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開     会 

 

○梅下農産企画課課長補佐 それでは定刻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、青山委員、大枝委員、田沼委員、永井委

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。 

 また、村松委員におかれましては若干遅れてお見えになるとの連絡がございました。 

 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。 

 それでは、開会に際しまして佐藤生産局長より、ごあいさつをお願いします。 

 

生産局長あいさつ 

 

○佐藤生産局長 おはようございます。ただいま司会から紹介ございました、今年の９月

11日付で生産局長を拝命いたしました佐藤でございます。食糧部会の開催に当たりまして、

一言ごあいさつ申し上げたいと思います。 

 本日御出席の委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきまして

誠にありがとうございます。 

 さて、前回７月に食糧部会を開催したわけでございますが、その中で委員の先生方から

政府備蓄米の買入れにつきまして、この数年、７～８万トンにとどまっていることに対し

まして、買入手法の見直しが必要であるとか、あるいはできるだけ早いタイミングで色々

な議論をすべきじゃないかといったような御助言を賜ったところでございます。 

 こうした御意見をいただきまして、生産数量目標の設定など米の基本方針の変更につい

て御論議いただく今月下旬の定例の食糧部会の前に、現場の意見を聞きながら、この買入

手法につきまして色々な改善案について、今、検討しておりますので、それにつきまして

御意見を頂戴いたしたく、今回食糧部会を開催させていただく運びとなったところでござ

います。 

 また、このほか、24年産をめぐります作況等、色々な資料も用意させていただきまして、

それを報告させていただくこととしているところでございます。 

 本日、食糧部会の委員の先生方におかれましては、さまざまな立場から忌憚のない御意

見をお出しいただければと考えております。 

 簡単ではございますが、開会に当たりましてのごあいさつとかえさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○梅下農産企画課課長補佐 ありがとうございました。議事の前に、配付資料の確認をさ
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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１-１ 備蓄米・加工用米の確保等について（案）」、 

「資料１-２ 政府備蓄米の買入れ見直しに係る出荷業者聴取調査について」、「資料１-

３ 政府備蓄米の買入れ見直しに係るリーフレット」、「資料２ 米をめぐる関係資料」、

「資料３ 米に関するマンスリーレポート（平成24年11月９日公表）」、「資料４ 平成

24年産水稲の作付面積及び予想収穫量（10月15日現在）」、「資料５ 平成24年産米の放

射性物質検査の進捗状況（11月13日現在）」をお配りさせていただいております。 

 不足等ございましたら、事務局までお願いしたいと思います。 

 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。 

○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。 

 

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したいと思います。 

 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。 

 本日は、議題１としまして前回、７月の食糧部会で委員の皆様から見直しが必要との意

見が出されておりました「政府備蓄米の買入手法の見直し」について御説明を受け、御審

議いただくことにしております。 

 また、議題２の「24年産米をめぐる状況」につきまして、事務局から説明があるという

ことですので、議題１と議題２の説明を合わせて受けた後、委員の皆様からのそれらにつ

いての御意見、御質問を頂戴したいと思っております。 

 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。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）政府備蓄米の買入手法の見直しについて 

（２）24年産米をめぐる状況について（報告） 

 

○中嶋部会長 では、早速ですが、事務局より資料の説明をお願いいたします。 

○天羽農産企画課長 生産局農産部農産企画課長の天羽でございます。資料の説明をさせ

ていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず、政府備蓄米の買入れの見直しに関する資料でございますが、資料１-１の前に資料

１-２をご覧いただければと思います。「政府備蓄米の買入れ見直しに係る出荷業者聴取調

査について」というものでございます。先ほど局長からもございましたが、７月のこの会

議におきまして政府備蓄米の買入手法の改善を行うべしとの御意見をいただいておるとこ

ろでございます。その改善案を検討するに当たりまして、生産出荷段階の現場の方々の御

意見をお伺いするということで、生産量の多い20道県の出荷業者など、計106業者の方に対

しまして私ども農政局等の職員が伺ってアンケート調査を実施したところでございます。 

 １ページ目の四角で囲ってあります「調査結果（概要）」のところにその概要を掲載さ

せていただいております。後ろにその調査結果の全体版をつけさせていただいております。 

 この中でいただいている要望といたしまして、「まとめ」のところですけれども、第１

番に備蓄米の安定的生産についての御要望をいただきました。安定的に生産できるように

して欲しいということでございます。その中身といたしましては、去年、一昨年、設定し

ております県別の優先枠の拡大、それからその優先枠を複数年で固定化して欲しいといっ

た御意見をいただいております。 

 それから②でありますが、備蓄米の入札手続の簡素化など、手続面での御要望をいただ

いております。「豊作時の作況調整の廃止」、「銘柄別引渡数量の決定時期を契約時から

引渡時に変更」、「売渡申込数量の 小単位の緩和」、「申請書類の簡素化及び報告期限

の延長」というふうなものがございます。これは、資料１-１の紙で御説明をさせていただ

きます。 

 それから２番ですけれども、また備蓄米の生産に取り組んだ場合の農家手取りにつきま

して、私どもの計算上は加工用米、飼料用米よりも備蓄米のほうが有利となっているわけ

でありますけれども、お話を伺うと「他作物の手取りに比べメリットが感じられない」と

いうふうな御意見もいただいたところであり、周知不足に起因すると思われる回答も見受

けられたところでございます。 

 こうしたことなども踏まえまして、政府備蓄米の買入れ見直しについての検討を行って

きているところでありまして、資料１-１をご覧いただければと思います。改善案につきま

して、ポイントに沿って御説明をさせていただければと思います。 

 先ほどもありましたけれども、備蓄米につきまして24年産、23年産と20万トンの枠に対

してそれぞれ８万トン、７万トンというふうなことで枠を余しているという現状がござい

ます。加工用米につきましても、価格帯により品薄感があるという現状があるわけでござ
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います。 

 私どもどういうふうに考えていくかということでありますが、まず１番の「趣旨」のと

ころでございます。主食用米については戸別所得補償制度の下で需要に即した生産が確保

されているわけでありますけれども、一方で備蓄米なり加工用米については入札手続きに

改善が必要である、手取額が低いといったことを理由として、現実に必要量が確保できて

いない状況がございます。 

 このため、生産数量目標が減ってきているわけですけれども、そのことがすなわちお米

の作付を減らすというふうに考えていただくのではなく、非主食用米により水稲作付の維

持なり拡大を図る必要があるというふうに考えているところでございます。 

 ２番のところで、「備蓄米推進のための環境整備」でございます。備蓄米につきまして

は、先ほどの調査結果も踏まえまして、以下の見直しを行う方向で検討を進めているとこ

ろであります。 

 ア 買入予定数量を県別優先枠として配分ということですけれども、買入予定数量の20

万トンについてはこれまで備蓄米の売渡実績に加えまして、道府県からの希望聴取を通じ

て「県別優先枠」として配分をするという方向で検討をしております。 

 イですが、優先枠の配分を受けた道府県はその枠内で他の道府県と競争することなく、

入札に参加することが可能ということになるわけであります。 

 それからウですが、26年産以降についても前年産の売渡実績をベースにして「県別優先

枠」を設定していくこととする。 

 エですが、備蓄米の買入価格は主食用米と遜色のない水準であることの周知を図ってい

く。24年産米の加重平均落札価格は１万3,406円、１俵当たりということでございます。 

 この24年産の落札価格の実績でありますけれども、相対取引価格が１万5,000円強という

のが24年６月までの全銘柄平均であったわけです。備蓄米は政府に売り渡していただくわ

けでありますので、政府に売り渡していただく時は、通常のお米の販売の時には必要な消

費地までの運賃ですとか販売促進費、販促といった諸経費が掛からないというふうなこと

も考慮いただいて、私どもの試算では600円から1,500円といった範囲でコストが掛かると

いうふうに見積もっておりますけれども、相対価格からこういうコストを差し引いた価格

と比較をしていただく必要があるのではないかということで周知を図っていきたいと考え

ているところでございます。 

 ②が、「入札手続等の改善方向」ということでございます。出荷数量については、豊作

時における作況調整を任意にするということでございます。豊作時における作況調整と申

しますのは、政府への売り渡し100ならば100ということで契約をしていただいた場合、豊

作で作況指数が例えば102であったという時には、102を政府に売り渡してくださいという

ルールにしているわけですけれども、同じくネガのお米による生産調整の仕組みでありま

す加工用米においては、ここの豊作時における作況調整が任意、102出してもいいし、100

ちょうどでもいいというふうになっているということも踏まえまして、加工用米の取扱い
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に合わせて任意とするということで考えているわけであります。 

 イであります。政府に引き渡す銘柄の報告期限、これは現在「買入契約時」ということ

になっておりますが、これを「６月30日」まで延長、更に銘柄変更することを政府への引

き渡しのときまでに決めてもらえばいいということで銘柄変更を許容するようにしていき

たいということでございます。 

 ウであります。売渡申込数量の下限を、現在の50トン以上から10トン以上にしていきた

い。 

 それからエですけれども、「取組生産者の報告期限の延長」ということで、現在の締切

りの６月30日を８月31日ということで延長したいということでございます。 

 続きまして、次のページの３番でございます。「非主食用米の適切な生産に向けた今後

の進め方」ということですけれども、それでは来年産からどういうふうな運びになるかと

いうことでございます。 

 まず、考え方といたしまして、政府が定量的に買い入れる備蓄米、それから固定需要の

ある加工用米、実需者と結び付きのある米粉用米・飼料用米等の新規需要米、それぞれ適

切に確保されるということが理想であります。 

 このため、次の取組を推進していきたいということで、各地域において再生協議会等で

水稲の作付希望面積を取りまとめていただく。それで、作付の準備をしていただく。これ

は、通常年内の作業になると考えております。 

 それから、県域での水稲の作付希望面積を取りまとめていただいて、いずれ配分をされ

る次年産の生産数量目標を踏まえ、備蓄米についても希望数量を政府に対して手上げをし

ていただく。 

 追って、これも年内の作業になりますが、政府は希望数量を踏まえて備蓄米の優先枠を

配分するというふうな流れになっていくわけであります。 

 再生協議会等は配分された備蓄米の優先枠分の全量生産に努めていただくということと、

実需との結び付きのある加工用米、新規需要米についても需要に応じた生産量の確保を図

っていただくということでございます。 

 それから、「また」のところですが、「水田活用の所得補償交付金は財源とせず」、備

蓄米、加工用米等の品代等を財源としたプール計算が行われ、生産者手取りの平準化が図

られている事例。これは現在備蓄米、加工米に積極的に取り組んでいただいておる地域で

このような工夫、プール計算をしている事例があるというふうなことを来年に向けて周知

をさせていただいて、生産者の手取りの平準化を図ることによってその生産者が作るお米

が備蓄米になるのか、加工用米になるのかといったことで不公平感が生じないような工夫

を周知していきたいということでございます。 

 ４番、「その他」でございます。「需要に応じた生産体制づくり」ということで、地域

においては用途ごとの水稲、それから戦略作物ごとの作付に関する取組方針を作成してい

ただいて推進することが重要なのではないかというふうに考えているところでございます。
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その際、産地資金等を交付する時の要件とすることも視野に入れつつ、現在検討を進めて

いるということでございます。 

 続きまして、（２）であります。「飼料用米等の適切な生産の推進」ということですが、

飼料用米等につきましては一部で収量が比較的低いといった現状があると聞いております。

そういうことを踏まえまして、将来的には多収性品種である専用品種の導入を進めるとい

うことが重要だと思っておりますけれども、主食用品種で取り組まれる場合には加工用米

や備蓄米と同等の収量の出荷をしていただくということで、きちんと手をかけて一定の収

量を確保していただくというふうな推進をしていきたいということであります。 

 （３）は「麦・大豆の生産拡大の考え方」ということであります。それでは、麦・大豆

はどうかということでありますが、やはり麦・大豆については十分排水対策がなされた圃

場で作付をしていただくことが重要ということであります。 

 また、機械化体系に適する平地で担い手への農地集積なり団地化を図りつつ作付を推進

するということも麦・大豆については大事であるということを考慮いたしまして、麦は排

水対策の行き届いた水稲なり大豆跡の冬期不作付地、大豆については麦跡の夏期の不作付

地での作付を重点的に推進していくこととしたいということでございます。 

 以上が、備蓄米・加工用米等の確保についての考え方ということであります。 

 続きまして、資料２の「米をめぐる関係資料」について御説明させていただきたいと思

います。７月の食糧部会にお示しをしたものから、 近のデータに更新をいたしておると

ころであります。主な変更点につきまして、簡単に紹介をさせていただきます。 

 １ページが「お米の全体需給の動向」でありまして、23年産の数値をリバイスしておる

ところであります。 

 ２ページは、お米の生産、出荷・販売段階の流通の状況について整理をしておりますが、

これは今回変更はございません。 

 ３ページから、総務省の家計調査による世帯当たりのお米の購入量などを整理しており

ます。今回、９月までのデータを追加しておるところでございますが、３ページでありま

す。直近の９月のデータは対前年同月比でマイナス3.5％ということでありまして、昨年10

月に対前年同月比でプラス13.2％を記録して以降、数量ベースでは全体的に前年同月比で

マイナスという状況が続いているわけであります。特に３月は対前年22.2％マイナスとい

うことで大きく減少しておりますが、これは前年が東日本大震災の影響でお米の購入量が

対前年16.4％とプラスであったということも原因と考えているところであります。 

 ４ページ、５ページも同様に９月までのデータを追加しております。 

 ６ページ、７ページは後ほど御説明をさせていただくマンスリーレポートにも取り上げ

ておりますが、社団法人米穀安定供給確保支援機構が調査をしております１人１カ月当た

りの精米の消費量の推移、それから精米購入時の動向などを整理したものであります。こ

れは、今回９月までのデータを追加しているということでございます。 

 ８ページ、９ページは、日本フードサービス協会が実施しておられる外食産業の売上高
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等の動向を紹介したもので、今回９月までの調査結果を掲載しております。本年３月の全

体の売上高は、前年同月比で113％ということで大きく上昇しております。これも震災の影

響で、昨年３月の売上高が落ち込んだということの反動ではないかと見ておるところでご

ざいます。 

 10ページは全米販、全国米穀販売事業共済協同組合が実施しております会員の卸売事業

による市場見通しをＤＩとして取りまとめたものでございまして、今回７月のデータを載

せているところでございます。 

 11ページ、12ページは「めざましごはんキャンペーン」の展開ということでありますが、

前回から変更はございません。 

 13ページからが、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、

24年産のデータを掲載しておるところでございます。13ページのグラフにありますとおり、

９月の相対取引価格は全銘柄の加重平均で１万6,650円ということとなっておりまして、対

23年産同月比1,454円高、比率で申し上げると110％ということになっておるところでござ

います。 

 17ページは、農産物検査法に基づく検査によるお米の１等比率の推移を整理したもので

ございます。今回、24年産の９月末までのデータを追加しておるところでございます。24

年産は９月末時点で１等米比率79.2％ということで、19年産なり23年産と同程度というこ

とで、この５つの点の中では上の方に近い真ん中に位置しておるところでございます。今

後の推移に注目したいと考えております。 

 続きまして、お米の需給につきまして18ページでございます。「平成24/25年の主食用米

等の需給見通し」についてでございます。７月の基本指針の策定時における24年６月末の

民間在庫量、それから10月15日現在の予想収穫量を基に試算をいたしました暫定値でござ

います。10月15日現在の24年産米の予想収穫量は821万トンとなっております。 

 なお、注１でございますけれども、本数値は今後、数値の確定に伴う変動がありうると

いうことに御留意をいただければと思います。 

 また、注２にございますとおり、高温障害による24年産米における精米歩留りの減少の

状況などについても、今後更に精査をしていく必要があるというふうに考えているところ

でございます。 

 19ページは「民間流通における６月末在庫の推移」ということで、前回からの変更はご

ざいません。 

 20ページ、21ページは政府備蓄米でございます。 

 21ページのところでございますが、政府備蓄米の在庫の年産構成につきまして、25年６

月末見込みのデータを、一番右の棒グラフでありますが、掲載をしております。25年６月

末在庫量の見込みは注の２から４にありますとおり、23年産米の特別隔離対策等による米

の供給減少分の代替供給４万トンにつきましては、これは24年、今年の８月末までに供給

済であるということで、真ん中の棒グラフから19年産２万トン、20年産１万トン、21年産
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１万トンを差し引いております。それから、24年産の８万トンが25年３月末までに政府に

引き渡される予定であるということ、18年産につきましては合計８万トンの範囲内で飼料

用、援助用等に販売する予定であるということで、全体として91万トンとなる見込みでご

ざいます。 

 22ページは、民間在庫の推移に主食用等の需要量などを折れ線グラフで重ねたものであ

りまして、今回24年産のデータを追加しております。 

 23ページは、福島の「100 Bq/kgを超える23年産米の特別隔離対策」についてでございま

す。本対策につきましてはこれまでもこの食糧部会で説明をさせていただいておりますが、

前回からの変更点といたしましては２番の（１）の参考のところでございますけれども、

隔離対象数量１万7,000トンについては民間在庫への隔離が終了しておるところでありま

す。それで、出荷代金相当額の支払いという事務を続けているところでありますが、11月

12日までに約１万100トン分の出荷代金相当額の支払いが終了しております。 

 続きまして、24ページは先ほども出てきましたけれども、代替供給の話でありまして、

これは今回特に変更はございません。 

 25ページは、「24年産米の政府備蓄米の買入」についてでございます。総量の数字は変

わりませんが、今回新たに優先枠以外の一般枠の分の落札実績数量を、それぞれどこの県

のものかというひもがついておりますので、その県別の内訳について記載をしたものでご

ざいます。先ほど申し上げたとおり、一番下ですが、加重平均の落札価格が１万3,406円と

いうことになっているわけでありまして、注の３でございます。23年産米の相対取引価格

と比較する場合には、加重平均落札価格に流通経費等を上乗せする必要ということでござ

います。 

 26ページは、「平成24年産加工用米の供給不足分に対する備蓄米の販売」についてとい

うことでございます。加工用米は、従来から民間同士の契約に基づいて取り組まれており、

今後とも酒造用等の高価格帯、米菓用・焼酎用等の低価格帯ともに、民間取引の下で安定

的に供給されていくことが基本ということでございます。 

 左下の囲みにございますとおり、24年産の加工用米の生産量は23年産米より約３万トン

増加をして18万トンとなることが見込まれております。 

 しかしながら、上に戻りますけれども、23年７月のお米のトレサ法が施行されて以降、

加工原材料として国産米に対するニーズが高まっているということがございます。 

 一方で、生産出荷団体から需要者への取引価格が24年産は対前年比2,000円程度上昇した

といったこともございまして、焼酎なり米菓等、加工用の中でも特に低価格帯の需要に対

しまして不足が見込まれる状況となったわけであります。こういうことで、今般やむをえ

ず不足が見込まれた焼酎、米菓等の低価格帯向けに対して政府備蓄米を販売することとし

たところでございます。販売数量につきましては10月31日に見積もり合わせを行っており

まして、買い受け申し込みのあった４万トンが落札をされているということでございます。 

 続きまして、27ページでございます。「22年産米に係る過剰米対策基金の活用」という
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ことですが、在庫状況について更新をしております。 

 それから、28ページでございます。「水田の利用状況の推移」について、今回追加をし

ております。平成24年度の水稲作付面積が164万ヘクタールということで、近年横ばいで推

移しておるということが分かるわけでございます。24年度について、その内訳を20年度と

比較いたしますと、主食用米でマイナス８万ヘクタール、非主食用米でプラス7.8万ヘクタ

ールということになっているわけでございます。そのほか、右のほうにございますとおり

大豆なり麦、それから作物の作付拡大が可能な水田の不作付地が26万ヘクタール程度ある

ということになっておりまして、この現状については今、調査をしているところというこ

とでございます。 

 それから、29ページ以降、お米の需給調整に関する資料でございます。前回、７月にお

示ししたものからデータの更新をしているところでございます。ちょっとめくっていただ

いて、33ページからは戸別所得補償制度の関係資料でございます。後ほど、経営局から御

説明をさせていただきます。 

 40ページからは、お米の作付規模別の10アール当たり生産費を整理したものでございま

して、23年産のデータを追加しているところでございます。 

 44ページ以降は輸入、ＭＡ米に関する資料ということでございます。前回、７月にお示

ししたものからデータの更新をしておるところでございます。 

 後は、 後までデータの追加更新をしているところでございます。後でご覧いただけれ

ば幸いでございます。 

 それから、資料３でございます。「米に関するマンスリーレポート」、これにつきまし

て簡単に御説明をさせていただきます。 

 前に一度御紹介をさせていただきましたけれども、お米に関する価格動向なり需給動向

に関するデータを集約・整理いたしまして、需給動向を適切に反映した米取引に資すると

いうことを目的として、昨年の４月から毎月公表をしているものでございます。今月９日

公表のマンスリーレポートから一部内容を変更しておりますので、そこを中心に御紹介さ

せていただきます。 

 ６ページから、「相対取引価格・数量」について掲載をしております。今号から、24年

産米の相対取引の価格・数量を掲載しております。相対取引価格につきましては先月末に

公表しておりますが、取引数量につきましては今号での公表が初めてということでござい

ます。 

 続きまして９ページ、10ページですけれども、「民間在庫の推移」についてであります。

今号から民間在庫について20年、21年産に遡って、在庫に占める新米と１年古米の数量を

分けて公表することにしているところでございます。これをご覧いただくと、22年、米価

が安かった時期、相対取引価格が安かった年でありますけれども、秋の時点で出荷段階に

まだ多くの１年古米の在庫が残っていた。それが、秋以降に販売段階に流れていったとい

う傾向が伺えるわけであります。 
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 一方、24年産、今年産につきましては９月末のところを見ていただきますと、１年前の

23年産の秋と比べると在庫の数量は増えているということですが、出荷段階が左のページ、

販売段階が右のページですけれども、いずれの段階におきましても古米の在庫はそれほど

多くない、22年の水準に比べると低いということが見てとれるわけでございます。 

 また、併せてページの構成を変えておりまして、より見やすくなるように工夫をしてい

るところでございます。 

 以上、細かな変更点、改正点は色々ありますけれども、簡単に御説明をさせていただき

ました。マンスリーレポートにつきましては、今後もお米の取引に携わっておられる関係

者の皆様方にとって、より使いやすいものになりますように随時改善に努めて参りたいと

考えておりますので、委員の皆様方からも忌憚のない御意見、御提案をいただければとい

うふうにお願いをいたします。 

○天羽農産企画課長 引き続きまして、資料４の「平成24年産水稲の作付面積及び予想収

穫量」につきまして、生産流通消費統計課長から御説明をお願いいたします。 

○内畠生産流通消費統計課長 生産流通消費統計課長の内畠でございます。よろしくお願

いいたします。資料４を説明させていただきます。 

 先月の30日に公表いたしました「平成24年産水稲の作付面積及び予想収穫量（10月15日

現在）」というものでございまして、 終的な収穫量は来月上旬に公表いたしますけれど

も、10月15日時点で全国的にみますと９割超の刈取りが終わっておりますので、さほど大

きな狂いはない、 終形に近いものだとお考えいただいてよろしかろうと思います。 

 それでは、１ページの「調査結果の概要」で御説明をいたします。本年産水稲の作付面

積（子実用）につきましては157万9,000ヘクタール、これは前年産並みでございますが、

ここから備蓄米でありますとか加工用米、あるいは新規需要米の一部を除きました主食用

の作付見込面積でみますと152万4,000ヘクタールということになってございます。 

 ２番でございますが、作況につきましては下のほうに全国の地帯別の作柄をその作況指

数で示してございますが、九州、沖縄につきましては97、96ということで、分げつ期の低

温あるいは日照不足、さらには台風による潮風害の影響が一部ございまして、平年を下回

る水準になっておりますが、それ以外の地域ではおおむね良好に生育が推移いたしまして、

特に北海道では107、東北では103という数字になってございますが、これを全国の単収に

換算いたしますと予想収量540キロ、平年収量530キロでございますので、作況指数にしま

すと102ということになります。 

 これを掛け合わせますと、子実用の予想収穫量は851万9,000トン、更に主食用作付面積

を掛け合わせますと主食用の予想収穫量で821万トンとなりまして、需要見通しに比して20

万トン超の収穫量が見込まれるということでございます。 

 次ページ以降は調査結果の詳しいもの、あるいは県別の統計表を整理したものでござい

ますので後ほどご覧いただければと思いますが、お手数ですが、９ページ、10ページをご

覧ください。作況統計に関して、ふるい目幅が問題視されることがございます。当方は1.7
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ミリのふるい目を使って収穫量を計算しておりますけれども、実際には1.7～２ミリまで

0.05ミリの間隔で段ぶるいをしておりますので、ふるい目幅別の重量分布というのもすべ

て出すことができます。これを９ページにお示しして、さらに収穫量ベースで計算し直し

たものを10ページに示してございます。 

 ９ページの全国のところをご覧いただければわかると思いますが、本年産について言う

と２ミリメートル以上のものについては対平均差より重量割合が多くなっておりますが、

それ以外のところでは割合が小さくなっているという傾向が認められるかと思います。 

 以上でございます。 

○天羽農産企画課長 続きまして、資料５の「平成24年産米の放射性物質検査の進捗状況」 

につきまして、穀物課長から説明をいたします。 

○鈴木穀物課長 穀物課長の鈴木でございます。資料５をお出しいただきたいと思います。 

 24年産米の放射性物質検査の現在の進捗状況について、簡単に御説明をいたします。 

 米の放射性物質検査ですけれども、それぞれの地域で出荷自粛をしまして抽出で検査を

し、すべてのサンプルの値が基準値を超えないということを確認されてから出荷自粛解除

という形で行っております。 

 この抽出検査でございますけれども、11月７日までに対象となります17都県全域で検査

は終了しております。福島県を除く16都県では、基準値超過というものはなくて出荷が行

われております。 

 福島県ですけれども、地域の米の全量管理を行います事前出荷制限区域という区域と、

その他の区域があるわけですが、事前出荷制限区域で行っている全袋検査と、それから抽

出検査を実施した区域で県が独自に全袋検査というものを実施しております。一応、県全

体での予定数量というものがあるんですけれども、1,200万袋ということにしておりまして、

これの約７割が検査を終わっております。 

 その実績ですけれども、右下のほうを見ていただきますと、25 Bq/kg未満の米というの

が817万5,042袋ということで、全体の数値819万の99.8％は25 Bq/kg未満の米だということ

で出ております。これらの値につきましては、福島県のほうから公表をされているという

ことでございます。 

 検査の中で、福島県では基準値を超過した事例というのが７事例ございます。そこにあ

りますように、福島市で４つの旧町村、郡山市の１旧町村、それから須賀川市、大玉村、

この中の旧町村でそれぞれ基準値の超過事例がございますけれども、全部合わせまして右

下にありますように40袋が基準値を超過したということでございます。 

 ７つの事例の中で３つは事前出荷制限区域ということで、基準値を下回った米は出荷を

され、基準値超過の米袋は廃棄処分ということになっております。 

 それから、福島市の水原村以降、郡山市とか須賀川市、大玉村、以上のところは一回出

荷制限というものが政府から指示をされましたけれども、県から地域の米を全量把握して

全部測りますということで管理計画が出されまして、いずれの地域におきましても出荷制
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限の部分解除というか、一部解除が行われまして、現在それらの地域でも検査をして基準

値を下回った米は出荷が行われているという状況になっております。 

 以上でございます。 

○天羽農産企画課長 前後いたしまして恐縮ですが、 後ですけれども、資料２の「米を

めぐる関係資料」の中の戸別所得補償の部分につきまして、経営局経営政策課経営安定対

策室長から御説明をさせていただきます。 

○福田経営安定対策室長 経営局でございます。先ほどの資料の２の33ページでございま

すが、戸別所得補償制度の概要という内容でございます。 

 本制度は24年度が本格実施２年目、モデル対策からカウントいたしますと３年目となり

ます。農業者、あるいは地方自治体から同じ仕組みで継続的に制度を実施して欲しいとい

った要望も踏まえまして、25年度要求におきましては同じ仕組み、同じ予算規模で現在要

求しているところでございます。このうち、米に対する助成につきましては右の中ほどに

ございますように、米の所得補償交付金と米価変動補塡交付金を要求しているところでご

ざいます。 

 次の34ページ目をご覧ください。24年度における制度の加入件数を表したものでござい

ます。縦の23年、24年のところの戸別所得補償制度の加入の件数を見ていただきますと、

24年度は115万7,000件ということで前年度よりも7,000件増加しております。この内、とり

わけ経営形態別のところを見ていただきますと、法人が8,040ということで前年から約500

件増えているということで、法人化が進展しているという部分が伺えるかと思います。 

 35ページの県別データは、後ほどごらんいただければと思います。 

 そして、36ページ目でございます。米の所得補償交付金の規模別の支払状況をまとめた

ものでございます。23年度の支払実績を見てみますと、上段のところでございますが、0.5

ヘクタール未満の方々は加入率が６割、それに対しまして５ヘクタール以上層を見てみま

すと98％以上の方々が加入しているということで、大規模層ほど加入率が高くなっている

こと、この傾向は変わりません。 

 また、23年度の支払金額を見てみますと、支払対象者数の２ヘクタール以上層の３つの

層がございますけれども、この部分が１割でございますが、その部分に支払われた部分が

その下にありますが、これを足していただきますと６割の額が配分されているというとこ

ろでございます。 

 37、38ページの経営規模階層別のコストと収入の関係は、特段変更はございませんので

省略をさせていただければと思います。 

 また、39ページのところですが、同じ仕組みでやっていくことになりますので、米価変

動補塡交付金とナラシとの相殺、これも引き続き実施していくこととしております。 

 以上、御説明を終わらせていただきます。 

○天羽農産企画課長 資料の説明は、以上でございます。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。 
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 ただいま事務局から、「政府備蓄米の買入手法の見直し」及び「24年産米をめぐる状況」

について御説明がありました。この後、委員の皆様から御意見、御質問をお伺いしたいと

思いますが、初めに「政府備蓄米の買入手法の見直し」について、まず御意見を伺いまし

て、その後、区切って「24年産米をめぐる状況」についての御意見を伺いたいと思います。 

 ただ、この買入手法の見直しに関しまして、この「24年産米をめぐる状況」と関係する

部分もあるとは思いますので、必ずしも完全に分けるというつもりはございませんけれど

も、一応そのような形で進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、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。

よろしくお願いいたします。 

 では、森委員お願いいたします。 

○森委員 では、初めに言わせていただきます。 

 御説明ありがとうございました。私は、この案について全体的にはこの方針でいいので

はないかと思っています。 

 ただ、幾つか分からないことがあるので質問しますので、説明を受けたいと思っており

ます。 

 初の「趣旨」のところの要約の部分で、「非主食用米により水稲作付の維持・拡大を

図る」ということが出てきます。そのことは今、不作付地になっているところの用排水等

の整備をしなければならないと思いますが、この維持・拡大ということを実際に行うこと

ができるのかどうか。きちんとしたプランがあるのか。その辺りをお聞きしたいと思って

います。 

 ２点目は同じ点なんですけれども、作付拡大が可能な水田の不作付地が26万ヘクタール

というふうに出ているとおっしゃっておりましたが、その内の何ヘクタールくらいを備蓄

米の非主食用米にしていく予定にしておけば、目標の数量を確保できるのかというビジョ

ンがないので、具体的なイメージが分からないと思いました。 

 もう一点は、私は消費者で、非農業者なわけです。配っていただいております「備蓄米、

加工用米をもっと作りましょう」という農家の方たちに対する御説明はシンプルによくで

きていると思うのですが、ホームページで見た場合に、消費者にとっては生産数量目標を

減少するのに、「もっと作りましょう」といっていることに対して、ある種の矛盾を感じ

て、消費者には分からない部分が非常に大きいと懸命しています。その点についてどうい

うふうにお考えになっているのか、お聞かせ願いたいと思います。以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 あと何人かの方に御意見をいただいて、一応区切ってまとめて御返答いただこうと思い

ます。いかがでしょうか。 

 それでは、冨士委員お願いいたします。 

○冨士委員 今回の備蓄米の買入手法の改善、環境整備のための改善策については一歩前

進という意味では評価をしております。そういう形でまずはやっていただきたいと思いま
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すが、関連して全体の米の需給と価格の安定について私も前回から言っていますが、そう

いう観点から考えを言わせていただきたいと思います。 

 １つ目は、前回も代替供給４万トンということで備蓄米を放出したわけですが、今回も

８万トンの政府買入の枠内で加工用米に約４万トンを売却した。天羽課長の説明ですと、

やむを得ず加工用米に売却した。その心は、この食糧部会でも基本指針を議論して確認し

ましたけれども、備蓄米というのは飼料用などの非主食用に売却していく。つまり、国の

心としては「等」が入っているから加工用米にも売れるということでしょうけれども、棚

上備蓄制度を導入することの趣旨は米の需給とかマーケットに国は影響を与えない、関与

しないとするのが基本スタンスだったわけですね。 

 しかし、実際は備蓄米を代替供給という名目で主食用に供給したり、加工用米に供給し

たりしている。、加工用米に供給すれば当然主食用の需給に連動して影響するわけで、そ

ういう意味では米の需給と価格に影響を与えているし、マーケットに対して関与をしてい

るということになってくると思うのです。 

 私は、これはけしからぬと言っているわけではなくて、国は一切関与しないとか、影響

を与えないというのではなくて、前から言っていますが、補完的な調整として、一定の幅

の中で備蓄米を売買をすることにより、米の需給と価格の安定を図ることは、消費者、生

産者にとって、または持続可能な米生産を考える上でも有効だと思うから言うのです。そ

ういう意味で、代替供給を否定しているわけではなくて、政府の責任による補完的な調整

として位置付けてやるべきだと思います。 

 それを阻んでいる背景となっているのが、戸別所得補償において価格下落したものを補

償しているからとか、先物取引の試験上場をやっているから、国は需給に一切関与しない

のだとか、影響を与えないのだとかが、背景になっていると思うのですが、その辺もきち

んと整理した上で、若干の補正、補完的な備蓄米の買入れ、売渡しというのは消費者、生

産者、双方にとって大事なことだと思いますので、そういうふうにやるべきだと改めて申

したいと思います。 

 それから、２つ目は、資料ですけれども、先物取引の価格はマンスリーレポートのほう

にありましたが、先物取引の取引量の資料はないように思います。いずれにしても、試験

上場を農林水産省が認可したわけでありますので、試験上場期間中、どういう取引実態に

あるのかということを、やはり食糧部会に都度、資料を出して、その結果２年経ったら本

上場を認めるのか、認めないのかという判断を下すわけですので、是非そういう先物取引

の取引量の資料というのは出していただければと思います。 

 それから、３つ目は質問というか、次回の時でいいのですけれども、ＭＡというか、Ｓ

ＢＳの10万トンですが、これが国産米より高い価格で入札されたり、落札されて取引され

ているというふうに聞きます。ＳＢＳ10万トンの取引価格とか流通実態というのはどうい

うふうになっているのか。資料もできれば出していただいて御説明していただければあり

がたい。 
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 ＳＢＳの10万トンというのは棚上備蓄にする前の回転備蓄の時代は、政府米の買入れに

よってＭＡによる米の転作強化は行わないという閣議了解を守るために政府が買い入れて、

その見合いを援助用等に売り渡すという形で国産米の需給に影響を与えないというふうに

運用してきたわけですが、今度は棚上備蓄になって政府による買入れや売渡は基本的には

ないわけですけれども、こうした中で、どのように閣議了解を担保し、守るのかというこ

とも分かりやすく説明していただければありがたいと思います。 

 以上です。これも次回で結構です。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 それでは、廣瀨委員お願いします。 

○廣瀨委員 ありがとうございます。私も、基本的には今日の御説明の方向で進めていた

だくということに異存はありません。 

 ただ、数点、御質問あるいは意見を申し上げたいと思います。 

 先ほど森さんが仰ったように、主食用のところを抑えて備蓄米、加工米について生産を

増やそうということ、これは、消費者の皆さんも生産者の方も分かりにくいと思いますの

で、国のほうはやっていただいているんですけれども、より明確にしていただく必要があ

るんじゃないか。マーケットも今非常に分かりにくい動きをしています。つまり、102の作

況にもかかわらず値段が必ずしも下がっていない。むしろ上がりぎみというか、高い水準

にある。こういう状況も含め、今年、去年等を含めて米の需給の状況について、きちんと

分かるよう、可能な範囲で御説明いただく必要があるんじゃないかと思います。 

 それから、このポイントのところの２の環境整備のところの①のエで、「備蓄米の買入

価格は、主食用米と遜色ない水準であることを周知」と、これは計算すればこういうこと

でよく分かるんですけれども、この備蓄米の買入価格を決めるタイミングと、それからそ

の後、出来秋の状況からしますと必ずしも下がっていない。もう少し下がるはずだという

のが下がっていないという状況があった場合には、時点修正とか、そういうようなことが

行われるのかどうか。これはアンケートというか、ヒアリングのところでもそういう御心

配を指摘される方もいたように思いますけれども。 

 それから、もう一つは次の２ページ目の４の「その他」のところの（２）の「飼料用米

等の適切な生産の推進」、増産増量ということなのですが、２行目に「多収性品種である

専用品種の導入を進める」ということがございます。これは、私は前にある方から聞いた

ことがあるんですけれども、今は恐らく改善されているんだろうと思うのですが、農水省

の関係の品種を改良あるいは新しい品種を開発する研究所があると思うんですが、どうも

そこで新しいものが出ても農業試験場とか、そういうところには必ずしもスムーズに出て

いかない。結果として、新しい品種が商品化されない。これは、生産を全体としては抑え

るという方向にあるものですから、そういう事態があるようなことを聞いたことがありま

す。それは品種によるのかもしれませんが、特にこの「飼料用米等の適切な生産の推進」

には、多収性品種がスムーズに農業試験場とか、そういうところに行って、必要な方はそ
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れを商品化できるような体制を推進していただければ非常にありがたいと思います。事実

は既に改善されているのかも分かりませんが、その点を御要請しておきます。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。 

 それでは、３名の方から御質問をいただきましたので、お答えいただければと思います。 

○天羽農産企画課長 森委員、廣瀨委員から備蓄米をよりたくさん作ってもらう、去年、

今年で７万トン、８万トンであったわけでありますので、来年産には20万トン作ってもら

うということを私どもお願いしているわけでありますけれども、主食は一方で制限してい

る中でそれは分かりにくいじゃないかというお話、それからどこで作るのかとのお話がご

ざいました。先ほど御説明させていただいた米をめぐる関係資料、資料２の28ページのと

ころを見ていただくと、右側の括弧書きのところに作物の作付拡大が可能な水田の不作付

地が26万ヘクタール程度あることになっています。その現状が、どういうことになってい

るのかということについての確たるデータがないというのが現状でありまして、それは今、

調査をしている 中であります。 

 それで、26万ヘクタールの中で水稲を植えていただく、それを備蓄米、加工用米に回し

ていただくというのがあり得べき一つの道であるというふうに考えておりますが、ではそ

の際、どれだけの面積で例えば水回りの整備をし直す必要があるのか、ないのかというこ

とが分かって旗を振っているのかという御質問だったと思いますが、先ほどの26万ヘクタ

ールの実態が不明確でありまして、ではたちまち25年産についてどれだけ手を加えれば作

付ができるのか。その手の加え方も、本当に水回りの落ちている葉っぱを取ればいいとい

う世界から、かなり重機を入れてあぜを作るところからやり直さないといけないとか、色々

なレベルがあるんだろうと思います。場合によると、木が生えて林になっているんだとい

うふうなことを伺うこともあります。その実態がよく分からないというのが現状なのです

が、その調査を待っていても仕方がありませんので、そこは私ども先ほど申し上げた手順

で言うと、各県にお伺いをして、その県で25年産で使えるような水田がどれぐらいありま

すかと、県もよくお分かりでない部分もあるのかもしれませんが、より現場に近いところ

のほうが色々な情報をお持ちだと思いますので、県のほう、地域のほうでどれぐらい作れ

るのかということを、この年末までのプロセスを通じて掘り起こしていただくということ

も一方ではやっていく必要があるんだと思っております。 

 それはそれとしてお願いをしつつ、28ページの帯グラフの左側の水稲作付面積164万ヘク

タールの中のオレンジ色の部分において、先ほど申し上げた飼料用米のところなど、より

有効に工夫していただく余地があるのではないかと考えているところでありまして、あま

り森委員の御質問にダイレクトにはお答えできるデータが今はないというのが現状でござ

います。 

 次に、主食用は生産調整ということで制限しながら備蓄米のお願いをするということな

んですけれども、それは確かに同じ稲であるわけですが、主食用の需給の管理と、特に棚
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上備蓄になって以降の棚上というのは、その主食用の需給の外で備蓄米を考えることにし

ているところです。加工用米については先ほど冨士委員から加工用米というのは主食の需

給と関連するんだというお話がありましたけれども、関連するものが全くないとまでは言

えないと思うんですけれども、やはり加工用の世界は加工用の世界で若干の入り繰りはあ

りながらも加工用米の世界というものがあると考えておりまして、消費者からして分かり

にくいというところに対しまして現実問題、備蓄米の買入れができていないというところ

を丁寧に私ども説明していく必要があると思っているところであります。 

 それから、冨士委員から代替供給の４万トンの販売ですとか、加工用米の４万トンの販

売について御意見をいただきました。政府として一切関与しないということではなくて、

補完的に供給するということをしっかり位置付けるべしという御意見であります。前回、

７月の審議会のときにも代替供給の４万トンをめぐってしっかりルール化すべし、ルール

化を検討すべしという御意見をいただいていたわけであります。中で色々どういうルール

化があり得るんだろうかということは検討しているところなのでありますけれども、残念

ながらどういう状況になったときに代替供給のようなことをしていくか、していかないの

か。そのルールを色々な事態、全ての事態を想定した上であらかじめ設定するというのは

中々難しいと考えているというのが現在の状況であります。仮に基本指針に書き込むとし

ても、ある程度漠然とした書き方にならざるを得ないと考えているところでありまして、

これは次回また案をお示ししたいと考えております。 

 それから、廣瀨委員から 近の米価、相対取引価格の動きについて作況が102で豊作基調

だと報じられている中で、先ほど見ていただいたように相対取引価格が高いところからス

タートしているということで、分かりにくい動きになっているというお話がございました。 

 このお米の価格は、基本的には需給状況に応じて民間業者の集荷業者サイドと卸売業者

サイドということで交渉によって決まる。それで、卸売業者さんは川下の実需者の方と交

渉される、流通業者などと交渉されるというふうなことで形成されると思っておりますが、

23年産米については東日本大震災の影響が懸念されたといったことなどもあって、その前

年から比べると高い水準で推移をしました。ただ、その前々年と比べるとそんなに違わな

い価格帯で推移をしたということなんですけれども。今年24年産の９月の出だしが高いと

いうことにつきましては、今年の５月、６月の端境期で、相対取引価格というのは全農・

全集連と卸さんとの間のような比較的大量安定的な取引により形成される価格であります

けれども、もっとスポット的な取引、民間の業者間の取引が実際にはございます。マンス

リーレポートで申し上げると12ページのところでありますけれども、５月、６月の端境期

にスポットの市中価格はかなり高騰したということがございます。 

 それで、24年産の相対取引価格の出だしの水準はそのときの高騰した価格を相当程度引

き継いでいるんだというふうに私どもは見ているところでございまして、まだ24年産米の

作柄が十分判らない段階での、生産現場で収穫予想を反映したものだったのではないかと

思っておりますが、この辺りは後でまた木村委員からもコメントをいただければと思って
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おります。よろしくお願いします。 

 それから、同じく廣瀨委員から備蓄米の政府買入価格の水準について、農水省はいいぞ、

いいぞと言っているが、実際に出来秋の価格が変動する場合に後で時点修正みたいなもの

があるのかという御質問がありました。 

 私ども、現在の考え方では、備蓄米の買入れは主食用のお米の需給なり価格に影響を与

えないようにやると考えておりまして、収穫期より前に入札をしております。今年の場合

で申し上げると、１月から６月にかけて入札をして、その平均が先ほどの価格だというこ

となのでありますが、その後、24年産の実勢の水準がどうなるかということとは独立して

考えているところであり、そういうものとして買入契約をしているということでございま

す。 

 それから、多収性品種の件です。 

○鈴木穀物課長 多収性品種について御質問がございました件でございます。 

 試験場のほうで実は試験場レベルの反収なので、普通のところと単純に比較できないん

ですけれども、10アール当たり700キロを超えるような品種というのは幾つか育成もされて

いまして、現場でも使われております。 

 手元の数字でいくと、飼料用米とかで22年で5,000ヘクタール、23年は増えて8,000ヘク

タールということで、この数字だけ見ると結構増えているのですが、全体で飼料米の中で

ということになると２、３割程度に留まっています。実際上、作られる農家の方が主食用

米の品種と飼用料米の品種を作られた時に、混ざるのを嫌がられる。作る方も、混ざって

しまうと後で困ってしまうというようなことがありまして、それで主食用米の品種を使っ

て作られるという選択をされる方も結構おられるものですから、まだ伸びが確かに少ない

ところがあります。我々もこういう品種の情報とかをきちんと提供して、できるだけ収量

の高い品種を使って作っていただけるように推進をしているところであります。 

○得田商品取引グループ長 先物関係については、今回取引量が資料として出ておらず、

大変至りませんでした。次回以降、工夫させていただきたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 お三方からの御質問にお答えいただきましたけれども、特に森委員から用排水整備等の

計画があるのかということを含めた26万ヘクタールの有効活用について、もう少しきちん

とした情報と、それへの対応への説明が必要なのではないかと思うんですけれども、それ

は今後買入れの手法の見直しというものは結局備蓄米の生産を進行していくことと一緒に

なっていなければいけないと思うので、そこら辺の御検討をいただいた方がいいんじゃな

いかと思っております。 

 それからもう一点、お答えが十分ではないと感じたのは、消費者への御説明というのが

これで十分なのかということです。これについて、もう一回コメントいただければと思い

ます。 

○天羽農産企画課長 申し訳ありませんでした。私ども今、内々こういう方向で考えてい
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るというのは、主産県を中心とした生産者団体なり集荷業者の方に説明をし始めておりま

すが、今日の審議会を経てこういう方向でやれといただければ、先ほどのリーフレットの

ようなものも使って宣伝活動を進めていきたいと思っておりまして、それはこれからの作

業になると思っております。 

○中嶋部会長 今の点は特に御意見があったので、そういう点は特に注意をして作成して

いただければと思っております。 

 他にいかがでございましょうか。 

 では、杉本委員、木村委員とどうぞ。 

○杉本委員 備蓄制度の運用ということを考えますと、供給が不足する事態に備えて国民

への安定供給を確保するということで備蓄制度を運用していくというのが政策目的だと思

います。 

 その時に、考えておかなければいけないのは、これは財政負担といいますか、国民全体

の負担でコストが掛かることを、こういう形で安定供給を確保するということでやってい

るということです。このこともきちんと踏まえておく必要があるのだと思います。 

 そうした観点でお伺いしておきたいのは、この20万トンを確保し、その上で５年間棚上

備蓄をして、これを主食用以外に売却したときにどれぐらいのコストが掛かるのかという

ことです。国民負担がどれだけ掛かって、こういう制度、こういう施策を運用していると

いうことをひとつ改めてお聞きしたいと思っています。 

 20万トンを毎年棚上げして５年後に売る時に、20万トン当たりについて１年平均という

ことになるのでしょうか、どれくらいの財政コストが掛かるのかということをお伺いした

い。それと、その時に恐らく売却先がえさ米なのか、加工用米なのか、それから輸出なの

かによってコストも違ってくると思いますので、その辺も踏まえてその数字を教えていた

だければと思います。 

 申し上げている趣旨は、そういうことを考えますと、やはり加工米の需要がある時に加

工米に売った方が、国民全体の負担を縮小できるような形で制度が運用できるのではない

かということであります。需要がないところに売ってもしようがないわけで、無理やりや

ることは問題だと思いますが、加工米に売ることも国民負担に掛けるコストを縮小させる

ということからすると、別に問題ないといいますか、そういうことも考えられるのではな

いか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。 

 それでは、木村委員お願いします。 

○木村委員 木村です。 

 まず 初に、先ほど森さんが言われた26万ヘクタール増やせるのか。このことについて

は、どうも今回の所得補償の政策の下でいくと、主食用のところから大分削られてきたの

ではないかという感じがしております。それは、生産調整というのをおやりになっている

からそういうことは当然あると思うのですが、かなりそういう意味で言うと主食用の需給
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というのは思った以上にきつきつになってバッファーのない中で動いているということが

あるのではないかと思います。 

 そして、この備蓄米の趣旨のところで、「主食用米については、戸別所得補償制度の下

で需要に即した生産」という風に書いてあるのですが、主食用の中で本当に需要に即した

ような生産になっているかどうかということは、この所得補償制度の問題も一つあると思

うのですが、一応生産コストが補償されたということになってみると、従来のように農家

の生産者の方も出荷をするのはもちろん年間いつ出そうとよろしいですし、それからでき

るだけ高いものを作った方が生産という観点から見たら有利だというようなことで、現時

点で言えばどちらかというと、よい高い銘柄の方に生産が偏ってきているのではないかと

いうことが言えると思います。 

 そういう中で、主食用のお米、家庭用のお米はいいのですが、現在およそ外食向けだけ

でも30％を超すようなお米が動いている。外食・中食というものも含めますが、動いてい

るという現実から見ると、この外食・中食の産業というのも社会のインフラの中に組み込

まれてきているという風に我々は思っております。 

 この米というのは、総じて言えば米を使いながら皆様にでき上がった食事を提供しよう、

もしくは中食を提供しようということですから、当然そこに生産コストが掛かり、色々加

工コストが掛かりということで、家庭用と同じお米で出していこうとすると、皆さんに相

当高いものを買っていただかなくちゃいけないということになるはずなんです。 

 現在、これだけデフレの状況が経済的にも続き、または可処分所得も下がってくるとい

うような状況になってきますと、当然それだけの高いものを買うということは、決して社

会的にも国民的にも消費者的にもありがたいわけではないので、おいしい味のものを一定

のコストで年間調達をして消費者の方に届けていこう。こういういわゆる食品産業の一環

である外食産業とか中食産業というのは、使えるやすい米がないということで今、大変窮

屈な状況にあります。 

 こういうことになってくると、これからの外食・中食というのは、当然この中で経営が

行き詰まる先も出てくるだろうと思います。 

 それから、先ほどお話もちょっと出ましたけれども、ＳＢＳという米に対して今回は２

万5,000トンの枠に対しておよそ９万トンから10万トン近い応札があったということです

が、それはやはり自分たちが使えるお米というものに対して喉から手が出るほど今、欲し

いという状況があるわけなので、今のような国産米の需要に見合わないような生産状況が

続いていくとすれば、当然ここではＳＢＳの枠を増やして欲しいという要望は出てくると

思います。 

 相対的に全体需給で見ればそういう枠というものを増やせる状況ではないよというよう

なお話だと思いますが、やはりそれぞれも今、申し上げたように社会インフラの中に組み

込まれているところが、対消費者ということの生活を支える面でも、必要なものの調達が

これだけ厳しくなってきているということに対しては、やはり御一考いただきたいと思い
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ます。 

 別に今、備蓄米を出せとか、出さないとかという話ではないのですが、 初に申し上げ

たように余り水張りが増えていないということで、何年掛かりでこれを増やしていくとい

う計画はいいと思うのですが、この途中の経過で現実の生きている経済の中では色々なひ

ずみだとか、ゆがみだとか、どこか一点にそういうものが集中しやすいということになる

と、今の段階でいえば流通に大変そういうものが集中してきやすいということもあるので、

政策の遂行においてはそういうこともお考えいただきたいと思いますし、この備蓄米は先

ほどの杉本さんのお話のように国民のためにやるわけです。 

 国民は、ある一面で言うともちろん消費者でもあるし、生産者である場合もあるし、消

費者である場合もあるわけです。国民というものを対象にしていこうとする時には、物を

作るということだけではなしに、そこから派生してくる影響する先についてもう少し色々

なことを考えながら、意見をまとめながら進めていただくということをしていただかない

と、大きくこの所得補償によって転換をし、それから備蓄制度の転換をしたということな

ので、そこは今まで性急にやり方だけは決めたとおりいくぞというようなことできたよう

な気がします。 

 加工米の不足も同じような面があると思うので、 終的には米はどれを取っても今の段

階では米そのものに色があるわけではないので、これを制度的に分けていこうということ

になると色々無理が起きるところが出てくると思います。 

 それだけに、今度は区別をすると規制も規則もだんだんやかましくなってくるわけなの

で、本当にこの規制、規則をきちんとコントロールしていこうとするだけの人員も余力も

今はないという中では、これだけ広げる、色々なものの取り決めを増やしていくというこ

とについての問題もあるのではないかというような感じがしております。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。 

 奥村委員、手を挙げていらっしゃったと思いますのでどうぞ。 

○奥村委員 今回の備蓄米とか加工用米の確保についての趣旨ですが、私も将来の地域の

水田農業の維持の仕方について大変心配しておりまして、今日の水田を今の生産調整の手

法でずっと将来的にも維持していくことには大変不安を感じております。 

 というのは、国内需要を想定して生産調整をしているわけでありまして、それ以外の需

要に満たさない水田は麦・大豆とか飼料用作物をつくっているわけですけれども、では将

来30年後、40年後に国内需要がどれだけあるかということであれば、全体の水田の60％も

超えるような生産調整をしていく時代が、輸出とかを想定しなければですけれども、なる

と思います。 

 そうすると、近年、ただでさえ担い手が減少したり、高齢化したり、そしてその生産調

整を一部の集落での組織やら、我々法人形態の方へ委託という形で受けておりますが、そ

ういう形で我々は受けていけるか。それから、個別の農家さんも麦・大豆を作って自分の



22 

 

水田を管理していけるかということになると、やはり不作付地がどんどん増えたり、それ

から転作田が固定化されたり、そういうことによって耕作放棄地がどんどん出てくるよう

な気がします。 

 そうすると、富山県なども平地では目立ったことはないのですが、そういうことになる

とやはり川上から水が流れなくなるし、川下へ水がいかなくなるし、そういうところでき

ちんとしたものが維持できるかどうか、大変心配であります。 

 そういう意味でも、やはり水田は水田機能をきちんと維持をして、それに伴う農業用水

施設とか、施設も集落で皆で維持管理をしましょうということになると、やはり日本人で

ありますので米を作って維持管理をするというのが、地力の消耗も含めてですけれども、

一番あるべき日本の水田の維持の仕方だと思っておりまして、きちんと国民の安定供給を

維持するための備蓄米制度も作ってあるわけでありますし、多様な食生活に対応する加工

用米の制度というものはきちんと充実した制度にするということで、大変重要なことだと

思っております。 

 加えて、今度の県別の優先枠についても、私も米についてでありますが、優先枠という

のは各県によって、地域によって手を挙げる県、手を挙げない県があるのは実情でありま

す。そう考えると、裏を返せば日本全国で色々ありますけれども、お米しか作れないとか、

なかなか転作努力をしても結果が出ないという地域の実情を加味するという観点からも、

県別の優先枠をきちんと確保するというのは大事なことですし、裏返して言えばそういう

ところはお米について安定生産できる地帯という見方もできると思います。 

 そういう意味で、私は農業の基本だと思います適地適作にかえる一つの意識にもつなが

るのではないかと思いまして、県別優先枠という制度は今後もきちんと続けていただきた

いと思いますし、ぜひ今回検討されたことを各県の皆さんにもＰＲして実効性のあるもの

にしていっていただきたいと思っております。 

 あとは蛇足ですけれども、私も15年、20年前から色々なところで思ったり言っているの

ですが、お米については今、市場原理で我々の責任でやっているのですが、加工用米とか

備蓄米、それから麦・大豆ももちろんですけれども、農産物の検査基準、例えば麦・大豆

とか加工用米についても色々な用途で使っているはずなのに、基準が一つしかないような

気がするんです。やはり用途によった検査基準というものがあってもいいような気がしま

す。今日ここでということではないですが。 

 それから、備蓄米については民間ではなくて政府が買うわけであります。そうしたら、

それは全国で統一した基準、逆にふるい目が各県によって違うとかということは、民間流

通米ならばそれは色々な事情で自己責任でやるわけですからいいとして、政府が買い上げ

る備蓄米は統一した基準に網目も含めてするのが平等でないかと思ったりもしますが、今

日の御質問ではないんですけれども、そういう疑問も現場では持っているということだけ

お話ししておきたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 
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 それでは、村松委員、尾畑委員、どうぞ。 

○村松委員 備蓄米を確保しようという政策の下に生産者、あるいは生産者団体に聞き取

り調査をしたということで、新しい制度を作る。これは大変いいことだと思います。この

ような備蓄米、加工用米をもっと作りましょうというパンフレットも作り、呼び掛けをす

るということですが、結局のところ、備蓄米の契約というのは入札制度によるわけで、そ

こが生産者の方たちにとってどう受け止められるのか、これから見守っていきたいと思っ

ています。 

 あとは、気になるところですが、夏に発表になった総務省の家計調査で、お米の消費量

がパンに抜かれてしまったというニュースがありましたね。あれは、パンや麺類の消費量

が拡大しているわけではなくて、お米の消費量だけが落ち込んでいるわけですね。ですか

ら、そういう意味ではもちろん備蓄米、加工用米の手当ても大切なことなのですが、主食

としてのお米をもっともっと抜本的なところで捉えていかなければいけないのではないか

と思います。 

 お米の消費拡大を図るということを大きな柱にしていると思いますが、お米の消費拡大

に掛ける予算というのは確か１億5,000万円と聞きました。でも、１億5,000万円でお米の

消費拡大を図るというのは無理なのではないかと消費者としても思いました。ですから、

生活に根差した日本型食生活を目指して、自給率向上を捉えた上でのお米の消費拡大に真

剣に取り組んでいかなければいけないと思っています。 

 あとは、福島のことですが、先日、猪苗代のほうに行って全量全袋検査のようすを拝見

してきました。福島県の主催で、首都圏の消費者、お子さんもいましたが、大勢の希望す

る方たちを、バスを仕立てて生産地や検査施設を回るというものです。そしてそこでどん

なふうに検査をしているのか、検査風景をしっかり視察してきました。たいへん地道な取

組をしているなということが私の印象でした。それこそ朝早くから夜遅くまで、みぞれ混

じりの寒い日でしたけれども、自分のところで生産した30キロ入りの米袋を積んだ農家の

トラックが順番待ちをしていました。日が暮れるというのに少しでも早く玄米の状態での

検査をして欲しいということで並んでいました。福島県の方たちは必死に取組をしている

ということを感じました。 

 もちろん、30キロの米袋を一々ベルトコンベアに載せる作業は腰を痛めてしまうので、

力のかからない真空の状態で米袋を持ち上げるようなシステムを導入していて、それを子

供たちにも体験してもらっていました。大人だけではなくて子供たちにも福島県が今お米

に対してどんな取組をしているのかということをＰＲしていました。 

 基準値を超えたものが出てくると、マスコミは一斉に報じます。それももちろんマスコ

ミの大切な役割だとは思いますが、こういうふうに地道にしっかりと検査をしているんだ

という福島県の取組をもっともっと国を挙げて消費者に伝えていかなければいけないので

はないかと私は思っています。以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 
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 それでは、尾畑委員お願いいたします。 

○尾畑委員 お米を加工して使う業者として、幾つかお願いしたいと思います。 

 １点目が酒米です。以前も似たような御質問をさせていただいておりますが、五百万石

や山田錦という、いわゆる酒造好適米と言われるものは主食米の生産数量目標の内数に入

っていますが、明らかに主食用ではないということを鑑みて、カテゴリーの見直しが必要

なのではないかと思っております。 

 ２点目は素朴な疑問を。お酒づくりに使う掛米のこしいぶきというお米があります。こ

れは掛米やお煎餅として使う場合は加工用米になると思いますが、主食としても食べられ

るお米であり、また飼料としても使われるお米になります。あるいは、お煎餅などの米菓

メーカーにとってはうるち米はやはり加工用米になるかと思うんですが、同時に製粉する

こともあるわけです。そうすると、米粉のカテゴリー、要するに、新規需要米になるのか

なと思いまして。この辺の煩雑さというか、分かりにくさ、どこで区別を、あるいはいつ

していくのかというようなことを素朴な疑問として感じております。 

 ３点目がお願いです。資料２の26ページに加工用米が不足して云々という記述がありま

す。この一番下に「需要に見合った、また安定的に供給されるように」と書いてあります

が、これは是非お願いしたいと思っております。 

 というのは、お米の価格というのは変動するわけですが、お米を加工するメーカーにと

っては出来上がりの商品価格というのは固定されており、やはり原料となる加工用米が安

定価格で供給されるというのは大変大事なことかと思います。 

 また、加工用米が高くなることによって輸入米を使わざるを得ないというようなことが

生じる可能性があります。お煎餅など特に単価の低めの商品などのメーカーは国産という

ものをうたっていきたいと考えているにも拘わらず、しかし輸入米を使わなければいけな

いという厳しい状況になることも考えられますので、是非安定価格での供給というものを

お願いしたいと思います。以上です。 

○中嶋部会長 それでは、冨士委員どうぞ。 

○冨士委員 色々皆さんから意見が出たので、これもお願いなのですが、人の噂も七十五

日、喉元過ぎれば何とかではないですけれども、２年前、３年前に食糧部会で議論をして、

回転備蓄から棚上備蓄制度にするにあたって、基本的な考え方や備蓄米の放出条件につい

て色々議論をしたわけです。政府備蓄米の放出の条件などは、プロセスだとか、そういう

ものもかなり議論を重ねて決めてきたわけです。 

 そのときも、先ほど杉本委員が仰ったように、財政負担についての資料が出ました。そ

ういう意味で、もう一回、その当時はこういうことを考えて、こういう趣旨で棚上備蓄制

度は考えた、ということを資料として出して、そのとおりやってみたけれども、実際にそ

ういうふうにはならなかったとか、想定していなかったことも現実に出てきていると思う

のです。当時の荒川食糧部長は、そんなことは想定していなかった、と言うかもしれませ

んし、そういうことだと思うのです。 
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 そして、今回、環境整備のために備蓄米の入札なり、買入れ方式を見直し改善する、こ

れは一歩前進なのですけれども、そういう基本のところをもう一回再整理しないと、当初

考えていたことと違う事態が生じていたり、当時は考えていなかった事態もあるので、そ

ういうことも戻って考え直さないといけないし、パッチワークみたいに、その時、その時

で言いたいことを言って、対応していくようなことになると、政策の信頼性を失うわけで

す。 

 そういう意味で、根本はそもそも何だったのか、というところから政策を変えるならば

変える、見直すならば見直すということをしていかないといけないと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 お時間がかなり迫ってきていますので、今かなり多くの委員の方から御質問と御意見を

いただきましたので、ここで御返答、コメントをいただきたいと思います。 

○天羽農産企画課長 木村委員からは、外食・中食での供給が増えてきている、３割を超

すような比率になってきているんだ、そういうマーケットに対する供給の在り方はしっか

り考えていかないといけないんじゃないかという指摘だったと思います。 

 全体の消費量が減っていく中で、中食・外食のウエイトが徐々に上がってきているとい

うことでございますので、私どもも、そういうマーケットに向けた供給、これはとても大

事な課題だと思っていまして、先ほどの加工用米の供給にもある種、通じるものがあると

思うんですけれども、生産サイドは生産サイドで中食・外食などの比較的大量の、それも

安定的な需要のある需要者に対してどういう供給をしていくのか、それから、需要者サイ

ドは需要者サイドで、より長期的に原料といいますか、中食・外食の業態で使うお米をど

うやって確保していくのか、それぞれ御協力もいただきながら、中長期的に安定して供給

をしていく体制を作っていく必要があると思っています。 

 先ほど尾畑委員から、これは加工用米の話ですけれども、資料の26ページの取組体制の

確立が重要でそれが期待されるんだというコメントをいただきましたが、一部の県、新潟

県などでもそういう取組があると聞いておりますけれども、国の施策だけではなくて県の

施策も合わせて契約栽培により加工用の安定供給をしていくような取組もあるというふう

に承知をしておりまして、その辺りも含めてこの取組体制の確立のところは更に検討して

いきたいと思っております。と申しますのも、家計調査のお話がございました。2011年の

家計調査、２人以上世帯の年間平均支出額で初めてパンの支出額がお米の支出額を上回っ

たということであります。ここで言っているお米の支出額というのは、まさに中食・外食

との対比で申し上げると、家食といいますか、内食といいますか、家庭で精米を買ってき

て炊いて食べる支出額の比較でこういう現象が起きたということです。 

 では、増えてきているパンの中身を見てみると、いわゆる食パンへの支出額が増えてい

るわけではなくて、どうも調理パンなりその他パンという分類になっている菓子パンの類

いへの支出が増えているとのことです。 

 これは、色々まだ分析をしなければいけませんけれども、単身世帯も増えていく、高齢
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者層も若年層も単身者層が増えてきている中で、お米で申し上げると小売店、スーパーな

どで精米を買って家に持って帰って、お米を砥いで炊飯器で炊いて家族で食べる。それが

今もマジョリティーだと思うんですけれども、徐々に消費の形態が、より簡便なものだと

か、その辺はどういう価値を見出してということを分析していかなければいけないという

ことですけれども、一つのキーワードは簡便というふうなことで動いているのではないか

と思います。 

 ちょっと長くなりましたが、消費の動向を見ていても外食・中食、加工のところ、供給

サイドも需要サイドもどういうふうに協力関係を作っていくのか。中長期的な安定的な関

係を作っていくのかというのはとても大事なことだと思っておりまして、役所もサポート

していきたいと考えております。 

 それから、杉本委員からコストについての御質問がありました。大雑把な推計で申しわ

けありませんけれども、棚上備蓄５年棚上モデルの財政負担が１年間で約520億ということ

でございます。それから、用途による販売単価といいますか、価格差でありますけれども、

加工用で販売しますと 近の例でいいますとトン12万円程度、飼料用で申し上げると３万

円程度ということでありまして、先ほどの備蓄米の買入価格をトンで直すと22～23万円と

いうことになりますので、大雑把に申し上げると加工用米で約半分、飼料用との比較では

７分の１程度になるということでございます。 

 それから、奥村委員から政府が買い上げる備蓄米の検査基準についてお話がありました。

これまでのところ、備蓄米の買入れは農産物検査で３等以上ということにしておりまして、

ふるい目を２ミリ以上だとか、1.85ミリ以上だとかということは特に政府としてはルール

にしていないということでございます。念のため、申し上げます。 

○今城農産部長 若干、補足なり付け加えさせていただきます。 

 まず、木村委員からございました主食用以外の用途に対する備蓄用、加工用について不

足している、ミスマッチが生じているということだけではなくて、いわゆる主食用の中で

の色々な需要先にミスマッチもあるのではないかという御指摘だったと思います。 

 平成15年の米改革の時もそうだったんですけれども、この時からは流通統制はない、そ

れから、価格が市場で作られるという形でずっと10年間やってきたわけでございます。し

かし、出だしの平成15年がちょっと不作だったものですから、そこのところはややスター

トで難しい面があったんですけれども、ようやく 近になって、やはり市場で価格が作ら

れるんだということが定着してきたわけですが、この10年は余り不作というか、供給がシ

ョートするという場面がほとんどなかったので、正直申し上げて買い手の市場になってい

たかなという気はしております。 

 そういう中で、米改革の時にも全く同じ説明をさせていただいたと思うんですけれども、

やはり需要者がいるというところを目がけてどのように産地で戦略を練っていくのかとい

う形でこれからの米生産はやっていくんだという思想の下に、生産数量目標の配分につき

ましていわゆる需要実績を基にして、作る量に対して助成が与えられるのだというような
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形でずっと進めてきております。 

 そういう意味で、色々な戦略はあると思います。先ほど来、出ている外食とか、中食と

か、そういう安定的に同一規格のものを欲しいというところについては、やや価格は生産

者側のほうから見れば少し不利かもしれないけれども、かなり大量なものを安定的に中長

期的に生産できるという戦略をとれば、ある意味、需要実績という形でそれは生産数量目

標にも反映されてまいりますし、そういうふうに産地で戦略をもって対応していくのが原

則だというふうに私どもは考えておる次第でございます。 

 しかしながら、先ほど来出ているとおり、短期の点で制度は変えたけれども、そこに対

するミスマッチがあるじゃないかというのは正にその通りであります。従いまして、私ど

もは少なくともこの棚上備蓄に変えるときの原則である主食用の需給には影響を与えない

という大原則の下でいかなることができるのかという形で、先ほど来出ております４万ト

ンの代替供給については、この食糧部会の場でお決めいただいた需給フレームの供給量が

へこんだので、その分は緊急避難的に埋める必要があるのではないか、それが正に主食用

の需給を保つという意味合いではないかと思います。 

 それから、加工用について、本来そういう産地と実需者の間で結び付きをつけていくと

いうことが原則なのでありますけれども、そう言っていては背に腹は変えられない方々が

たくさんおられますので、そういう意味でいわゆるＭＡ米ですとか、ひいては輸入米粉調

製品にいってしまうというところを何とかしなければならないということから、お決めい

ただいている主食用のフレームでは８万トン備蓄米を買うことができたので８万トンは非

主食用にいわゆる年産更新するという中で対応していくのがいいのではないかという趣旨

だったわけでございます。そういう中で、具体的に主食用の需給に影響を与えないという

原則の中で、基本指針の中で対応していくというのが我々の考え方でございます。 

 それから、ちょっと回答漏れになっておりますが、尾畑さんからお話がございました酒

米についてです。確かに主食用について入っている部分と、それから若干加工用について

入っている部分も入り組んだ形になっているのは事実でございます。これは色々な経緯が

あって、酒米そのものが非常に高い価格で、むしろ主食よりもある程度いい値段で取引さ

れているという実態を踏まえた流れで来ているということでありまして、そういう中で掛

米の部分は加工用米でかなり流通していると思いますので、そういうミクスチャーの中で、

現状のような形になっているということでございます。 

 それから、米粉用についての区分ということでございます。これは確かにちょっと分か

りにくいんですけれども、米粉用米を導入して自給率を上げようというような契機となり

ましたのは、分かりやすく申し上げれば、今まで輸入小麦粉を使用していたような食品の

分野を米粉で代替できるのであれば、これは非常に分かりやすく自給率を上げることが出

来るというような考え方でありますので、既存の加工用米の用途であるもの以外、要する

に米粉に加工の途中ではなるんですけれども、それをお使いになっている用途以外という

形で線を引かせていただいております。 
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 したがって、製品の出来上がりは米粉を原料にしているじゃないか、ということでやや

不分明にお映りになるかもしれませんけれども、端的に申し上げれば「米粉用米という制

度ができる以前に加工用米で使っていたもの以外」というのが米粉用米の用途の考え方で

ございますので、そういうこととして御理解を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。 

 予定の時間がまいりましたが、この買入れの制度に関しての御議論の後にまた何か追加

の御質問があればお受けしたいと思っていたのですが、誠に申しわけありませんが、これ

は次回の食糧部会の時にまた御発言いただくということでお許しいただければと思ってお

ります。 

 それで、全体を通してお話を伺いましたところ、今回の政府備蓄米の買入手法の見直し

については、今回の御提案に関しては大枠この方向でよろしいのではないかというような

御意見をいただいたと思っております。 

 ただ、いろいろ運用上の細かい点、それから全体の枠組みの点について幾つか大きく非

常に貴重な御意見をいただいたと思っておりますので、この方針で事務局には見直しを進

めていただくとして、また引き続き検討した内容については今月下旬の食糧部会の際に御

報告していただくということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 

（３）そ  の  他 

 

 それでは、これで議題２を終わりまして、残りは議題３の「その他」でございますが、

これについて事務局のほうから何かございますか。 

○天羽農産企画課長 特にございません。 

○中嶋部会長 分かりました。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全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。この整理につきまして、私に御一任いただきたいと存じますが、よろしいでしょ

うか 

（「異議なし」の声あり） 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 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、どうもありがとう

ございました。 

○梅下農産企画課課長補佐 中嶋部会長、どうもありがとうございました。 

 それでは、閉会に当たりまして佐藤生産局長よりごあいさつをお願いします。 
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○佐藤生産局長 本日は、長時間にわたりまして大変貴重な御議論を賜りましてありがと

うございました。 

 先ほど、中嶋先生からお話がありましたように、本日の議題となりました「政府米備蓄

の買入手法の見直し」につきましては、先ほどの御議論も踏まえましてこのような方向で

進めさせていただきたいと考えております。 

 また、11月の下旬でございますが、いよいよ米の基本指針の変更について御議論をいた

だくことになりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

 また、本日、非常色々な御質問あるいは御意見を賜っておりますので、また次の機会に

も資料で提出すべきものは提出させていただきまして説明させていただきたいと思ってお

ります。 

 後に、本当にお忙しい中、精力的に御議論を賜りまして、厚く重ねて御礼申し上げる

次第でございます。 

 本当にどうも今日はありがとうございました。 

○梅下農産企画課課長補佐 ありがとうございました。 

 なお、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。 

 それでは、以上をもちまして本日の食糧部会を終了と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。 

 

閉     会 
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