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１．開      会 

 

○松尾需給調整対策室長 予定の時間が参りましたので、ただいまから食料・農業・農村

政策審議会食糧部会を開会させていただきます。 

 委員の皆様におかれましてはお忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。 

 本日の委員の皆様の出席状況でございますが、青山委員、森委員、それから佐々木委員、

佐藤委員、田沼委員におかれましては所用により御欠席との連絡を事前にいただいており

ます。なお、杉本委員は若干おくれてお見えになるとの連絡をいただいております。 

 結果、全体の３分の１以上の委員に御出席いただいておりますので、食料・農業・農村

政策審議会令第８条の規定により、本部会は成立しております。 

 議事の前に配付資料の確認をさせていただきます。お手元には食料・農業・農村政策審

議会食糧部会資料一覧に記載されております。まず議事次第、それから委員名簿、横向き

の資料１、資料２、資料３、それから参考資料として、参考資料１、参考資料２、参考資

料３、参考資料４をお配りしております。それから、本日の議事３のコメ先物取引試験上

場申請に関しまして、冨士委員から資料の提出と本日御欠席の佐藤委員から書面で意見を

いただいておりますので、配付させていただいております。 

 それでは、この後の議事進行につきましては中嶋部会長にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○中嶋部会長 おはようございます。食糧部会長の中嶋でございます。皆様の御協力のも

と、円滑に運営してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本部会につきましては食料・農業・農村政策審議会議事規則第３条第２項の規定

により、会議は公開することとされております。また、本部会における皆様の御発言等に

つきましては議事録として取りまとめの上、公開させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 
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２．総合食料局長あいさつ 

 

○中嶋部会長 それでは、まず開会に際しまして、髙橋総合食料局長よりごあいさつをお

願いいたします。 

○髙橋総合食料局長 おはようございます。総合食料局長の髙橋でございます。 

 食糧部会の委員の先生方には、日ごろから農林水産行政の推進にあたりまして御支援い

ただいております。誠にありがとうございます。 

 本食糧部会でございますけれども、３月に麦の需給見通しを立てる際に開催を予定して

いたわけでございますけれども、11 日の東日本大震災の発生によりまして、誠に恐縮では

ございましたが、持ち回りという形で代替させていただきました。また、本来であります

と定時の部会というのは７月指針の段階で御議論いただくわけでございますけれども、今

日議題にございますような幾つかの課題について、この７月指針に向けまして一定の方向

を出してまいりたいと思っていることで、今日それからまたもう１、２回予定をしており

ますけれども、臨時の部会を開催させていただくことにさせていただいたものでございま

す。 

 今回の大震災関係の被災者の方々に対しまして心よりお見舞い申し上げさせていただき

たいと存じます。このような未曾有の大災害、特に農林漁業の基盤となっております地域

でございます。この復旧・復興に向けましても非常な努力、困難というものがあるわけで

ございますけれども、何とか１日も早い復旧と復興というものを今、政府を挙げて取り組

んでいるところでございます。 

 また、このような大災害の発生というものは単に被災地のみならず、国民経済全体、食

料につきましても、例えばお米の需給等々にどのような影響があるかということについて

もきちんと整理をする必要があろうかと思っております。この点についても本日、後ほど

説明させていただきますけれども、こういったようなものについて正確な情報、知識とい

うものを国民、消費者の方々に提供してまいりたいと思っている次第でございます。 

 今日は議題がたくさんで恐縮でございますけれども、熱心な御議論をいただきまして、

また消費者、国民に、先ほどから申し上げておりますけれども、なるべくいい情報が発信

できればと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 どうも今日はありがとうございました。 
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○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事の進め方について確認したいと思います。 

 本日は議事（１）として「米の備蓄運営について」につきまして、具体的には本年度よ

り実施しております棚上備蓄における備蓄米の放出について説明を受け、御審議いただく

こととしております。それに先立ち、議事（２）の「東日本大震災後の米をめぐる状況に

ついて」について報告があるということですので、議事（１）と議事（２）をあわせて質

疑、意見交換をさせていただきたいと思っております。その後、議事（３）の「コメ先物

取引試験上場申請について」の報告を受けて、質疑応答を行いたいと思います。 

 委員各位並びに事務局におかれましては、限られた時間内で効率よく議事を進められる

よう円滑な進行に御協力いただきたいと思います。全体としては 12 時前までには終了す

る予定で進めたいと思いますが、このような取り進め方でよろしゅうございますでしょう

か。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○中嶋部会長 ありがとうございます。それでは、そのように進めてまいりたいと思いま

す。 

 

３．議    事 

         （１）米 の 備 蓄 運 営 に つ い て 

（２）東日本大震災後の米をめぐる状況について 

 

○中嶋部会長 では、早速ですが、「東日本大震災後の米をめぐる状況について」及び「米

の備蓄運営について」に関する資料の説明をお願いいたします。 

○天羽計画課長 総合食料局食糧部計画課長の天羽でございます。恐縮ですが、座って資

料の説明をさせていただきます。 

 お手元にございます資料１でございます。「東日本大震災後の米をめぐる状況について」

ということで、23 年産米の生産数量目標の県間調整の結果なり、今年産の需給動向につき

まして、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。 

 １ページでございます。平成 23 年産米の生産数量目標についてということでございま

すが、毎年の需要に即して設定をしておるということでございまして、平成 23 年産米は

前年から 18 万トン減少の 795 万トンである、それから 22 年のときには約４万トン、この



 4

表の右下のほうでございますけれども、そこに約４万 ha、22 万トン相当の過剰作付があ

りましたという大きな枠がございます。 

 それから２ページでございます。東日本大震災の米生産に与える影響ということでござ

います。現時点で正確に把握することはまだまだ困難な要素がございますけれども、一定

の前提を置いて試算をしております。まず地震・津波被害と原発による被害というように

２つカテゴリーがあるわけでございまして、地震・津波被害でございます。左側の括弧囲

みにございます津波による農地の被害は約２万 4000ha であり、このうち水田は約２万 ha

であるというのが右の表にあります被害農地の推定面積でございます。このほか液状化な

ど水利施設の破損が発生をしておるということで、トータル約９万トン程度の生産量の減

少があるというように想定をしておるところでございます。原発の被害でございます。原

発の事故に伴いまして、「警戒区域」、「計画的避難区域」、それから「緊急時避難準備区域」

の区域において水稲の作付が制限されております。この区域での作付制限に伴う生産量の

減少が５万トン程度と想定をしておるところでございます。 

 ３ページでございます。23 年産米の生産数量目標について、被災県においてはまず県内

でも被災によってもう米の生産ができなくなったところがございます。一方で、まだ生産

余力のある地域があるということで、この両者の間で市町村間等の調整が行われておりま

す。このうち宮城及び福島の両県におかれては県内の調整のみでは生産数量目標を満たせ

ないということで、私どものほうに県をまたいだ調整の要請がございました。これを受け

まして、受け手県を私ども、募集をさせていただきまして、引き受けを希望する県の希望

数量や条件を両県に提示をいたしまして調整を行ったところでございます。この結果、次

のページに出し手県と受け手県の結果がございますけれども、２万 7000 トン分の県間調

整が整ったということでございます。３ページの右のほうでございますが、宮城、福島合

計で 4.6 万トンの希望がございまして、調整の結果、12 県で２万 7000 トンの引き受けが

整ったということでございます。この差額が約２万トンあるわけでございますが、右にご

ざいますとおり、今回の被災による全国ベースでの生産減、この２万トンが生産減の見込

みになりますということでございます。ただし、先ほど見ていただいたとおり毎年過剰作

付が一定量存在するというふうなこと、それから※印の２にありますとおり、生産数量目

標全体の約 800 万トンからするとこの２万トンというのは 0.2％程度であるということで

ございます。 

 続きまして、５ページでございます。先ほど申し上げたとおり、地震・津波の災害や原
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発事故で９足す５で 14 万トン程度の供給量の減が見込まれる一方で、市町村間調整なり

県間調整で供給量減少分の大宗はカバーされる見込みということで、当面の米の需給につ

きましては特段の支障はなく、これまでの需給緩和の基調に変化はないというふうに考え

ておるところでございます。このほか国は 23 年６月末時点で 85 万トン程度の備蓄を見込

んでおります。これに加え、今後、23 年産米の政府買入入札を進めていく予定ということ

で、左の需給の表でございます。平成 23 年６月末の民間在庫量 196 万トンということで

ございます。23 年産、今年産の生産数量目標は 795 万トンということで置いております。

これは過剰作付が０、作況が 100、いわゆる平年作の場合の数量としてこういうふうに置

いておる。それからＣとして先ほどの 14 万トンの生産減少、県間調整による増加分とい

うことで、このＡからＢ、Ｃ、Ｄを足し算いたしまして、23～24 年にかけての主食用の供

給可能量が 989 万トン、それに対しまして需要量がＦのところで 802 万トンということで、

24 年６月末の民間在庫量は 187 万トンという水準になるわけでございます。これは直近

５ヵ年の中庸３ヵ年平均の民間在庫とほぼ同水準ということでございます。右側に政府備

蓄米の在庫見込みということで、先ほどの 85 万トンの内訳を書いてございます。これは

また後で出てまいります。23 年産米の政府買入入札の再開ということで、これはまた後で

出てまいりますけれども、これまで３回、入札結果を公表させていただいておりまして、

約７万トンまで積み上がっているということでございます。これらのほかに飼料用等向け

に市場隔離している 22 年産米ということで、社団法人の米穀機構が過剰米基金で 22 年産

の飼料用米等として買い入れた米が 13 万トン程度あるわけでございます。私ども、23 年

産の作柄など不透明な部分があるということで７月以降、これを飼料用として売っていく

ことについて、しばらくの間、様子を見ていただくよう凍結をお願いをしておるところで

ございます。 

 以上、駆け足でございましたが、資料１の説明を終えさせていただきまして、次に資料

の２のほうをご覧いただければと思います。「米の備蓄運営について①」でございます。 

 これまでの備蓄の運営方式はいわゆる回転備蓄方式ということで、原則として１年保管

後、主食用として供給をしていき、新たに備蓄用として次の年の米を買い入れていくとい

うことで回転させていくということであったわけであります。今年度から棚上備蓄方式に

移行しておりまして、考え方といたしましては、不足時以外は一定期間保管後、非主食用

に供給をしていくという方式でございます。このため、ではどういうときに備蓄を放出し

ていくのかというその考え方を検討する必要があるということで、先ほど局長のあいさつ
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にもございましたけれども、７月に定例の食糧部会がございますが、それに向けまして御

議論をいただきたいということで資料のタイトルを「米の備蓄運営について①」とさせて

いただいておるわけでございます。 

 資料の１ページでございます。備蓄の制度的枠組みということでございまして、食糧法

においては第２条に基本方針という条が立っておりまして、①ですが、政府は、米穀の供

給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営を行うこととされております。それから、

②ですが、米穀の備蓄定義のところで、米穀の備蓄とは、米穀の生産量の減少によりその

供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することというようにさ

れているところでございます。 

 続きまして２ページでございます。棚上備蓄方式による備蓄運営の基本的な考え方とい

うことで、これは２月の基本指針の抜粋でございますが、①適正備蓄水準は６月末時点で

100 万トン程度、②国内産米を５年間程度備蓄をいたします。③備蓄米の買い入れは、出

来秋の市場価格に影響を与えないよう作付前の事前契約によることを基本に、公平性・透

明性を確保する観点から一般競争入札により実施ということで 20 万トンを目指している。

④備蓄米は放出を要する不足時以外は、備蓄後に、飼料用等の非主食用として販売をいた

しますということであります。 

 続きまして３ページでありますが、それでは棚上備蓄方式における備蓄米の放出につい

てどういう検討課題が考えられるのかということで、私ども、大きく３つの論点、課題を

設定させていただいたわけでございます。１つ目の四角でございます。不足時における備

蓄米放出の判断基準ということで、作柄なり価格なり在庫がどのような場合に放出をする

というふうに判断をするのか、だれがいつどのように判断をするのかというのは１つの大

きな論点であろうと。それから２つ目の四角でございます。備蓄米を放出するとして、そ

の放出の際にどういうふうな考え方で行うのか、時期はいつからにするのか、その年のも

う出来秋から放出していくということにするのか、または実際にショートをする次の年の

端境期のころから放出するということにするのか、販売するとしてどのような方法で行う

のか、競争的な販売ということにするのか、または割当的な販売ということにするのか。

それから販売対象はどのようなものにするのかということですが、販売事業者すべての届

出事業者を対象にするということにするのか、または何らかの参加要件を課すべきか、課

すとして、ではどのような要件が適当なのかということがございます。総放出量はどのぐ

らいにするのかという需要見通しに対する不足分だということで総放出量を決めることに
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するのかといった論点、それから実際の販売に際してはどのような売り方にするのかとい

うことでございます。総放出量を全量一度に売るということにするのか、または順次段階

的に放出していきますということにするのかということでございます。 後、一番下の四

角でありますが、それでは備蓄米を放出するような状況になったときにおいて、その年の

米につきましても備蓄米として事前に買入契約が結ばれているわけでありますが、その契

約の取り扱いをどうするべきか。不作のときであっても政府が契約に基づいて買い入れ、

必要な判断を行って備蓄を放出するという原則どおりやるのが基本であるということなの

か、あるいは一定の条件の下で買入契約を解除し、契約事業者または生産農家による市場

流通を認めるのかといった論点でございます。 

 続きまして４ページでございます。「米の生育・作柄等の公表スケジュール」ということ

で、１年間、どういう時点でどういう情報があるかということを簡単にまとめたものでご

ざいます。上の２つは気象庁が公表するものでございまして、３ヵ月予報などがございま

す。それから自治体、県庁などが生育情報を公表をしております。それから農水省の統計

部が作柄概況を７月下旬以降、順次公表しておるということがございます。それから、私

ども食糧部で価格なり在庫の調査をやっております。一方、先ほどからございますが、備

蓄米の買い入れは６月ごろまで入札を行い、実際の現物の引き渡しは翌年の１～３月ごろ

になるということでございます。それから、戸別所得補償制度の加入の申し込み、これは

生産調整をどうするかという営農計画とも関係するわけでありますけれども、通常は６月

末日が締め切り日だということになっております。※印にございますとおり、今年につき

ましては震災の関係で岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の全域、青森県八戸市及

びおいらせ町、長野県栄村は８月末日ということで、例外的な取り扱いが行われておりま

す。 

 続きまして５ページ、「備蓄米放出の判断基準」ということでたたき台を提示させていた

だいております。４ページにございましたスケジュールなどを前提にすれば、実際に放出

するための検討の進め方としてはこういうような流れになるのではないかということで置

かせていただいております。一番 初にＡとＢということで枠がございますけれども、当

年の需給状況により、この次にございます調査の開始時期など時期が異なるということも

想定されるということでございます。まず普段から米に関する情報収集を先ほど申し上げ

たとおり価格なり在庫なり生育状況なり、やっておるわけでございます。この情報収集を

しておって、じゃあ当年産米はどうやら不作だ、安定供給に支障が生じるのではないかと
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いうことが懸念される場合に次のところに進んでいきまして、米に関する情報収集の、例

えば対象者の拡大、調査頻度の拡大といったことで、緊急調査をしていくこととしてはど

うか。あわせて、お米に競合する小麦製品の価格や販売動向などについても調査をしてい

くということとしてはどうか。この結果、例えば国内産米の生産量が需要量を下回って、

備蓄米の放出がないと翌年６月末の民間在庫量が例年の水準を相当程度下回るような状況

が生じるだとか、もしくは相対取引価格が前年同期比で何割、例えば３割というように書

かせていただきましたが、以上上昇するだとか、もしくは小売価格が前年同期比で○割、

例えば５割以上上昇するだとかといったようなことが認められる場合には、このような状

況などを踏まえまして食糧部会、定時だけではなくて必要に応じて随時臨時に開催をさせ

ていただき、備蓄の放出の必要性を御議論いただくということとしてはどうか。そのよう

な食糧部会での御議論も踏まえて、農林水産大臣が備蓄米放出の要否を決定していくとい

うような流れを考えてみてはどうかということであります。 

 以上につきましては、お米の生産や流通などに携わる関係者があらかじめ予測可能性を

持って対応できるように客観性、透明性を確保した上で実施をしていくということが基本

ではないかということでございます。 

 それから、このページの右側のほうにございますが、一番下の※印にございますけれど

も、今回の震災のときに首都圏で一時的な米不足、供給不足、スーパーなどでお米が店頭

から消えたといったことがあったわけでございますが、今後、災害時における対応につい

てどういうふうに考えるのか、不作による供給不足ということとは分けて検討する必要が

あるのではないかということで、これは黄色い線で結んでおりますけれども、別枠にさせ

ていただいているところでございます。 

 続きまして６ページ、７ページ、過去における不足時の例を簡単に御紹介させていだい

ております。平成５年と平成 15 年の例でございます。少し長いですが、駆け足で説明さ

せていただきます。まず平成５年のほうですが、平成３年産の不作、作況 95 だったので

すけれども、などにより、５年 10 月末の国内産米の在庫量は政府、民間合わせて 23 万ト

ンということで低水準であった。５年産米の作柄は稲の活着・生育に重要な６月～８月の

天候が総じて低温・日照不足ということで推移したため、７月の生育情報は日本各地で平

年よりも相当程度低下するというように見込まれていた。その後、８月 15 日現在の作況

指数が 95、９月 15 日で 80 ということで、米の需給が相当厳しいというふうに見込まれ

たことから、９月に年末年始のお餅などの需要に対処できるようということで、20 万トン
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の米の輸入を決定をしたということがございます。さらに、北日本を中心として冷害、西

日本に台風、長雨、それから全国的にいもち病も発生したということで、10 月 15 日現在

の作況が 75 へと悪化したということで、追加輸入を順次行いまして、 終的には米国、

豪州、中国、タイから合計 259 万トンというお米の緊急輸入を実施をしたということでご

ざいます。このような異例の需給環境のもとで全国隅々までお米を公平かつ安定的に供給

していくということで、自主流通米と政府米を一体的に需給操作していかないといけない

ということで、自主流通米につきまして県別、時期別の管理を行うということと、自主流

通米価格形成機構において臨時緊急措置ということで、第３回目以降の入札を延期という

こととしております。入札を延期している間の取引は値幅制限の範囲内で相対取引によっ

て行われるということとしたわけでございます。６年の２月以降、主食用としての政府の

緊急輸入米、それから国産の自主流通米が供給されておりまして、しかるに輸入米に対す

る嗜好、品質の問題、それから猛暑だったわけですけれども、米の消費が減ったというふ

うなことですとか、次の年の新米が大量かつ早期に出回ったということで需給が大幅に緩

和する。平成６年の作況は 109 までなったわけですけれども、緊急輸入米の需要は大きく

減少して、結果、98 万トンの販売残が発生をして、援助用や餌用に処理をしたという経緯

がございます。 

 続きまして、平成 15 年でございます。天候不順の影響による生育のおくれ、それから

作柄の不安による卸売業者の購入意欲の高まりなどにより、平成 15 年産の自主流通米の

価格形成センターの価格は前年同期比に比べて概ね 3000 円から 7000 円上昇しましたとい

うことで、右の下に折れ線グラフがございますが、※１のところでございます。このため

15 年８月以降、14 年産自主流通米の調整保管の取崩し、これは 10 万トンですけれども、

これが決定された。それから 14 年産政府米も販売し、その結果、価格は一旦落ち着きま

した。その後、10 月 15 日現在の作況が 90 となって、107 万トン程度の供給不足が見込ま

れるということになりまして、卸さんが前倒しで必要な数量を確保しようとしたが、それ

に見合った出荷の促進が図られなかったということで、15 年 10 月後半以降、再度、価格

が上昇したということでございます。しかしながら、米価格の上昇によりブレンド米等へ

の引き合いが強まったというふうなことですとか、高値で手当したお米が結果、在庫とし

て滞留したということ、それから政府備蓄米の販売継続によって米の不足感が解消された

ということで、価格は沈静化をしていったということでございます。 

 続きまして、８ページの（参考１）で「政府備蓄米の在庫状況」でございます。23 年４
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月末の在庫量見込み、右の棒グラフでございますが、18 年産、23 万トンから 22 年産の

10 万トンまで 85 万トンということでございます。23 年４月末の在庫量見込みということ

でこういうことでございまして、このほか 23 年産米の事前契約分として先ほどの７万ト

ンがございます。次のページの（参考２）は 23 年産米の政府備蓄米の買入の仕組みでご

ざいます。５月、６月と入札をまだやっていくということでございます。 

 続きまして、ちょっと恐縮ですが、参考資料３の「米をめぐる関係資料」を配付をさせ

ていただいております。これは３月の持ち回りの食糧部会のときにも配付をさせていただ

いたものでございまして、前々回の２月のときにもお配りをしております。主な変更点に

つきまして、簡単に説明をさせていただきます。 

 ２ページでございます。米の流通ルートを整理した表でございまして、これまで 20 年

産米についてフロー図で描いておりましたが、今回、16 年産から 20 年産までの各年産の

流通状況を整理しております。 

 ３ページから５ページは総務省の家計調査で、１世帯の米の消費状況などを整理したも

のでございます。今回、１月から３月までのデータを追加をしておりまして、ちょっとご

覧いただくと１～２月は前年同月で低調ということで、例えば３ページで申し上げるとマ

イナスの 2.6%だとか 8.8%だとかという数字でございます。３月は過去３年を上回ってい

ることがうかがわれるわけでありますが、16.4%ということで、一時的に数字が伸びてい

るということでございます。 

 ４ページでは、お米のほかパンなり麺類の数字がございます。お米と麺類は３月は数字

が上がっているということであります。 

 ６ページでございます。全国米穀販売事業共済協同組合、全米販さんが実施しておる会

員の卸売業者さんによる市場見通しを取りまとめたものでございまして、今回、５月の調

査結果を掲載をさせていただいております。 

 ７ページ、８ページは日本フードサービス協会さんが実施しておられる外食産業の売上

動向を紹介したものでございまして、今回、３月の調査結果を掲載させていただいており

ます。３月の売上高の前年同月比が外食全体で 89.7％ということで減少しておるというこ

とがうかがわれます。 

 ９ページから 12 ページは米の消費拡大の取り組みについて紹介したものでございまし

て、９ページ左上のグラフを見ていただきますと、高校を卒業する 18 歳、19 歳で朝食を

欠食している、食べないという比率が急に上がっているということでございます。 
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 13 ページから 15 ページは米の相対取引価格の推移について整理をしているところでご

ざいます。今回、１月から４月のデータを追加をしております。この３月、４月はほぼ横

ばいということでございます。 

 それから、16 ページでございます。農産物検査の結果、１等米の比率の推移を整理した

ものでございます。今回、１月から４月のデータを追加しております。 

 18 ページから 22 ページは先ほどもご覧いただいたものでございます。 

 23 ページ、過剰米対策基金の活用の表でございまして、今回、 終的な買入数量 17 万

トンを更新しておるところでございます。 

 31 ページは先ほども見ていただいたものでございます。 

 34 ページ、稲作農家の構造ということで、今回は平成 22 年度のデータを追加をしてお

ります。 

 35 ページから 37 ページは、22 年度に実施されました戸別所得補償のモデル対策の支払

実績を紹介したものでございます。 

 38 ページから 40 ページは、同じく戸別所得補償モデル対策の変動部分の交付金の単価

の算定方法なり実際の単価について整理をしたものでございます。 

 44 ページは、今年度から本格実施の戸別所得補償制度の４月 30 日時点での加入申請の

状況を紹介をいたしております。 

 48 ページは 22 年産米に対するいわゆるナラシ対策の補てん単価の試算値を整理をして

おります。 

 51 ページは新規需要米等の用途別の取組状況ということで、今回、加工用米のデータを

追加させていただいております。 

 以上、駆け足で申しわけありませんでしたが、私の説明を終わらせていただきます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から「東日本大震災後の米をめぐる状況について」と「米の備蓄運営に

ついて」につきまして説明がありました。これにつきまして、どなたからでも結構ですの

で、御意見、御質問をお願いいたします。いかがでございましょうか。 

 それでは、冨士委員。 

○冨士委員 備蓄米の放出のルールでありますけれども、これまでも言ってまいりました

けれども、回転備蓄から棚上備蓄にするということで、これまで以上に市場価格に影響を

与えないというか、マーケットに対して中立だということを盛んに言われて、買い入れの
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ほうは播種前による事前の買い入れだということになったわけですが、放出する場合は価

格が高騰したり量が不足したりしたら放出するわけで、当然マーケットに対して影響を与

え、価格を冷やすということになるので、市場価格に影響を与えないというが、備蓄米の

売り買いをやる以上、そこは限界があるということだと思うのです。要は、大事なのは主

要食糧である米の需給と価格の安定を図るというやはり根本的な考え方に基づいて買入れ、

売渡しを客観的にできるだけやっていくということだと思うのです。この放出はまさに不

足する場合に備蓄しているわけですから、不足しない場合には放出するということはあり

得ないというか、考えられない。要は民間流通にどのぐらいの在庫があるとか、在庫を全

部出し切った後に本当に不足する場合に出していくということが基本的な考え方になるの

だろうし、価格もここで言う対前年比何％とか何割とかというのではなくて、そういう量

と全体の需給と価格を見ながらやっていくということではないかと思います。それから、

価格の考え方の基準も対前年比云々というのではなくて、今は戸別所得補償制度で標準的

な販売価格というのですか、あるわけで、これより下がったら補てんするとかということ

があるので、この標準的な販売価格をどう考えるかというのですか、ここが１つの生産者

の所得を補償するという販売価格のラインでありますので、ここを基準に価格の上昇を

何％上がったというようなことを見るとか、いずれにしてもそういう放出の場合、価格が

下落するときはもう思わぬ需要の減少とか計画生産がうまくいかなったというようなこと

で、価格の下落のときは下がるに任せて何も介入しないといって、今度価格が上がったと

きは放出するとか、足りなくなったら放出するということなので、要するに未来永劫米価

は上がらないみたいな、そういうことにはならないように、需給と価格の安定という観点

からやはり備蓄米の運営をしていくということだと思いますので、そういう意味で考え方

なり基準を詰めていくということが大事だというふうに思います。 

 それから２点目は、適正備蓄水準 100 万トンの確保の仕方でありますけれども、今も御

説明にありますように 85 万トン水準だということですが、大震災によって棄損した米が

あるということで 85 万トンまでいっているということで、しかも 18 年産の６年古米が

23 万トンあるということで、これが主食用に適するか適さないかということはありますが、

いずれにしてもこの 18 年産米の 23 万トンを考えると 60 万トンとか 65 万トンとかという

のが主食に耐えられる備蓄水準というのが今の政府備蓄米の保有数量ということになりま

す。回転備蓄から棚上備蓄に切り替わって初年度からこういうふうになってしまっている

わけですけれども、その 100 万トンに 30 万トンとか足りない、30 万トン、40 万トン足り
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ないというところからスタートするわけですけれども、どういうふうに 100 万トンの備蓄

水準を確保していくのかというその考え方ですね。単年度では到底無理なわけで、それこ

そ単年度でマーケットから買い入れるということになればマーケットに対する影響がある

わけで、そういうこともどういうふうに 100 万トンの備蓄水準を確保していくのかという

ことがあります。それから放出のときも、５年で 100 万トンを 20 万トンずつ毎年買入れ

てから餌用等に平常時であれば処理していくわけですので、例えば放出が 20 万トン以上、

30 万トンになればまた翌年以降、買い増ししないと 100 万トン水準を維持できないこと

になりますので、そういうふうに 20 万トン以上放出した翌年以降はその分をまた買い増

すというか、そういう形で備蓄数量を確保していく、維持していくというふうなことだと

思うのですけれども、その辺の考え方も整理が必要だというふうに思いますので、今、お

考えがあればお聞きしたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 今、冨士委員から米の備蓄運営についての御議論をいただきました。価格の問題、それ

から買い入れ、買い増しの問題についての御指摘があったわけですけれども、関連して何

か御意見、御質問等はありますでしょうか。 

 椋田委員。 

○椋田委員 やはり基本はだれでもわかる透明なルールをつくることによって制度全体の

予見性を高めて、乱高下を防ぐことによって価格の安定化をいかに図っていくかというこ

とだと思います。それで食糧法はこの１ページにございますように、３条２項の中で、米

穀の備蓄とは、米穀の生産量の減少によって供給量が不足する事態に備えるというふうに

書いてあるわけですし、今回の棚上備蓄の趣旨も考えれば、思惑で乱高下する価格水準に

基づいて備蓄放出を行うということが本当にいいのかどうか、そこはしっかり考えていく

必要があると思います。今回こういう形で在庫量等、あるいは作柄を見ながらいろいろ計

画を立てていくということですから、思惑買いなど市場の混乱を防ぐためには、例えば年

内の段階で作柄と在庫量をもとにまず政府が備蓄放出をするのだというアナウンスをする

ということである程度市場を沈静化させていく必要があるのではないか。実際の放出自体

については、不足量を正しく反映をするために翌年の端境期ごろに放出をしていくという

ような二段階で考えていくことによって、価格の安定化がある程度図られていくのではな

いかと考えております。 

 以上です。 
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○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 備蓄米の放出に関するルールについて御意見をいただきました。 

 ほかに備蓄に関しましていかがでございましょうか。それでは、廣瀨委員、お願いしま

す。 

○廣瀨委員 必ずしも今のお二人の議論とリンクするわけではないのですが、１つはまず

米をめぐる状況についていろいろと国のほうでも県間調整もなされまして、この５ページ

の左のほうにありますように、大体これでバランスするような形には今のところなってい

るのですが、１つその６ページの資料で私は非常に気にしておりますのは、やはり福島の

問題であります。23 年産米の 36 万トンの数量、これは一応計画的に生産はされると思う

のですが、消費者の立場からされると 500 ベクレル未満であっても、そのあたりの消費動

向というのはどういうふうに影響するだろうかと気になります。したがいまして、これは

生産量は確保できるという数字上の問題だけではなしに、本当にそういう基準値以下のい

いお米なのに、大丈夫なお米なのにそれが消費されるか。消費されないとそこに不足の問

題が出てくるわけであります。したがいまして、１つやはりこれは今すぐ対策をとるとい

うわけではありませんが、もしそういうことが起こった場合にどういうところに協力を求

めてこの福島産米の問題のない米を国民として、日本国としてこれを消費していくかとい

うことをやはり考えておくべきだと思います。 

 例えば、我々産業界では今、企業マルシェというものを私どもの関係のところですでに

２回やっておりますけれども、やはり関東地区の企業を中心に、少なくとも電力関係は福

島に随分なお世話になっているわけですから、そういう会社の食堂とかそういうところで

は優先的に使うような形をするとか、もちろんその前に福島県民の方々で自家消費をされ

るところもあろうかと思いますけれども、例えばそういうことも含めて、もしものときに

はどうするかということの検討はしておかないと、世の中が混乱するおそれがあるのでは

ないかというふうに思います。 

 そういうことに関連しまして、備蓄の放出にも関連しますけれども、どれだけ備蓄され

ているかということは、この道の関係の方はわかるのですけれども、一般の消費者の方は

どこにどのぐらいのものがあるかということが余りわからないのですね。したがって、や

はり「米の備蓄運営について①」の資料の４ページのところにありますように、農水省さ

んのほうで常時監視、価格、在庫調査をやっておられるわけですが、この辺の情報が今の

時点で一般消費者の方も、恐らくホームページとか何かで農水省さんはお出しになってい
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るのではないかと思いますけれども、さらに平時からの十分な情報提供、これは混乱した

ときに情報提供しても、これは皆うろたえていますから衝動的に動くわけですので、やは

り、天候以外の要素で、こういう震災の問題が加わってきているわけですから、今までよ

りもさらに充実した平時からの情報提供というものを、消費者の目に触れるような形でよ

り充実したものをお出しいただいておく必要があるのではないか。かなり充実したものを

出しておられると思いますが、もしそういう観点から充実をさらに心がけていただくよう

なものがあればぜひお願いしておきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 東日本大震災後の米をめぐる状況についての御議論も少し御指摘していただきましたけ

れども、原発事故被害にかかわるような供給問題についてもこの備蓄の問題に関連すると

思いますので、そちらも検討すべきだと思います。それから、消費者への情報提供という

面についても御指摘いただきました。今、３人の方から御意見をいただきましたので、と

りあえずここで事務局のほうより御発言いただきたいのですが。 

○天羽計画課長 備蓄の放出をどういうときにどういうように判断をしていくのかという

ところがまさに今回、論点でございまして、冨士委員、椋田委員からそれぞれ御意見をい

ただきました。生産者サイドの思いなり、消費者サイドの利害といいますか、受けとめ方、

双方あると思います。今回、私どもの資料で卸売の相対取引価格ですとか、小売の価格と

いうものも１つの要素ではないかというふうなことで提示をさせていただいておるわけで

ございまして、これをどういうふうに、どういう数字を使うのか、使わないのか、どうい

う水準で、引き金といいますか、トリガーにしていくのか、価格だけで考えるのか、ほか

の要素も合わせて考えるのかとか、いろいろな考え方があろうかと思います。ぜひそのあ

たり、いろいろな御意見をいただければありがたいと考えております。その際、椋田委員

の御指摘にもございましたけれども、やはりお米の生産なり流通などに携わる関係者にあ

らかじめ予測可能性を持って、できるだけ客観性、透明性を持った形で考え方を示してい

くということが政府には求められるのだろうと考えておるところでございます。 

 それから、冨士委員から 100 万トンの確保の仕方について御質問がございました。１年

20 万トン、５年で 100 万トンという形にしていきたいということでございますが、御存

じのとおり、スタート時点から各年産でデコボコがあるわけでございます。そういう中で

どうやって 100 万トンにしていくのか、近々のところではこの 18 年産の４月末見込みの
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23 万トンを実際に売却していく判断を、エサとしてであれ、今回の備蓄の発動の考え方に

のっとって主食として売っていく場合でも、タイミングとしては今年の場合はこの秋以降

になると思います。23 年産の生育の状況ですとか、それから 23 年産の備蓄米の買い入れ、

今、７万トンということでございますけれども、この積み上がり方、それから作柄の動向、

それからありましたけれども、福島の原発の被害がどういうふうになるのかというふうな

ことなどいろいろ考慮しなければいけない要素があろうかと思います。考え方としては各

年 20 万トン、５年で 100 万トンということなのですけれども、その実際の実現の仕方に

当たってはいろいろ考えてやっていかなければいけない点が多いというように思っている

ところでございます。 

 それから、廣瀨委員から 500 ベクレルを仮に超えなくても、500 ベクレル未満であって

も消費者が買わないというふうなことになると、供給量としては足りないということにな

るのではないかという御指摘でございます。委員のおっしゃられたとおり、食用として問

題がない水準ということでありますので、私どもといたしましては、いろいろなツールを

通して消費者の皆さんに御理解をいただく、500 以上ではないのだということがまずは正

しく消費者に伝わるようにしていくといったことをこれから仕組んでいかないといけない。

また、500 未満のものは消費していただいて大丈夫なのだ、みんなで消費をしていこうと

いうことで、「食べて応援しよう！」というキャンペーンも始まっておるわけでございます

けれども、こういうものを皆様方の御協力を得ながらやっていかないといけない。農林省

の食堂でもすでに茨城フェアですとか、福島フェアですとか始まっておるところでござい

ますが、ぜひ皆様方の御理解、御協力もいただきたいということでございます。 

 その際、平時から十分な情報の提供を消費者、国民に対してやっていかなければいけな

いのではないかとの御指摘。全く私どももそのとおりだと思っておりまして、参考資料の

４ということでお配りしております「米に関するマンスリーレポート」というものをこの

４月 28 日に、これは第１号なのでありますけれども、出させていただきました。中は集

出荷段階から生産段階まで、それから備蓄米ですとかさまざまなデータが入っております。

ただ、これを出させていただいたのでありますけれども、より消費者なり一般の国民の方

に届きやすいようにしていかないといけない。それから、このデータの項目なりも、もっ

とわかりやすいもの、もしくはニーズのあるものにしていかなければいけないと私どもも

考えておりまして、こういう切り口からのデータを入れたらいいのではないかとか、こう

いう形で広報したらいいのではないかということをぜひお教えいただければということを
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機会あるごとにこの４月の末以降、お願いを始めているところでございます。ぜひ御意見

をいただければと思います。 

○髙橋総合食料局長 私のほうから２点ほど追加をさせていただきたいと思いますけれど

も、備蓄をどういう場合に放出をするのかということですが、資料の３ページに「不足時

における備蓄米放出の判断基準」を２点ほど、どのような場合に行うのか、どうして判断

をするのかということでございます。それで、先ほどから椋田委員、あるいは冨士委員か

らも話がありましたけれども、ここの部分、備蓄放出はあくまでも、これは当該年度の想

定される需要見込量に対して供給量、これは通常の民間在庫に当年の生産量だと思います

けれども、この供給量が不足をするだろう。何％なのかどうかということはあるわけでご

ざいますけれども、そういう事態に基本的に出していくのだ、これがまず基本だと思いま

す。ただ、平成５年のときもそうでございましたけれども、実際上は需給は合うのですね、

後の段階では。なぜかといいますと、お米の消費から他の食料品への消費に移りますも

ので、想定需要量を満たさないからといって絶対量が不足するかという事態ではないとい

うのはもう５年の段階でおわかりになっていると思います。ただし、そのような事態が主

食としてあってはならないということで、現在のこの食糧法の枠組みもできているという

ことであります。 

 そうしますと、要は需要見込みに対して供給が足りない。そういうようなことをいつ判

断をするのか、終わってからでは今言ったようにもうどうしようもないわけでございます。

当然、その判断をどういう指標で、シグナルで見ていくのか。そのシグナルは当年産がま

だできない春から夏の段階では、これはやはり作柄の予想でございますとか、あるいは生

産者も流通業者の方々も含めて実際の現場をどのように判断をされるのかとか、それが例

えば価格にどのような形で反映をしていくのかというようなことに表れてくるのではない

か。そこにございますように作柄、価格水準、在庫量というのがございますけれども、作

柄の見込みがどうも夏場の段階からこれは悪いのではないか、あるいは価格がどうも何だ

かわからないけれども、どんどん高くなり始める、かつ在庫もある意味、前年のお米が産

地からどんどん流通段階のほうに引き取られていって、消費はそれほど変わらないのに流

通在庫がどんどんふえていく。いろいろな状況があると思いますけれども、そういったよ

うなことを考えた上で想定される不足に対して対応する、それが椋田委員が言われるよう

に２段階の形になるのか、はたまた 初の段階からなるのかというようなことをいろいろ

また御議論いただきたいと思いますけれども、基本はやはりそういうようなことではない
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かと思います。 

 それからもう一点、廣瀨委員からの福島の原発問題への関係でありますけれども、お米

に関しましては、23 年産米について高度な土壌汚染地域についてはまず作付制限をさせて

いただきました。やはりそこでつくられたものは汚染される蓋然性が高いと、移行係数等

も含めてさせていただいたわけであります。では、そのほかの地域でつくられたものにつ

いてはどうかということでございますけれども、これについても、今後検討してまいりま

すけれども、当然収穫時にきちんと検査をして、基準値を超えるものは流通をさせないよ

うにしていくということをいたします。そうしますと、 後はおっしゃられたような基準

値未満なのだけれども、一定レベルのものが出たものはどうかということでございますけ

れども、これについては２つあると思います。１つは、すでに野菜ですとか、あるいはそ

の他の農産物、水産物も含めてでありますけれども、これまで３月以降、さまざまな出荷

制限、あるいは出荷制限の解除、それから流通段階におけるさまざまな対応というものを

行ってまいりました。そういうような中で、この 500 ベクレルの話は相当程度内部被爆量

として安全性を見込んだ数字であるということと、それからもう一つは、そういったもの

について積極的に消費をしていただく、「食べて応援しよう！」とか、そういった形、先ほ

どの各企業でのお取り組みも含めてやっていただいておりますので、お米、出来秋までも

う少し時間はありますけれども、この辺のところはもっと消費者に対してきちんと説明を

していくということで取り組んでいけばと思っております。 

 22 年産米の福島県産米について、これは去年のお米でございますので全く問題ないので

すが、やはり一部に、これは全体ではそうではありませんけれども、引取拒否みたいな話

がございましたけれども、全体的には福島だからといって忌避されるということではない

と思っております。これは 23 年産米でも安全性がきちんと担保されたものについて見れ

ば同様だと思っておりますので、そういったような取り組みを私どももきちんとやってま

いりたいと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、今の３人の方の議論以外にも、関連してでも結構でございます。それでは、

木村委員、お願いします。 

○木村委員 備蓄の問題については今、髙橋局長がお話になられたり、冨士さんがお話し

になられたりして、基本的に、もちろん市況に影響を与えるということはいつでもこれは

あるわけですけれども、全体的にその年の需給が賄われるということが基本だというふう
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におっしゃられた中で、いずれにしても、だれでもそうですけれども、農家もそうでしょ

うし、流通もそうでしょうし、各家庭もそうでしょうし、これから先の調達に不安を感じ

ると少し余計に持っておいたほうがいいかなとか、もしくは今持っているものを出さない

で置いておかないとこれは将来困るかなという、必ずそういう心境というのは出てくると

思うのですね。これはだれしもそうなのだろうというふうに思うのですが、そのときには、

やはりどのタイミングかということから言えば、端境を迎えるあたりに多分こんな予報が

出るよとか、その次には、今度は９月あたりに大体作柄は少し見えてきそうだねというあ

たりでその判断をされるとかという事前のアナウンスをきちっとされるということが一番

大事なのだと思うのですね。ということは、不足になりそうであれば、それに対しては国

として対処しますよということがわかっていれば、具体的にどれぐらいの量か決めるのは

もう少し先の時点、実際に出荷は少し先になると思いますが、それがいろいろなことを左

右する、人というか、企業もそうですけれども、その行動を左右されるためには早めのア

ナウンスが必要だろうと思います。 

 去年、ずっと食糧部会をやってきて、もちろんこの備蓄の問題にも絡む、それから過剰

米の処理の問題に対して従来とは違うような対応が出てくる、それから 17 年産を 20 年産

に入れ替えるとか、立て続けにポンポンポンということで、確かに以前には需給対策はし

ないというふうにおっしゃっていたということが、需給対策ではないのですよという名前

のもとにポンポンと決まってくるというのは、逆に言えばアナウンスが何もなかったとい

うのに等しいような状況が町の中では起こっているということにもなるので、アナウンス

の効果というのはやはり非常に大きいということをひとつお願いしておきたいと思います。 

 それからもう一つは今回の震災絡み、これはこちらに書いてあることから言うと非常に

緊急な対応を必要としたような事態でありますので、今回はその中で言うと 23 年産の米

の作付がどうも十分にはいかないかもしれないと。これによれば不足する面積が２万 ha

というようなことなのかもしれませんけれども、実際にはそれで済むのだろうかというこ

とですとか、それから民間の在庫に移っているものでも流出した分があるというのが、数

ははっきりしませんけれども、２～３万トンぐらい多分あるのではないかとか、それはお

客さんとの契約がもうすでにつながっている部分であるとか、そうすると 終的には消費

者にも御迷惑をかける。それであるとすれば、この端境期から先についての確保は相当今

のうちから手を打っておかなければいけないなということになると、流通としても従来か

ら見れば高い価格、まあ生産者の方から見るとここ何年間か下がっているからそれでも安
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いというふうにおっしゃるかもしれないけれども、連続性から言うと高い価格のものを手

当に走っていく。高くなると当然、 後、消費は落ちてくるということは、これはもう過

去何回かの経験ではっきりしているわけですけれども、そういう一時的には相対価格がこ

こで出ておりますけれども、その連続性から見ると、実際の今日明日の取引価格の中では

もうすでに 60kg、2000 円、3000 円という格差がついてきたりしているものも出てきてい

るという、それは将来に対しての不安が直近の行動にもつながってくるというあたりも実

際にはあるので、そこら辺は 終的には消費のマーケットに対して何らかの影響を与える

ということもあります。それは今ここでは直接問題ではないということなので、そのアナ

ウンスの効果についてぜひそこら辺は間違いのない、わかりやすい形で出していただくと

いうのが大事だというふうに思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 備蓄運営、それから震災の対応について、情報提供の重要性を含めて御意見をいただき

ました。次回の委員会にもつなげるために皆様からのさまざまな御意見をいただきたいと

思いますのでこの後も御発言いただきたいのですが、いかがでしょうか。 

 それでは、村松委員。 

○村松委員 備蓄米についてですが、消費者としては、今備蓄米がどのような仕組みにな

っているのか、位置づけになっているのか、どのくらいあるのか、そういうことが非常に

わかりにくいので、ホームページなどで随時こういった情報を出していただきたいと思い

ます。今、事前アナウンスが少ないとおっしゃっていましたけれども、確かにそう思いま

す。 

 そして３月 11 日の震災後、首都圏はなぜか米不足で消費者がスーパーマーケットにお

米を買いに走りました。我が家は東京の多摩地域ですけれども、スーパーの棚からお米が

本当にあっと言う間になくなってしまい、それでそれぞれ友人や家族と携帯電話で連絡を

取りながらお米を確保するために車で走り回り、ガソリンもなく、自転車で走り回り、本

当に大変な思いをしました。被災地の皆さんに比べれば何とわがままなのだろうと思いま

すけれども。そういう事態にならないために、やはり何か災害が起こったときに、例えば

今回のような場合、公共広告機構などを利用して、国には今、備蓄米がこのくらいありま

すからあせらなくても大丈夫ですというようなアナウンスを是非してほしいと思いました。

実際、震災直後、お米の価格が随分上がりました。しばらくの間、店になかったのですが、

パッと出てきた途端に値上がりしました。今は落ち着きましたけれども、そういう風評で
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すとか、お米がないということによって、消費者が走り回るパニックを防ぐためにも、や

はり事前アナウンスというのが非常に必要だと思います。そして、備蓄米について消費者

に理解をいただけるような措置をとっていただきたいと思います。 

 それから、その備蓄米ですけれども、例えば価格が２倍になったら放出しようというよ

うな仮に決まりをつくったとすると、価格が２倍になるまでの間に混乱が見込まれると思

いますので、私はできたら作付の見込み、そういった指標をもとに何らかの基準を設けて

いったらいいのではないかと思いますが、それは関係各所の皆様の御意見をもう少し伺わ

ないと、方向性としてはつかめないような気がします。 

 それから今回の震災後、宮城県に２回行き、数ヵ所の避難所に行ってまいりました。や

はり塩害というのでしょうか、津波の後、一面が真っ白になっていました。海の塩が残っ

ているのですね。あの状況を見ると、これからどうやって農業を再生していったらいいの

か、本当に途方に暮れるというこの一言に尽きるような気がしました。 

 ただ、今回、被害にあった量がおよそ２万トンであるという報告を受けて安心いたしま

した。ほかの県にいろいろな調整を依頼して実際の差額は２万トンという報告で一安心は

したところですけれども、まだまだ原発などこれから予測不能な部分もありますので、こ

のあたりは慎重に私も見守っていきたいと思います。そして、農業だけではなくて、漁業、

それから防災、まちづくり、さまざまな分野が連携して再生を図っていただきたいという

ことを願っています。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 震災直後の対応についても御意見をいただきました。それから、備蓄運営についての御

意見もございました。ほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、杉本委員。 

○杉本委員 申しわけございません。私、ちょっと政府関係の別の会議がありましておく

れて来ましたのでいろいろな議論が出ていたのかもしれませんので、繰り返しになるかも

しれませんが、その辺は御寛容願いたいと思います。 

 備蓄の放出の関係でございます。結局、いろいろな指標を見ながらということにはなる

のだと思いますけれども、 終的な判断はやはり形式的に何割とかいうことでやるのはな

かなか難しいのではないかという気がするわけでございます。例えば、価格水準で一定の

基準を設けましても、ではそのときに国内の一般的な消費者物価とか物価水準が一体どう
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なっているのかによっても全然違うと思うのですね。インフレ下の何割というのとデフレ

下の何割というのはまた違う状況でございますし、それから在庫量もそのときどきの状況

によって、世界的な需給も絡むのかもしれませんけれども、その適正在庫というのもかな

り変わったりしたりするのではないかと思いまして、一定のトリガーの基準は設けるにし

ましても、 終的には価格水準とか作柄とか在庫量とか、消費者のニーズとか、そういっ

たものの総合判断にならざるを得ないのではないかというふうに考えるわけでございます。

それで客観性を担保するということから、本食糧部会で議論するというような手続を取る

というようなことになるというのは、そうならざるを得ないのではないかと考えるわけで

ございます。 

 １点質問でございますけれども、販売の方法をどういうふうに行うのかとか、対象者を

どうするのかというのでいろいろな競争的入札にするのか、割当的販売とか、対象業者を

どうするのかということがあるわけですけれども、かつての食管法の時代と違いまして、

いろいろなところで国の会計基準といいますか、いろいろな入札方法についての制約も随

分増えておるのだと思います。原則、競争入札にして随意契約はできるだけ避けるだとか、

それも一般競争入札が原則だとか、いろいろな制約があると思うので、その辺の制約は果

たしてあるのかないのか、その辺を少しお伺いしておきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、今、御質問もありましたので、以上の御意見、御質問に対して事務局のほう

より御回答をお願いします。 

○天羽計画課長 木村委員から、間違いのないアナウンスというお言葉をいただきました。

これは極めて大事だと思っておりまして、タイミングなりその中身につきまして、やはり

できるだけ数字などを示しながらやっていかねばならないのだろうというふうに私どもも

考えております。このマンスリーレポートもそのアナウンスの一助にできないか。今、中

でも議論をしているところでありまして、言葉は悪いのですけれども、口先介入でアナウ

ンスを出すことの影響といったこともあわせて考えていかねばならないと考えております。 

 それから、村松委員から今回の震災のときの首都圏での米不足について、全体需給がこ

うなので心配ありませんよといった PR をもっとしっかりすべきだったのではないかとい

うお話をいただきました。私どもとしては、大臣からメッセージを出していただいて、ホ

ームページにも載せて一生懸命広報したつもりだったのですが、結果、今、委員から御指
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摘があったとおり、しばらくの間、なかなか店頭に並ばないというようなことがあったの

は事実であります。もちろん、一方でガソリンの供給がうまくいかなくて、物があるのに

思ったとおり流れていかないというふうな事情もあったわけでありますが、備蓄の広報の

仕方ということとあわせて、備蓄のホームページにおける説明の仕方についても今、中で

作業をやっておりますけれども、もう少し研鑽を積んでいくようにしたいと思います。 

 それから、杉本委員からいろいろな判断要素がある、その結果、総合的に判断するとい

うことにならざるを得ないのではないかという御指摘をいただきました。そのあたり、私

どもが考える以外にもどういう要素があるのかというようなことも含めて、ここは委員の

方々にもうしばらく御議論をいただければと思っているところであります。 

 また、会計法令上の制約はどうなのだという御質問がありました。今、政府が保管して

いる米は民間の事業体に管理を委託しております。したがいまして、政府が持っている備

蓄米の放出をするときに、政府が直接契約の当事者となって卸さんに売るということには

多分ならないのではないか。今、管理をしている事業体とその先の事業者との契約になる

のではないかというふうに考えておりまして、そこはダイレクトに会計法令の適用という

ことにはならないのではないかと思いますが、ちょっとここは精査をさせていただきます。 

○杉本委員 済みません。その関連で、所有権は国にあるのではないのですか。 

○天羽計画課長 そうです。 

○杉本委員 そうすると、売渡主体は国にならざるを得ないのではないかという気がしま

すけれども、そうではないのですか。まあ、その辺はまた次回にでもお伺いすればよろし

いですが。 

○中嶋部会長 さまざまな御意見をいただきましたけれども、この後また次回引き続き意

見交換をするということでございますので、第１の議題はここで終了させていただきたい

と思います。 

 事務局におかれましては、本日の御意見を踏まえて資料等を作成していただき、次回に

提出いただくようによろしくお願いしたいと思います。 

 ありがとうございました。 
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（３）コメ先物取引試験上場申請について 

 

○中嶋部会長 それでは、議事（３）の「コメ先物取引試験上場申請について」の説明を

お願いいたします。 

○野津山商品取引監理官 商品取引監理官の野津山と申します。 

 資料３をお願いいたします。これは東京穀物商品取引所と関西取引所が作成した資料の

抜粋でございまして、3 月の持ち回りの部会のときにも配付させていただいているもので

ございます。ポイントのみ御説明をさせていただきます。 

 めくっていただきまして、２ページに「コメ関連事業者の皆様の経営安定の道具として、

コメ先物市場試験上場を提案します」というふうになっています。情勢変化として、コメ

の関係者の皆様方が価格変動とか在庫のリスクにさらされている。そして相対取引が拡大

してきて、コメ価格センター、これは解散しておりますけれども、指標価格を形成する場

がなくなってきている。それから、セーフティネットとしての戸別所得補償制度が導入さ

れているといったコメの情勢の変化を背景として今回、申請をしております。 

 左側に先物市場の利用可能性、いわばメリットが５つ掲げられておりまして、１つは透

明かつ公正な価格情報をリアルタイムで提供する、これは先物ですので、その月、１月先、

２月先、 大６ヵ月先までの価格が出てくるということになります。それから２番目とし

ては、価格変動のリスクの保険手段、３番目としましては、この先物の保険とか現物の売

渡という機能を使って在庫を縮減できる。それから４番目としましては、先の価格が出ま

す。播種前に収穫時の価格が見えますので、そういった価格を目安にして播種前契約を進

めていく、それによって計画的、安定的な生産・販売を進めていく。それから、在庫を担

保とした資金調達、それから右側に不安ということで、やはり投機によってコメの価格が

乱高下するのではないか、あるいは需給調整の取り組みに影響を与えるのではないか、あ

るいは価格が低下傾向にあるものは先物に向かないのではないかというようなことを検証

したい、２年間の試験上場で検証したいということでございます。 

 次のページ、３ページでございますけれども、これは試験上場制度の説明でございます。

これは本上場の前に一定の期間を区切って試験的な事業を行いまして、先物市場の機能、

あるいは生産流通への影響を検証するというものでございます。もし本上場したいという

場合には改めて申請をしていただいて、本上場の基準を満たすということが必要になりま

す。左側に流れがございますけれども、申請が３月８日に出されておりまして、この関係
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の官報公示が３月 25 日にされております。３ヵ月間は縦覧期間ということになっており

まして、これは６月 25 日が 終日でございますので、翌日、６月 26 日から１ヵ月の間に

認可の適否を判断するということになっております。それから、右側が認可の基準でござ

います。試験上場と本上場では基準が異なっておりまして、試験上場につきましてはそこ

にございます十分な取引量が見込まれないことに該当しない。生産・流通に著しい支障を

及ぼすおそれがあることに該当しない。この場合には認可をしなければいけないというよ

うに法律上なっております。右側、参考でございますけれども、本上場になりますと、基

準が裏返っておりまして、逆に十分な取引量が見込まれる、あるいは生産・流通を円滑に

するために必要かつ適当ということを、今度は申請者側が立証する、試験上場の場合には

行政側が立証責任を負っているというところに違いがございます。右下にこれまでの試験

上場された農水産品の例がございますけれども、例えば※印をしておりますブロイラーと

か食用ばれいしょなどは、試験市場どまりで取りやめというものもございます。 

 それから次のページ、４ページ以降が商品設計でございます。考え方が３つほどありま

す。コメの関係者の皆様にとって、使い勝手のよい市場、あるいは、懸念の払拭に向けた

市場管理制度、いろいろな政策の変化に合わせた商品設計、済みません、もう少しきちっ

と説明をいたします。５ページの方にお願いします。今度は商品設計の中身でございます

けれども、東穀と関西取、それぞれ申請が上がってきておりまして、まず標準品、この標

準品をめぐって取引をするわけでございますが、東穀は関東コシヒカリ、茨城、栃木、千

葉の３県のコシヒカリ、そして関西はあちらのほうに流通しております北陸コシヒカリ、

石川、福井、これを標準品として、これをめぐって取引をする。２番目の受渡供用品でご

ざいますが、これは標準品で取引をしますけれども、実際の現物で受け渡す場合には標準

品以外のものについても価格差を設定して、それで決済できるという仕組みがございます。

東穀のほうは東日本中心のコシとかひとめぼれ 22 銘柄、関西のほうは西の銘柄も入れた

31 銘柄を受渡供用品に設定しております。それから取引期間、これは先物取引の場合には

将来の価格をめぐって取引をしますので、連続６限月制ということで、例えば、４月の時

点では５、６、７、８、９、10 と６ヵ月先までの各月の価格を取引して、それが見える、

こういう形になります。それから取引単位は、これは東穀の場合には 100 俵（６トン）、

関西の場合には少し小さくして 50 俵（３トン）、それから５番目の値幅制限でございます。

これは大きな価格変動があった場合に取引をとめるという仕組みでございますけれども、

東穀の場合には前の日の 終価格から 60kg 当たり 300 円上下に振れた場合には取引を一
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旦停止します。そして６つの価格が出ているわけですけれども、そのうちの２つが取引停

止の場合には翌日に 100 円幅を広げて 400 円にする。同じことが続いた場合には段階的に

また 100 円広げる、こういう形で値幅制限を行う。関西のほうも同様でございます。 

 それから６ページでございますけれども、取引状況の６番目、報告でございます。東穀、

関西ともに 21 枚以上の取引については主務省である農林水産省に毎日報告をしたい。そ

れから７番目が建玉制限というものでございます。これは大量な注文が入ってきて、それ

によって価格が大きく変動するということを防ぐためにこういう仕組みがございまして、

これは小豆とかコメの市場規模とかから、東穀の場合にはその月は 500 枚（3000 トン）、

その２月前のときには 1500 トンということで、近づくほど小さな規模にしていくという

形で設定しております。関西は東穀よりやや小さめの基準を置いております。それから８

番目が市場監視体制でございますけれども、３つ挙げておりまして、やはり先物市場だけ

ではなくて、現物市場ときちっと一体的に監視する体制を整備したいということと、それ

から現在も第三者委員会として取引所の中に市場取引監視委員会というものがございます

けれども、そこにコメの学識経験者に入っていただく。それから新たにコメ運営委員会、

これは恐らく当業者の代表の皆さんになっていただくと思いますけれども、そこでそうい

うものをつくって定期的に試験上場の実施状況を検証するということになっております。

それから 後ですけれども、開設期間は試験上場ということですので、平成 23 年７月の

取引開始から２年間、２年間やって検証を行いたいということでございます。 

 その後の部分は今の設計の部分を詳しく書いた資料でございますので、省略をさせてい

ただきます。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、今の事務局の御説明について何か御質問等がございましたらどなたからでも

結構でございますので、お願いいたします。 

 それでは、冨士委員。 

○冨士委員 １枚紙を提出しておりますので、そのペーパーの説明も含めて私の考え方を

ちょっと説明させていただきます。言葉だけで言うと長々となりますので、１枚紙でわか

りやすく４点にわたって、「米の先物取引に関するＪＡグループの基本的な考え方」という

１枚紙の資料でございます。 

 １点目は、平成 17 年にも同じように試験上場の認可申請があったわけですが、そのと
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きは、農水省は不認可にしております。それは「生産調整への参加を誘導している政策と

の整合性を保てない」、それが著しい生産・流通への支障を来すということだということで

不認可になっておるわけですが、その理由と現在の状況は変わっていない、ますますその

点は強まっているというのが１点目であります。民主党政権になって戸別所得補償制度を

導入しております。この米の所得補償制度というのは計画生産を実施した者に対するメリ

ット措置ということでありますので、この戸別所得補償制度によって強力に計画生産への

誘導をしているというのが今の米の政策の基本でございます。そういったことからしても、

この理由からすれば、平成 17 年の状況以上の状況になっているというのが１点目であり

ます。 

 ２点目は米の先物取引は、ここにありますように価格変動リスクに対するヘッジ機能を

果たすということでありますが、まさにこの戸別所得補償制度の、特に米価下落変動交付

金ですか、米価が下落した場合に不足払いをするというものを二段重ねで措置されており

ますので、まさにその米価変動交付金という戸別所得補償制度そのものと矛盾するという

ことになるのではないかということであります。 

 それから、３点目は日本の米の流通の実態に即さないということであります。先ほどあ

りましたけれども、一応先物取引を東穀では関東コシヒカリという架空のといいますか、

そういう標準品を売買してやります。買い手は代金を支払うまで自分が買った米の産地や

銘柄がわからないという仕組みであります。一方、今の日本の米は産地、銘柄、価格など

消費者のニーズに合わせて北海道から鹿児島まで多種多様な米がさまざまな品質、さまざ

まな価格帯で売られております。そういう実態とはかけ離れている。アメリカでやってお

りますトウモロコシとか小麦とか、単一の品種で大量に扱うというものがなじむわけで、

こういう日本のような多種多様な米というものにはなじまない。 

 ４番目は言わずもがなですが、４月の世界の穀物価格というのはＦＡＯの発表にありま

すように過去 高水準を更新したということで、今、世界の穀物価格は高騰しているとい

うことで、今度開かれるＧ20 などでもこの穀物価格の高騰、これは将来的に人口が増大す

る、地球レベルで言えば年間 6000 万人人口が増大しているという、そういう穀物需給の

将来見通し等があるわけですけれども、こういう先物取引に関する投機マネーが原因だと

いうことで、そういったものの取り締りといいますか、対策を考えるというのが今世界的

な状況になっている中で、今日本の主要食糧である米に対してこういったことを試験上場

といってもやるということは問題であるというふうな考え方であります。 
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 以上は考え方なのですが、今度は質問ですけれども、先ほど資料にありました、試験上

場認可基準のところ、この資料３の３ページですか、試験上場の認可基準で十分な取引量

が見込まれる、見込まれないというのがあるのですが、この「十分な取引量」というのは

どのぐらいの量というふうにお考えになっているのか、あったらお聞かせいただければと

思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 御意見と御質問をいただきました。ほかの委員からまた御意見があれば伺いたいと思い

ますが、いかがでしょうか。それでは、杉本委員。 

○杉本委員 意見ではなくて質問だけなのですが、よろしいですか。 

○中嶋部会長 はい。 

○杉本委員 今、御説明いただいた資料の中で先物市場に対する懸念として投機による価

格の乱高下というものがあるのですけれども、先物市場の乱高下防止策としては、金融市

場で言えば例えば証拠金もあるでしょうし、それから空売り規制といったものもあるでし

ょう。空売りとも関連するのですけれども、詳しくは私も忘れましたが、アップティック

規制とか、各種の規制の仕方があり、証拠金は８ページに書いてあるのですけれども、空

売り規制と建玉制限というのは絡むのかもしれませんが、そういった空売り規制とか空売

りを出すときの制限とか、そういったものについてどういったことになっているのかお伺

いできればと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 規制のあり方についての御質問がありました。ほかに質問、御意見等ございますでしょ

うか。 

 それでは、お二方から御意見と御質問がありましたので、事務局のほうから御回答をお

願いいたします。 

○野津山商品取引監理官 まず、冨士委員のほうからございました「十分な取引量」でご

ざいますが、これは定量的に何トンとかということではなく、１つは米の品目の生産流通

構造が競争的かどうか、それから価格変動というものが一定程度あるかどうか、それから

今回の申請に際しまして、米の当業者、米に関係しているいろいろな事業者の皆さんがど

の程度取引に参加したいという意向を持っているかといったことを総合的に見て判断して

いるということになっております。 

 それから、御意見についてはまさにこれから、今縦覧期間ということでございますので、
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いろいろな方から意見を聞いた上で 終的に審査をして判断していくということになりま

す。 

 それから、杉本委員の御質問でございますけれども、商品先物市場もほぼ証券と同じよ

うに、例えば偽装取引とか空売りとか仮想取引、あるいは相場操縦行為、これはそもそも

禁止されております。罰則もついている。さらに、例えば大量な資金を投入して異常な価

格変動ということに対しましては、１つは値幅制限というのがございますし、それから建

玉制限といって一定以上の取引ができない。それを例えば強化するということになります

と相当市場を冷やす効果がございます。それから、当然証拠金というものが設定されてお

りますので、それをもし相場が過熱しているときには引き上げるということもできますし、

さらには取引自体をストップするということも取引所としてできます。それから、取引だ

けではなくてそれを監督しています主務省、主務大臣、この場合は農林水産大臣が取引所

に対して今言ったような一連の取引停止も含めた措置を命令するということもできるよう

になっております。 

 以上でございます。 

○杉本委員 済みません、ちょっと細かい質問で恐縮なのですが、空売りを禁止している

というのはちょっとどういうことなのかよくわからないのですけれども。そもそも先物市

場というのは空売りが原則であって、空売りの担保にするために金融市場だと貸株とか、

そういうことを特別に発令しているのが普通だと思うのですが、そもそも空売りを禁止し

ているというのはどういう意味なのかちょっと教えていただければと思いますが。 

○野津山商品取引監理官 空売りという言葉では適切ではなかったかもしれませんけれど

も、幾つか禁止されている類型がございまして、１つはいわゆる偽装取引というものです

ね。それから２つ目が虚偽の名称による取引というのがございます。それから３つ目がな

れ合い取引、それから４番目が空売りに近いのかもしれませんけれども、いわゆる相場操

縦、例えば売れない商品を高値で買っておいて、一時的に高値をつけるとか、そういう相

場操縦行為、それからもう一つは先物市場以外の場で、例えば一時的に価格を上げておい

て、先物市場で大量に注文しておいて高くなったら売り抜けるといった市場外取引におけ

る相場操縦、そういった取引が禁止ということになっております。 

○杉本委員 済みません、それは空売りと全く違いますね。先物市場の本質はむしろ空売

りなのですね。実物がないのに売る、実物がないのに買うというのが先物市場の本質だと

思いますので、そこで金融市場ではいろいろな問題があるときにはどこかで実物を借りて
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こないと売れないというような規制をかけたりしているのだったと記憶しておりますけれ

ども、その辺はまたこれからという話でございますね。 

○髙橋総合食料局長 済みません。後できちんとまた資料で御説明させていただきますけ

れども、まず今日御提出しております資料３は取引所の資料でございますので、そういっ

た意味で今の建玉制限でございますとか、市場が加熱した事態において市場自らが取り得

る措置ということを書いております。当然、商品取引については商品取引法の大枠がある

わけでございますので、その中では今言いましたような禁止行為、これはもう脱法的に近

い行為ですから、これはもう絶対的な禁止行為であります。それと別に、やはり市場が加

熱をする際に行政側としてコントロールする措置、あるいは取引所に対して命令する措置

とか幾つかございますので、それぞれの性格に応じて後でまた資料を用意させていただき

ます。 

○中嶋部会長 今の資料というのは次の回にということでよろしいですね。 

○髙橋総合食料局長 はい。 

○中嶋部会長 わかりました。 

 それでは、続いて御意見、御質問があれば、木村委員。 

○木村委員 少し偏って見られるかもしれませんが、 後のところに書いてありますよう

に、東穀のコメ研究会の委員をやっておりましたので、ただこの会には生産者の方は、生

産法人の方と全集連の方は入っておられたのですが、全中さん関係は入っておられなかっ

たので今いろいろ冨士さんのほうの話を伺っている中で、私はどちらかというと流通の側

として今回の試験上場ということはやっていただく価値があるかどうかというように見な

がら話をさせていただいたというところはございます。１つは、やはりコメの生産、せっ

かくここで戸別所得補償制度というものが入ってきて、生産調整を強力に誘導ということ

で、その誘導ということは多分もちろんあるわけでありますけれども、従来のペナルティ

ということから、メリット措置という方法に今度は変わったわけなので、これは逆に言う

と農家の方もいろいろ自主的な御判断もされる。それでどちらが有利かということよりも、

実際に自分のところの生産にこの制度を生かしていきたいというふうに思われているのだ

ろうと思います。そういう面から見て、農家の方にとっても決して、農家の方は現物をお

持ちになっているわけですから、事実上空売りということは余りないわけで、そのリスク

をヘッジするのにとてもいいのではないかというように感じております。 

 それは流通としてもそういうことを前提にしながら、これも現物を扱っていくというこ
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とになりますので、その現物価格のリスク、先ほどお話のように過去何回か非常に大きな

価格の変動というものがありました。この変動というものに対してとりあえずは流通とい

うのは今そのリスクを回避するものはほとんどないということで、仮に何千円か下がった

場合には、１万トン持っていればその何千万という損害が一どきにドンと出てくるという

ことで、これは毎年、毎年そういう変動が年単位で起きやすいということもありますので、

これはその変動リスクをぜひ解消する手段として考えていけるのではないかということで、

これは生産者に方にとっても決して不利なことではないから、試験上場という意味で申し

上げれば、よろしいのではないかというように考えております。 

 産地銘柄での取引が、私どもは確かに基本的には産地銘柄の取引が大半でございます。

しかし、産地銘柄というのはそれぞれの価格差というものが、今、現物市場は確かになく

なりはしましたけれども、評価をする際には価格差はその時点、その時点でついておりま

すので、ここについてはまさしく試験という形で上場していただいた場合にこれがどうい

う形で出てくるかということは、試験上場としての価値がありそうだというふうに思って

おります。 

 それと、これから先、流通が仕事をしていく上において、いずれにしろお客様は欲しい

ものをできるだけつくっていただくというのと同時に、生産者の方にとってもつくりたい

もの、つくりやすいものというものがおありになると思うので、それが世間評価を得る中

でどのような価格になっていくのかという指標が余りないものですから、現物市場内とい

うところにおいては先のこれから指標を見ていくときに１つの有力な手段であるのではな

いかというふうに思っております。 

 東日本大震災との関連というのはいろいろ、確かに東北地区が関東に対しての非常に重

要な食料の供給基地であるということにおいてのいろいろまさしく影響力の大きい土地で

はありますが、それとこの仕組みというものは分けて考えていくべきではないかというよ

うに考えておりますので、試験上場というのは確かに今いろいろ御質問が出たように、市

場取引法の上での１つの制約というものがきちっと制約になった上でということで動くと

いうことでありますので、試験上場という方向で１回進んでみるのは１つの価値があるし、

重要だろうと思っております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 今、流通のお立場からということで御意見をいただいたと思いますけれども、ほかに何

かございますでしょうか。 
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 このコメ先物取引試験上場申請につきましては、本食糧部会としては諮問事項ではござ

いませんので意見をこの場で取りまとめるというものではございませんけれども、米にか

かわる事柄でもあるということで今回意見交換を行ったという次第でございます。先ほど

ちょっと御不明な点もあるということで、次回また資料を出していただくということなの

で、また引き続き御意見を承る機会があるということなのですけれども、お気づきの点が

ございましたら、事務局のほうまでこの後もお寄せいただきたいと思っております。よろ

しゅうございますでしょうか。 

 それでは、以上、議題（３）につきましてはこれで閉じさせていただきたいと思います。 

 

（４）そ の 他 

 

○中嶋部会長 本日は長時間にわたり御議論いただき、ありがとうございました。その他

として、事務局のほうから何かございますでしょうか。 

○天羽計画課長 議事としては特にございません。この機会にお手元にお配りしておる資

料につきまして、若干触れさせていただきたいと思います。 

 参考資料の２ということでプレスリリースですが、「稲の作付制限地域の設定について」

で、原子力災害対策本部長から福島県知事宛の文書ですとか、稲の作付制限に関する考え

方ということで、先ほど局長の説明の中にもありましたけれども、移行係数を踏まえた作

付制限の考え方を記しておりますので、後でお目通しをいただければと思います。 

 それから、先ほども触れさせていただきましたが、参考資料の４ということで「米に関

するマンスリーレポート」をお配りさせていただいております。お気づきの点があれば何

なりとお申しつけいただければと思います。 

 それから、本体の資料なのですけれども、資料の２で「米の備蓄運営について①」につ

いて今日御議論いただきました。ありがとうございました。この場での御議論以外にもお

気づきの点、御意見、御質問などございましたら、また事務局のほうにおつなぎいただけ

ればありがたいと思っております。次回に向けまして、さらに検討を進めたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、 後に廣瀨委員から御発言があれば。 
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○廣瀨委員 全般に関わりまして、我々産業界のほうも今回の震災でサプライチェーンと

いうことを随分反省もし、工夫もしていかなければならないということで全体的に取り組

んでいるわけですけれども、今回、我々消費者、一般市民の立場からしますと米とか水と

か、あるいはラーメン、加工食品に至るまでいろいろなところで需給の一時的なアンバラ

ンスが生じているわけですので、ガソリンの問題等でもありましたけれども、ぜひ食料品

関連全般についてのこういう時期の対応についてさらにいろいろと御工夫をいただいて、

円滑な流通の中で遍在、あるいはそれに対する不安が一般国民の中に起こらないようにぜ

ひいろいろな工夫をしていただければと思いますので、その点をお願い申し上げておきた

いと思います。 

○髙橋総合食料局長 ただいまの食品のサプライチェーンの確保で、特にサプライチェー

ンかバリューチェーンかですが、この問題については実は本日の午後に同じくこの食料・

農業・農村政策審議会の中に食品産業部会というものがございまして、そちらのほうで今

回の大震災に伴いまして浮き彫りになりました課題が２つほど、私ども今大きな課題があ

ったと思っております。１つが今おっしゃられたこのサプライチェーンをどうしていくの

か、ジャストインタイムで物流効率化を進めてきた、そこの大きなメリットもあるわけで

すけれども、一方で複雑巧緻にしましたものですので脆弱性というものも出てきています。

この辺については一次生産、それから物流、それから加工、そして消費の段階までどうい

うようなことをもう一度求められているのかということについて、今日は関係の方々から

またヒアリングをさせていただくようなことの機会を設けております。 

 それからもう一つ、この点についてはやはりもう少し消費者にはっきりと御説明をして

いくというようなことも考えていかなければならないと思っておりまして、廣瀨委員の御

意見は私どもも非常に重要な点だと思って受けとめさせていただきます。 

○廣瀨委員 よろしくお願いします。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 後に非常に重要な点を御指摘いただきました。食品の問題だけではなく、食料の問題、

お米の問題は非常に重要でございます。一部混乱もあるという御指摘もありましたけれど

も、概ね安定した供給を確保されたのではないかと思いますけれども、今後も御議論させ

ていただきたい。特に、備蓄のスキームの中でこういう特別な事案が起きたときに需要の

ほうの問題が何かないかというようなことも含めて議論すべきではないかと私は先ほど思

いました。 
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 ほかにこの際、委員のほうから御意見はございますか。よろしゅうございますでしょう

か。ありがとうございます。 

 それでは、本日予定の議事につきましてはすべて終了いたしました。 後になりますが、

本日の議事につきましては議事録として整理し、公開することとなります。その整理につ

きましては私に御一任願いたいと存じますが、よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、進行を事務局にお返しいたします。本日は活発な御議論をありがとうござい

ました。 

○松尾需給調整対策室長 それでは、中嶋部会長、どうもありがとうございました。また、

委員の皆様、お忙しいところを熱心に御議論いただき、誠にありがとうございます。 

 次回の食糧部会につきましては改めて文書で御連絡を申し上げます。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、以上をもちまして、本日の食糧部会を終了させていただきます。長時間にわ

たり、どうもありがとうございました。 

 

                              ４．閉      会 
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