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１ ．  開 会  

 

２ ．  総 合 食 料 局 長 あ い さ つ  

 

３ ．  議 事  

 （ １ ） 米 の 備 蓄 運 営 に つ い て  

 （ ２ ） そ の 他  

 

４ ．  閉 会  
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○松尾需給調整対策室長 予定の時間がまいりましたので、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。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ、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、佐藤委員、田沼委員、永井委員におかれ

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、杉本委員及び冨士委員におかれましては、所用により、本日、途中で御退席され

ます。 

 このような結果、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、まず議事次第がございます。それか

ら、委員の名簿、資料１、資料２、資料３、資料４、資料５、資料６、参考資料１、参考

資料２、参考資料３、参考資料４と、ちょっと多いんですけれども、このような資料を配

付させていただいております。よろしいでしょうか。 

 特に問題なければ、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。よろしくお願いいたします。 

○中嶋部会長 食糧部会長の中嶋でございます。 

 皆様の御協力の下、円滑に運営してまいりたいと思いますので、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、議事録としてとりまとめの上、

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。 

 それでは、まず、開会に際しまして、髙橋総合食料局長より御挨拶をお願いいたします。 

○髙橋総合食料局長 総合食料局長の髙橋でございます。 

 委員の皆様方には、今年もまたどうも暑くなるようでございますが、本当にお暑い中、

お集まりいただきまして、ありがとうございました。 

 本日の部会におきましては、前回に引き続きまして備蓄の放出ルールについて、また御

議論いただきたいと思っているわけでございます。私どもといたしましては、例年、定例

の７月の米の基本指針の策定に向けまして、前回に引き続いて今回御議論いただいており

ます、この備蓄運営ルールについて盛り込んでいきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたしたいと思います。 

 また、本日は、今の備蓄運営のほかに、現在もまだ検討しておるところでございますけ

れども、お米についての先物取引に関します状況について、それから、こちらの方は非常

に心配な事態が生じているわけでございますけれども、原子力事故の発生に伴いまして、
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さまざまな農林水産物の安全性検査が行われているわけでございますけれども、既に麦の

収穫が始まっております。この麦の収穫に関しまして、私どもが取りました安全性検査の

概要について御説明させていただきたいと思っております。 

 麦につきましては、御承知のとおり、それまでやっておりました野菜等とは異なりまし

て、やはり穀物ということで、非常に貯蔵性が効くものについて、どのように管理をする

かという観点から、水産物なり、あるいは野菜等とは異なった取扱いにしているわけでご

ざいますし、また、この秋以降のお米の前段におけます検証材料にもなろうかなと思って

いるわけでございますので、この点についても御説明させていただきたいと思います。 

 短い時間ではございますけれども、集中的な御議論を賜りますようお願い申し上げさせ

ていただきまして、私の冒頭の御挨拶に代えさせていただきます。本日は誠にありがとう

ございました。 

○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、先日の食糧部会でも御報告がありました「東日本大震災後の米をめぐる

状況について」について、直近の状況につき報告があるということですので、議事１と併

せて質疑・意見交換させていただきたいと考えております。 

 その後、議事２の「その他」として「麦類の放射性物質調査」や、先日の食糧部会のコ

メ先物市場の意見交換の中での杉本委員の御質問に関する資料について説明を受けて、質

疑応答を行いたいと思います。 

 委員各位、それから、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 15 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」と声あり） 

○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。 

 では、早速ですが、「東日本大震災後の米をめぐる状況」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します。 

○天羽計画課長 食糧部計画課長の天羽でございます。よろしくお願いいたします。座っ

て説明をさせていただきます。 

 まず、お手元の資料１をごらんください。「東日本大震災後の米をめぐる状況について」

でございます。前回の食糧部会でも提出しておりますので、修正があるところだけ簡単に

御説明をさせていただきます。 
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 ５ページをご覧ください。「平成 23 年産米の主食用等の需給について」ということで

ございます。23 年産米の主食用等の需給については、地震・津波被害や、原発事故等によ

り、▲14 万トン程度の供給量の減が見込まれる一方で、県内の市町村間調整や県間調整に

より供給量の減少分の大宗（12 万トン程度）はカバーされる見込み。したがって、当面の

米の需給については、特段の支障はないものと考えております。ここまでは前回版と同様

であります。 

 まず、左の表をごらんください。前回の資料におきましては、東日本大震災の地震・津

波被害による民間在庫の被害数量につきまして、６万トンと見込むことなどによりまして、

一番上の平成 23 年６月末の民間在庫量 196 万トンとしておりました。しかしながら、被

害数量の見込みを精査したところ、現時点で２万トンに減少したということで、一番上の

行が４万トンプラスの 200 万トンとなっております。それに伴いまして、Ｅの欄の 23／2

4 年主食用等供給可能量計が 993 万トン、一番下の 24 年６月末の民間在庫量を 191 万ト

ンと見通しております。 

 このほか、政府備蓄米の在庫見込みにつきましては、次の資料２において細かく説明さ

せていただきますが、右の方ですけれども、前回の資料で最大７万トンとお示ししており

ました政府備蓄米の地震・津波被害の数量が、精査の結果、３万トン程度という被害見込

みとなっておりますので、在庫量の見込みが合計 88 万トン程度となっております。 

 なお、政府備蓄米は、このほか、23 年産米の事前契約分として７万トンがございます。

これまでの入札結果につきましては、表のとおりでございます。 

 なお、政府備蓄米の買入入札につきましては、農業者戸別所得補償制度の申請手続に必

要な書類の作成期限が６月末となっていることと併せまして、もう入札が終了しておると

いうことでございますが、東日本大震災の被災地（岩手、宮城、福島、茨城、千葉の全域、

青森、新潟、長野の一部地域）については、農業者戸別所得補償制度の交付金の加入申請

期限が延長されております。買入入札の実施につきましても、この地域につきましては、

併せて８月まで延長することとしておるところでございます。 

 資料１につきましては、以上でございます。 

 続きまして、資料２「米の備蓄運営について②」をごらんください。先ほど局長の挨拶

にもございましたけれども、今年度から従前の政府備蓄米の運営方式を、原則として１年

保管後、主食用に供給していく、そしてまた新たに買い入れをしていくという回転備蓄の

方式から、いわゆる棚上備蓄の方式に移行しております。供給量が不足するとき以外は、

一定期間保管後、５年程度でございますけれども、非主食用として供給するという方式で

ございます。このため、棚上備蓄方式の下で備蓄米をどういうふうに放出するのかという

ことを検討する必要があるということで、７月の指針に向けまして、先月５月の食糧部会

でも御議論いただき、今回また御議論いただくというものでございます。 

 １ページ、２ページは前回の資料と同じでございます。 

 ３ページをごらんください。前回の食糧部会におきましては、１つ目の枠の不足時にお
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ける備蓄米放出の判断基準を中心に御議論をいただきました。前回の御議論を踏まえて修

正をさせていただいておりますが、１つ目のポツが、当初策定した需給見通しと異なり、

生産量が需要量を下回り、供給が不足する事態が見込まれる際に放出を検討。その際、食

糧部会において、作柄、価格水準、在庫量、市場の状況、消費動向及び物価動向等、総合

的な観点で議論を行い、その議論を踏まえ、農林水産大臣が備蓄米放出の要否を判断。 

 次の四角ですが、備蓄米放出の際の放出方法の考え方として、放出時期はいつからにす

るか、販売はどのようにして行うのか、販売対象はどのようなものとするのか、備蓄米の

総放出量はどのくらいにするのか、実際の販売に際してはどのように提示をするのかとい

った論点につきまして、後で案を提示させていただいております。 

 続きまして、４ページ「備蓄米放出の判断基準」でございます。前回の議論を踏まえま

して整理をしておりますが、おさらいかたがたプロセスについて簡単に御説明をさせてい

ただきます。 

 まず、備蓄米放出の検討を始めるタイミングということですが、これは当年の需給状況

により時期が異なると考えられますので、Ａのパターン、Ｂのパターンということで２つ

に分けて置いております。左が当年産米の不作により直ちに放出を要する初年のパターン、

右が連年の不作等により民間在庫量が低水準となり放出を要する２年目等。要すれば、需

給状況が民間在庫、政府備蓄とも対等な状況ということでございます。 

 １つ目でございますが、普段、私ども、常時監視ということで、米について、いろんな

情報を収集しておるわけでございます。価格、在庫量、生育状況等において、当年産米の

不作により安定供給に支障が生じることが懸念される場合、右の括弧書きですが、情報収

集の対象者の拡大、調査頻度の拡大、それらに加えまして、パンなり麺なりの価格や販売

動向についても調査をする。緊急調査を開始するということで、その旨、アナウンスもす

ることとしてはどうかということでございます。 

 なお、緊急調査の開始時期といたしましては、Ａの場合、当年産の不作により直ちに放

出を要する初年の場合は８月ごろ、Ｂの場合は６月ごろから開始をするのかなと考えてお

るところでございます。 

 緊急調査の結果、例えば、以下の基準を満たす状況であればということで、生産量が需

要量を下回り、備蓄米の放出がなければ翌年の６月末の民間在庫量が例年の水準を相当程

度下回る状況、これが前提となりまして、相対取引価格が標準的な価格に比べて３割以上、

もしくは小売価格が前年同期比おおむね５割以上上昇が見られた場合に、審議会、食糧部

会を開催して御議論をいただくという流れであろうかと考えています。 

 先ほどの標準的な価格につきましては、これは前回、冨士委員から御指摘のあったとこ

ろですけれども、今回置いておるのは、例えばということで、農業者戸別所得補償制度の

所得補償交付金の算定に用いる市場価格ということで、例えば、18～20 年産の相対取引価

格の平均といったものを考えることにしてはどうかということであります。 

 矢印にありますとおり、備蓄米放出について、審議会の御議論を踏まえて大臣が最終的
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に備蓄米放出の要否を決定をするということでございます。 

 以上のプロセスについては、お米の生産・流通等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、客観性、透明性を確保した上で実施をすることが重要と考え

ております。 

 なお、災害時における備蓄米の放出につきましては、今回の災害時の首都圏における一

時的な供給不足等を踏まえまして、別途検討を行う必要があると考えております。災害時

の放出については、食糧法令には直接的な言及はないんですけれども、販売業者だけでは

なく、地方公共団体への販売も想定をしておるなど、従来から災害時の放出を想定した規

定も置かれておりまして、これに基づいて売っていくことになると考えております。 

 続きまして、５ページ、６ページをごらんください。備蓄米放出の際の販売方法の考え

方について、次によることにしてはどうかということで、たたき台を準備をさせていただ

いております。備蓄米放出の販売方法につきましては、当年産の不作の状況により販売方

法が異なると考えられますので、左側と右側と分けております。左側が、ある程度の備蓄

米の放出により需給が安定し、流通の混乱が回避可能な状況。右の方はもっと緊急度が高

い場合だと考えておりますけれども、ほぼ全量の備蓄米放出により需給が安定し、また民

間の米流通も一定のコントロールをするなどの追加的措置が必要な場合ということで、２

つの状況を想定して整理をいたしております。 

 次が、販売開始時期であります。備蓄米は主として新米である民間流通米とブレンドさ

れて供給されると考えられますので、まだ民間流通米が十分流通している出来秋の段階か

ら販売をしていくことが必要ではないか。政府備蓄米は古米でございますので、これとブ

レンドをして流通をさせていくことが大事ではないかと考えて、一定の周知期間を経て、

出来秋から販売を開始するという案にしております。 

 放出量及び供給計画でございます。放出の決定後、生産量が需要量を下回った量を放出

量の上限といたしまして、出荷・販売段階の販売計画を踏まえつつ、備蓄米の供給計画を

策定し、速やかにアナウンスをしていくこと。 

 それから、平成５年なり、平成 15 年の経験も踏まえまして、放出量が結果として１年

を振り返ってみると過大だった、供給が過剰だったということにならないように、また、

備蓄米を含みますお米の安定的な供給を確保するということで、おおむね四半期ごとに民

間流通米と備蓄米の販売状況を踏まえて、備蓄米の供給計画を見直して、これまたアナウ

ンスをしていくこととしてはどうかということでございます。 

 販売方法につきましては、特定の者に偏らないように、応札者の購入数量に上限を設定

した上で、入札による競争的な販売を基本とするということだと考えております。 

 右側の場合でも競争的な販売が基本だと考えておりますけれども、不足の程度が著しい

ような場合には、割当的な販売ということも考えておかないといけないのではないか。 

 なお、割当的販売ということにおいては、例えば、買い受けの対象者、卸売業者の方だ

と思いますけれども、平常時の取扱量に基づいてシェア案分するということも考えてはど
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うかということでございます。 

 販売対象者ということでございますが、原則として、一定量以上の取扱規模なり、玄米

で売りますので、とう精能力を持っておられる方ということで、平常時にあらかじめ買受

者として登録をしていただく届出業者ということを念頭に置いております。 

 下のページですけれども、備蓄米を販売した後、備蓄米の安定供給確保という観点から、

次のような措置を取ることとしてはどうかということで、販売対象者には平常時から定期

的に取扱数量などの報告を義務付けて、この取扱数量が先ほどの割当的販売のときのベー

スとなるわけです。それから、２つ目の○ですが、買受者には販売計画の提出を義務付け

ます。なお、計画的に販売されないような場合には、必要な指導を実施をして、消費者に

きちんと届くようにしていくこと。それから、不当な高値販売の抑制ということで、備蓄

米の買受者なり、販売価格の公表を行うことにしたいと思っておりますし、併せて小売価

格などの監視を行いまして、不当な高値販売の疑いがあるような場合には、法に基づく立

入検査も実施をしていく。このような措置を売買契約の中に位置付けるといったことで担

保していってはどうかと考えているところでございます。 

 続きまして、販売提示方法でございます。競争的な販売の場合には、放出後の年産構成

を考慮しつつということですが、原則古い年産から順次産地・銘柄別に提示をして、販売

対象者が産地・銘柄を選択可能とする。 

 右側でも、競争的販売のときには先ほど申し上げたとおりですが、割当的販売の場合に

は、原則として政府が予定数量のみを販売対象者に提示をし、極力公平となるよう、年産

・産地・銘柄については政府が決定するということで考えております。 

 続きまして、不作時における備蓄米の事前買入契約ということですが、不作時において

も、やはり広く国民への公平かつ確実な供給を担保するということから、事前契約で入札

をして政府に売る約束になっているお米については、一旦政府に売っていただいて、また

政府を通して消費者に供給する、もしくは備蓄の財源にしていくということではないかと

考えております。 

 それから、欄が１つ外れていますけれども、これも前回の冨士委員の指摘にありました

けれども、備蓄米放出の後の備蓄水準の回復の考え方でございます。原則としては、特段

の積み増し、毎年 20 万トンという水準を超えて買い入れるということは行わず、非主食

用の売却数量を調整して減らすということで備蓄水準を数年かけて回復して、100 万トン

に近づけていくということではないか。 

 ただ、備蓄水準が著しく低下している、すっからかんになっていますとか、10 万トンと

か 20 万トンしかありませんという場合には、生産回復の状況も踏まえる必要があるわけ

ですが、20 万トンということではなく、20 万トンに上乗せをして買入数量を増やすとい

うことも考える必要があると考えております。 

 ７ページから 10 ページにかけまして、前回の資料にもついておりましたが、平成５年、

15 年の状況をまとめております。状況なり、対応なりにつきましては前回と同様でござい



 

 - 7 -

ますが、価格の動向などにつきまして、前回より詳しくデータを掲載をさせていただいて

おります。 

 11 ページに飛ばさせていただきます。「政府備蓄米の在庫状況」でございます。23 年

２月末の在庫量は 82 万トンとなっております。右側の方ですが、23 年５月末見込みであ

ります。先ほども触れさせていただきましたが、前回の食糧部会の資料で最大７万トンと

お示しをしておりました地震・津波の被害の数量が、精査の結果、３万トンとなっており

ます。その結果、見込み数量ということで、合計の在庫量は 88 万トンとなっておるとこ

ろでございます。この 88 万トンのほか、23 年産分の事前契約分として約７万トンがござ

います。 

 続きまして、参考４、12 ページでございます。これも先ほど御説明をしたとおりでござ

います。※３にございますとおり、東日本大震災の被災地については、備蓄米の買入入札

も８月まで延長をしているということでございます。 

 以上が資料２でございます。 

 続きまして、恐縮ですが、資料３「政府備蓄米の販売等業務における会計法令の適用に

ついて」をご覧ください。先ほどの資料２の備蓄米放出の際の販売方法に関連して、前回、

杉本委員から御質問があった論点についてでございます。 

 政府の備蓄米につきましては、昨年の 10 月から販売・運送・保管等の一連の業務を包

括的に民間に委託をすることとしておるわけでございます。左の下に書いてあるところで

ございます。いわゆる包括的民間委託ということでやっておるわけですけれども、この際、

買受者への米穀の売渡しの方法ということで、大きく２通りがあると考えております。 

 左が１つ目の、いわば通常の場合でございまして、受託事業体と買受者とが民間同士、

いわゆる民民の契約を締結するということで、今回の包括的民間委託の基本的な契約方法

でございます。これは、国に所有権を残しながら、民間事業者が自らの名前で契約を行う

という問屋契約という方式でございます。この場合、契約は民間企業同士で行うものであ

りまして、会計法の直接の適用はございません。ただし、民間同士の契約ではございます

けれども、現実には受託事業体は国が指示する最低販売価格以上の価格で競争的手法で売

っているというのが現実でございます。 

 ２つ目、右の方が、割当的に国が買受者と契約する場合を念頭に置いておるケースでご

ざいます。ほぼ全量の備蓄米を放出する場合など、国が必要と認める場合は、この方法に

よるということを想定をしております。この場合におきましては、国が契約を締結するた

め、会計法の適用があることになりますが、割当的に売らなければいけないような場合に

おいては、その契約の性質上、随意契約が認められる場合に該当すると考えておるところ

でございます。 

 一番下の※でございます。なお、包括的な民間委託の後も、従前同様、全面的に物品管

理法の適用を受けるということで、物品の管理は引き続き国が責任を持って行うことにな

っております。 
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 資料の説明が続いて恐縮です。参考資料３「米をめぐる関係資料」。ちょっと分厚いの

で、簡単に端折って説明をさせていただきます。この資料も５月の食糧部会にお示しした

ものから直近のデータに更新するなどの変更をしております。 

 例えば、３～５ページ、総務省の家計調査から米の消費状況などを整理したものでござ

いまして、今回、４月のデータを追加をしております。 

 ７ページ、８ページは、フードサービス協会が実施しておる外食の売上動向の紹介でご

ざいまして、これは５月のデータを入れております。 

 11 ページは、お米の消費拡大の取組みでございます。今回、平成 23 年度に実施する「ご

はんで給食情報交換会」などの事業について記載をしております。 

 12～14 ページは、お米の相対取引価格の推移について整理をしたものでございます。こ

れも５月のデータを追加をしております。 

 15 ページは、農産物検査法に基づく検査による１等米比率の推移でございます。これも

５月末のデータを追加しておりますが、61.6％ということで、低い水準になっております。 

 17 ページ、21 ページは、先ほどの「備蓄運営について②」にもありましたが、更新を

しております。 

 25 ページの商業用の米の輸出数量についても更新でございます。 

 26 ページ、中国向けの米輸出拡大に向けた取組みとして、くん蒸倉庫及び精米工場に対

する支援の実施状況について整理をしております。今回、支援の進捗に伴いまして資料を

更新をしております。 

 飛びまして 40 ページでございます。新たに米モデル事業の規模別支払状況を紹介させ

ていただいております。下の表でございます。交付金の過半は加入者数の１割に満たない

２ヘクタール以上層に交付をされていることがわかるところでございます。 

 44 ページでございます。23 年度から本格実施になっております戸別所得補償制度の加

入申請の状況を今回、５月 31 日現在の加入申請状況ということで掲載をしております。

前年とほぼ同じペースだということがわかるところでございます。 

 参考資料３は以上でございます。 

 最後でございます。参考資料４「米に関するマンスリーレポート」を御紹介させていた

だきます。これは毎月上旬に公表することとしておりまして、お手元のものが６月６日に

公表いたしました第２号でございます。前号との変更点といたしましては、指標の更新と

いうこと、２つ目が、この第２号から、後ろの方に載っているんですけれども、19 ページ

以降でございますが、米取引動向に関するアンケート調査の結果を掲載をしております。

この調査は、お米の取引関係の方々にお願いをいたしまして、需給の動向なり、価格水準

などの取引動向に関するアンケートを実施しております。その結果をＤＩ値（Diffusion I

ndex）ということで、その動向を指数の形で紹介をさせていただくものでございます。こ

れは今後も実施をしていきまして、その結果をこのレポートに掲載をしていく予定でござ

います。したがいまして、次号から、前の号との比較で動向を見ることができるようにな
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るということでございます。 

 以上、駆け足で恐縮でしたが、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」「米の備蓄運営について」、

その他、参考資料についての御説明がありました。これらにつきまして、どなたからでも

結構ですので、御意見、御質問をいただきたいと思います。 

 それでは、冨士委員。 

○冨士委員 私事で恐縮でございますが、所用で２時には退席してしまいますので、先に

意見だけ述べさせていただきたいと思います。４点ほどございます。 

 資料２の４ページでございますが、真ん中にあります緊急調査の結果、食糧部会を開催

し、総合的観点で議論すると、そういう状況の基準でありますけれども、量と価格の２つ

が以下の基準ということで書かれてありますけれども、不足する事態に対して放出するの

で、基本的には量の基準というのが第一義だと思います。ここにありますように、流通在

庫が存在する中で、どのくらい少なくなっているかということが問題なわけで、ここで言

う例年の水準というのはどういう水準なのか、相当程度下回るということですが、相当程

度とはどのぐらいなのか、その辺の水準のお考えがあればお聞きしたい。 

 それから、２つ目は、この資料の５ページの真ん中で、いわゆる放出時期、販売時期で

あります。出来秋としてありますけれども、放出時期は、一律に出来秋ということではな

くて、流通在庫の状況、不足の状況なり、米価の動向を見た上で判断する必要があるんで

はないかという意味では、直ちに出来秋ではなく、年末までそういった動向を注視した上

で、年明けから販売していくべきではないかと考えます。その辺についてまたお考え方が

あればお聞かせいただきたい。 

 ３点目が、６ページ目の一番下の放出後の回復のさせ方です。100 万トンの備蓄水準が

適正かどうかというのはあるんですけれども、100 万トンというのは国民の米の消費量か

らすれば 1.5 か月分強ぐらいであります。これが著しく低下していた場合に限って買入量

の増大を図るということでありますけれども、早期に 100 万トン水準に回復させていくと

いう考え方を取るべきではないのかと思います。そういう意味で、著しく低下というのは

どのぐらいの水準を考えていらっしゃるのか、お聞きしたい。 

 ４点目は、棚上備蓄に変わりまして事前の競争入札方式を今年、第１回目ということで

取ったわけですが、先ほども資料にありましたように 20 万トンの枠で実際は約７万トン

の実績ということであります。今年は震災等あって、さまざまな影響があったということ

でありますけれども、この棚上備蓄の事前競争入札方式を見直す考えはないかということ

であります。現場からは、落札するまで作付けしていいのか、その判断がつかない、それ

から、価格が幾らなのかわからないということで、ほかの作物との比較検証ができないと

いうことも挙げられております。そういう意味で、今回、いろんな事情があったというこ

とでありますが、20 万トンの枠で７万トンという現在の状況を踏まえて、この見直しの論
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点みたいなものが、お考えがあればお聞かせいただければと思います。 

 以上が放出についての考え方ですが、もう一つ、資料説明をされておりませんけれども、

先物取引についての考え方を改めて申し述べさせていただきたいと思います。資料にあり

ますように、公示後、１か月以内に農水大臣が判断するということでありますので、期日

としては７月 25 日まで時間があるわけでありますので、この食糧部会、また７月末にも

予定をされているということもありますが、前回も複数回、食糧部会で米の先物の議論に

ついてはやった経過もございます。そういう意味で、前回と何がどう違うのかも含めて、

食糧部会で徹底した議論をすべきだと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 その上で、米の先物取引の試験上場について、私は前回、反対と言っております。その

考えに変わりはございません。資料を見ますと、価格政策から所得政策に変わったと書い

てありますけれども、前回不認可にしたときの理由は、食糧法の下で需給と価格の安定を

目的に運営している生産調整の参加を誘導している政策との整合性が保てないということ

でありますので、価格政策、所得政策ということではなくて、所得政策においても計画生

産、生産調整とのリンク、生産調整の参加を誘導していることは変わりはないわけで、そ

の辺のところの理由、根拠は 17 年の不認可時と変わっていないと思います。 

 それから、十分な取引量が見込まれるかということですが、これも東穀とか関西取引所

の調査だけで判断し、農水省自らの調査をやっていないというのがあります。そういう意

味で、自ら調査をしていただいて、その上で十分な取引量というものの判断をしてもらい

たいと思います。ましてや現物を生産して出荷し、販売するという現物の売り手側の当業

者が反対して参加しないと言っているわけですので、そういうことについて、きちっと含

めて判断をしていただきたいと思います。いずれにしても、十分な取引量、そして生産・

流通に著しい支障があると思いますので、是非、不認可としていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 先に御退席されるということでしたので、ここで事務局から御回答いただければと思い

ます。 

○天羽計画課長 まず、１点、緊急調査の結果、例年の水準と比べて相当程度下回るとい

うのはどういう水準なのかという御質問であります。具体的な数字をどれぐらい出せるか、

中でも検討してみたいと思いますが、決め打ち的に数字を出すのが難しいということで、

まずはこういう書き方にさせていただいているところでございます。これは御指摘を踏ま

えて、もう一度検討させていただきます。 

 それから、５ページの備蓄米の放出時期、一律に出来秋と言ってしまっていいのか、年

末までの動向を重視すべしといった御指摘でございました。ここに書きました出来秋から

というのは、若干舌足らずな面もございますが、出来秋か、翌年の端境期かという対比に

おいて出来秋からと考えているところです。では、９月なり 10 月なりに収穫があったら
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すぐというところまでを考えておるわけではございません。イメージとしては、年末から

年明けぐらいというタイミングになろうと思います。この「出来秋」の言葉の使い方、も

しくは書き方については、更に検討させていただきます。いずれにしても、ここの私ども

の考えは、端境期ではないというつもりでございます。 

 それから、６ページの一番下の備蓄米の回復のところでございます。備蓄水準が著しく

低下しているというのはどの程度かということでございます。先ほど私は御説明の中で 1

0 万トンとか 20 万トンとかと申し上げました。この数字についても、先ほどと同じように、

どこまで数字を打ち出せるのか考えてみたいと思います。５割を超すようなときにはとい

うことではないかと思っておりますが、いずれにいたしましても持ち帰って更に検討させ

ていただきます。ここも決め打ち的な数字が出せるか、出すのがいいのかということにつ

いても更に詰めたいと思います。 

○髙橋総合食料局長 その関係で幾つか補足させていただきたいと思うんですけれども、

資料４ページと５ページ、まず、在庫量等がどの程度見通されるのかという前提です。翌

年の在庫量がどの程度という議論があると思いますけれども、これの前提は、当年の生産

量が実際どの程度になるかという形になると思います。例えば、Ａの場合、Ｂの場合、８

月ごろ、６月ごろとあるわけですけれども、８月であれば、そろそろ先の方も大体見えて

きますが、６月の段階ではなかなか出てきません。そういった意味では、在庫量の増減に

ついては、調査の限界もありますけれども、やはりどちらかというと少し後追い的な指標

です。それとは逆に、価格の指標みたいなものは、どちらかというと先行的な形で動いて

いくと思いますので、全体として、特に２年目などのときにははっきりしてくると思うん

ですけれども、そういう先行的な指標が動き出している中で、どうも今年、供給的に非常

に難しい状況になるんではないか、そういったことがあったときに、在庫量や何かも全部

調べながら、きちんと出していくことが大事なのではないかと思います。 

 それから、出来秋・端境の話も、今、言いましたように、一律どちらかということでは

ないと思いますけれども、過去の５年と 15 年のことを考えますと、特に５年は、やはり

早めに手を打たなかったらまずいのではなかったのか。当時の輸入と売渡しの状況や何か

の状況を見れば、これだけの供給リスクが発生したときに、早めにどのように手を打つか。

そうしませんと、あのとき価格がかなり乱高下をして、最終的には輸入したものについて

もどうであったかという議論がありましたので、そういったところもやはり総合的に勘案

していくのかなと。それからまた、平成 15 年とは状況が多分違ったんだろうと思います。

計画課長が言いましたように、一律に出来秋だから必ずとかいうわけでもなく、早めに手

を打たなければいけないときは、やはりきちんと打っておいた方がいいのかなとは思いま

す。 

○天羽計画課長 それから、４点目といたしまして、備蓄米を事前に競争契約で入札をし

ているが、この備蓄米の手当ての仕方について考え直す気はないかということでございま

した。これまでのところ、備蓄米の入札は先ほど申し上げたとおり７万トンになっており
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まして、被災地については期限を延ばすわけですけれども、今年から、棚上備蓄になりま

して初めて、こうやって入札で事前に契約をしてもらうということをやっているわけでご

ざいます。これの在り方について、私どももいろいろな声を聞いております。冨士委員お

っしゃられたとおり、入札なので入るか入らないかわからないという不安定さ、それから、

価格水準も事前には分からなかったということも聞いております。ただ、入札であるので

取れるか取れないかわからないというのは、これは入札の手法を取る以上、仕方がないこ

とと考えておりますが、価格水準につきましては、今年一遍やって、落札の事例も出てお

りまして、これぐらいの水準なのかというのは大分関係者の方々に浸透してきているので

はないかと思っております。 

 また、今年、１回目の入札が２月 25 日からでありまして、２回目の後、震災があった

ということで４月まで中断をしたんですけれども、産地の方々から、もうちょっと早い時

期からやってもらった方が準備もできてよかったんだという声も伺っておるところでござ

います。そういう意味で、開始の時期ですとか、場合によったらスケジュールの組み方な

ど、次に見直していくべきところもあろうかと思っておりますが、基本的には事前の入札

ということで、主食用の需給に影響を与えないということで行っていくと考えております。 

○野津山商品取引監理官 商品取引管理官の野津山でございます。 

 冨士委員から、前回の会合でも御意見をいただいておりますし、また、別の形でも御意

見をいただいておりますので、いろんな意見を総合的に勘案して、基準に適合するのかど

うかを検討してまいりたいと思っております。 

○中嶋部会長 先物のお話は後ほどさせていただきますので、そのときに御意見を使わせ

ていただきたいと思います。 

 それでは、杉本委員も御退席ということなので、御発言をお願いいたします。 

○杉本委員 済みません、私も３時から大学で授業がありますので、その前に失礼させて

いただきたいと思います。 

 まず、売渡方式と会計法の関係を整理していただきまして、どうもありがとうございま

した。よく理解できました。その上で資料２の「米の備蓄運営について②」に関連いたし

まして、２点ほど意見といいますか、検討の視点ということでお伺いしたいと思っており

ます。 

 １つは、３ページ、４ページ目のところでございまして、作柄とか価格水準、在庫量、

市場の状況、消費動向、物価動向等を総合的に勘案して考えるということで、基本的には

そういうことではないかと思いますが、４ページのいわゆるトリガーというんでしょうか、

１つの例として出されているところで、量の問題・需給の問題と、それから、価格の問題

があるということでございまして、先ほどの冨士委員の御質問とも関連するんですけれど

も、私はやはり価格も１つのシグナルとして非常に重要な役割を果たすんではないかと思

うわけでございます。 

 ここにございますように、標準価格に比べ、相対取引価格が３割増、それから、小売価
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格が５割増というのは、最近のデフレ的な傾向で考えますと、相当高過ぎる水準ではない

かという気がするわけです。３割、５割というのは、数字的な根拠はなかなか難しいのか

もしれませんが、この資料で見てみましても、８ページの下に５年、６年のときの小売価

格の推移が書いてございまして、対前年同月比で５割を超えるのは相当な水準だというこ

とでございます。当時、バブルの崩壊後、失われた 10 年とかいう時点ではあったんでし

ょうけれども、物価傾向は、最近ほどデフレがずっと続いているという状況でもなかった

ので、消費者物価の水準も当時とも違っていると思いますけれども、それにしても小売価

格で５割増というのは、今の経済の状況からして、価格のシグナルとしては、えらく高い

数字ではないかという気がするわけでございます。 

 今、中国でインフレが大変問題になっていますけれども、５％を超えて大騒ぎしている

わけです。そのときに 50％というのは、幾ら何でも最近の状況からしても、トリガーとし

てもちょっと高過ぎるんではないかという気がするわけでございます。消費者サイドから

見ると、価格水準が５割増というのはえらいことだなという感じがするわけです。石油シ

ョックのときでも、物価水準で、消費者物価で言うと３割増とか、そこまでいかずに 20

％台とか、そういうことだったと思いますので、そこのところはどう考えるのかというの

が１つの観点としてあるのかと思います。 

 それから、もう一点は、６ページでございますが、販売提示方法として、古い年産から

順番に売ると、先入れ・先出し法的な手法で書いてあるんですけれども、それも何となく、

ある意味ではもったいないかなという気がするわけです。古いものから売っていって、残

っているものがどんどん古くなる。売るなら、新しいものも混ぜて売ってもいいんではな

いかなという気もするわけです。備蓄米が余りますと餌とかにするんでしょうから、どん

どん平均年産を古くすることもないのかなという気もいたしまして、例えば、古いものか

ら売るんではなくて、いろんな年産を混ぜて平均的に売るという考え方もあるんではない

か。横に割るんではなくて、縦に割るというんでしょうか、そういう考えもあるんではな

いかと思うのでございます。 

 その２点でございます。どうもありがとうございました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 これについても先に御回答いただけますでしょうか。 

○天羽計画課長 ２点いただきました。１点目、デフレ経済の今日、３割、５割はトリガ

ーとして高過ぎるのではないかということでございます。私ども、平成５年、15 年の価格

の動向を見ながらも、さはさりながら、委員おっしゃるように、あまりにも限定されない

ようにということも考えておりまして、そういう意味で若干アローワンスを持つという意

味で、おおむね３割だとか、おおむね５割というふうにさせていただいています。一方で、

３割、５割上がらないと食糧部会を開催しないというふうに厳格に運用する必要もないと

思っておりまして、３割、５割以外にどういう数字がありうるかということも、もう一度

検討はいたしますが、この３割、５割のところは、実際の運用で工夫をできればいいなと
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考えております。 

 それから、第２点目、基本的に先入れ・先出しということで、古い年産から売っていく

という考えにしているわけですけれども、もったいないのではないかという御指摘でござ

います。消費者に対してより円滑に供給をしていく、より円滑に消費をしていただくとい

う観点からも、場合によると、より新しい年産のものを出すというのも１つの考え方であ

ろうと考えるわけでございます。ただ、不作で放出ということを１回行って、しばらく放

出がないんだということであれば、そういう販売方法も可能であるのかもしれないのです

けれども、たとえば、２年連続ということになりますと、２年目の放出はそれこそ４年古

米、５年古米、６年古米ばかりということになることはいかがなものかと考えるわけです。

備蓄の年産の円滑な運営という観点から、このような案にしております。杉本委員から御

提案のありました年産を混ぜてという考え方につきましては、売却のオペレーションの実

務の観点で大丈夫かどうかということなどについて、実務サイドとも調整をしてみたいと

思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 今、お２人の委員からかなり幅広い論点を出していただきましたけれども、関連してで

も結構でございますし、また違った視点でも結構でございますが、御意見ございますか。

では、尾畑委員。 

○尾畑委員 先ほどの「米の備蓄運営について②」の６ページの販売提示方法についてな

んですけれども、メーカーの立場としての意見も一言述べさせていただきたいと思います。

お米の場合、単に食米として食べるということだけではなくて、そのお米を加工して使う

という業態も多々あると思います。古い年産のものになりますと、おいしい、まずいに限

らず、成分が変化して、例えば、発酵がうまくいかないとか、そういうことで最終的な商

品に多大な影響が出るということがありますので、販売提示方法に関しましては、やはり

年度を混ぜていただくというのがありがたいということを一言申し上げたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、奥村委員。 

○奥村委員 今ほど販売方法等の説明をいただきましたが、例えば、平成５年とか 15 年

のときの反省も踏まえて、特に懸念されるのは、安定供給確保のための措置として、買受

者にきちっと買受数量と販売実績の報告をきちっと義務づけるぐらいのことを、それも細

かく１か月単位ぐらいで、どれだけ買い受けて、どれだけ販売したか、それから、価格も

どれだけで販売したかということをきちっと報告してもらわないと、不作で緊急時に放出

した備蓄米がどこかの段階で金もうけの手段みたいに使われたり、それから、平成５年の

反省ですけれども、あれは輸入米でしたけれども、どこかにたくさん残っていたとか、そ

ういうことにならないように、きちっとした届出といいますか、報告義務を徹底しておか

ないといけないのかなと思いました。 



 

 - 15 -

 それと、放出時期ですけれども、出来秋か、端境期かということでありますけれども、

端境期といっても、先ほど課長おっしゃいましたように、９月も 10 月も端境期ですけれ

ども、端境期ということになると、往々にして価格等に手遅れになり、そこでまたすごい

便乗値上げがあったりとか、消費者が一段と米離れにつながる、そういうことが平成５年

にもあったわけでありますので、あの教訓を生かすためにも、手遅れにならない時期にき

ちっと放出するということが大事ではないかなと思いました。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、廣瀨委員。 

○廣瀨委員 ２点お考えをお伺いしたいと思います。まず最初に、６ページの放出後の備

蓄水準の回復のところでありますけれども、備蓄水準が著しく低下している場合には、生

産回復の状況も踏まえつつ云々なんですが、ここでミニマムアクセス米 77 万トンという

のがあるわけです。資料をいただきましたマンスリーレポートの 17 ページにもあります

が、77 万トンのうち、アメリカからの輸入が半分、36 万トンほどあるわけです。これは

アメリカのカリフォルニア米を中心としたものではないかと思われるのですが、品質的に

も非常にいいものだと素人的に思うんですが、こういうものを備蓄水準が著しく低下して

いる場合に組み入れることは、備蓄制度からしますと国産米ということになっていますの

で、基本的にはそこは無理だと思いますけれども、こういう非常の事態において、そうい

うものを一時的に組み入れるということも柔軟に考えていって、特段の問題があるのか、

ないのか。我々は入れてもいいのではないかと思ったりするんです。勿論、国産米という

ことが備蓄の大前提でありますから、そこの整理をしなければならないと思いますけれど

も、１点、それがございます。 

 それから、「米の備蓄運営について②」の１ページにありますように、食糧法において、

備蓄制度というのは、基本的には供給、消費の数量の問題を中心にできていると私は理解

しております。そういうことからしますと、４ページ、先ほど杉本委員、あるいは冨士委

員も言われた緊急調査の開始の相対取引価格のところで、価格の要素というのは、数量が

変化すれば、当然、需給関係で価格というのは出てくるわけですから、備蓄制度のところ

に価格の問題を表面に出してくるというのは、制度の趣旨からすると、混乱を起こすとい

うことはないでしょうか。当然、数量が減れば、経済的に言えば価格が上がるわけですし、

それをまた、わざわざ書きますと、標準価格の３割がいいのか、あるいは小売価格の５割

がいいのか、先ほど杉本委員が言われたように、これは状況に応じてかなり変わってくる

し、３割から５割というのは感覚的には相当に高い、大きな変動だろうと私も思います。 

 そういう意味からしますと、備蓄の調査の関係でやるのはいいんですけれども、こうい

うところに価格の要素を並列的に盛り込むというのは、備蓄制度が、需給の関係、数量の

関係ということを言っており、市場のマーケットの価格を冷やすとか、そういうことに使

うものではないわけでしょうから、その備蓄制度の運用ということからしますと、価格の
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ところは余り表に出てこない方がいいのではないかという気はいたしますけれども、その

２点について教えて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。 

 今、３委員から御質問いただきましたので、ここで一度切って、御回答いただきたいと

思います。 

○天羽計画課長 備蓄米を放出するときの年産の更新について、もう一度御指摘をいただ

きました。年産を混ぜて売ることについての実務的な対応可能性については検討させてい

ただきます。が、１つ申し上げておきたいのは、今、ここで御議論いただいております備

蓄米の放出は、主食として売る場合のことを念頭に置いておるわけでございまして、米が

不作で主食用のお米が足りないというときの放出の在り方として、年産はどうかという論

点であります。平時の、不作がなくて、５年なりの古米を餌用ですとか加工用に売ってい

くという局面とは別の議論であろうということだと考えております。 

 それから、備蓄米の買受者が備蓄米を買受けたからということで、自分でもうけて、消

費者に届くまでに悪さをするということではいけないという御指摘は、私どももそのとお

りだと考えております。ただ、あまり過剰な義務を課すというのもいかがなものかと考え

ておるのも事実でございます。どういう義務のかけ方、義務の内容が良いのかということ

について、さらに詰めていきたいと思いますが、いずれにいたしましても、政府が備蓄米

を放出した、その量がしっかり消費者に届く、価格についても、流通過程で適正なマージ

ンを取っていただくのは勿論よろしいわけですけれども、不当な利益を得るということに

ならないように、今、ここに書かせていただいておるような牽制の措置を考えておるわけ

ですけれども、その辺りを更に磨いていきたいと思います。 

 廣瀨委員から、備蓄の放出後、回復のときに MA 米というのはどのように考えるのかと

いう質問がございました。私どもは、国産米を基本にしたオペレーションを考えておりま

すが、それこそ政府の備蓄米の水準もかなり下がっている、もしくはほとんどゼロで、民

間の国産米の在庫水準も低いレベルになっているという局面も考えられるわけでありまし

て、そういう場合に、MA 米の輸入のオペレーションをどのように考えていくのか。私ど

ももそういう事態に対しては、国内の主食の供給に対しても何らかの対応をするように柔

軟に考えていくべきではないか、そこは適切に対応しなければいけないと考えております。 

 それから、食糧法は数量での供給を基本に考えているのではないのかという御指摘であ

りました。消費者への数量の供給が基本だというのはそのとおりだと考えております。た

だ、たとえば、今年がどうかわかりませんけれども、猛暑で不作になりました、消費者の

消費も、暑いからか、又は何らかの事情で、当初想定したような消費量には至りませんで

したという場合は、生産量と、想定している需要量との間にギャップは生じるわけですけ

れども、マーケットの価格ということからすると反応しない、場合によったら下がるかも

しれません。そういうことで、価格の指標も念頭に置いて備蓄のオペレーションを考えま

せんと、生産量が減ったとか増えただけで判断すると、そこには適切でない場面が生じる



 

 - 17 -

のではないかと考えます。 

 一方、価格が安定していれば、消費者は別に困らないということもあり得るわけでござ

いまして、通常想定されるのは、生産量が減って価格が上がるということです。けれども、

先ほどの局長のコメントにもありましたとおり、価格の動きの方が先に出てきやすいとい

うこともあるわけでございまして、基本は数量だと考えておりますが、価格の動向も併せ

て見ていかないといけないんだろうと考えております。 

○髙橋総合食料局長 最初の MA の関係でございますが、これは実は運営方法の前に、棚

上備蓄にするか、回転備蓄にするかという基本的な考え方と、もう一つは、備蓄水準をい

かに設定するか。今、100 万トンという１つの水準を決めて運用しているわけですけれど

も、それよりもっと多くあった方がいいとか、財政コストを考えれば、もうちょっと少な

くてもいいんではないかみたいな議論があったわけでございますけれども、その 100 万ト

ンの根拠の中に、２年連続不作が来ても大丈夫とか、10 年に１度の不作でも大丈夫だとい

うような、不足時を一定程度リスクを想定して決めたというのと、もう一つは、過去の水

準から比べると、実は 100 万トンは減ってきています。 

 一方で、MA 米が 100 万トン程度ありますねと。ですから、国産米で回転をさせるとい

うことが原則なんですが、当然そのほかに MA 米というものも、現にこれだけのものを政

府が持っているのであれば、国産米 100 万トンという水準自体も１つの論拠になり得ると

いうことがございました。そういうことを考えれば、トータル、本当に欠乏するような事

態、平成５年などのような事態でございますけれども、ない場合には背に腹は代えられな

いわけですから、国産米がなくなってしまえば、やはり輸入米という形になります。です

から、その段階では、MA 米を主食に向けるということも、万々やむを得なければ、当然

これはあり得るという前提でございます。 

 それから、これは先ほどもちょっと申し上げましたけれども、実は、４ページのスケジ

ュール感というか、日程感があるんですが、実際ここで私どもが把握できるデータは、い

つの段階にどういうデータが把握できるかというのが、もう一つ別にございます。例えば、

当年産の生育については、７月 15 日ぐらいの段階で全体の生育の状況の善し悪しぐらい

はわかります。８月 15 日になれば、それが更に、今年いい、悪いはわかるんですが、９

月 15 日現在の調査になりませんと、量が出てまいりません。ですから、出来秋の収穫量

がわかるのは 10 月に近い状況になってしまいます。そこで初めて当年の生産量の大まか

なところがわかりますので、その段階以前に問題になる可能性が非常に大きい。 

 立毛してしまって実もつかないみたいな状況は、本当の冷害のときには現出します。で

すけれども、そのときに量はなかなか難しいとなりますと、一方で先行的に価格の方が動

き出す可能性もございます。別にどの手法が絶対だと言うつもりはございませんけれども、

価格も１つの指標としては重要かなと思います。 

○廣瀨委員 価格を重要なメルクマールとしてというのは当然のことかと思います。ただ、

備蓄制度の関係からしますと、そこに価格というのが入ってくると、マーケットを冷やす、



 

 - 18 -

上げるというのにどうして使ってくださらないんですかというようなことが出てくるのは、

これは決してよくないことです。そういうことが起きないようなレベルにおいて、日常的

に把握されるのは当然のことだと思いますので、それはそれで是非お進めいただきたいと

思いますけれども、私が懸念したのは、そういう観点から備蓄米の問題を取り上げられる

のは、一般国民の目からすると違和感を感ずることになりはしないかということでござい

ますので、その点、御配慮いただければ結構でございます。 

○中嶋部会長 今の点、１つ確認させていただきたいんですけれども、極端に米価が上が

っているときに、価格を冷やすというのは、この備蓄米放出の目的にはならないのかどう

か。上げるということに関してはちょっと問題があるかと思いますけれども、いかがでし

ょうか。 

○天羽計画課長 不足時における備蓄米の放出というのが基本であると考えております。

もし全体の需給からして量的な不足はないんだけれども、何らかの事情で、多分それは特

定の銘柄だとか、地域的なものだとかということになるんだと思うんですけれども、全体

の需給とは別のところで価格の高騰があるとしても、それはここで議論をしていただいて

いる備蓄の放出の対象と考えるべきではないと考えております。 

○髙橋総合食料局長 部会長おっしゃられるとおり、価格に対して備蓄のお米を扱うこと

はしないという前提です。あくまでも量だと思います。その量が不足しているか、不足し

ていないかをどのように判断をするかというときに、どうしても価格要素があろうかと思

いますけれども、価格が一般的に上がっている状況の下においては、不足が起きている蓋

然性が高いという判断に使う。不足している量に対して放出をしていくということでござ

いまして、価格が高いから、スタビライザー的に使うということではないということです。 

○中嶋部会長 わかりました。御確認ありがとうございました。 

 それでは、森委員、よろしくお願いします。 

○森委員 質問だけです。販売対象者というのが５ページの一番下段に出ていますけれど

も、この一定量以上の取扱規模というのは、例えば、何トン以上なのか。買受者と登録さ

れている一定規模の業者の数は何社ぐらいで、全体の扱い量の何割ぐらいかということを

教えていただきたいと思います。 

○中嶋部会長 それでは、椋田委員。 

○椋田委員 ３点あります。第１点は、備蓄米放出の判断基準につきましては、大きな流

れとしては、こういうことかなと思っております。重要なことは、関係者の思惑で価格が

変な形で乱高下をしていくことを防いでいくことだと思いますので、例えば、食糧部会で

総合的な観点で議論と書かれているんですが、できる限り、いろいろな判断基準が予見可

能性が持てるように透明なものにしていただきたいということと、それから、緊急調査の

開始から放出までの決定、この全体のスピードができるだけ早いものになるよう、是非お

考えいただければと思います。 

 それから、２点目ですが、備蓄米放出の際の販売方法で、今、ちょっとお話がありまし
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た販売対象者についてなんですが、「一定量以上の取扱規模及びとう精能力を有し、」と

書かれているんですが、例えば、米飯の販売を行う事業者につきましても、自分でとう精

能力を仮に持っていなくても、ほかの事業者のとう精能力をきちんと借りるようなことが

できる、あるいは委託契約でそういったお願いができるような形がしっかり取れていると

いうことであれば、自らとう精能力を持っていなくとも販売対象者として加えていいんで

はないかと思っております。 

 それから、先ほど来出ております販売提示方法の原則古い年産からというのは、本当に

これでいいのかということにつきましては、私も疑問を持っております。不作も２年目に

入って、もうどうしようもないという状況になれば、消費者も４年目、５年目のお米とい

うことで納得されるのかもしれないんですが、まさに背に腹は代えられないという状況な

のかもしれないんですが、そうでなければ、ある程度近い年産のものを中心に販売をして

いくことを考えてもいいんではないか。それは翻って財政負担の軽減にもつながると思っ

ておりますので、そういった点も含めて御検討いただければと思います。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、木村委員。 

○木村委員 ４ページの放出の判断基準というところですが、先ほどからお話が出ている

ように、備蓄は全体の需給という面で、量的なものとして考えている、価格的なものでは

ないんだよというお話でした。いずれにしても、量的なものには価格が随時伴ってくる。

不足気味になってくると価格は上がり気味になる、過剰気味になると下がってくる、これ

はいたし方ない、必ずセットになって起きてくることで、その中で価格が１つの先行指標

であるとおっしゃっていたわけですが、いずれにしてもそこをずっと観察をしながら、そ

れから、在庫状況の把握をしながら、どういう時点で、いよいよ備蓄米放出の出動だぞと

かいう判断をされていくことになると思うんですが、そのときには、価格が３割とか５割

とか、余り数字にとらわれるということではないような気もいたします。価格を先行指標

として、基準として見られるよということの中では、仮にここまで達していなくても、必

要性があるかもしれないというのは、作柄状況であるとか、民間の在庫状況であるとかを

見られている中で判断をしていくというわけですから、数字が入るということにはならな

いのではないかという感じがしております。 

 それと、全体的にこれは不足すると。不足するときが何年に１度来るか、10 年に１度か、

何年に１度か、Ａパターン、Ｂパターンと、本当に足りなくなってしまうときと、３パタ

ーンぐらいあると思うんですが、３パターンのときは、先ほどのお話のように、いざとな

れば MA 米もあるということで、食べる物がなくなるというわけではないと思います。た

だ、一応、緊急時のことですから、準備をいろいろするといっても、緊急のときの対応と

いうのは、決めたとおりに全部が行くというわけではないと思います。 

 例えば、価格というのは、平成５年のときがそうでした。輸入米がたくさん入ってきた
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ということと、今年は天気がよさそうだと思った途端に、こんなにたくさんなかったほど

のものが集荷のところに集まってきたということも起きるわけです。価格が上がるという

ことは物が集まるということになるし、下げてくるとなると物は放出されてくることにな

ったりする。少なくとも経済の仕組みから言えば、１つのトリガーになるということなの

で、価格を全部決め切ったり、この間、アメリカでハリケーンがあったときのお話の中で

も聞いたのですが、普段、ニューオーリンズで１ドルほどで売っているペットボトルの水

が２ドルになり、３ドルになり、４ドルになった。値段が上がってくるということは、間

に入っている人がもうけているぞという話も１つの見方だと思いますが、値段が上がった

途端に周りの州からどんどん水が集まってきた。水が来るということはすごく大事だった。 

 ただ、それにはそういうものが伴ったということなんだけれども、どっちがいいという

判断は別になくて、こういうことが起きましたよと、自然の経済の中で言えば、この制度

の中では誘導するというのが１つの価格ですよというものがあり、ただ、こんな緊急時に

５ドルもするものを売る神経が知れない、こういうような、ある意味では倫理的な観点か

ら見るというのと、これは２つ分かれるところで、どっちがいいとは言えないと思うんで

すけれども、そこは政策の上では両方上手にお使いになるということが大事だと思う。で

すから、余りがちがちにここで決めていってしまうということも必要がないのではないか

なと。ここで言えば、著しく価格が上がるとかいうことであったり、それが在庫水準が下

がってくるという、毎月のデータを見ながら判断をする中で、一緒であれば、そろそろ発

動かなというアナウンスをしていく、そういうことではないかと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、村松委員。済みません、手短にお願いいたします。 

○村松委員 価格のことですが、前年同月比に比べておおむね５割以上上昇する状況とい

うのは、これは大変な状況だと思います。消費者の立場から言って。今、消費者というの

も賢くなっていますから、今年はちょっと雨が少ないなとか、雨が多いなということで、

もしかしたらお米が不作になるかもしれないと思えば、お米を買いに走ると思うんですね。

ですから、価格というのは今、消費者にとっては敏感な１つの指標であると思います。５

割以上上昇したところで食糧部会を開くのではなくて、その前に、混乱を来す前に措置を

取らなければいけない、食糧部会の在り方はそこにあるのではないかと、１点思いました。 

 それから、もう一つ、消費者の立場として、やはり古いお米からではなくて、新しい古

米といいますか、縦割りでもなく、新米と備蓄米の新しいものをブレンドしていただける

とありがたいと思います。 

 もう一つ、これは質問ですが、６ページに取扱数量などの報告を義務づける、それから、

販売計画の提出を義務づけるとありますが、これは具体的にどのような形の義務づけ方法

を考えていらっしゃるのかお聞かせください。年に１回とか、あるいは半年に１回とか、

形を教えてください。 

 以上です。 
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○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、お答えいただけますでしょうか。 

○天羽計画課長 森委員、椋田委員から、販売対象者について御質問をいただきました。

販売対象者のイメージにつきまして、まだ省内でも議論をしているところですけれども、

私どもの持っているイメージといたしましては、過去、食管時代でしょうか、私どもの制

度の中で、年間の取扱量 4,000 トンというのを１つの基準として運用していたことがあり

まして、これで販売段階の取扱量の８割がカバーされることになるんですけれども、この

4,000 トンというのが１つの目安になると考えております。 

 それから、とう精能力についてですけれども、自分で持っている必要は必ずしもないの

ではないか、他の法人なり、他の人のとう精機であっても、きちんと使えるような権利な

り、権原があるなら良いではないかとの御指摘であります。具体的にルールを決めるに当

たっては、どういう書き方にするのかというのはまだ詰めなければいけませんけれども、

必ずしも所有権までとする必要はないのではないか。委員御指摘のとおり、権利、権原が

あればいいのではないかと考えております。 

 それから、先ほど来御意見をいただいております価格水準のトリガーといたしましての、

３割、５割というものについて、あまり決め打ち的に使わない方がいいのではないかとい

う御意見を多くの委員の先生方からいただいております。先ほども申し上げましたけれど

も、具体的な運用の中でどういう運びにするのか、工夫ができるのかというのを更に検討

させていただきたいと思います。年産につきましても、１年 20 万トン、５年で 100 万ト

ンという備蓄の構成からすると、やはり古いものから売って、先入れ・先出しということ

ではないかと考えておりますけれども、多くの委員の先生方から御意見をいただいており

ますので、ここについても更にどういう工夫ができるのか、実務的にどうなのかというと

ころから検討をさせていただきたいと思っております。 

 それから、村松委員から、販売計画の提出などの義務付けの仕方について御質問があり

ました。今、こういうことかなと私どもが考えているのは、売買の契約書の中で販売計画

を作って、実績とともに役所に報告して下さいとしておくその間隔が、１か月がいいのか、

３か月がいいのか、その辺りについてはまだ詰め切っていませんけれども、契約書の中で

位置付けていくということではないかと思っております。 

 先ほど申し上げた卸の年間取扱量 4,000 トンというのは、やはり食管時代の卸の許可要

件でありました。失礼いたしました。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 まだ御意見があるかと思いますけれども、お時間がかなり過ぎておりますので、この議

題につきましては、そろそろ閉じさせていただきたいと思います。米の備蓄運営に関しま

しては、この後、引き続き意見交換を行い、７月末に諮問を受ける基本指針に盛り込んで

いきたいということでございます。事務局におかれましては、本日の御意見を踏まえて基

本指針案等を作成いただき、次回に御提出いただくよう、よろしくお願い申し上げたいと
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思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事２「その他」でございますが、まず「東穀・関西取の米の試験上場の申

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 前回も御議論いただきましたけれども、資料４をお願いいたし

ます。まず、法律上の手続の状況でございますが、３月８日に２つの取引所から申請がご

ざいまして、３月 25 日に官報に公示しまして周知を図っております。３か月の縦覧期間

となっておりまして、その最終日が６月 25 日でございました。その翌日から１か月以内

に認可の適否を決定・通知するということになっております。この期間に通知をしません

と、自動認可ということになっております。これは試験上場のみの仕組みでございまして、

本上場では１か月の期間というものはございません。 

 めくっていただきまして、２ページに試験上場の場合の認可基準の資料がございます。

２つ大きな基準がございまして、１つは、十分な取引量が見込まれないことに該当しない

こと。ちょっとわかりにくいんですけれども。２つ目が、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と。この２つに該当しない場合は認可しなければなら

ないという形になっております。 

 判断要素としましては、右側にございます。取引量の方は、一定程度、生産・流通構造

が競争的かどうか、価格変動があるかどうか、リスクヘッジがあるかどうかということを

勘案して判断する。 

 ２番目の生産・流通への支障のところは、生産・流通・価格政策と整合的かどうか、そ

れから、先ほどと同じですけれども、一定程度利用意向があるかどうかを勘案して判断を

することになっておりまして、不認可の場合には、これらの基準の不適合性を国が立証す

る。試験上場の場合はそういう構造になっております。 

 ３ページ目に、ただいま申し上げました基準につきまして、前回、平成 18 年のときに

不認可にしておりますけれども、現在との比較がございます。 

 まず、１番目の取引量のところでございますけれども、前回、平成 18 年になりますが、

平成 16 年に食糧法の改正を行いまして、計画流通制度を廃止し、いわば流通規制を廃止

しているということで、米の生産・流通構造はその時点で競争的である。それから、リス

クヘッジニーズも、申請の状況からして一定程度あるということで、当時としてもここの

部分については基準に適合するという判断をしております。 

 今回、現在の状況でございますけれども、流通構造・生産構造は、その後、特段の事情

の変更はなく、今も米の流通については自由な取引が行われている。それから、当業者の

利用意向につきましては、そこにございますように、前回に比べまして増えているという

状況にございます。 

 それから、２番目の基準、生産・流通への支障のところでございますけれども、前回の

ときは、当時は米に関わるほとんどの政策につきまして、価格維持を目的とした生産調整

の参加を要件としておりました。生産調整を半強制的な形で誘導していたということで、
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当時の政策との整合性が保てないということで、基準に不適合という判断をしております。 

 現在の状況につきましては、米の政策自体は戸別所得補償制度が入りまして、価格支持

政策から所得政策に抜本的に転換しております。また、米の需給調整につきましては、ペ

ナルティーは廃止しておりまして、メリット措置の大幅な拡充によりまして、生産者の経

営判断による選択制に転換をしているという状況でございまして、こういった状況、ある

いはいろいろいただいている意見を全体を勘案しまして、基準に適合するかどうかという

ことを検討していくことになっております。 

 あと、当業者の利用意向とか、商品設計について、資料を付けておりますので、後ほど

ごらんいただければと思います。 

 それから、もう一つの資料５をお取りいただければと思います。前回、杉本委員からの

宿題でございますけれども、商品市場の市場管理措置でございます。下の方の図にござい

ますけれども、基本的には市場の運営者である取引所が市場の管理をしておりまして、通

常時は値幅制限とか建玉制限、これは１人当たりの取引量を限定するものでございます。

あるいは証拠金、これは価格変動が大きいものほど高い証拠金を設定する。それから、市

場の監視ということをやっておりまして、何か問題があれば、こうした措置を取引所の方

で強化するという形で、現実の需給とかけ離れた価格変動が起こらないような措置を取っ

ております。 

 それから、一番右に、農林水産大臣がこれらの措置を直接命令できることになっており

まして、これは平成 21 年の法改正で措置されたものでございます。 

 それから、おめくりいただきまして、２ページ目に禁止行為がございます。これは、偽

装取引とか、情報操作による相場操縦行為そのものを禁止しているということでございま

して、そこに列挙してあります①～⑧までの行為、相場操縦はそもそも禁止でございまし

て、違反者には罰則が適用されることになっております。 

 以上、簡単ですけれども、説明とさせていただきます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 では、今の事務局の説明について、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。よろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。 

 それでは、先ほど、冨士委員から１点、十分な取引が認められるかどうかについての農

水省としての御判断をお聞きするような質問があったかと記憶しておりますけれども、そ

の点については確認をしていただけますでしょうか。 

○野津山商品取引監督官 ２ページに判断要素というのがございます。これは試験上場と

いうことでございますので、十分でなくても、一定程度、一番重要なのは、生産・流通構

造が競争的かどうか、そういう構造になっているかどうかという点。それから、もう一つ

は、当然その結果として価格変動があるかどうか。それから、これも十分でなくても、一

定程度、当業者のニーズがあるかどうか。これらを勘案して判断をするという形になって

おります。 
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○髙橋総合食料局長 ここのところは、先ほど言いましたように、何を国が証明しなけれ

ばいけないかということなんですけれども、十分な取引量がない、見込めないということ

を国が判断することになっております。今回の場合は、今、言いましたように、基本的に

価格については自由に形成をされている。それから、取引の当事者が競争的環境の中にお

られる。実際に直接参加表明をされている方々もおられるということで、他の商品先物取

引における基準とほぼ同様の基準であるという判断を、実は前回もしております。 

 前回以降、そこの部分に大きな変化があったかということでいきますと、この部分につ

いては逆に当業者の利用意向についても、かなり量が多かったものでございますので、そ

このところで特段の変化はない。要は、前回、一度、スクリーニングをかけておりまして、

そこで判断をしていることに対して事情変更がないので、ここの部分については一定程度

は見込まれる。これが本上場になりますと、相当程度どころではなくて、きちんと十分な

量があるということを逆に立証していただく必要があるんですけれども、これはあくまで

も試験ですから、何か問題があれば、そこの試験上場の間で検証しましょうという仕組み

ですので、基本的には、そういうことについて、一定程度見込まれるのであれば拒否はし

ないということでございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかに御質問等ございませんでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは、これで今の議題は終了いたしますが、先物取引につきましては、先日、６月

25 日に縦覧期間が終了し、今後、７月 25 日までに農林水産大臣が適否を御判断されると

のことであります。前回も申し上げたとおり、本部会の諮問事項ではございませんが、前

回及び本日の委員各位の御意見を参考としていただきますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 それでは、議事２の「その他」の２つ目といたしまして「麦類の放射性物質調査につい

て」の説明をお願いいたします。 

○塩川食糧貿易課長 食糧貿易課長の塩川でございます。 

 お手元の資料６というＡ４縦の資料をごらんいただけますでしょうか。麦類の放射性物

質の調査につきましては、６月 16 日に、そこにございます「麦生産についてのＱ＆Ａ」

を一部改正することによって公表しております。それについて、内容を御説明申し上げた

いと思います。 

 資料６の３ページの「Ｑ６ 麦類の放射性物質調査はどのように行うのですか。」とい

う問に対しての答えという形で考え方を御説明申し上げてございます。 

 麦類、小麦、大麦につきましては、冒頭の局長のお話にもありましたように、野菜と異

なりまして、収穫後１年以上かけて消費されるという特徴がある商品でございます。また、

ほぼ全量を農協などが集荷をし、カントリーエレベーターや保管倉庫でまとめて貯蔵管理

されたものが、製粉企業等の特定の実需者に販売されることから、ロット（荷口）ごとに

安全性を確認することが可能であると思っております。 
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 このため、放射性セシウム濃度が高くなる可能性のある地域で生産されたすべての麦類

につきまして、販売前に、その県におきましてロットごとに調査をし、その調査の結果、

食品衛生法上の暫定規定値（500Bq／㎏）を超過したロットにつきまして、食衛法に基づ

きまして販売禁止がされるということでございます。 

 では、放射性セシウム濃度が高くなる可能性のある地域はどういうところかということ

でございますが、野菜などの調査対象県、これは今週月曜日に従来の 11 都県に加えまし

て、更に神奈川、山梨、静岡、この３県を加えまして、現在、14 都県になってございます。

この中で、①にありますように、麦類の出穂・開花時期における空間放射線量率が平常の

範囲（小数点第２位を四捨五入して 0.1μSv／ｈ以下となる範囲）を超えた市町村、また

は②にございますように、土壌モニタリング調査で、農地土壌中の放射線セシウム濃度が

1,000Bq／㎏以上であった市町村が放射線セシウム濃度が高くなる可能性のある地域だと

思っておりまして、ここで生産された麦類につきまして、カントリーエレベーター、また

は保管倉庫において、すべてのロットを対象に調査を行うということでございます。括弧

にありますが、調査ロットは、カントリーエレベーターの場合はサイロビンごと、これは

平均大体 300 トン程度でございます。倉庫の場合は倉庫ごとに、農協等、集荷業者別に、

これもサイロビンの大きさに合わせまして、おおむね 300 トンを上限としましてロットを

設定をしたいと思っております。 

 もう一ページおめくりください。４番にありますように、この 14 都県の中で、今、申

し上げた空間放射線量率、あるいは農地土壌中の放射線セシウム濃度の基準によって、全

ロット調査を行うこととしている地域以外につきましても、最初のロット調査をしまして、

その結果が一定の水準、これは先ほどの暫定規制値 500Bq の半分、300Bq を超過した場合

には、その地域におきましても、全ロット調査に移行することによりまして、麦類の安全

性を確保していきたいということでございます。 

 Ｑ７につきましては、今、申し上げた 300Bq の考え方について、補足的に説明してござ

いますので、ごらんいただければと思います。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、今の事務局の説明につきまして、何か御質問等ございましたら、どなたから

でも結構でございます。それでは、青山委員。 

○青山委員 お米の放射性物質調査のことをお聞きしたいんですが、よろしいでしょうか。

麦とお米と違うのは、多分、全量がカントリーエレベーターに来ないということが大きな

違いであると思いますので、参考資料２のプレスリリースには、半径 20 ㎞以内での作付

制限ということしかないんですけれども、出荷に際してどういう措置を取るのか、今の段

階でどういうところまで進んでいるのかをお聞きしたいのが１つ。 

 もう一つが、これはあってはならないことなんですけれども、作付制限も守られ、出荷

前の確認も OK となった福島県産のお米が、残念ながらなかなか買い手がつかなくて、産



 

 - 26 -

地偽装ということにならないのかなという懸念を抱いてしまうんです。産地も売りたいし、

でも、福島産という名前を出すと売れないということで、不幸ながら産地偽装ということ

が起こる可能性があるのではないかなと、考えてしまうんです。トレーサビリティー法が

あるので大丈夫だという御説明も以前いただいたんですけれども、お米はよくも悪くもブ

レンドをして流通するものであります。ブレンド米には福島産が使われており、しかもそ

れが表示されないまま使われているのだというようなマスコミの報道とかがあれば、それ

こそ福島県の農家にとっては非常に不幸だし、非常にマイナスだと思うんです。そういっ

た産地偽装が起こらぬように、事前に福島県の稲作農家を守るためのリスクヘッジ策とい

うか、防護策というものを今から考えていく必要があるんではないかと思うんですけれど

も、農水省のお考えを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す。 

 まとめて御質問を受けてからお答えいただこうと思いますが、ほかにいかがでしょうか。

廣瀨委員。 

○廣瀨委員 お米の話も出ましたので、お茶の話です。結局、フランスでは、日本から輸

出したお茶が止められて入れない。ただ、静岡県知事は、お茶にして飲んでくだされば大

丈夫なんですよということで、国として、そこの辺りはもう少し明確に対応した方が、風

評被害をおさめるにしましても、それは県が御判断なされることだということかもしれま

せんけれども、私ども国民から見ていましても、ちょっとしっくりしないところがあるん

ですが、その点につきましても併せてお聞かせください。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 佐々木委員は、麦の実需者として、麦の検査に関して何か御意見ございますか。 

○佐々木委員 麦の放射線量の検査につきましては、食糧貿易課長からの御説明があった

とおりに、粛々と始まっていると思っております。収穫前にきちんとした手順、基準を示

して、各県に要請をして、今、各県においてやっているということでございまして、数値

が毎日のように各県から公表されておりますので、それについて注目をしているところで

あります。粛々と基準に沿ってやるしかないということであります。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかに御質問はございますか。 

 それでは、該当する担当の方に御回答いただきたいと思います。 

○中村消費流通課長 消費流通課長の中村でございます。 

 お米の放射能の検査をどのようにするのかということでございます。御指摘のように、

麦と米は事情が違うということがございます。ただ、同じ貯蔵穀物として麦を先行的に参

考にしながら、今、米についても検討を進めているところでございます。福島県産を知ら

ないで消費者がというお話がありましたが、今、私どもが検討して、一番大事だと思って

いることは、出回っているお米は大丈夫なんだと、福島県産であっても、今、消費者のお
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手元に届くお米は大丈夫なんだと、そういう仕組みをいかにつくろうかということを念頭

に、今、検討しているところでございます。 

 仮に悪意を持った産地偽装等があったらどうするかということでございますが、それは

現行でも JAS 法がございます。それから、明日７月１日から米トレーサビリティ法により

ます産地情報伝達がスタートいたします。そういう行政的なツールがありますので、それ

らを活用して、必要があれば監視はしっかり強めていきたいと考えているところでござい

ます。米につきましては、いずれにしても現在検討中でございますので、よろしくお願い

いたします。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 食糧貿易課長から発言がありますか。 

○塩川食糧貿易課長 廣瀨委員からお茶の話もございまして、また、佐々木委員から麦に

ついて注目しているという話がございました。お茶につきましては、全量検査になってい

ないものですから、たまたま調べたら出たということだとございます。麦につきましては、

さっき申し上げたように、リスクの高い地域については全ロットやるということで、そう

いうことが起こらないような形にしっかりやっているということでございます。 

 それから、今、各県でそれぞれ収穫時期を迎えて、出荷前に調査が始まって、それが各

県、あと、厚生労働省で毎日のように調査結果が発表されているところでございますが、

ばらばら出ているものですから、農林水産省としても、それをまとめて、１週間とか、そ

ういう単位で、また実需の方にしっかりとお示しをして、安全なものが流通しているんだ

ということを示していきたいと思っているところでございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○強谷国際協力課長 国際協力課でございます。 

 先ほどお茶の件で、各国の規制がいろいろあるということですが、各国の規制措置とい

うのは、ばらばらになっているというのが現状としてございます。その原因は、日本の状

況に対する各国の理解がそれぞればらばらの状況にあるというのが現実でございます。こ

れについては、まず情報を積極的に公開していくところが大事でございまして、日本から

出る情報は何も隠していませんといった姿勢で臨むのが基本でございます。したがいまし

て、最新の情報を在外公館ですとか、あとは各国とのバイですとか、またマルチの会議の

場に積極的に情報提供いたしまして、現状をよく理解してもらう。こういう中で、先方の

理解を踏まえて適正な措置を取っていただく。基本的にありますのは、国内で流通してい

るものは基準値は超えていません、安全でございますといったところを中心に、積極的に

働きかけているところでございます。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 では、農業生産支援課。 
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○堺田農業生産支援課地域対策官 生産局でございます。 

 直接の担当セクションではございませんけれども、お茶について、一番茶、二番茶、茶

期ごとのきちんとした分析、それから、加工段階の荒茶の分析ということで、産地段階で

しっかりした対応をして、流通するものについての安全を期すということでやってござい

ますので、これと併せて、適切な情報発信をやっていくということで、引き続き万全を期

し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、局長、お願いいたします。 

○髙橋総合食料局長 また、お茶につきまして、問題点を担当から御説明いたします。 

 それから、お米の関係でございますけれども、先ほど消費流通課長からもお話ございま

した。それから、青山先生からもお話あったわけですけれども、穀物ということで、保存

可能性があって、最終消費までの工程がかなり長いわけでございます。これは、野菜、あ

るいは水産物のようなものとは異なった措置が必要であろうということで、まず麦につい

てスタートさせていただきました。先ほど佐々木委員からもございましたけれども、粛々

と今、やっています。 

 ただし、麦と米については、２点ほど状況が違います。１点は、大麦でありましょうが、

小麦でありましょうが、生産サイドもきちんとまとまり、基本的には需要者が最終消費者

ではなくて、製粉の方々、あるいはビールメーカー等々、一定の限られた需要者であると

いうこと。ですから、そこのところがお米とは違ってくるということだろうと思っていま

す。したがって、麦とは違うお米の特性。産地段階で、カントリー、あるいは倉庫にある

ということでは同じなんですが、そこから次の流通過程に入っていくときに、麦のように

需要者がきちんと把握ができていれば、需要者とも相談をしながら、きちんと対応ができ

るという形になりますけれども、かなり不特定多数に販売をしていくときにどうしていく

か。 

 一方、お米には麦とは異なる、私どもが持っております手段があります。１つが、おっ

しゃられましたトレーサビリティーでございます。履歴がきちんと証明ができるという形

になっている。したがって、流通段階の履歴は、悪意でない限り、きちんとしたものが常

に把握ができる。これが７月１日から本格稼動するということで、このトレーサビリティ

ーというものをいかに活用ができるようにしていくのかということが重要だろうと思って

おります。 

 更に、この先については、今もおっしゃられましたように、悪意に対してはどうなのか

ということについて、そういった手法をもし万が一取った場合に、何らかのペナルティー

の対象になるとか、あるいは、そういうこととは別に、一定の履歴を潜ったような流通を

しようとしても、当事者はできても、その先の段階では自動的に拒否することになるでし

ょう、そういう得体の知れないものは使えない、もし使えば、自分たちがそこで責任を問

われるということも仕組み上は、トレーサビリティーにいたしましても、食糧法にいたし
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ましても、装置としては持っておりますので、そういったことをうまく組み合わせていけ

ないか。そろそろ一部の超早場米も出てまいりますので、なるべく早く、今、言いました

ように、米と麦、共通の部分と違う部分、それぞれごとに流通で違う部分と、制度として

違う部分、この点をうまく組み合わせて、今、関係局、あるいは関係省庁と早急に詰めて

いるところでございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかに、これに関連して御質問等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、いろいろな御意見出ましたけれども、麦類の放射性物質の調査に関しまして

は、非常によく説明していただいたと思っております。ありがとうございました。 

 それでは、活発な御議論、誠にありがとうございました。これで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。 

 最後になりますが、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。その整理について、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」と声あり） 

○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ありがとうございま

した。 

○松尾需給調整対策室長 中嶋部会長、どうもありがとうございました。 

 また、委員の皆様方、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

ました。 

 次回の食糧部会につきましては、改めて文章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。 


	110630議事録タイトル
	☆23-6-30F.pdf
	23-6-30(修正版）

