%) (+31%) (+21%) (+28%) (+27%)

香港 916 299 1,207 377 1,744 497 2,519 659 3,342 842 1,542 372
(+30%) (+21%)

シンガポール 668 208 961 300 1,295 371 1,850 463 2,350 539 1,097 240
(+22%) (+12%)

台湾 154 50 168 74 407 155 753 268 910 321 278 106
(-3%) (+0%)

アメリカ 29 16 91 36 81 37 322 103 812 236 393 130
(+77%) (+70%)

タイ 19 8 21 9 43 15 208 37 395 71 66 16
(-65%) (-45%)

中国 34 14 46 19 157 76 568 291 375 163 110 43
(+378%) (+315%)

オーストラリア 130 34 189 56 185 59 273 84 357 109 175 53
(+48%) (+45%)

イギリス 48 18 58 23 112 41 189 60 326 98 399 109
(+348%) (+276%)

モンゴル 7 2 73 14 51 10 134 24 198 33 38 6
(-65%) (-68%)

マレーシア 10 3 6 2 49 15 124 41 167 45 96 27
(+71%) (+72%)

インドネシア 8 3 57 18 74 24 80 17 97 30 - -
- -

その他 179 72 244 102 318 128 620 187 657 222 278 96
(-2%) (+10%)

資料：財務省「貿易統計」（政府による食糧援助を除く。）
注1：（　　）内は対前年同期増減率である。
注2：「その他」には、2016年については、オランダ、カナダ、ドイツなどが含まれる。
注3：数量1トン未満、金額20万円未満は計上されていない。

２０１４年 ２０１５年 ２０１６年
２０１７年
（1～5月）

輸出合計

２０１２年 ２０１３年

63 商業用の米の輸出数量及び輸出金額の推移
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 コメ（包装米飯含む）
現地での精米の取組や炊飯ロボットと合わせ
た外食への販売など、日本米のプレゼンスを
高める取組を推進。
★重点国

新興市場：台湾、豪州、ＥＵ、ロシア、中国、
米国等

安定市場：香港、シンガポール

 米菓
相手国のニーズに合った商品の開発、手軽
なスナックとしてのプロモーション強化。
★重点国

新興市場：中東、中国、EU
安定市場：台湾、香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、米国

 日本酒
発信力の高い都市や重点市場でのイベント・
事業を実施するほか、セミナー等を通じて、日
本酒の良さについて普及。日本酒の生産増
に対応した酒造好適米の増産が可能となるよ
う措置。

★重点国
新興市場：ＥＵ、台湾、中国、ブラジル、

ロシア、韓国
安定市場：米国、香港

○ 輸出額目標：６００億円
○ 精米だけでなく、包装米飯・日本酒・

米菓も含めたコメ加工品の輸出に力
を入れる。

2019年目標と対応方向

※ 「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」（25年8月）で決定

（※）

品 目 名 平成26年 平成27年 平成28年
平成29年1～5月 （参考）

主な輸出先国
対前年同期比

コメ・コメ加工品 金額 169億円 201億円 221億円 97億円 +16%

米国
香港
台湾
韓国

シンガポール
中国

コメ
（援助米
を除く）

数量 4,516トン 7,640トン 9,986トン 4,472トン +28% 香港
シンガポール

台湾
米国
中国金額 14億円 22億円 27億円 12億円 +27%

米菓
（あられ・

せんべい）

数量 4,012トン 3,679トン 3,567トン 1,504トン +9% 台湾
米国
香港

シンガポール
韓国金額 39億円 39億円 38億円 16億円 +8%

日本酒
（清酒）

数量 16,314
キロリットル

18,180
キロリットル

19,737
キロリットル

9,059
キロリットル

+14%
米国
香港
韓国
中国
台湾

シンガポール
金額 115億円 140億円 156億円 69億円 +16%

○ コメ・コメ加工品の輸出金額は堅調に増加しており、平成29年1～5月は
97億円、対前年同期比で16%増となっている。

輸出の現状

64 コメ・コメ加工品の輸出をめぐる状況と対応方向
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平成26年11月27日
（前身の全国米関連食品輸出促進会から改称し、組織目的を明確化し、オールジャパンの輸出団
体として平成26年11月27日に設立。平成27年8月13日に一般社団法人化。）

１． 我が国の良質な米・米関連食品の海外での需要の開拓・拡大を図り、世界のマーケットに届
けるため、 オールジャパンで取り組むべき共通課題の洗い出し・解決に向けた協力体制を構築
すること

２． 輸出の拡大を通じて、我が国のコメ生産者の所得向上に資すること
３． 輸出拡大にむけて、協議会会員間の相互の情報収集、共有を通じ、各種連携を促進し、必要

に応じて輸出事業の共同展開に資すること

１． オールジャパンのブランド育成
２． 海外市場開拓調査
３． 産地PR・国内商談会
４． 海外販売促進活動
５． 会員ニーズに基づく共同の取組の促進 等

109会員（平成29年６月14日現在）
秋田おばこ農業協同組合、全国農業協同組合連合会、木徳神糧株式会社、元気寿司株式会社、

株式会社神明、千田みずほ株式会社、鈴茂器工株式会社、関谷醸造株式会社、全国米穀販売事
業共済協同組合、一般社団法人全国包装米飯協会、株式会社永谷園、白鶴酒造株式会社、全国
米菓工業組合、JFCジャパン株式会社、ぼんち株式会社 等

１．設立

２．目的

３．事業内容

４．会員数

65 一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会の概要
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（注）ＱＲコードから、日本産米・米加工品のＰＲ映像が流れる
ＨＰへリンク

○ 米・米関連食品の輸出拡大のため、他の品目に先がけて、オールジャパンでコメ・コメ関連食品の輸出を促
進する全国団体（全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会）を平成26年11月27日に立ち上げ。

○ 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会は、統一ロゴマークの開発・発表、海外でのPRイベント等を開催。

〈 日本産米輸出の統一ロゴマーク 〉

（１）日本産品であることの識別を容易にし、その品質等
を海外の消費者にアピールするため、日本産米・米加
工品輸出の統一ロゴマークを開発し、国内で発表（平
成27年３月13日）。（農林水産大臣出席、国内メディア
約30社が参加）

ロゴマークと併せてＱＲコードを表示し、日本産米
に関する映像コンテンツを含むＷＥＢページにリンク
させることにより、日本産米の良さを映像でＰＲする
仕組みを構築。

（２）海外においても、統一ロゴマークを用いて、日本産米・
米関連食品のＰＲイベントを開催。

① 香港 平成28年５月24日～26日
・ 日本酒のＰＲ・セミナー

② マレーシア 平成28年７月27日～29日
・ 日本産米・日本酒・米菓のＰＲ・セミナー

③ ベトナム 平成28年８月１日
・ 日本産米・日本酒・米菓のＰＲ・セミナー

④ ロンドン 平成28年９月４日～６日
・ 日本産米・日本酒・米菓のＰＲ・セミナー

⑤ ニューヨーク 平成28年10月７日
・ 日本産米・日本酒・米菓のＰＲ・セミナー

⑥ 上海・北京 平成28年11月
・ 日本産米・パックご飯・日本酒・米菓のＰＲ

⑦ サンフランシスコ 平成29年１月10日
・ 日本産米・日本酒・米菓のＰＲ・セミナー

⑧ バンクーバー 平成29年１月12日
・ 日本産米・日本酒・米菓のＰＲ・セミナー

66 米・米関連食品の輸出拡大に向けた取組
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ローエンド

ミドルレンジ

※ 価格帯イメージ： 300～600円/kg
・ 中国産 中・短粒種（プレミアム）
・ 米国、豪州産 中・短粒種（カル
ローズ等）

・ プレミアム長粒種（香り米等）

※ 価格帯イメージ：～300円/kg
・ 一般的な長粒種、中国産 中・短粒種

深掘り

ハイエンド

輸出ターゲット市場の深掘り

⑤ 従来は、国内主食用米と

区別するため、６月時点で

「販売契約書」の提出を求

めていたが、平成28年4月

より、生産者による「輸出

計画書」のみで生産が可

能となるよう、制度運用を

改正

輸出用米生産に関する
制度運用を改正

※ 価格帯イメージ：600円/kg～

海外マーケットにおける日本産米の位置付け及び対応方針（イメージ）

拡
大

① 中国向け輸出ルートの複線化

精米工場等の指定追加の働きかけを継続的に

進めつつ、これまで実績を有しない事業者による

輸出の取組を拡大し、輸出先での流通を複線化

（平成28年度に5事業者が実証予定）

② 幅広い輸出ターゲットに向け、商品・売り方を

多様化

・ 機能性成分を売りにした高付加価値商品の販

売促進（金芽米等）

・ インターネット販売を活用した日本産米の販売

の事業化の可能性、ターゲットの見極め

・ 炊飯機のない家庭でも食べられるよう、パック

ご飯等の形態での販売促進（市場性等の調査）

輸出ターゲット市場の拡大

これまでの日本産米の進出ゾーン
（主なマーケットは、香港・シンガポー
ルの高所得者層）

67 米の輸出力強化に向けた対応方向（農林水産業の輸出力強化戦略 28年５月19日決定）

③ 米の生産コスト削減についてのKPI（担い手

の生産コストを全国平均比4割削減）に向けた

取組を着実に進める（省力化技術の導入や作

期分散、資材費の低減）。

④ 国内で主食用として多く生産されていない

多収品種を導入し、試験的に低コスト生産を

行い、海外マーケットでテスト販売を行う等の

輸出産地づくりの取組を推進
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