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開     会 

 

○梅下農産企画課長補佐 それでは、定刻となりましたので、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、田沼委員、永井委員、冨士委員、椋田委

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。 

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。 

また、本日、農林水産省からは筒井農林水産副大臣が出席の予定でございますけれども、

筒井副大臣におかれましては、公務の関係で少々遅れるということでございます。後ほど

まいりますので、到着次第、副大臣からごあいさつさせていただきたいと思います。 

さて、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、

「議事次第」、「委員名簿」、「資料１ 諮問（写）」、「資料２ 麦の需給に関する見通し（案）」、 

「資料３ 『24 年産稲の作付に関する方針』について」、「資料４ 24 年産稲の作付制限区

域の設定等について」、「資料５ 100 Bq/kg を超える米の特別隔離対策について」、「資料

６ 販売環境整備米の政府買入について」、「参考資料１ 麦の参考統計表」、「参考資料２ 

米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（平成 23 年 11 月）」、「参考資料３ 米をめぐ

る関係資料」、「参考資料４ 米に関するマンスリーレポート（平成 24 年３月９日公表）」

を配付させていただいております。 

その次に、本日の議題１の麦の需給に関する見通しの策定に関しまして、御欠席の冨士

委員から書面で意見をいただいておりますので、併せて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。

部会長、よろしくお願いいたします。 

（筒井副大臣入室） 

 

農林水産副大臣あいさつ 

 

○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、円滑に議事を進め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。 

それでは、開会に際しまして、筒井農林水産副大臣よりごあいさつを頂戴したいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○筒井副大臣 今日も委員の皆さんには、忙しい中に御出席いただきまして、本当にあり
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がとうございます。 

今、米については、福島県における作付制限、あるいは作付を認める場合も全量管理、

全袋検査、これらの地域を、今度、各地域の皆さんの意見を聞いて決定するところでござ

います。 

麦に関しまして、需給関係でまたいろんな検討をしてきていただいたところでございま

すが、今度、小麦代替品としての米粉も明確に位置づけていきたいということでございま

して、これが今までと全く違うところでございます。 

またいろんな意見があるかと思いますが、それらに関しましてのとりまとめを、皆さん

の御支援・御協力をいただいてやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

なお、筒井副大臣におかれましては、公務のため、途中で御退席される予定でございま

す。 

 

議     事 

 

それでは、本日の審議会の取扱い及び議事の進め方について確認させていただきたいと

思います。 

本部会につきましては、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

ととなっております。 

また、本部会における皆様の御意見等につきましては、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。 

本日は、「麦の需給に関する見通し（案）」につきまして、事務局から資料の説明をして

いただき、委員の皆様からの御意見・御質問を頂戴した上で、本見通し（案）が適当であ

るかどうか決議したいと思います。 

その後で、議題２として、 近の米を取り巻く情勢について説明を受けたいと考えてお

ります。 

委員各位、それから事務局におかれては、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、12 時ごろ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。 
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（１）「麦の需給に関する見通し」の策定について 

 

○中嶋部会長 早速ですが、農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に諮問のあり

ました「麦の需給に関する見通し（案）」について御審議いただきます。 

まずは、事務局から諮問文書の読み上げを行っていただき、引き続き、資料の説明をお

願いいたします。 

○岩濱貿易業務課長 おはようございます。生産局農産部貿易業務課の岩濱でございます。 

農林水産大臣から審議会に対して諮問がなされておりますので、資料１をご覧ください。

「諮問（写）」を読み上げさせていただきます。 

23 生産第 6144 号 

平成 24 年３月 28 日 

食料・農業・農村政策審議会会長 殿 

農林水産大臣  

諮 問 

平成 24 年度の麦の需給に関する見通しを定めるに当たり、主要食糧の需給及び価格の

安定に関する法律（平成６年法律第 113 号）第 41 条第３項において準用する同法第４条第

４項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 

以上が諮問の内容でございます。 

続きまして、お手元の資料２「麦の需給に関する見通し（案）」について御説明させて

いただきます。資料２をご覧ください。 

１枚おめくりいただいて、目次のページがございます。 

目次の下にございますように、今、諮問文で申し上げましたとおり、農林水産大臣は、

毎年３月 31 日までに、麦の需要量、生産量、輸入量、在庫量等に関する事項を内容とする

「麦の需給に関する見通し」を定めることになっており、定める際には皆様審議会の意見

をお聞きすることになっております。 

続きまして、内容の説明に入らせていただきたいと思います。 

ｉページでございます。麦につきましては、国内産では量的または質的に満たせない需

要分につきまして、国家貿易により外国産麦を輸入することとなっております。 

ｉページは、近年の需要量を説明させていただきます。国内産麦の流通量の実績等を踏

まえまして、平成 24 年度の麦の需給に関する見通しは、これから御説明するとおりの案に

してはどうかと考えております。 

まず、食糧用小麦の需要量でございます。この算定でございますが、右上の図１に昭和

35 年度から平成 22 年度の１人当たりの消費量の推移を載せてございます。昭和 42 年に

31.6kg に達してから、おおむね 31～33kg で推移しているところでございます。年々によ

ってはちょっと出入りがありますが、ほぼ横ばいで推移しております。 
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平成 24 年度の総需要量につきましては、表１をご覧ください。過去５年、平成 19 年度

から平成 23 年度までのうち、国際価格の高騰により政府売渡価格が上昇し、需要量が減少

しました平成 20 年度、及び東日本大震災により一時的に需要量が増加、これはパンとめん

用の需要量が増加しております平成 23 年度の２か年を除きました３か年を平均いたしま

して 561 万トンと見通してはいかがということでございます。 

次に、ii ページをご覧ください。ii ページは国内産食糧用小麦の流通量でございます。

総需要量に対しまして、麦についてはまず国内産の麦を充てることになります。このため、

国内産麦の量につきましては次のとおり算出してございます。 

本文の１－２の（１）のところで、国内産食糧用小麦の供給量でございますが、当年産

の小麦のうち、生産者から実需者に引き渡された数量の計算をいたします。平成 24 年産の

国内産食糧用小麦の供給量は、昨年８月に民間流通連絡協議会で作付予定面積が報告され

ております。これに 10a 当たりの平均収量でございます 388kg をかけ合わせまして、更に、

食糧用として供される割合が 96.9％になっております。これは生産が行われた後に規格外

または種用に回されるような麦もございますので、それを差し引いた数字でございますが、

それを乗じまして、平成 24 年産の国内の小麦の供給量は 78 万トンと見通しております。

単収については、過去７か年の収量のうち 高と 低を除きました５か年という形で計算

したものを採用させていただいております。 

次に、平成 24 年の食糧用小麦の供給量から年度内に流通する数量を求めております。

右の表をご覧ください。過去の供給実績から年度内に供給される割合というものが、真ん

中のところにあります 45.7％と見込んでおります。これは年度内に生産者から実需者に引

き渡された割合ということで、平成 20 年から 22 年の実績をもとに 45.7％というものを見

込んでおります。したがいまして、先ほど申しました 78 万トンに 45.7％を乗じますと、

平成 24 年産で年度内に出回る数量というのは「24 見通し」の 78 万トンの隣にあります 36

万トンとなります。 

一方、平成 23 年から繰り越されている数量がございます。これは平成 23 年の見込みが

一番右側の数字になりますが、38 万トンでございます。したがいまして、この 36 万トン

と 38 万トンを足し合わせまして、若干、端数の関係で差が出ますが、73 万トンと見通し

たらどうかと思っております。 

次に、iii ページでございます。iii ページは、筒井副大臣からも紹介がありましたよ

うに、今年から麦の需給見通しの中で、粉需要として米粉用の国内産米の流通量を位置づ

けさせていただければというふうに御提案させていただいております。米粉用米について

は、水田活用の所得補償交付金の対象となっておりまして、生産者は取組計画を作成して

地域センター長の認定を受けるような仕組みになっております。 

右の表３の「米粉用米の取組計画認定数量」の欄をご覧ください。平成 23 年産で４万

トンまで増加しております。平成 24 年産については、近年の取組の増加傾向を反映しまし

て、トレンドで伸ばしまして、5.4 万トンと見通してございます。 
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このような米粉用米の市場規模の増加を踏まえ、平成 24 年度からは米粉用国内産米の

流通量を「麦の需給に関する見通し」の策定に当たって考慮することとしたらどうかと思

っております。算定に当たっては、新米の出回り時期を踏まえ、前年産が当年４～６月の

３か月で 25％、当年産が７月から翌年３月までの９か月で 75％出回るものとして比率を算

出しております。 

このため、平成 24 年度内の流通量は、新米の出回りや実需者の取組意向等を考慮し、

平成 23 年産が１万トンで、平成 24 年産が４万トンとして、合計５万トンと見通してはい

かがかと思っております。 

次に、iv ページをご覧ください。右側の表を見ながら説明を聞いていただければと思い

ます。総需要量から国内産小麦及び米粉用国内産米の流通量を引いたものが外国産小麦の

需要量になります。561 万トンから 73 万トンと５万トンを引きまして、483 万トンという

数字を見通しております。 

次に、１－５の文章のところに書いてございますが、備蓄目標数量というものがござい

ます。現在、不測の事態に備えまして、国全体として外国産食糧用小麦の需要量の 2.3 か

月分の備蓄を行っております。 

平成 24 年度におきましても、この全体の目標数量につきましては、引き続き外国産食

糧用小麦の需要量の 2.3 か月分として、93 万トンとしてございます。 

なお現在、この備蓄については、民間の製粉企業に行っていただいておりまして、2.3

か月分のうち 1.8 か月分について、国が保管料をお支払いして助成する形で実施させてい

ただいております。 

１－６でございます。外国産食糧用小麦の輸入量でございますが、先ほどの御説明いた

しました外国産食糧用小麦の需要量 483 万トンから備蓄数量の減少分５万トンを差し引き

まして、本年度の外国産食糧用小麦の輸入量を 478 万トンと見通しております。 

なお、飼料用小麦については、飼料需給計画を別途定めさせていただく予定でございま

して、今週内にも発表できるのではないかと思っております。 

ここまでが小麦でございます。次に、Ｖページの食糧用大麦及びはだか麦の見通しでご

ざいます。 

食糧用大麦及びはだか麦については、焼酎、みそ、押し麦などに向けられております。

右のグラフは１人当たりの年間消費量でございますが、以前は押し麦という形で御飯と一

緒に食べるような形態でかなり消費されておりましたが、現在は 0.2～0.3kg で、横ばいで

推移しているところでございます。 

表５をご覧ください。ここで全体の総需要量を算定しております。過去５年の平成 19

～23 年のうち、オーストラリアの不作の影響等で需要量が減少した平成 19 年度及びその

反動がありました平成 20 年度を除外いたしまして、平成 21～23 年を平均いたしまして 33

万トンと見通してはいかがかと思っております。 

次に、vi ページをご覧ください。同じような形で、国内産の食糧用大麦及びはだか麦の
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流通量について算定しております。小麦と同じように見込んでおります。 

平成 24 年産の作付予定面積に、10a 当たりの平均収量を乗じまして、更に、食糧用供給

割合を乗じますと、平成 24 年産の食糧用大麦及びはだか麦の供給量は 11 万トンというふ

うに計算しております。内訳を申しますと、二条大麦が５万 4,000 トン、六条大麦が４万

トン、はだか麦が１万 3,000 トンでございます。二条大麦は主に焼酎用、六条大麦は麦茶

及び押し麦として食用に供されます。はだか麦は主にみそ用等に供されます。 

次に、年度内に供給される量を算出しております。表６をご覧ください。11 万トンのう

ち平成 24 年度に供されるもの、つまり年度内供給量は平成 24 年の年度内供給率 27.7％を

かけまして３万トンになります。この 27.7％というのも、先ほどの小麦と同じように、民

間での取引の実績をもとに算定している数字でございます。そのうち平成 23 年から繰り越

されている在庫の７万トンを足しまして、合計で国内の供給量 10 万トンが流通するという

ことで見通してございます。 

vii ページをご覧ください。総需要量 33 万トンというのが表７に出ております。総需要

量 33 万トンから年度内に供される国内産食糧用大麦及びはだか麦の流通量 10 万トンを差

し引いたものが、外国産食糧用大麦及びはだか麦の需要量 22 万トンになります。同量の

22 万トンを輸入量として見通しているところでございます。 

小麦との違いが少しございまして、大麦及びはだか麦につきましては、主食である小麦

のパンやめんという原料に使われているものとは違うということで、ビールや焼酎、あと

は嗜好品の原料として使われているということからしまして、備蓄目標数量を設けてござ

いません。 

以上が需給見通しの関係でございますが、御審議の参考に、後ろのページをめくってい

ただきますと参考資料が出ております。参考資料をもう一ページめくっていただくと参考

資料の目次がございます。 

参考資料の構成は、麦の需給に関する動向というものが第１章になっておりまして、第

２章が小麦粉・麦製品の生産と価格の動向、第３章が国内産麦の生産と流通の動向、第４

章に今回位置づけました米粉に関する動向という資料を付けさせていただいております。

時間の関係で少しはしょって、やや簡単に説明させていただきます。 

第１章で、２ページ目のカロリーベース総合食料自給率の構成という中で、いわゆる麦

の自給率の状況について紹介させていただいております。総供給熱量１人・１日当たり

2,458kcal の中で 13.4％を占めております。そのうち、小麦の自給率はカロリーベースで

８％となっております。 

次に、４ページをご覧ください。「３ 穀物の国際需給と国際価格の動向」がございま

す。世界の穀物需給でございますが、中長期的な穀物の国際需給につきましては逼迫して

いくのではないかということで見込んでおります。ただ、直近年の期末在庫を見ますと、

小麦は増加しておりまして、約 30％と見込まれております。そういう意味では比較的、直

近の数字では豪州・北米の豊作等もありまして、安定した状況になっております。 
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その次に、外国産麦の売り渡しの仕組みについて紹介したページがございます。８ペー

ジをご覧ください。外国産麦の売渡制度でございます。平成 19 年４月から相場連動制とい

うことで、政府の買入価格に一定のマークアップを乗せた形で売り渡しをしているという

ことでございます。このマークアップについては、国内産麦の生産振興と政府管理経費に

充てられているというところでございます。 

その次の９ページには、１年に２回改定をしておりますが、平成 22～24 年の外国産小

麦の政府売渡価格の推移を表の中に載せてございます。 

13 ページまで飛びまして、先ほど少し小麦については麦の備蓄という話をさせていただ

きましたが、2.3 か月分の備蓄をしているような資料を付けております。国は実需者が 2.3

か月分の備蓄をした場合に、これまで国が備蓄しておりました 1.8 か月分の保管料を助成

するという形で小麦の備蓄を実施しております。ただ有事の際には、国は、実需者に対し

て備蓄する小麦の取崩しの指示を行うこととしております。 

14 ページをご覧ください。「９ 麦関連産業の課題への対応方向の検討」がございます。

これは間もなく審議会の食料産業部会の方で「食品産業の将来ビジョン（仮称）」というも

のが今月中にも定まるのではないかというふうに聞いておりますが、それが定まりますと、

個別関連産業であります、麦の関連産業の課題への対応方向につきまして、「食品産業の将

来ビジョン（仮称）」を踏まえて検討を開始するということになっております。 

その次に、「II 小麦粉・麦製品の生産と価格の動向」になっております。16 ページを

ご覧ください。右下の黄色くなっているところを見ていただければと思っております。昨

年は、先ほど総需要のところでも話をさせていただきましたが、東日本大震災の需要増の

ために、表にありますように、乾めんや即席めん等の生産量が一次的に増加しているとい

うような状況がございます。 

18 ページをご覧ください。18 ページは、円高水準が続いた中での麦製品の輸入動向を

紹介させていただいております。平成 23 年は夏から急激な円高の進展がありました。その

結果、小麦粉調製品、麦加工製品ともに前年に比べて増加しているという状況でございま

す。 

20 ページをご覧ください。外国産麦なり国内産麦を使っていただいている製粉企業の状

況について 新の情報をまとめさせていただいております。３万トン以上の企業の生産量

を加えた約 13 社のベースでは、全体生産量の約９割弱というところまでの生産シェアとい

う状況になっております。 

21 ページについては、製粉企業のコストの削減や安全・安心対策について御紹介させて

いただいております。 

22 ページをご覧ください。22 ページは中小製粉企業を中心に、地場産の小麦を活用し

た地産地消の取組みたいなものをここで御紹介させていただいております。 

23 ページからは、「III 国内産麦の生産と流通の動向」でございます。 

少し飛びまして、国内産麦については、数量も増えてまいっておりますが、品質の改善
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も進んでおります。そういう中で、31 ページには新品種の導入事例を御紹介させていただ

いております。パン用小麦ではハルユタカであったり、あとはパン・中華めん用小麦では

ニシノカオリなり、めん用としてもきたほなみ、その他いろんな品種が導入されて、実需

者の方に御利用いただいているというような状況でございます。 

その次に、今、いわゆる国内産麦については民間流通でやっていただいておりますので、

32～35 ページと、取引の入札の状況等、あとはそのルールなり、そういう供給量とかを御

紹介させていただいております。 

あと、国内産麦を利用した製品の動向ということで、36 ページに御紹介させていただい

ております。これは乾めんであったり、生めんであったり、学校給食に用いられている、

国内産麦を 100％使用した製品とか、あとは国の助成により商品開発した取組事例みたい

なものを御紹介させていただいております。 

後に、37 ページに「IV 米粉に関する動向」ということで、米粉の取組のいわゆる生

産状況、あとは米粉用の新品種。 

38 ページは、米粉用米に対する支援の内容について紹介させていただいております。 

以上でございます。御審議を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した。 

ただいま事務局から諮問事項について説明がございました。説明のございました「麦の

需給に関する見通し（案）」について、どなたからでも結構ですので、御意見・御質問をお

願いしたいと思います。 

それでは、廣瀨委員お願いいたします。 

○廣瀨委員 結論的には、今回（案）としてお出しいただいています見通しで結構かと思

います。 

今日は出席されていません冨士さんのメモの 後の方にありましたけれども、これとも

ダブりますが、食料・農業・農村基本計画で、平成 32 年の生産目標で、麦は 180 万トンと、

これは平成 23 年の 74 万トンと比較しますと６割ぐらいの増産になるんでしょうか。それ

から、米粉の方は 50 万トンだったかと思うんですけれども、そういう形で４～５万トン台

から大幅な増産ということがもくろまれているわけでございます。 

その関連で、米粉については、先ほど副大臣の方から御説明がありましたように、今回

は初めてということで、非常にその意気込みを私どももサポートさせていただきたいと思

うんですが、今日の『日本経済新聞』の朝刊で市況の話が出ておりました。やはりちょっ

と急な増産ということで、少しだぶつき気味のところがあるのか、値段の方も非常に安く

なったりしています。需要の方で供給に対して少し追い付いていないということから、苦

しい状況はありますけれども、方向として私は、そういうものは一時的な状況なので、そ

れを超えて、この目標に向かって是非進めていっていただきたいと思います。 

ついては１つ、今日も御説明がございましたけれども、増産・増量、あるいはコスト低

減ということを含めての、品種の改良のことについて、新品種の御説明もございましたが、
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国家的なプロジェクトとしてかなり精力的に、これは麦についても、それから米粉につい

ても、あるいはもう一つ言えば、主食用の米についても増産を、あるいはコスト低減をと

いうことが非常に重要な問題かと思います。勿論、主食用の食糧については、今、つくり

過ぎると価格が低下するという大問題がございますから、その問題との兼ね合いがござい

ますけれども、今、別途、中国への輸出等もいろいろと副大臣も御尽力いただいているわ

けでございますので、そういうところへの増産分を輸出振興に回す。そして、農家の方々

の所得を増やしていく。単に 近の農政施策によるものではなしに、実質的なものとして

増やしていくという面からしますと、私は非常に大切なことだと思います。 

ですので、是非ともこの品種の改良、品質は勿論でございますが、単にそれだけではな

しに、増量、コスト削減、直まき等のことでもいろいろと御検討いただいているようでご

ざいますけれども、それを組織的に、プロジェクト的に工程表をつくって、是非進めてい

ただければありがたいと思います。もしコメントがありましたらお願いしたいと思います

し、我々の方から是非ともその辺のことをお願いしたいと思っております。 

以上でございます。 

○筒井副大臣 今の御意見に私もほとんど全面的に賛成でございまして、ちょうど今日、

農水部会でもそれらの問題が議論になりました。今、おっしゃいましたように、平成 32

年度で小麦は180万トンが目標になっておりますし、米粉は50万トンが目標になっている。

しかし、それが実現されて初めて自給率 50％目標が実現されるわけですが、現在の状況は、

進んだとはいえ、それとはまだ大きくかけ離れている。これを実際に計画どおりに実行し

ていくためには、どういう障害をなくさなければいかぬのか。それぞれ品目ごとに、やは

り改めて本格的な検討をしなければいけないと思っておりますし、それをやるべきである

という意見も今日出されました。 

そして米の輸出に関しても、これは今日の部会での議論には出なかったんですが、100

万トン、200 万トン単位で輸出を、今おっしゃったように、更に追求していく、この作業

がやはり求められていると思っているところでございます。 

後に、今、価格の点、コストの点を言われました。コスト的には日本の食品はすべて

に関して高いわけでございますが、その点では弱みですけれども、品質の点、安全性や食

味の点では強い競争力、強みを持っているというふうに確信しております。しかし、その

中においては、やはり規模の拡大等々によるコストの削減努力は 大限にやっていかなけ

ればいけない。そのことにも現在取り組んでいるところでございます。 

今、おっしゃった意見どおりにといいますか、進めていきたいと考えております。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

事務局から何か補足のコメントはございますか、よろしいですか。 

ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

それでは、奥村委員、青山委員、その後、佐々木委員の順番でお願いいたします。 

○奥村委員 今、御説明いただきました、今年度の麦の需給見通しについては、現状、い



10 
 

ろいろかんがみますと適正だと思っておりますが、１つは米粉で、今も廣瀨委員からもお

話がありましたけれども、平成 32 年度の小麦の生産目標、米粉用の米の生産目標は、ただ

単に自給率 50％という目標を達成するための数字であってはならぬのかなと思っていま

す。 

小麦については、やはりもっと品種改良も進めて、適地・適作ということもきちんと導

入して、生産性を上げて、コスト削減が図られるような地帯できちんとつくっていくとい

うことは大変大事なことだと思いますが、米粉は計画的に増産とやった結果が、果たして

それに見合った需要がなかったときに、振り向いたら在庫が増えておったということにな

らないように、生産だけが先行して量だけ多くしても、需要が本当に見合っていなくて、

それが気がついたら政府の在庫として残っていた。でも、それもやはり米ですので、いろ

んな主食用の米にももしかしたら影響するかもしれませんので、やはりきちんとした需要

と生産と在庫というものも、米粉用の米については絶対に在庫が残らないというようなこ

とでないと意味がないと思ったりしています。 

そういうようなことで、今、米の戸別所得補償やら畑作の所得補償やら水田利活用の交

付金等々もありますが、特に小麦・大麦については国産で賄えるように、品種改良にも力

を入れてもらったり、どこでどれだけ、どういう麦をつくれば生産性が上がるかとか、コ

ストが下げられて外国産の価格に対応できるということがあると思いますので、全体の交

付金を適地・適作という観点で使うような仕組みになれば、米をつくろうと、小麦をつく

ろうと、大麦をつくろうと、すべて水田でそういう作物をつくったら所得がきちんと安定

するような仕組みになればいいのかなと思ったりしていますので、特に米粉についてはき

ちんと注視していくべきであると私は思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

それでは、副大臣からどうぞ。 

○筒井副大臣 米粉に関しては、今、おっしゃるとおりだと思います。そして、一部のマ

スコミでも米粉に関して供給過剰感が出ているというような報道もされております。やは

り米粉に関しての生産者側と需要者側とのマッチングの作業が農林水産省にとっても必要

だと思いますし、その際に、やはりコストの点と品質の点、それと、大手の需要者の場合

に安定供給がきちんと保証されることが必要なことだと思いますので、それらのことをこ

れからきちんとやっていかなければいけないと考えております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

それでは、青山委員お願いします。 

○青山委員 お願いが１つありまして、１つは質問です。 

資料の１ページ目に「国内産麦で量的または質的に満たせない場合は輸入」と書いてあ

るんですが、実際は国内の麦と米粉を合わせても 12％ぐらいしかないですね。過半を国産

でまかない不足分を輸入するのであれば、「満たせない場合は輸入」と聞いて納得できます

が 実際に 12％しかないのに「満たせない場合は輸入」という文言が初めて見る人には違
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和感を感じると思うんです。 

ダメだという意味ではなく、「なぜ日本に麦が必要なのか」という大前提を明らかにし、

「国産だけでは足らないので輸入する」というような説明であれば納得できるのではない

かと思うんです。「なぜ日本に麦が必要か」という問に対してはおそらく、北海道で輪作体

系に不可欠であるとか、二毛作をやっている西日本で所得の向上に非常に効果があるとか、

消費者や実需者のニーズがあるとか、いろいろあると思うんです。その辺りをもうちょっ

と整理していただくと国民として理解しやすいと思いました。 

もう一つは質問です。国産麦と米粉の生産にどれぐらいの交付金が使われているのかと

いうことです。先ほど申し上げたように、なぜ日本で麦が必要なのかということを理解す

るために、こういった目的でこれだけのお金が必要なんですという情報が的確に伝われば、

消費者の農業に対する理解も進むと思ったからです。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

それでは、御公務により副大臣はここで御退席となります。 

（筒井副大臣退室） 

○中嶋部会長 それでは、今のお願いと質問に関しまして事務局の方から御回答をお願い

します。 

○岩濱貿易業務課長 青山委員の御質問とお願いにお答えさせていただきます。 

まず、国内産麦がなぜ必要かということは、委員が御指摘のとおり、まさに北海道につ

いては三輪作、四輪作体系の、いわゆる畑作における重要な輪作の作物であるということ

で、それを除いた形になりますと、また障害が出たり、そういう生産が維持できないとい

うことになると思います。あとは、関東なり九州については、伝統的に裏作という形での

生産体制がとられております。そういう意味では、その地域の農業をきちんと維持してい

くという観点では、やはり麦なり大豆というのは極めて重要な作物であるというふうに認

識しておりまして、そういう意味で国内産麦というものを需給見通しの中で優先的な形で、

まずは国内産麦を利用して、その中で足りないものを外国産麦で賄うという形の位置づけ

になっているというふうに考えております。 

あと、麦の関係の、国内産麦の振興にどれぐらいの程度のお金が使われているかという

ことについては、これは正確かどうかはあれなんですが、手元には一応、国内産麦の生産

振興のための経費としては、外国産麦のマークアップを活用させていただいていると先ほ

ど言いましたが、それが約 750 億～800 億円ぐらいの外国産麦のマークアップで賄ってお

ります。ただ、それだけでは若干足りない部分がありまして、一般会計からも年によりま

して 200 億～300 億円ぐらいの活用をしておりまして、全体としては国内産麦の振興に予

算的には約 1,100 億～1,200 億円の間ぐらいの予算措置をしております。 

○中嶋部会長 お願いの方になるかもしれませんが、今の、なぜ麦は日本に必要なのかと

いう御説明で、これはどちらかといいますと、参考資料の方のどこかで御説明いただくよ

うにしていただいた方がよろしいのではないかと私は感じましたので、できれば御検討い
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ただければと思います。 

○岩濱貿易業務課長 参考資料の国内産麦のところで紹介させていただきたいと思います

が、特に９ページに予算額の推移が出ております。国内産麦の振興費と外国産麦の売買差

益という数字が出ておりますので、先ほど口頭で申しました部分については９ページの（参

考）の表をご覧いただければと思います。 

あと若干、二毛作とか輪作体系の部分については、なかなか全部の記述ができていない

というような部分がございますので、また次回以降、いろいろ需給見通しをまた来年度作

成していただく際には、きちんとそういう部分の位置づけを整理させていただきたいと思

います。 

○中嶋部会長 よろしくお願いいたします。 

それでは、穀物課長から御回答をお願いします。 

○松尾穀物課長  

水田の利活用の交付金でございますけれども、麦に関しましては約 470 億円の交付金が

交付されております。 

以上でございます。 

○青山委員 米粉だけではいかがですか。 

○松尾穀物課長 米粉は約40億円でございます。これは平成22年のデータでございます。 

○青山委員 ありがとうございます。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

○青山委員 はい。 

○中嶋部会長 それでは、お待たせいたしました、佐々木委員よろしくお願いいたします。 

○佐々木委員 まず、需給見通しの算定数値につきまして意見を申し上げますが、この算

定数値については妥当と考えております。 

実感として申しますと、年度ごとに切りますと、それぞれ特殊要因があって、数値的に

はでこぼこしているんですが、ただ、この過去数年のトレンドとしては、この需要量は横

ばいないしは微減といったところが実感としてはあります。したがって、この算定数値は

これでいいと考えております。 

１つ申し添えますと、これまでも皆さん方おっしゃっていましたが、今回初めて麦の需

給見通しに米粉用米の需要量が一つの要素として入ってきております。この米粉が、確か

に従来の小麦粉の需要に置き換わるという部分もあると考えますけれども、私としまして

は、米粉によりまして、むしろ従来にない新たな需要の創造といいますか、そういうこと

がなされていく。そして、米・麦全体の需要が拡大していく、市場が拡大していく、そう

いうことが望ましいと考えております。ですから、そういう視点の政策も加味していって

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。 



13 
 

今の新しいマーケットをつくるということに関して、何か事務局からございますか。 

よろしくお願いいたします。 

○今城農産部長 ただいまの佐々木委員のお話でございますが、そのとおりだと思います。 

それで、米の資料になってしまうんですけれども、お配りしております、下の方に参考

資料３「米をめぐる関係資料」の中の 60 ページをご覧いただきたいんですが、「48 米粉

用米の動向」というページをつくってございます。 

ここの表にございますとおり、下側の表のオレンジのラインがいわゆる新規用途として、

従来の加工用米ではない用途ということで認定しております、いわゆる米粉用米を示して

おりますが、その増加が平成 20 年から急速に、600 トンから始まって、平成 23 年には、

先ほどありましたように、４万トンということで、今回は５万トンと置いているわけでご

ざいます。 

その上側のところに商品開発、製法技術の革新とございますけれども、おっしゃるとお

り、小麦粉と相まって新規用途に広がっていくというのが極めて理想形でございまして、

そういうふうな商品開発、製法技術の革新ということについては私どもも後押しをしてま

いりたいというのはスタンスでございます。 

ただ、一方で現実的に、現在米粉が使われている用途というのがここの絵にございます

ような図です。中心はやはり米粉パン、それも普通はグルテンをまぜて使う。あと、めん

類とかそういうところが中心で、あとはピザ生地とか、いわゆるお菓子で、 近は米粉の

ロールケーキなども人気でございます。あと、天ぷら粉とか、現実にはそこになっている

ということでございます。 

したがいまして、御指摘のように、できれば相乗効果で新しい用途がふくらんでいくと

いうことが前提なんですが、冒頭に申し上げましたとおり、加工用米というものは加工用

途に使う米でありますので、この加工用米のほかのところの用途で広げていかなければい

けないということをやらなければなりませんので、それ相応の工夫なり、少し時間はかか

るかなということで御理解いただければということでございます。 

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、先ほど木村委員が手を挙げていらっしゃいましたので、その後、杉本委員お

願いいたします。 

○木村委員 木村でございます。 

小麦の需要量というものはこれぐらいなのかなと思いますが、一方で国内の米の需要量

というのは、およそトレンドでいくと毎年７～８万トン減っていくということは生産量の

１％ずつが減っていく、10 年で 80 万トン減っていくという勘定になるわけです。小麦は

それに比べると全体としては横ばいということなんですけれども、本当にそれでよろしい

のかという感じがします。少子高齢化の中で人口もこれから減っていくということもある

わけなので、これでよろしいのかなという感じがいたします。 
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それと、ここのところずっと円高が続いておりまして、この後、為替がどうなるかはわ

かりませんが、少しずつ円安化が進んでいくのではないかという予測もあるわけなので、

そういう中で言いますと、輸出を増やすというときには国内の米の生産コストを相当引き

下げていかないと、米も思ったような輸出というのは、この１～２年のような円高から見

ますとちょっと難しいのではないか。 

これは米粉も同じようなことでして、米粉も生産コストを相当下げていかないと、麦の

価格との、ある種の、今、行けばパン用にできるだけ多く使うということになりますと、

やはりコストの問題は非常に重要な問題になってくると思います。これは正直言いまして、

米粉のパンと麦のパンとを食べたら麦のパンの方がうまいという感じは米屋でありながら

しているところがございます。料理の専門家とかにいろいろ聞いてみますと、パンよりは

お菓子に向いているかなというお話をよく伺うので、この計画を進めていこうということ

になりますと、相当強力な消費拡大といいますか、需要促進といいますか、そこに対して

の相当な応援がないと米粉は、先ほど奥村さんが言われたように、そう簡単に消費を増や

すというのは、法律でも変わらない限りはなかなか難しいのではないかという気もします

ので、その点もいろいろ計画の中では全体的には織り込んで考えていただく必要があるの

ではないか。 

いずれにしても、この米の生産コストダウンということは、米粉についても同じですし、

輸出米についてもそうですので、そこのところをもう少し強力にお進めいただく必要があ

るの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、杉本委員お願いいたします。 

○杉本委員 先ほどの佐々木委員のお話とも重なることになると思いますが、今回の需給

計画で米粉を新たにこの需給表の中に入れてあるのですけれども、この需給表のつくり方

を考えますと、恐らく、米粉というのは 100％麦の代替品であるというふうな考え方に基

づくことになるのではないかと思うのです。 

ただ、先ほどから御議論が出ていますように、米粉というものを考えるときに、果たし

て 100％小麦の代替だけで考えていいのかどうかということが論点としてあるのではない

かと思っていまして、確かに今の段階におきましてはパンとかめんとか、そういった従来、

小麦が使われたところの代替で使われているということなのでしょうけれども、米粉によ

る単なる代替ではなくて、米粉自身の需要といいますか、新規需要ということになるので

しょうか、米粉を使うことによる代替ではない需要増という効果というものをどういうふ

うに考えていくのかという問題が、この需給表のつくり方において潜在的にはあるのだと

思います。 

恐らく、当面はこういうことで 100％代替でということなのでしょうけれども、米粉の

生産振興を図るということについて、そういった需要サイドからの考え方ということを入

れないで、単にこういう形で見通しをつくるということについてどう考えていらっしゃる
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のか。特に今回の需給表について異論を申し上げるというわけではないのですが、そこの

考え方について御説明を伺えれば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した。 

両委員から、この米粉についての御質問がございましたけれども、これについては、ま

ず穀物課長よろしいですか。 

○松尾穀物課長 まず、木村委員からお話のあったコスト低減についてでございますけれ

ども、お米は御存じのとおり、土地利用型作物でございまして、スケールメリットと申し

まして、規模拡大を進めることによってコストを大幅に下げることができます。これまで

も農林水産省ではそういった取組を進めてまいりましたし、技術開発の面では、単に機械

を大型化していくだけではなく、いわゆる直播技術といったものの普及も進めています。

こうした技術の普及を含めてコストダウンに努力してまいりたいと考えておるところでご

ざいます。 

それから、杉本委員からお話がございました、米粉は小麦粉の代替だけではないのでは

ないかという御指摘でございますけれども、これにつきましても現状、先ほど農産部長か

ら御説明がありましたが、今の段階ではやはり小麦粉の代替としての扱いになろうかと思

います。これから製粉技術が進歩いたしまして、さらなる別の需要等々が想定された場合

は、米粉につきましても違う用途が出てくるのではなかろうかというふうに期待している

ところでございます。 

以上でございます。 

○中嶋部会長 それでは、貿易業務課長お願いします。 

○岩濱貿易業務課長 木村委員から御質問がありました、麦の全体の需要みたいなものに

ついて見ていただければと思います。資料２の参考資料の 16 ページに小麦粉の生産量の推

移みたいなものが付いております。「表 II－１ 小麦粉・麦製品の生産量の推移」という

ものがございます。ここは平成 13～23 年の数字を載せてございます。左側が小麦粉の生産

量で、460 万トンぐらいから、平成 22 年は 470 万トンぐらいということで、小麦粉自体は、

いわゆる少子化とかいろいろな食生活の変化はございますが、その中でほぼ横ばいで推移

しておりまして、今後のところは委員御指摘のとおり、少子化に伴いどういうような動向

になるかということは注視していかなければいけないと思っております。ただ、今の段階

の推移を見ますと、ほぼ横ばいで推移しているのかなと認識しております。 

あと、杉本委員から御指摘のあった件については、穀物課長からも新規需要について見

ていくということでございますが、今の需要動向とかをよく分析しまして、今後、需給の

中でどういうふうに反映していくかということについては、また数量が変わっていく中で

よく吟味して、需給表の需給見通しの計算の際に勉強していきたいと思っております。 

以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

それでは、森委員お願いいたします。 
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○森委員 幾つか質問させていただきたいと思いますので、お願いします。 

参考資料の 33 ページの「表 III－11 国内産食糧用麦の販売予定数量及び購入希望数量

の推移」の中で、上の段２つのところで数字が、販売予定数量と購入希望数量の間に差が

ありまして、これは実際に麦が余ってしまっているというふうに読み取っていいのかどう

かを教えていただきたいと思います。 

米粉のことでも、表の読み方がわからないので教えていただけたらと思うんですけれど

も、資料２「麦の需給に関する見通し（案）」の iii ページ目の「表３ 米粉用国内産米の

流通量の推移」の中で、平成 23 年産の出回り比率が 25.0％となっているんですが、その

後、平成 24 年度流通量見通しが５ということは先ほどの御説明でわかったんですけれども、

それでは、今、平成 23 年度産の残り 75％はどこに置かれていて、どういう状況になって

いるのかがわからなかったので、教えていただきたいと思いました。 

以上２点が質問で、１つ意見がありまして、私の場合は、今、米粉の取組に関して、知

っている農家さんたちの戸惑いというものを伝えさせていただきたいと思います。米粉を

使った商品開発を、６次産業化の中で自分たちがやっていきたいという方がいっぱいいら

っしゃるんですけれども、微細粒子の米粉にするための設備が非常に少ないので、そこに

行くまでに大変な経費がかかって、商品化するときに高コストになってしまって、なかな

かうまくいかないということで、どうしたらいいんだろうかというお話を結構聞くことが

あります。実際にこれだけ米粉用のお米を増産することで、生産量だけ増えて、そういう

ような小さな取組をする人たちにとってはなかなか取り組めないような実情がある中で、

どうお考えになってこれ以上の米粉用のお米を生産しようとしているのか、はっきり教え

ていただけたらと思います。 

以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

まず、参考資料と見通しの資料での技術的な質問がございましたけれども、それに関し

てはいかがでしょうか。 

○松尾穀物課長 初の御質問で、残りの 75％はどうなっていたのかというようなお話で、

これにつきましては平成 23 年度内に消費されているものということでございます。収穫は

秋になりますので、出回りの時期と、それが年度またぎになっているということで、平成

23 年産の米粉用米につきましては平成 24 年に 75％というような計算になっている。１年

間で消費が回るわけではございませんので、そういったことで分けているということでご

ざいます。 

それと、小さな取組をどう支援していくのかというような御指摘だと思いますけれども、

それは資料２の 後の 38 ページに若干触れてございます。 

まず、需要の喚起につきましては農林水産省が先頭になりまして、国民運動としてフー

ド・アクション・ニッポンというものがございます。その中で米粉倶楽部というものをつ

くっています。これで情報提供とか取組を促すという活動をしておりますというのが第１



17 
 

点でございます。 

それと、米粉用米に対する支援措置というものが右側に図 III－15 が書いてございます

けれども、「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」というものがございまして、生産

者と製造事業者、促進事業者といったような役割分担で生産製造連携事業計画というよう

なものを策定していただきます。そういたしますと、その下に「予算措置」と書いてござ

いますけれども、「予算措置」の囲みの下の方の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金、

これは２分の１の補助金でございますが、米粉の生産から製造に至るまでの施設整備に対

して国として支援してございます。ですから、小口の方でもこういうことにつきましては

支援の対象になっているということでございます。それ以外で、一番下の囲みで、例えば

低利融資とか税制上の支援措置が講じられるということになってございます。 

こういったことを進めることによって、大きな取組、小さな取組、分け隔てなく支援を

していく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す。 

○岩濱貿易業務課長 森委員からありました 33 ページをご覧ください。「表 III－11 国

内産食糧用麦の販売予定数量及び購入希望数量の推移」という表がございます。平成 14～

24 年の数字が載っております。今、国内産麦については、政府というよりは民間流通連絡

協議会の中で流通をさせていただいているわけですが、その推移を見ていただきますと、

平成 12 年ぐらいから民間流通の仕組みが始まっておりますけれども、平成 14～19 年ぐら

いの推移をずっと見ていただきますと、かなり購入希望数量が販売予定数量に近づいてき

ていて、平成 18～19 年ぐらいはいわゆるミスマッチと言われるようなそごが非常に少なく

なってまいりました。 

そういう意味では、生産者の方の品質に改善の努力とか、そういうミスマッチが少なく

なってまいりましたが、平成 21 年以降、また少しミスマッチの量が 10 万トンぐらい出て

おります。ここは、実需者の方はいわゆる価格と品質で国内産麦についての評価はされて

いると思いますけれども、次の 34 ページに国内産麦の入札の落札加重平均価格の推移とい

う数字がございます。 

ここの小麦のところを見ていただければと思いますが、これは少し外国産麦の影響とか

いろんな影響がございますが、平成 21 年産のときの価格の推移を、平成 21 年の数字に

138.5％というような数字がございますけれども、平成 20～21 年でかなり価格が上がった

形になっております。その水準が平成 21～24 年にわたって、この水準がほぼ同じような、

下がったり上がったりはしておりますが、大体推移しているという中で、平成 21～24 年産

麦は少し、外国産麦と国内産麦の価格が逆転しているとか、そういうような状況も実はご

ざいます。 

そういう中で、実需者の方の購入意欲なりそういうものが価格と品質面で少し変化が出

ているというような状況がここに出ているのかなと思います。そういう意味では、価格な

り品質の面でのさらなる整理をしていくことによって、国内産麦が更に円滑に利用される
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ような仕組みができ上がっていくのかなと思っております。 

以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

それでは、尾畑委員お願いします。 

○尾畑委員 ２点あるんです。 

先ほどの 38 ページの米粉倶楽部の御説明のときに、「小さな取組をしている方への支援

の仕組みもあります」ということでしたが、これに関しての質問です。先ほど米粉に関す

る振興費というものが、平成 22 年度の場合、年間 40 億円あるということでしたが、この

予算はそこから出ているということでよろしいんでしょうか。 

それと、「小さな取組」をしていらっしゃるといいますと、かなり数多の農家の方が対

象になると思いますが、基本的に手を挙げた農家の方々100％が支援対象になっているのか、

それとも、数が限られていらっしゃるのかということを教えていただければと思います。 

もう一点なんですが、冨士委員の意見書の 後のところで、「国内産の食糧小麦及び米

粉等々の生産振興、あるいは国家貿易を前提とした供給管理システムを維持していってい

ただければ～」という内容が書いてありますが、これに関してのお願いです。小麦や米粉

に限らず、米または米を使った加工品の輸出促進のために、是非、国内産のお米や小麦を

使っている場合には、わかりやすいサインといいますか、国による認証サインを商品に付

けることができるとより効果的かと思います。 

海外で見る場合、米なり加工品なりというのは形が見えません。ですので、それが海外

産の米あるいは小麦でつくられたものか、日本産のものかというのが大変あいまいになっ

てしまっています。当然、価格的には国産でつくったものの方が高くなっているわけなん

ですけれども、なぜ高いかということがわかりやすくなっていれば消費者の方も納得して

くださる確率が高くなると思います。すぐには難しいかと思いますが、そういったシステ

ムを導入していただけますと輸出促進に大変プラスになるのではないかと思いますので、

お願いとして申し上げます。 

以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

よろしくお願いします。 

○松尾穀物課長 米粉に対する支援策について、また御質問がございました。先ほど 40

億円と申しましたのは、実を申しますと、米粉用米をつくった農家に対して現在 10a 当た

り８万円の支援をしています。その総計でございまして、先ほど申しました連携計画に基

づく支援措置につきましては含まれておりません。 

全部集計できないので、今のところ数字は明らかにできないんですけれども、例えば平

成 23 年度ですと、全部で 10 以上のプロジェクトに対して交付金が支払われております。

これには生産地と、先ほど申しました実需者との連携計画が必要でございまして、プロジ

ェクトが大きいか小さいかによって支援の規模も違います。例えば兵庫県の小さな営農組
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合がやっております米粉の製造機械ですと、補助金のベースで 300 万円ぐらい出ていると

いう例があるほかに、大きなところですと数億円以上の交付金が出ているという例がござ

います。 

このように、大きいプロジェクト、小さいプロジェクト、分け隔てなく支援をしており

ますけれども、これは一定の限度がありまして、予算の範囲内ということがございますの

で、やはりおのずと優先順位は付いてくるということでございます。 

○中嶋部会長 あと、表示の問題は、いかがでしょうか。 

○岩濱貿易業務課長 輸出振興に関しての承認の問題でございますが、担当部局がいない

ので責任ある回答ができるかということでございますけれども、私も輸出振興を担当して

いるときに、確かに海外の国では、豪州なりニュージーランドなりドイツは、得意な輸出

産品を輸出するときに輸出関係のボードをつくって、いわゆる承認マークみたいなものを

やっていたような記憶がございます。 

そういう意味では、そういうものも輸出振興で付加価値を高めていくためには非常に意

味のある取組として海外でも実施された例があると思いますので、委員の御意見について

は、また輸出振興の担当部局にそういう御意見があったということをきちんと伝えて、意

見についてまた改めて御回答させていただけ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。 

それでは、相良委員お願いします。 

○相良委員 相良でございます。よろしくお願いいたします。 

１つ、農業者の立場としてお願いしたいことがあります。この会議は食糧問題、食糧の

観点から話をされていると思います。しかし農業の現場に於いては、日本の緑豊かな国土・

水資源を守るためには米粉の普及を拡大していただきたいと思います。この美しい日本の

国土を守るには農地が田植えをすることにより、水田として機能することで、保水の役目

を持った農地となります。また、米粉の消費拡大に向けて、企業の社員食堂などには優先

的に使っていただけるような取組を政府の方で取り計らっていただければ、更なる米粉の

消費拡大になると思います。なかなか一般消費者ですと量的にも少ないでしょうし、企業

ですとそれなりの大きな需要も見込めると思います。 

また、この日本の国土を守っていくという点からも、各大手企業の方も農業を守ってい

かなくてはいけないという思いでいてくれるようですので、是非、その大手企業の方に協

力していただければと思いますので、国の方でも取り計らっ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。 

それでは、村松委員お願いします。 

○村松委員 その米粉についてですが、私はフード・アクション・ニッポンの応援団の一

人として米粉の普及活動に携わっておりますので、一言申し上げます。学校給食に米粉の

パンを使うところが増えてきまして、今まではパンは小麦からつくっていたけれど、 近

では、この米粉からパンを作ることができるようになったと、実際に米粉を見せながら説
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明する、食育に関わるような活動も増えてきました。先ほど、パンはやはり小麦がおいし

いとおっしゃっていましたが、私は米粉のパンが大分おいしくなったのではないかと思っ

ています。 

そして、あるコンビニなどでは、一定期間、おいしい米粉のパンを消費者の皆さんに供

給しますというようなキャンペーンも行いまして、かなり米粉でつくられたパンが普及し

てきたように思います。そして以前に比べて、しっとり、もちもち感も増してきましたの

で、私は米粉に期待している者の一人です。 

以上、付け加えておきます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

それでは、穀物課長から御回答をお願いします。 

○松尾穀物課長 村松委員からも応援のメッセージがございましたけれども、先ほどの参

考資料３の 60 ページに、米粉パンの学校給食への導入状況に関する記載がございます。平

成 21 年度でございますけれども、既に４割の学校で米粉パンを導入していただいています。

こういったところも増やしながら認知度を高めていかなければいけないのかなというふう

に考えてございます。 

それから、米粉に関しましては先ほど社員食堂でというような御意見もございました。

我々といたしましては、これまでも様々な取組をしてまいりましたが、これからは営業に

徹して汗をかいていくというようなことで頑張ってまいりたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

一応、全委員から御意見を頂戴いたしましたが、何か 後に、この件につきまして御発

言はございますでしょうか。 

それでは、杉本委員お願いします。 

○杉本委員 先ほど私が申しましたことに関して、私の意見でございますけれども、米粉

と国内産麦に関しましても、結局、需要といいますか、国民のニーズに対してどういうふ

うに対応していくかということを考えていくことが必要なのではないかと思っています。 

今、食べ物に対する国民のニーズといいますか、要望というものは非常に潜在的に大き

なものがあると思っておりまして、そういう意味で、この麦とか米粉を活用して付加価値

を高めていくこと、いろんな努力といいますか、イノベーションが必要なのだと思うので

す。イノベーションという意味も、単にベンチャーキャピタルがどうのこうのという意味

ではなくて、いろんなプロセス、ニーズを開発していくとか、生産のやり方を改善してい

くとか、そういった形のイノベーションが是非必要だと思いまして、そういったイノベー

ションがあって、こうした国内産麦とか米粉とか、そういったものの需要が開発され、生

産の付加価値が高まっていくということが必要なのではないかと思います。 

勿論、この需給計画は主要食糧計画法に基づくものでございますから、そういう需給計

画のつくり方に関して特に異論があるわけではないのでございますが、こうした考え方も
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背景に、需要にどういうふうに対応していくか、ニーズをつくり上げていくためのイノベ

ーションといいますか、そういうものをつくり上げるような環境を整備していくというこ

とが必要なのではないかと思っているわけでございます。 

その関係で、先ほど御説明がございました、麦を使って、これからの６次産業化の問題

かと思いますけれども、どういったふうに食品をめぐる産業の拡大を図っていくか、付加

価値の拡大を図っていくかということは、ある意味では日本の成長産業としての農業を考

える場合にも非常に重要なことだと思っていますので、そういうことを踏まえて是非対応

していただければというのが私の意見でございます。 

○中嶋部会長 どうもありがとうございました。大変貴重な御意見を伺いました。是非御

検討いただければと思っております。 

以上、活発に御議論いただきました。特に米粉という要因が入りましたので、麦をめぐ

る見通しも今まで以上に複雑になっているということを多々御指摘いただいたと思います。

それから米粉に関しましては、可能性は非常に強く感じていただいていると同時に、だか

らこそかもしれませんが、御懸念もたくさんお持ちだということも今回の御議論でわかり

ましたので、こういったことを今後、更に深く検討を進めていただきたいと思いますが、

本部会といたしましては、本日、この農林水産大臣から諮問のあった「麦の需給に関する

見通し（案）」の内容については、適当と認めてよいと考えておりますが、その旨、決議し

てよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。異議なしと認めます。 

それでは、食料・農業・農村政策審議会令第８条第２項の規定により、議事の決定に必

要とされている出席委員の過半数を超えておりますので、本件につきまして、適当と認め

る旨、議決いたします。 

その答申案を、ただいま事務局から配付していただいていますので、お目通しをいただ

き、御確認いただけますでしょうか。 

（答申案配付） 

○中嶋部会長 これ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、本食糧部会の議決につきましては、審議会の議決とすることとされておりま

すので、後ほど食料・農業・農村政策審議会として、農林水産大臣に適当と認める旨の答

申をいたしたいと思います。ありがとうございました。 

 

（２） 近の米を取り巻く情勢について（報告） 

 

○中嶋部会長 続きまして、議事の「（２） 近の米を取り巻く情勢について（報告）」に
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つきまして、事務局から説明をお願いします。 

○松尾穀物課長 穀物課長でございます。 初に資料３と資料４に基づきまして、24 年産

稲の作付について御説明いたします。 

前回の食糧部会におきましては、23 年産米の放射性物質調査の結果を御報告するととも

に、その後、福島市の旧小国村で収穫された米から暫定規制値 500 Bq/kg を超える放射性

セシウムが検出されたこと、これを受けて福島県は県内で緊急調査を開始して、要因分析

も始めますといったことを御報告したというふうに承知しております。 

また、こうした作業に加えまして、御存じのとおり、この４月からは食品衛生法上の暫

定規制値 500 Bq/kg というものが 100 Bq/kg になるということを踏まえまして、昨年 12

月 27 日に農林水産省といたしまして、「24 年産稲の作付に関する考え方」というものを公

表いたしました。本日の資料にはそれはございませんが、その考え方を踏まえまして、年

明けから福島県と関係市町村と意見交換を実施した結果、資料にありますような方針を公

表したということでございます。 

資料３のＩの上の方にございますが、「この結果を踏まえ、今般、『24 年産稲の作付に関

する方針』を以下のとおり定めました。関係する県及び市町村等においては、この方針に

沿って、地域毎に取扱いを速やかに決めて下さい」という問いかけ方式の方針になってご

ざいます。 

以降、そのあらましを御説明申し上げます。 

Ｉでございますけれども、23 年産稲の作付のあった福島県内の地域におきまして、こう

いうふうにしたいんだというのを示しております。 

まずは、暫定規制値である 500 Bq/kg を超過した地域につきましては、24 年産におきま

しても 100 Bq/kg を超える可能性があるということでございますので、作付制限をいたし

ますというように示しております。 

ここで問題になりますのは、作付制限をしても 25 年産以降本当に安心してお米がつく

れるのかというようなことが現場から出てきておりましたので、来年以降の作付の再開に

向けて、ここは別紙１に詳しく書いてございますけれども、地域の一体的な取組といたし

まして、除染とか、水田を荒らさない取組とか、試験栽培の取組を支援するということに

しております。 

この地域でございますけれども、一般的には旧市町村を単位にして作付制限を行うこと

としておりましたが、「その際」というところに書いてございますとおり、それよりも小さ

い範囲、「字」等の行政区分で明確に区分できる場合はそれができますということもお示し

しております。 

２ページ目をご覧ください。100 Bq/kg から 500 Bq/kg 以下の数値が検出された地域の

取扱いでございます。詳しくは別表２～３の方に福島県内の地域と、宮城県の白石市の一

部の地域を列挙しております。 

ここにおきましては、新たな基準値を超えるお米が生産される可能性が否定できないと
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いうことで、まず①といたしまして、政府が作付制限を行うことを基本としますが、②に

書いていますとおり、関係する県と市町村が作成する管理計画により、作付面や調査面で

の取組体制の整備等を行って、新たな基準値を超過するお米が流通しないことを担保でき

るのであれば、それを前提として、作付を認めるという道を開くことにしたということで

ございまして、ここにつきましては、該当する市町村、旧市町村単位で選択をしてくださ

いということになっております。 

「なお」と書いてございますが、これは 100 Bq/kg を超えた地域におきましても、非常

に点的な、小さなエリアにとどまっていたり、農家が１戸や２戸というようなところがあ

りましたので、そういうところにつきましては、その方の生産をしっかり管理するという

ことで、作付制限を行うわけではなくて、作付ができるようにしたということになってお

ります。 

３番目で、これ以外の地域におきましては、これは 100 Bq/kg を超えていない地域でご

ざいますけれども、そういうところでは作付制限を行いませんということでございます。 

23 年産でお米の作付がなかった地域で、これはまず、いわゆる警戒区域、計画的避難区

域という地域がございます。こういうところにつきましては、23 年産に引き続きまして、

政府が作付制限を行うこととします。 

それから、既に解除されておりますけれども、緊急時避難準備区域という区域がござい

ました。例えば南相馬市、田村市、川内村、広野町でございますが、こういうところでは

各市町村が自ら除染を優先して作付を自粛するということでございましたので、政府によ

る作付制限は行わないことといたしました。 

ただし書きにございますけれども、「ただし、米の安全を確実に担保するため、上記Ｉ

の２の②の取扱いと同様とします」と書いてございます。これは先ほど詳しく御説明申し

上げませんでしたけれども、別紙２のところに詳しく書いてございます。 

ここは例外的に作付を認めたところでございますので、まずはその地域において 100 

Bq/kg を超えるお米が出ないように、事前に出荷制限をかけさせていただきますというこ

とでございます。 

その上で、まずは吸収抑制対策等を実施いたしまして、生産管理を徹底する。 

それで、お米の全量管理を前提といたしまして、４ページの（３）でございますけれど

も、米の放射性物質調査に関しましては、福島県の管理のもと、飯米・縁故米も含めて全

量管理、全袋検査をしっかり行って、基準値を超えないといったお米から出荷できるよう

にしていくというようなことを考えているということでございます。 

当然、こうした地域におきましては、新基準値を超過したお米につきましては、焼却等

の処分を確実に行っていただくというように考えてございます。 

ポイントといたしまして、 後のページに参考に付けております。これを２月 28 日に

公表いたしまして、その後、また市町村の検討を経て、資料４にございますけれども、具

体的な作付制限区域の設定等につきまして公表させていただきました。 
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先ほど申しましたとおり分類をいたしまして、作付制限を行う区域、事前出荷制限を行

う区域等々に分けまして、具体的な地名を示してございます。福島市の例えば小国村でし

たら全域で、福島市の旧福島市でしたら、「字」単位で渡利、小倉寺というところで作付制

限を行うということになってございます。 

これにつきましては、新たな基準値が４月１日で適用されますので、これが適用された

後に、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣による政府指示という形で、改めて作付

制限を指示させていただくということになってございます。 

このように、24 年産米につきましては、作付制限を引き続き行う、それから、新たに事

前に出荷制限をかけて、100 Bq/kg を超えるお米が流通しないようにする。それ以外の地

域におきましても、濃密な放射性セシウム調査を行う。こういった組み合わせによって、

新たな基準値を超過するお米が流通することのないよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。よろしくお願いします。 

以上でございます。 

○天羽農産企画課長 農産企画課長でございます。引き続きまして、資料５、資料６、併

せまして参考資料３について御報告をさせていただきます。 

まず、 初に資料５について御説明させていただきます。23 年産の 100 Bq/kg を超える

お米の特別隔離対策につきましては、昨年 12 月 27 日に公表させていただいております。 

「１ 対策の趣旨」でございます。厚生労働省から公表されました食品中の放射性物質

の新基準値の水準ですけれども、今、松尾課長からもありましたが、お米につきましては

９月末までの経過措置期間が設けられておりますけれども、これが 100 Bq/kg になるとい

うことを考慮いたしまして、暫定規制値の 500 Bq/kg を超える放射性セシウムの検出によ

り旧市町村単位で出荷が制限されたお米だけでなく、100 Bq/kg を超えるお米についても、

市場流通から隔離するというものでございます。これを円滑に実施するために、後でまた

出てまいりますけれども、民間団体が出荷代金相当額を生産者などに対して支払う仕組み

を整備するというものでございます。 

これによりまして、消費者の不安解消と生産者などの経営安定を図ろうとするものでご

ざいます。 

「２ 対策の内容」でございます。 

（１）の隔離対象とするお米でございますが、まず①、500 Bq/kg を超える数値が検出

され、出荷制限が課された地域、要すれば旧市町村単位の地域の生産者が生産したお米で

ございます。次に②でございまして、福島県の本調査または緊急調査で 100 Bq/kg を超え

る数値が検出された生産者が生産したお米ということに去年の年末の時点ではしておりま

した。 

要すれば、①は 500 Bq/kg 超を地域単位で対象といたしまして、②は 100～500 Bq/kg

のところは生産者単位で対象とするということとしておったところでございます。しかし

ながら、②の方につきまして、福島県なり生産者団体からの要請がございました。地域単
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位で対象としてほしいというもので、これも踏まえまして、消費者の不安解消、生産者の

経営安定、更には産地の信頼回復という観点にもかんがみまして、この②の方につきまし

ては、現在、100 Bq/kg を超える数値が検出された地域のお米についても隔離対象とする

方向にしておるところでございます。 

参考のところにございます隔離対象数量につきましては、この対策を公表いたしました

12 月末時点では約 4,000 トンという見込みでございました。しかしながら、先ほど申し上

げたその後の緊急調査の結果なり、また、②の方を地域単位での隔離対象とするというふ

うなことでいきますと、数量がふくらみまして、 大３万 7,000 トンというふうに推計し

ております。ただし、この②の方につきましては、暫定規制値 500 Bq/kg 以下で、昨年の

県による出荷自粛の前に既に流通しておるものや消費されたものもございますので、あく

までも 大量の推計ということで御理解いただければと思っております。 

「（２）隔離・処分方法」でございます。隔離対象となるお米につきましては、市場流

通しないよう産地の倉庫等に隔離いたします。そのお米の廃棄・処分に当たりましては、

国、関係地方自治体及び関係団体が一体的に対応するということとしております。隔離対

象のお米の生産者等に対しましては、民間団体などが出荷代金相当額を支払い、東京電力

から損害賠償金が支払われた段階で、この出荷代金相当額は相殺されますということでご

ざいます。 

なお、この民間団体についてでございますけれども、全国農業協同組合中央会、全国農

業協同組合連合会、全国主食集荷協同組合連合会、米穀安定供給確保支援機構によって、

一般社団法人の米穀特別隔離対策推進協会ということで設立されておりまして、出荷代金

相当額の支払いや隔離されたお米の管理なり廃棄、そして、東京電力への損害賠償請求を

一括して行うことにしておるところでございます。また、対象地域の全生産者に対しまし

ては、県や関係者と協力して、今、全生産者へお知らせをしている 中でございます。 

続きまして、資料６「販売環境整備米の政府買入について」をご覧ください。先日、３

月 13 日にプレスリリースをさせていただいたものでございます。 

恐縮ですが、参考資料３「米をめぐる関係資料」の 20 ページをお開きいただければと

思います。これは昨年 11 月の食糧部会の際にお示しした棒グラフでございます。 

左側の棒グラフは、平成 23 年６月末の政府備蓄米の在庫量が 88 万トンとなっておりま

して、上から 18 年産 24 万トン、19 年産 28 万トン、20 年産 10 万トン、21 年産 16 万トン、

22 年産 10 万トン、合計 88 万トンでございます。そのうち 21 年以前産のものが 78 万トン

ということで、９割近くを占めておる状況でございます。 

また、右側の平成 24 年６月末見込みにつきましても、これは前回の基本指針でもお示

ししておりますが、左の棒グラフの 18 年産 24 万トンの中から４万トンを飼料用等の主食

用以外の用途に売却予定で、その結果、20 万トン。19～22 年産は変わりませんで、23 年

産については７万トンを政府買入いたしますので、合計 91 万トンとなる見込みでございま

す。こちらで見ましても、平成 21 年以前産のものが約８割、74 万トンを占める状況でご
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ざいます。 

こういうふうに古いお米が多い構成になっておるわけですが、このプレスリリースの紙

に戻っていただきまして、「概要」の２段目でございます。このため、６年古米となる 18

年産を処理いたしまして、極力新しい年産のお米と入れ替えるため、社団法人米穀安定供

給確保支援機構が保有する販売環境整備米８万トン、これは 22 年産のお米の需給緩和を受

けて、主食用需給から切り離すということで、社団法人米穀安定供給確保支援機構が買い

入れたお米でございますけれども、これにつきまして政府買入を行うというものでござい

ます。 

なお、今回の政府買入につきましては、既に主食用需給から切り離されている米穀安定

供給確保支援機構の販売環境整備米を政府の棚上げ備蓄用のお米として買い入れるという

ものでございますので、主食用の需給に影響するものではないということでございます。 

先ほどの参考資料３の 20 ページの棒グラフの備考のところをご覧いただければと思い

ます。下のところですけれども、買入れに伴う処理につきましては、この４月以降に８万

トンの範囲内で 18 年産米を飼料用として販売する予定としておりますけれども、売却先の

意向によっては 18 年産米よりも MA 米を希望されるケースもあるというふうに承知をして

おりまして、この差し引きの数量は若干変動することがあるということを書いておるとこ

ろでございます。 

続きまして、恐縮でございますが、この参考資料３「米をめぐる関係資料」につきまし

て簡単に御紹介させていただきます。これは 11 月の食糧部会でもお示ししておりますけれ

ども、直近のデータに更新したものなどを簡単に触れさせていただきたいと思います。 

１ページは、いつもの「１ 米の全体需給の動向（昭和 35 年～）」で、23 年産のデータ

を入れたり更新しております。 

２ページは、変更はございません。 

３～５ページで、総務省の家計調査から世帯当たりのお米の購入量などを整理したもの

でございます。今回、１月までのデータを追加しております。 

先ほどの木村委員のコメントにもございましたけれども、これを見ていただきますと、

例えば３ページの「３ 家庭における米購入量の推移」ですが、去年の 23 年３月はプラス

16.4％ということで過去３年を上回っておりますけれども、その後は前年同月比で低調な

傾向で推移ということでございます。前回のこの場でも御紹介いたしましたが、去年の 10

月は対前年同月比でプラス 13.2％でありましたけれども、11 月は▲17.4％というふうに大

きく振れているということでございます。結果、去年の７月から今年の１月までの累計で

見ますと、対前年比▲3.1％でございます。 

４ページは、２人以上の世帯の１世帯当たりのお米などの購入量の推移でございます。

お米は前年同月比で、３月はプラス 16.4％、４月以降は低調な傾向が継続ということで、

先ほどと同じ傾向でございます。パン類はほぼ前年と同じ。めん類は３月にプラス 10.0％、

７月にプラス 11.6％の一方、10 月は▲7.8％、12 月は▲5.5％というふうに変化が大きい
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ということでございます。 

６～７ページはお米の消費動向で、米穀安定供給確保支援機構が調査されている、消費

世帯を対象といたしました、１人１か月当たりの精米消費量の推移なり、精米購入時の動

向を整理したものでございます。これは今回新たに掲載させていただいております。 

これを見ていただきますと、７ページの入手経路の表などを見ていただきますと、右の

方にある、生産者から直接購入とか、インターネットショップでの購入というものが比率

として増加傾向にあるということがうかがえるわけであります。 

この「（イ）の重視する点」につきましても、いろいろと興味深い点がうかがわれると

いうことでございます。 

８～９ページは、日本フードサービス協会が実施しておりますデータでございます。 

10 ページでございます。全国米穀販売事業共済協同組合が実施しておる卸売業者さんの

市場見通しを DI としてとりまとめたものでございます。 

11～12 ページは、お米の消費拡大の取組といたしまして、「めざましごはんキャンペー

ン」の展開などを紹介しております。今回、11 ページで朝食欠食率の値を更新しておりま

すが、平成 21 年から減少傾向で推移しておるということでございます。 

13～16 ページは、お米の相対取引価格の推移について整理したものでございます。今回、

23 年産米の２月までのデータを追加しております。13 ページの折れ線グラフにありますと

おり、23 年産につきましては 20 年産、21 年産の水準でスタートいたしまして、 近では

18 年産、20 年産とほぼ同水準で推移しておるということでございます。 

17 ページでございます。農産物検査法に基づく検査による平成 18 年産以降のお米の１

等比率の推移を整理してございます。今回、２月までのデータを追加しておりますが、平

成 23 年産米につきましては、２月末時点で１等比率 80.8％ということで、18～20 年産と

同程度の水準で推移しておるということでございます。 

18 ページからは、民間流通における６月末在庫の推移など、需要実績について整理して

おるところでございます。 

飛ばしまして、22 ページでございます。24 年産米の政府備蓄米の買入れについて整理

したものでございます。政府備蓄米の買入れにつきましては、23 年産米の入札の実施計画

も踏まえまして、「１ 入札時期の早期化」「２ 実績に基づく道県別入札枠の設定」「３ 引

渡時期の早期化」など、見直しを行って実施してきておるところでございます。第５回入

札まで終わっていまして、累計で約８万トンが落札されております。引き続き、第６回入

札を４月中旬、第７回入札を５月中にしてまいる予定でございます。 

23 ページは、米穀安定供給確保支援機構の過剰米対策基金による取組でございまして、

今回、在庫状況のデータを更新しております。 

25～27 ページは、11 月の部会にお示しいたしました、24 年産の生産数量目標の設定方

法などについて整理しております。 

28 ページは、変更はございません。23 年産米は、東日本大震災の影響から、被災県と
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その他の府県の間で多くの調整が行われましたけれども、24 年産米につきましては、国が

仲介する形での都道府県間調整については、結果としてはなかったということでございま

す。 

29～30 ページは、変更はございません。 

31～37 ページは戸別所得補償関係の資料でございまして、大きな変更はございません。 

38～40 ページは、10a 当たり生産費の整理でございます。 

41 ページは、作付面積規模別農家数の整理で、平成 23 年の数字を入れております。 

42～59 ページにつきましては、お米の輸出入についての資料を整理しておりまして、デ

ータのリバイスをしておるところでございます。 

60 ページからは、先ほどもご覧いただきましたけれども、米粉用米とか飼料用米など、

いわゆる新規需要米などの用途別の取組状況をお示ししております。 

65～68 ページには、23 年産米に係る、福島県におけるお米の放射性物質の緊急調査結

果についてまとめたものを今回追加しております。 

この資料は以上でございます。 

なお、参考資料２としてお配りさせていただいております「米穀の需給及び価格の安定

に関する基本指針」につきましては、11 月の時点から主食用需給についての大きな変化が

ないということで、今回の部会では指針の変更に係る諮問はさせていただいていないとこ

ろでございます。 

以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

皆様からこれについての御意見を伺いたいと思いますが、私の議事進行が悪く、時間が

ほとんどなくなってしまいましたので、誠に申し訳ございませんが、まとめて御発言いた

だくことにして、それぞれの方の御発言はなるべく短目にお願いしたいと思います。 

それでは、何か御意見があればよろしくお願いいたします。 

青山委員、お願いします。 

○青山委員 １つ質問です。特別隔離対策についてなんですが、米穀特別隔離対策推進協

会というところがやるということですね。それで、これは隔離をやるためにだけわざわざ

組織を作ったということなのかどうか。 

といいますのは、24 年産は大変細かい作付制限のルールをつくりましたので、24 年産に関

しては隔離するお米がない、むしろあってはならないと私は思うんです。会社をつくった

ということは 24 年産に関しても基準値を超えた米が流通してしまう、それを隔離しなけれ

ばならないという懸念を抱いているのではないかと思えてしまうのです。隔離は 23 年産限

りの措置だと思うのですが、なぜ会社にしたのかということを確認できればと思いました。 

○中嶋部会長 まとめて 後に答えていただきます。 

それでは、杉本委員お願いします。 

○杉本委員 データの質問だけなのですが、先ほど御説明いただいた資料３の 24 年産の稲
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の作付の方針で、500 Bq/kg を超過した地域と、100～500 Bq/kg の数値が検出された地域

を別表１、別表２で示されていたと思うのですが、これは作付面積で言うとどれぐらいあ

るのか、生産数量で言うとどれぐらいあるのかというのを１つ教えていただきたいという

のが１点でございます。 

もう一つは、放射能の関係ではないのですが、福島県以外のところで津波でかなり塩害

が起きたといいますか、海水が来て塩の問題があったところがかなりあるのだと思います

が、24 年産の作付に関して言いますと、どれぐらい復旧しているといいますか、作付が可

能になったのか。また、だめなところはどれぐらいあるのか。その辺のデータももしあれ

ば教えていただきた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す。 

それでは、村松委員お願いします。 

○村松委員 福島の取組に関わることで２点御報告したいと思います。 

まず、消費者にしっかりとした情報がきちんと伝わることが、今、 も必要なことでは

ないかということを実感しています。食生活ジャーナリストの会で、２月 18 日に「安全と

安心の狭間」というテーマでシンポジウムを行いまして、安全なのに、なぜ安心できない

のか。それはやはり、不安な情報が出ると、それだけがクローズアップされて、パーっと

広がり、「汚染米」という言葉が週刊誌などにたくさん取り上げられ、不安情報だけが独り

歩きしてしまいますが、安全であるという情報はなかなか出にくい状況があるのではない

かという意見がでて、安全であるという情報も同じように発信すべきであるという結論に

達しました。そこで、福島県からの情報発信活動を２つご紹介します。 

そのシンポジウムに福島県農業総合センターの職員の方が来ていて、センターでは消費

者に正しい情報を提供するため、「食品中の放射性物質に関する科学情報」という、インタ

ーネットを通じてのサイトを作成しているということで、そのナレーションを頼まれまし

た。誤解をうまないように１つの言葉についてもいろいろな角度から吟味してつくりまし

た。やはりインターネット上でいろいろなうわさが飛び交って、子どもの癌が増えるので

はないかとか、そういったデマに振り回されてしまわないようにということで、正しい情

報をわかりやすく伝えようという取組です。 

また、３月に都内の大きなスーパーマーケットで「ふくしま新発売。震災から１年。福

島からありがとう」というイベントがありました。福島県の農林水産部の方に来ていただ

いて、そこで２回トークショーを行いました。福島県がどんな情報をどのように流してい

るかということを実際に消費者の方たちに説明しました。2 回行いそれぞれ 50 席しか設け

なかったのですが、その 50 席がすぐに満席になり、立ち見も出るほどの盛況ぶりでした。

乳児を抱えている母親などは福島と聞いただけで毛嫌いしてしまうのかと思いましたら、

赤ちゃんを抱えながらずっと 30 分しっかり情報を聞いてくださいまして、特に県の担当者

が直接消費者に説明するというところが説得力があったのではないかと思います。 

実際に「ふくしま新発売」というホームページを立ち上げたこと、そこにお米や野菜の
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モニタリングの検査結果がすべて公表されているということなども消費者にとってはあり

がたい情報だと思いました。でも、インターネットを使えないお年寄りはどうしたらいい

のかという質問をしましたら、それは直接電話をしてほしいと、心配なことがあったらい

つでも連絡してほしいとおっしゃっていました。参加した方たちは、今まではいたずらに

不安がっていたけれど、このように福島県の取り組みを直接聞くことができてよかったと、

言っていました。ここでも消費者は正しい情報をほしがっているということを実感しまし

た。 

小さな取組ですけれども、このように顔と顔を合わせて説明することが必要で、そうい

うことを積み重ねることが、日本の農業生産県としての福島県を失わないために必要なの

だと実感しました。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

それでは、廣瀨委員お願いします。 

○廣瀨委員 一言ですけれども、我々日本国民がまず安心・安全ということを十分に確信

を得ることが必要なんですが、やはりタイミングを見て、海外への情報発信、これは農林

水産省さんとされて、こういう取組をしていますということをどのタイミングでやるのが

いいのかはよくわかりませんが、それは是非やっていただきたいですし、定期的にもそう

いう対応を、これだけグローバルに注目されている日本ですから、そこは是非ともやって

いただきたいと思います。 

以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

それでは、木村委員お願いします。 

○木村委員 ２つあります。 

１つは 23 年産の福島の原発の問題なんですけれども、私どもも全国団体ですが、東京、

ないし神奈川、埼玉で集まりまして、福島を応援しようということでいろいろ準備をして

まいりました。そして福島の県知事も来られて、握手をするかという感じで安全宣言をさ

れて、実は間もなく 500 Bq/kg 以上が福島市で出てきたというようなことで、それを機会

に風評被害が非常に深刻化してきたということがあります。24 年産でこれだけ割と細かい

作付制限とか事前の出荷制限地域を決められているんです。 

先ほどの資料３の４ページの「（３）米の放射性物質調査」のところで、収穫後、県の

管理のもとで全量管理、全袋検査ということになっているのですけれども、全袋検査は本

当に県の管理のもとで可能なのか。今回の、別に福島県知事のことを言うわけではござい

ませんが、県としてそういうような状況であるということを考えますと、これを国の方と

しては、これが担保する手段であるということをおっしゃっているんですけれども、これ

で担保できるのかどうかというところが、また風評被害が徐々に、実は当初よりも深刻に

なってきているような感じが、我々、店頭に品物を供給している側から見ますと、どうも

感じられるところもありますので、ここのところをしっかりお願いしておかないと、この
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風評被害問題は今年よりも進むのではないかという不安を持っております。これが１つで

す。 

もう一つについては、先ほどグラフがございましたが、価格の推移を見て、平成 18 年

ないし 19 年の価格と比べて、今は若干、それよりも高くなり始めております。昨年度から

見ますと、およそ 15～20％ぐらい高い価格で推移しておりまして、それと戸別所得補償と

いうことも相まってかもしれませんが、作況指数 101 にもかかわらず、どうも現時点での

マーケットでのタイト感というものは今までで考えれば起こり得ないような状況ではない

かと思っております。 

それでマーケットの方といいますか、社会の方はデフレ化が更に深刻になっておりまし

て、18 年とはまた違う環境に入っているわけでございまして、米の価格が消費の減退とい

うことにつながってくる懸念があるというふうに思っております。また、農家からの集荷

が全国団体でも非常に低下しておりまして、特に主力のスーパーマーケットに供給してい

る中堅ないしは大手の卸に対して、実際には集荷団体からのものが、わずかずつですけれ

ども、数量をカットされるような状況が、今、見えてきておりますので、そうしますと、

瞬間的にはスーパーの店頭に必要なものが、需要があるような商品が切れるという場面も

端境期を迎えるに当たってはあるのではないかという懸念がございます。 

昨年度からこの食糧部会も関係があったわけですけれども、備蓄制度の棚上げというこ

とに入りました。それで４月から棚上げということになったんですが、よく考えてみます

と、12 月、１月辺りで、緊急市場隔離ではありませんけれども、マーケットから米が急速

に減ったわけでございますので、それが震災も含め、原発問題も含め、更にタイト感を強

めているという現状は、ちょうど制度が変わったということもあるので、ある意味、やや

特殊な時期ではないかと思うので、なかなか、今度は需給関係にタッチしないというふう

に国はおっしゃっているのですが、例えば今回たまたま中国の米が店頭で売られたとか、

オーストラリアの米が外食で使われるとかという、実際に業者の側にとってみても、これ

はそろそろ死活問題に差しかかってきているということを表しているんだと思います。 

ですから、この緊急時を乗り切るということを考えてみますと、例えば SBS を少し繰り

上げてやるとか、全体の需給の中で言えば、要は外食に使うとか、比較的低価格米が必要

であるという、もし今の国内の価格を維持していこうということが一方であれば別ですけ

れども、少し緩めておかないと、24 年産から更に集荷団体の集荷率は下がってくる、今ま

でとは大いに流通の経路が変わってくる、国もいろいろ関与しづらくなるというような形

になっていくのではないかと思いますので、その点についてはどのようにお考えかという

ことを伺いたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

あとはよろしいでしょうか。 

それでは、まとめて御回答いただければと思いますが、まず穀物課長からお願いします。 

○松尾穀物課長 まず、作付制限につきまして杉本委員からの御質問にお答えいたします。 
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500 Bq/kg を超えた地域がどれぐらいあったかということで、これはあらあらの数字で

ございますが、約 900ha ございました。そのうち 300ha が作付制限の対象になります。 

それから、100 Bq/kg を超えて 500 Bq/kg 以下だった地域でございます。これが約 3,500ha

ございまして、そのうち 80ha が作付制限の対象になります。あくまでも、これは「字」単

位の数値ではなくて、2010 年のセンサスデータ等を使っておりますので、あくまでもあら

あらの数字ということで御承知いただきたいと思います。 

トータルでは、大体１万 ha が作付制限の対象になります。これは自ら作付を自粛する

面積も含めてでございますけれども、昨年の作付制限の面積と大きく変化はございません。

数量に換算しますと、地域別に単収は違うと思いますが、仮に、１ha５トンと計算します

と、５万トンぐらいが作付制限の対象といいますか、生産が行われないということでござ

います。 

それから、昨年の震災に伴いまして塩害があったのではないか、どのぐらい回復したの

かというような御質問がございました。昨年、青森県から千葉県に至るまで約２万 ha の水

田が津波の被害を受けまして、そのうち福島県と宮城県につきましては、御承知のとおり、

米の生産数量目標約２万 7,000 トンの地域間調整を行いました。それで、我々のつかんで

いる情報によりますと、福島を除きましてほぼ復旧しておりまして、宮城県についても生

産が回復しているというようなことで報告を受けてございます。したがいまして、今年の

24 年産米の生産数量目標の地域間調整でございますけれども、福島県や宮城県ともに出し

手県にはならずに、地域間調整が行われないようなことになってございます。 

木村委員から、全袋検査は本当に可能なのかというようなことと、風評被害についての

御意見がございました。全袋検査は、今、福島県が民間の検査機器のメーカーといろいろ

相談をしていて、かなりハイスピードに、スクリーニング検査ができる機械の導入を検討

中でございます。年内に 150 台、約 2,000 万円するんだそうですけれども、そういった機

械を入れることによってスピードアップが可能です。それから、先ほど管理計画のお話を

いたしましたけれども、飯米・縁故米も含めて、台帳等によってしっかり把握をして、検

査を受けた米から出荷していくというような形をしっかりやっていただくということに万

全を期したいと考えております。 

それと、風評被害についても御意見がございました。風評被害については、これまでも、

正しい情報をインターネット、ホームページ等を通じて消費者の皆さんに発信してきてお

ります。正しい情報、科学的なデータをしっかり伝達することが何よりも大事だと承知し

ておりますので、こうした取組を地道にやってまいりまして、風評被害につながらないよ

うに努めてまいるということでございます。 

以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

どうぞ。 

○天羽農産企画課長 青山委員から隔離対策の実施主体についての御質問がございました。
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この新たに設立された法人ですけれども、法人の種類といたしましては一般社団法人とい

うカテゴリーの法人でございます。これが設立された背景といいますか、理由ですけれど

も、いずれ東京電力に対して損害賠償請求をしていく必要があるというのが個々の生産者

にとって大きな仕事といいますか、作業になるわけですけれども、その事務の負担をでき

るだけ軽減することができないか。先ほど申し上げた、この対策で申し上げますと、出荷

代金相当額の支払いを行うわけですが、隔離されたお米を管理して、廃棄して、そして損

害賠償請求を一括してやっていくために法人格を取得したということでございまして、簡

素な形の法人になっております。したがいまして、任務が終了したら、それはまた解散な

りをしていくことになると考えております。 

それから、木村委員から 近のお米の需給状況、特に作況指数 101 であるにもかかわら

ずタイト感があるのではないかというふうな御指摘をいただきました。委員がおっしゃる

とおり、特に比較的低価格帯のお米の層につきましてタイト感が強い。それは去年の相対

価格に比べまして、今年の相対価格の推移が２割程度高いというふうなことが背景にある

と考えておるわけでございますけれども、確かに作況指数 101 であったわけですが、６月

末在庫の推移を振り返ってみていただきますと、この「米をめぐる関係資料」の 18 ページ

にあります、いつも見ていただいております棒グラフでありますけれども、21 年産、22

年産が６月末でそれぞれ 212 万トン、216 万トンという水準であったのに対し、23 年産は

181 万トンでスタートしておるというふうなことで、全体の需給が 21 年産、22 年産に比べ

て締まっているということがあろうかと思います。 

こういう背景のもと、21 年産、22 年産に比べてお米の価格水準が高い水準で推移して

いることもありまして、これもまた委員がおっしゃられた、スーパーの店頭に SBS で輸入

された中国産が並ぶというふうなことの背景になっているということだろうと思っており

ます。これから端境期にかけてどういうふうな環境になっていくのか、委員からも御示唆・

御提案もございましたけれども、私どもも需給関係なり価格の動向を慎重に見ていかない

といけないと思っているところでございます。 

○今城農産部長 ちょっと追加・補足させていただきます。 

まず、全袋検査なんですが、先ほど風評被害のことがございました。やはりしっかり調

査をして、基準値以上のものが市場に出ないということを発信するのが何よりの風評対策

でございます。したがいまして 23 年産米については、この隔離対策という体制を整えまし

たので、これをしっかり進めて、今、出ていくお米は大丈夫なんですということを発信す

るということだと思います。 

現実に福島のお米も、私どもが把握できるのは全国農業協同組合連合会さんが公表して

いる数字ということであえて申し上げますと、集荷量８万トンのうち大体５万 6,000 トン、

７割ぐらいが売約済みということで、３月に入って急速に進んでいるというような状況も

あるということでございます。そういうことをやはり 23 年産については地道に進めていく。 

24 年産の全袋検査につきましては、その調査をするということは当然前提なんですが、
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その取組の前提として、田植えの時期からまず除染、それから吸収抑制対策。これはカリ

ウムを施肥するとか、そういうことが非常に効果的であるということで、まずこれを地元

では全力を挙げてやっていただいております。 

その上で、全袋検査をするといっても、その体制づくりが大事でございます。したがい

まして、だれが、どこの水田で、幾らつくっているのかという台帳づくりからまず始めな

ければなりません。これも私ども行政、それから関係団体、総がかりで全力を挙げてやる

ということになりますので、その上で機器の開発も含めて、まずは全袋をスクリーニング

する。先ほど課長が申し上げましたけれども、50 Bq/kg の水準で全部流して検査をした上

で、そこで 50 Bq/kg を超えたものについては、また精度の高いゲルマニウム半導体検出器

という公式な機械を使って全部検査をしていくという、ある意味、二重のやり方で全袋検

査をやりますので、そういう形をしっかりとっていくということを発信して風評被害を防

いでいくということが肝要ではないかと考えております。 

それから、廣瀨委員から海外への情報発信というお話がございました。これについても、

まずはいろいろ、まだ外国に対する、外国から見れば輸入、私どもから見れば輸出の際の

数値の、放射能濃度の規制ということではなくて、地域で規制をかけたり、日本国内の県

名を指定したり、そういうところの国がまだ幾つかございます。そういうところに現状を

きちんと説明して、そういう制度面できちんと大丈夫なんですというお話をして、制度上

の障壁をまずやめてもらうということです。その上で機会をとらえて、日本の産物につい

て、きちんと必要な検査もしていますし、必要でない地域がほとんどなんですということ

について発信してまいりたいと考えております。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

あと、村松委員からの実践例から、消費者への、それから市民の皆さんへの丁寧なコミ

ュニケーションが非常に必要であるということも御指摘いただきましたので、今後の御参

考にしていただければと思います。 

それでは、議事の（２）につきましてはこれで終了したいと思います。 

 

（３）そ  の  他 

 

○中嶋部会長 あとは議事の「（３）その他」でございますが、これについて事務局から何

かございますでしょうか。 

○天羽農産企画課長 特にございません。 

○中嶋部会長 わかりました。 

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、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○中嶋部会長 ありがとうございます。 

私の進行が悪く、大変長い時間超過してしまいましたことを 後におわびいたします。 

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。 

○梅下農産企画課長補佐 中嶋部会長、どうもありがとうございました。 

閉会に当たりまして、今城農産部長より一言ごあいさつ申し上げます。 

○今城農産部長 それでは、簡単にごあいさつ申し上げます。 

本日は長時間にわたり、本当にありがとうございました。本日の主題でございます麦の

需給、それから米の全般の問題につきまして、非常に貴重な御意見をたくさんいただいて

おります。これをしっかりと受け止めて、今後の政策に生かしていきたいと考えておりま

す。今後とも引き続き、御意見をお寄せいただくということをしていただければ幸いでご

ざいます。 

重ねて、本日の精力的な御議論に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。 

○梅下農産企画課長補佐 事務的な連絡でございますが、次回の食糧部会につきましては、

改めて文書で御連絡申し上げます。 

本日は、長時間にわたりまして熱心に御議論いただき、ありがとうございました。 

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。 

 

閉     会 
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