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開      会 

 

○梅下農産企画課課長補佐 それでは、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。 

 まず初めに、平成22年11月から本部会の臨時委員をお務めいただいておりました杉本様

におかれましては、この度、公正取引委員会委員長への就任に伴い、臨時委員を辞任され

ておりますので御紹介させていただきます。 

 また、本日の委員の皆様の出席状況でございますが、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。 

 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、江藤農林水産副大臣よりごあいさつをお願いします。 

 

農林水産副大臣あいさつ 

 

○江藤農林水産副大臣 本日は皆様、大変年度末のお忙しい中にお集まりいただきまして、

誠にありがとうございます。座って失礼させていただきます。 

 食料・農業・農村政策審議会の食糧部会の開催に当たりまして一言ごあいさつを申し上

げます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変今日はありがとうございます。まずは最初にＴＰ

Ｐのことに触れねばなりません。 

 これに交渉参加ということを総理は決断されました。まだ関係各国からの同意は得られ

ておりませんが、これに参加するということになりますと、農業政策全般においてかなり

大きな変更、見直し、改革等が必要になってくると思います。 

 いずれにおきましても、私たち農林水産省といたしましては、与党自民党でまとめまし

た５つの項目もございます。それらをきちんと守った強い交渉力を持って、この難しいで

あろうＴＰＰ交渉に立ち向かってまいる所存でございます。 

 攻めの農林水産業について申し上げます。現在の農林水産業、農山漁村は生産額が減尐

しておりまして、高齢化などいろいろな問題が山積をいたしています。しかし他方、私の

地元でもそうですが、まだまだ知られていないたくさんの魅力や潜在的な成長力は地方に

は秘められていると信じております。それを引き出すために付加価値を高め、積極的な攻

めの農林水産業を推進してまいります。 

 この攻めの農林水産業を展開するために人・農地プランの作成と、生産基盤の強化、フ

ァンド法なども今度とおりまして、ファンドも具体的に十幾つこれから動き始めます。そ
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してまた、再生エネルギー法案、これはまだ国会には上がってきておりませんが、これも

いずれ議論に上る議題になってまいります。それらのこと、輸出・輸入、いろいろござい

ます。攻めの農業の推進に努力をしてまいる所存でございます。 

 今回の食糧部会についてでございますが、麦の需給に関する見通し、その策定と米穀の

需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について、御審議を是非お願いをしたいと存

じます。 

 詳細につきましては、事務方からこれから御説明をさせていただきますが、国内の麦の

流通実績を踏まえて作成いたしました25年度の需給見通しについて、また米の基本指針に

つきましては、25年度の輸入方針等について諮問させていただき、本日御答申をお願いし

たいと存じます。 

 本日は、食糧部会の委員の皆様方におかれましては、様々なお立場から忌憚のない御意

見を賜りますように心からお願い申し上げます。どうぞ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。 

 なお、江藤農林水産副大臣におかれましては、次の予定があるため、ここで退席されま

す。 

 

(江藤農林水産副大臣退室) 

 

○梅下農産企画課課長補佐 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「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 諮問(写)」、「資料４ 米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（案）」、

「参考資料１ 麦の参考統計表」、「参考資料２ 米をめぐる関係資料」、「参考資料３ 

米に関するマンスリーレポート（平成25年３月８日公表）」、「参考資料４ 外国政府に

対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法案」、「参考資料５ 25

年産米の作付等に関する方針」、「参考資料６ 25年産米に関する作付制限等の対象地域」

の資料をお配りしております。資料の不足などがございましたら事務局までお願いいたし

ます。 

 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。中嶋部会長、

よろしくお願いいたします。 

 

議      事 

 

○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、どうぞよろしくお願いいたします。 

 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。 
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 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などにつきましては、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、まず「麦の需給に関する見通し」の策定につきまして、事務局から説明いただ

いた後、委員の皆様からの御意見、御質問を頂戴した上で、麦の需給見通し（案）が適当

であるかどうか決議したいと思います。 

 その後に「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」の変更につきまして、事務局

から御説明いただいた後、同じく委員の皆様から御質問をいただいて、米の基本指針（案）

が適当であるかどうか決議したいと思います。 

 委員各位、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。 

（１）麦の需給に関する見通しの策定について 

 

○中嶋部会長 では、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」の策定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 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。諮問写しを読み上げ

させていただきます。 

 

                             2 4生産第 3 1 9 2号 

平成25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 
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 平成25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、資料２をお開きいただきますよう、よろしくお願いいたします。御説明を

始めさせていただきたいと思います。 

 １枚めくっていただきまして、目次がございます。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、定める際には審議会の意見をお聴きすることになっております。 

 １ページ、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の麦を輸入することとなっております。 

 近年の総需要量、国内産麦の流通量の実績等を踏まえまして、今回の平成25年度の麦の

需給に関する見通し案を作成したところでございます。 

 まず、食糧用の小麦の需要量でございます。右上の図１を見ていただければと思います。

昭和35年度から平成23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31kgから33kgで推移しております。 

 表１をご覧ください。「平成25年度の食糧用小麦の総需要量」につきましては、近年の

平均的な需要量と見込まれることから、過去３年、22年から24年の需要量を平均いたしま

して、571万トンと見通しているところでございます。 

 次に２ページ、「国内産食糧用小麦の流通量」を示してございます。 

 総需要量に対しまして、麦についてはまず国内産の麦を需要に充てるということになり

ます。このため国内産の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「１－２の（１）国内産食糧用小麦の供給量」でございます。まず、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25年産の国内産食

糧用小麦の供給量は、昨年９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10アール当たりの平均収量でございます378kgを掛け合わせまして、さらに生産

が行われた後に規格外または播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

きました食糧用として供される割合であります96.7％を乗じまして、平成25年産の国内の

小麦の供給量を75万トンと見通しております。なお、単収378kgについては前回同様、過去

７年間の収量のうち、最高と最低を除きました５カ年の平均という形で計算させていただ

いております。 

 次に25年度内に流通する数量を求めております。右の表２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を46.4％と見込んでおります。したがいまして、先ほ
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ど申し上げました25年産の供給量75万トンに46.4％を乗じますと、平成25年産のうち25年

度内に出回る数量は、一番下の②のところでございますが35万トンとなります。 

 一方、24年から繰り越されている数量は、右隅のところにございますが44万トンでござ

います。したがいまして、25年度の国内食糧用小麦の流通量は、この35万トンと44万トン

を足し合わせまして、若干端数の関係で尐し繰り上がりますが、78万トンと見通してはど

うかと思っております。 

 次に３ページ、昨年度の見通しより、米粉用米についても需給見通し上、一定の流通量

を見込んでおります。この米粉用米については、水田活用の直接支払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仕組みとな

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25年産はまだ市場規

模が小さく、平成25年産の取組数量を現段階で予測することは困難でありますので、25年

産の米粉用国内産の取組計画認定数量は、前年産と同様の３万4,000トンと見通してはいか

がと考えております。 

 また、25年度内の流通量は新米の出回り等を考慮いたしまして、表の下にございますが、

出回り比率を前年産が出回るのを当年の４月～６月、当年産が出回るのが７月～翌年３月

という形で計算しておりますが、同量の３万4,000トンとして見通してはいかがと思ってお

ります。 

 次に４ページ、右側の表を見ながら説明させ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。

具体的には571万トンから78万トンと３万トンを差し引きまして、489万トンと見通してお

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、国家貿易の中で不測の事態に備えまして、国全体としまして外国産食糧用小麦

の需要量の2.3カ月分を備蓄しております。平成24年度の備蓄数量は93万トンと見込まれる

ところですが、平成25年度におきましては、外国産食糧用小麦の需要量が増加することを

受けまして、備蓄目標数量を１万トン増加し、94万トンとする予定でございます。 

 なお、この備蓄については現在、民間製粉企業が実施しておりまして、2.3カ月分のうち、

1.8カ月分について国が保管料をお支払いして助成する形をとっております。 

 次に「外国産食糧用小麦の輸入量」でございますが、先ほど御説明いたしました外国産

食糧用小麦の需要量489万トンに、備蓄数量の増加分１万トンを加えまして、若干端数がご

ざいまして、491万トンと輸入量を見通しております。 

 なお、飼料用麦については、飼料需給計画を別途定めることとなっております。 

 ここまでが小麦の需給見通しでございます。 

 次に５ページ、「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、主に焼酎、みそ、押麦などに向けられております。右のグラフは１人
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当たりの年間消費量でございますが、以前は押麦という形で御飯と一緒に食べられており

ました。その関係で消費が35年度で8.1kgございましたが、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、ここで全体の総需要量を算出しております。平成25年度の需要量は平均的な需要

と見込まれることから、平成22年から24年度までの過去３カ年の平均をとって、32万トン

と見通すことと考えております。 

 次に６ページ、小麦と同じような形で国内産の食糧用大麦及びはだか麦の流通量を算定

しております。平成25年産の作付予定面積に10アール当たりの平均収量を乗じまして、さ

らに食糧用の供給割合を乗じまして、平成25年産の食糧用大麦及びはだか麦の供給量を10

万トンと見込んでおります。内訳といたしましては、二条大麦が５万3,000トン、六条大麦

が３万8,000トン、はだか麦が１万2,000トンでございます。二条大麦は主に焼酎用、六条

大麦は麦茶のほか押麦として食用に供されます。はだか麦の用途は主にみそ用に供されて

おります。 

 次に25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。10万トンのう

ち平成25年度内に供されるもの、つまり年度内供給は平成25年度の年度内供給率34％を掛

けまして４万トンになります。この４万トンに平成24年から繰り越されている在庫の６万

トンを足し合わせまして、合計で国内の供給量10万トンが流通すると見通しております。 

 次に７ページ、表７でございます。総需要量32万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ので、この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。 

 小麦との違いが尐しございまして、大麦、はだか麦につきましては、パンやめんのよう

な原料に使う小麦とは異なるということを踏まえまして、備蓄目標数量を設けてはござい

ません。 

 以上、需給見通しの関係でございますが、これからの議論の参考になりますように参考

資料についても簡単に御説明をさせていただきたいと思います。 

 めくっていただいて１ページ、食生活における麦の位置づけを記載しております。右側

の表に麦の主な用途を記載しておりますので、御参考にしていただければと思います。右

側にカナダ産からアメリカ産までの、どういう麦を輸入しているかというものを書いてご

ざいます。 

 ２ページ、平成23年度は麦のカロリーベースで見まして、全供給量の2,436kcalのうち、

330kcalを占めており、米に続きまして、13.5％を占めているような計算になっております。

カロリーベースで小麦の自給率は11％となっております。 

 ３ページ、国家貿易で輸入しております小麦の流通の状況を示しております。国外から

輸入しまして政府が製粉企業、醤油メーカー等に売却し、それが消費者につながっている

という状況になっております。 
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 ４ページ、穀物の国際需給の表を参考に載せさせていただいております。中長期的には

（１）のところに書いてございますが、途上国の人口増加、経済発展に伴いまして、生産

を上回るような消費という状況もあります。逼迫した状況が継続すると見込んでおります。 

 直近の穀物の国際価格の動向については、５ページに載せさせていただいております。

2012年の６月以降、高温、乾燥により被害を受けたとうもろこし価格の急騰を受けまして、

小麦価格も高騰してまいりました。最近では12月後半以降、南米産の良好な生育見通しに

よるとうもろこし価格の下落から、小麦の価格についても若干低下傾向で推移しておりま

す。 

 ６ページ、為替の動向と海上運賃の動向について、グラフで示させていただいておりま

すので、御参考にしていただければと思います。 

 ７ページ、外国産小麦の輸入状況を示しております。現在、輸入先はアメリカ、カナダ、

オーストラリアの３カ国でございまして、アメリカから約300万トン、カナダから100万ト

ン、オーストラリアから約100万トンの輸入をしております。24年度におきましては、503

万トンを輸入する見込みとなっております。 

 大麦についても同様に輸入の量を示しておりますが、食糧用として約22万トンを輸入す

る見込みとしております。これは８ページの表にございます。 

 ９ページ、外国産麦の売渡制度でございます。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渡しをさせていただいておりま

す。このマークアップについては、国内産麦の生産振興費、政府管理経費に充てられてい

るところでございます。先ほどの備蓄経費についても、政府管理経費の中で使わせていた

だいております。 

 10ページ、販売の方式でございますが、即時販売方式という形に22年10月から変更させ

ていただいております。政府は輸入した小麦を直ちに製粉企業に売却し、製粉企業が一定

期間備蓄をするという形での即時販売方式を導入したところでございます。 

 11ページ、その関係での備蓄の制度の見直しということで、国が持っていた備蓄から、

民間へ備蓄を移す形の中で、2.3カ月の部分のうち1.8カ月について、保管料を助成すると

いう仕組みへ変更したということが書いてございます。 

 12ページ、先月政府売渡価格について変更させていただきました。その関係の資料を付

けてございます。政府売渡価格の動向でございます。昨年10月には５銘柄平均で３％の引

上げとなりました。また、先月27日には、今年の４月からの政府売渡価格を５銘柄平均で

9.7％引き上げることを決定したところでございます。今回の引上げについては、9.7％の

うちの大部分が、穀物価格の上昇ということで引上げを行ったということでございます。 

 13ページ、14ページにつきましては、政府の販売数量の表を載せさせていただいており

ます。 
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 15ページ、小麦粉・麦製品の生産動向でございます。小麦粉の生産量は近年460万トンか

ら470万トンで安定的に推移しておりまして、パン類、ビスケットについても平年並み、め

ん類については前年に比べ若干減尐しているという状況でございます。 

 16ページ、小麦粉及び麦の価格の動向でございます。特に消費者物価指数で言いますと、

一時的に穀物高の関係がございまして、平成19年から21年のときに大きく価格が上がって

いる形になっております。 

 17ページ、麦製品の輸入動向でございます。小麦粉調製品については、ここ数年は安定

的に推移しております。しかしながら、マカロニ・スパゲッティのところを見ていただけ

ればと思うのですが、トルコ等からの輸入が増えております。ビスケットなどもデンマー

クからの輸入などが増えておりまして、ここ数年輸入量が増加している状況でございます。 

 18ページ、麦製品の輸出の状況でございますので、ご覧いただければと思います。 

 19ページ以降は、製粉企業の動向を表しております。最近では、大手４社の生産量が全

体の75％を占めております。さらに年間小麦生産量が３万トン以上で数字を合わせますと、

13社で全体の約86％という状況になっております。 

 20ページから21ページは、製粉企業の各種の取組をまとめてございます。製粉企業が工

場の集約化、コストダウン、業務提携などの推進で生産性を上げたり、コスト削減の努力

をされているということを載せさせていただいております。 

 21ページは、そういう製粉企業の中の、各地の地産地消の取組事例をまとめております。

福岡では、いわゆる新しい国内産麦を使ったラーメン用小麦みたいなものを、需要喚起策

として取り組まれております。 

 22ページ以降は、国内産の麦の関係でございますので、若干御説明させていただきたい

と思います。24年の国内産小麦の作付面積は約20万9,000ヘクタールぐらいとなっておりま

す。ここ最近は、約20万ヘクタールぐらいで横ばいの状況になっております。24年産の生

産量は、前年比で15％増の85万8,000トンということで、ここ数年間尐し不作で悩まされて

おりましたが、24年産は豊作という形になっております。 

 23ページ、大麦、はだか麦でございます。作付面積は24年産で６万ヘクタール、生産量

は17万2,000トンとなっており、近年では約17万トンで横ばいという状況になっております。 

 24ページ、品質の関係でございます。昨年産は１等比率が88％という形で、非常に高い

数字になっております。また、たんぱくや灰分などの含有率で測ります品質の評価につい

ても、過去の平均から比べますとＡランクが88％ぐらいになっているということで、昨年

の麦については、品質が非常に高い状況を表していると思います。 

 25ページ、26ページについては、麦作農家に対する直接交付金の概要をまとめてござい

ますので、御参考にしていただければと思います。 

 27ページ、国内産麦の流通動向でございます。国内産麦については、生産者と実需者と

いう形で取引をされておりまして、政府を経由した取引は行われておりません。約１年前

に生産者と実需者の方で契約をしていただくということになっておりますが、販売予定数
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量の３割を入札し、７割が入札の価格を基本に相対取引という形で流通が行われていると

ころでございます。 

 28ページ、流通の動向でございます。24年産の小麦の流通量は、81万3,000トンになって

おります。大麦、はだか麦については、上の表の一番下にございますが、９万3,000トンに

なってございます。先ほど申しましたように生産者側と実需者が、それぞれ販売予定数量

及び購入希望数量等を出し合う中で、こういう流通が形成されているということでござい

ます。ちょっと近年は、販売予定数量と購入希望数量の中に尐しギャップがございます。 

 29ページ、30ページには国内産の麦の入札の価格動向を示してございます。30ページに

グラフのようなものが示されてございます。図Ⅲ－４を見ていただければと思いますが、

全銘柄落札加重平均が４万9,333円となっております。右上に外国産小麦の５銘柄の加重平

均価格が５万130円という形で、外国産の麦より若干入札価格については安めのところまで

動いているという形になっておりますが、銘柄別に見ますとこういう形になっておりまし

て、銘柄、用途によって３万円から９万7,000円までの大きな開きがございます。 

 31ページ、平成11年以降国でもプロジェクトを発足させまして、需要者ニーズに合った

耐病性や耐倒伏性に優れた品種を開発してきているところでございます。特に需要が高ま

っているパンや中華めんなど、そういうものに対する品種も開発させていただいておりま

すので、ご覧いただければと思います。 

 特に32ページは、それぞれの品種がどういう用途に使われているかということを記載さ

せていただいた資料でございます。 

 34ページ、そういう新品種の開発等に伴いまして、生産から加工までいろいろな形で取

組が行われております。先ほど尐し御紹介させていただきましたが、福岡県のラーメン用

小麦普及促進戦略会議の取組でございますが、こういうロゴマークを作りまして、新品種

を開発してラーメン用小麦として販売が促進されているということでございます。また、

滋賀県の製麺工業協同組合の取組として、御当地のうどんサミットみたいなものも展開さ

れております。 

 最後に米粉に関する動向でございます。35ページをご覧ください。米粉用の生産量は24

年度で３万4,000トンとなっております。都道府県別に見ますと新潟県、栃木県、秋田県の

上位３県で全体の６割を占めております。 

 以上でございます。審議のほど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、麦の需給見通しの策定に係る諮問事項について御説明がありまし

た。どなたからでも結構でございますので、御意見、御質問をお願いしたいと思います。

大枝委員、お願いいたします。 

○大枝委員 大枝でございます。 

 まず、麦の需給に関する見通しの内容につきましては今、御説明を賜りましたけれども、

妥当であると考えております。 
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 ただ、１つだけ意見というか質問をお話したいのですが、外国産の小麦についてであり

ますけれども、現在日本で使用しております小麦につきましては、その大層が外国産の小

麦ということでありまして、その状況についてなのですが、現在世界的な小麦の需給が以

前に比べてやや逼迫をしてきているということがあります。 

 現在以降長期的に見ましても、やはり世界的な小麦の需要というものは、インドですと

か中国ですとかを含めた発展途上国での需要がさらに増加していくことが考えられており

まして、一方で世界的に小麦の生産も増えていくとは思っておりますけれども、世界的な

需要と供給を中長期的に見た場合に、やはり現状あるいは現状以上に需給が決して予断を

許さないと言いますか、逼迫した状況で推移していくのではないかと考えています。 

 日本国内で小麦を使用した小麦粉製品というのは、先ほどの御説明にもありましたけれ

ども、パンですとかラーメン、うどん、お菓子、クッキー、スパゲッティなど幅広く使わ

れておりまして、米と並ぶ日本国民の主要食糧と位置づけてありますので、やはり小麦を

安定的に買いつける、他国に買い負けないということが非常に大事だと考えておりまして、

現在外国産小麦につきましては、国の方で一元的に輸入をされておりますので、そのあた

りの現状あるいは将来的なお考え等がありましたらお伺いしたいと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 このことにつきましては、貿易業務課長からお答えいただけますか。 

○岩濱貿易業務課長 委員御指摘のとおり、国際需給については資料の中でも尐し御説明

をさせていただきましたが、途上国の人口増、生産も増えていると思いますが、やはり全

体的には国際需給はタイトになっていくと思っています。 

 そういう中で今、国家貿易において我々は500万トンの輸入を行っておりますが、多分世

界最大のキャッシュバイヤーの位置づけで、アメリカやいわゆるオーストラリアやカナダ

の麦を輸入させていただいています。そういう意味では、特に今回の豪州のいわゆるヌー

ドル小麦の不作という状況の中では、向こうの生産者団体や向こうのシッパーと国家貿易

の立場で協議をいたしまして、品質の安定なり輸入の安定に努めるような努力をしており

ます。 

 今後も国家貿易の中で、いわゆるキャッシュバイヤーとしての力と、そういう中で安定

的な輸入に努められるよう、向こうの輸出業者との意思疎通も今後とも図っていくつもり

ですし、必要があれば国として何らかの、昔は取り決めみたいなこともやっておりました

けれども、そういうことも必要であれば考えていかなければいけないと思っております。

いずれにしましても、国家貿易の中で安定的な輸入に努めてまいりたいと思っております。 

○中嶋部会長 よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。 

 そのほかに御質問、御意見等があれば承りたいと思います。冨士委員、青山委員、お願

いいたします。 

○冨士委員 私もこの需給見通しについては賛成です。特に昨年から米粉の需給も加味し

た見通しにしていることについては、評価しております。 
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 この米粉なのですが、食料・農業・農村基本計画で米粉用は50万トンという目標を立て

て、３～４年取り組んできているわけですが、先ほどありましたように、23年度をピーク

にして24年度に１万ヘクタールぐらい作付が減っているということもあり、伸び悩んでい

るわけです。50万トンの意欲的な目標を掲げたということは、先ほど大枝委員からありま

したように、世界的な穀物需給の逼迫とか価格の高騰という意味で、我が国の資源、農地

を最大限活用して米粉を作っていこうということで戦略的目標を立てたわけですので、も

っと具体的にどのように米粉の需要を拡大していくのか、またそのための流通をどのよう

に確保していくのかという、米粉の戦略的かつ具体的な展開が必要ではないかと思います。 

 やはり米粉に適している餃子の皮とか、ロールケーキ用のように、しっとり感とかもち

もち感とか、そういうものに適した用途があるので、もっとレシピとかも含めて普及して

いかないと、どう使っていいかとか、どういう料理に合うのかということも分からないの

で、そういうところから裾野を広げて需要を拡大していかなければいけないと思いますの

で、具体的かつ戦略的な米粉の展開ということを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す。 

 青山委員、お願いします。 

○青山委員 米粉で50万トンという目標を掲げられたときに、同時に国産小麦の生産量を

180万トンくらいまで増やすという目標を掲げたと思います。現状の生産量と比較し、かな

りギャップがあります。目標達成が可能なのか、どこが難しくて伸びないのかという、要

因を分析する必要があると思うのです。 

 地域を回っていますと、増やしたくても圃場条件が悪かったり、ほかの作物の輪作体系

の関係で麦の増産は無理という話も聞きます。私も率直なところを言うと、180万トンとい

うのは困難だと思うのです。と言って国産小麦をなくしていいとは思わないです。先ほど

大枝委員が仰ったように、輸入小麦との兼ね合いを考えても国産で一定の生産量を維持す

るというのは大事だと思います。ただ自給率向上につなげようとすると、必然的に目標が

高くなり、実際の生産量からかけ離れてしまう。いっそ自給率と切り離して、国産小麦の

位置づけというものをもう尐しはっきりする必要があるのかなと思うのです。 

 ＴＰＰでは小麦が論議の焦点になる作物の一つですけれども、もしも仮に例外項目にな

らなかった場合、かなり多額のお金を出して農家を支援していかないといけなくなるでし

ょう。売買差益で850億円ぐらいだと思うのですが、実際にはもうちょっとたくさんお金を

出しておられると思います。それを国民に説明するときに自給率向上のために重要といっ

ても、実際生産量が上がっていなければ説得力はありません。自給率向上にはつながらな

くとも国内で小麦を作ることがなぜ必要なのかという意味合いをもう尐しはっきりしてお

く必要があるのではないかと思います。その辺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した。 

 米粉と国産小麦の話もありましたけれども、水田農業対策室長お願いします。 



12 

 

○松尾水田農業対策室長 米粉の話と小麦の話でございます。 

 米粉につきましては、御案内のとおり平成20年産から新規需要米ということで取り組ん

でまいりまして、ある意味ゼロからのスタートみたいなところでございまして、そういう

意味では米粉倶楽部とか、いろいろな消費者の認知活動というかそういったことをやって

おりまして、幸いいろいろな業者さんで、先ほど言われましたパンとかケーキとかいろい

ろなものを、ある意味試行錯誤的に開発されております。 

 ただ、これだったらばっちり合うというところまでなかなか至っていなくて、試行錯誤

しながら今、いろいろなものを作っていただいて、消費者に紹介していっていただいてい

るというところでございます。 

 我々もまず大きく拡大していくためには、米粉の価格も下げていかなければいけない。

小麦と比べて割高になっておりますのでそういうものを下げていかなければいけない。そ

ういった事業者の方に使ってもらえるようなものにしていく。あるいは引き続き消費者の

認知をやっていってもらう。そういったことを今もやっておりますし、これからももっと

一生懸命やっていきたいと思っております。 

 小麦につきましても、先ほど委員が言われましたように、現在の基本計画の中で32年度

目標ということで、180万トンと置いておるわけでございます。 

 特にどういうところで作ってもらうかというのは大事だと思うのですけれども、主にい

ろいろなものを作りますと言っているものですから、二毛作のところの水田で主に増やし

ていくという目標を立てております。 

 例えば夏季の不作付地みたいなものを、例えば先ほどあった米粉用米とか、あるいは飼

料用米とか、そういった土地利用を我々は考えておりますし、直接支払交付金等いろいろ

な支援措置もやっております。あるいは二毛作加算ということで二毛作に対する助成をや

っております。 

 ただ、二毛作をやっていく上で、やはり麦を入れていきますと、どうしてもお米の作期

に影響を与えます。ちょうどうまくかむためには、例えばお米をどちらかと言うと遅植え

のものに品種を変えてもらうとか、そういったある意味地道なと言うか、総合的なことが

あるので、我々はとにかく一生懸命そういったところを技術対策、生産対策を含めてやっ

ていくということで、それぞれ麦だけではなくて大豆とか、いろいろなものを進めている

というところです。なかなかすぐに成果というのは難しいのですけれども、いろいろな対

策をやっていきたいと思っております。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 ほかに御質問があれば。森委員、お願いします。 

○森委員 １つ分からないことがあるので教えていただきたいと思います。参考資料28ペ

ージの国内産食糧麦の販売予定数量と購入希望数量の推移のところで、小麦の①－②で４

万トンとあります。簡単に言えば、需要の方が尐ないということなのだと思うのですけれ

ども、それはどこの段階でプールされているものなのかを教えていただけますか。この数
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字の差が毎年積み重なってきたときには、数字としてどう翌年に跳ね返ってきているか分

からないので教えていただければと思います。 

 もう一点は、皆さんの意見とも関連することなのですけれども、米粉の消費の方の問題

を実際にお料理する家庭の視点から申し上げます。昔からある上新粉という米粉と別で、

後半でページを割いている米粉というのは、超細微粒子のパンにも使えるような米粉のこ

とだと思います。その売り方が特に、農産物の直売所等では区別されていなくて、先ほど

冨士専務が仰いましたような餃子にするとかケーキにするときに、間違って上新粉を使っ

てしまった場合はうまくいきません。今、言っている米粉というのはこういうもので、こ

ういう特性があるというのも、一度改めて消費者に知らせていただいて、米粉の需要拡大

に役立てていただくような発信をしていただきたいと思います。 

 もう一点は、先ほど青山委員も仰いましたけれども、麦の自給率は11％ですが、国内食

料自給率を上げなければいけないと一生懸命運動していらっしゃる多くの方たちは、小麦

をもっと生産しなければと言われることがありますけれども、このような資料を見ました

ら、作っても需要がないということで、ちょっと数字の差にびっくりされるでしょう。 

 実際はパン用の小麦を作っていただかなければ、二毛作で作っている小麦というのは、

ほとんどが日本めん用の小麦に対する特性の強いものではないでしょうか。二毛作を推進

するだけでは、小麦の根本的な国内需要を高めるという解決にはならないと思うので、そ

のあたりの方針をどう持っていらっしゃるのかをお聞かせ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。 

 まず初めの国内産小麦の需給の格差の部分に関しては、貿易業務課長からお願いします。 

○岩濱貿易業務課長 まず、森委員の御質問のところの販売予定数量と購入希望数量の差

の４万トンぐらいがどう推移しているかということでございますが、販売予定数量という

のは生産者団体がどれぐらいの数量を売却したいかということで、毎年作付の１年前にど

れぐらいの数量を売りたいということになるのですけれども、この数字の基本が大体どう

いうところからできているかと言いますと、ちょっと見ていただければと思うのですが、

22ページの小麦の生産量と作付面積の推移でございます。 

 そこで見ますと、19年の91万トンというのは、生産量では最高の数字になっております。

これは豊作も含めて大体作付面積はそんなに大きく変わりませんでしたので、91万トンぐ

らいが一番流通量としては多いということで、生産者の方としてはやはり91万トンぐらい

までは、生産される可能性があるので、この売却数量を予定したいということでございま

す。 

 購入希望数量としては、製粉会社の買いたい数量ということでまとまっているわけです

けれども、実際のところの91万トンなり、例えば20年の88万1,000トンの生産数量のときも、

大体実際に食糧用として流通する数量は、播種用とかを除きますと84万トンぐらいになっ

ております。そういう意味では、ここではギャップは出てきているのですが、実際のとこ
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ろの生産と消費という部分では、例えば豊作になれば豊作の部分も製粉会社が引き取って

いただいているという状況になっておりますので、実際にはこういう数量というのは、現

実の流通の中では生じていないということで、大体生産された数量は、不作のときも豊作

のときも国内の製粉会社で引き取っていただいているという状況になっています。 

 それと、尐し用途のことがございました。二毛作地域云々で、特に今、日本めん用の用

途では、全体需要の約６割は国内産で使われております。パンについては、委員御指摘の

とおりほとんど外国産が占めているわけですが、先ほど尐し御紹介させていただきました

が、新品種の導入について尐しいろいろな取組もされております。31ページでございます。 

 例えば近畿・中国・四国のところとかを見ていただいても、パン用小麦としてニシノカ

オリとかミナミノカオリ、九州でもパン用・中華めん用としてニシノカオリ、ミナミノカ

オリ等の生産が行われています。例えば、まさに九州などは裏作地域でもございますので、

こういう品種の作付が増えていけば、パン用・中華めん用の部分についての用途が国産の

部分で広がっていくのだと思います。 

 また、北海道では、ゆめちからというのが、パン用秋撒き小麦として作付がかなり広が

っております。これは特に秋撒き小麦ということになりますので、春撒きと違いまして、

尐し収穫量も多くございます。そういうものが尐しずつ広がっていけば、全体的に自給率

の向上にもつながっていくのだと思っております。 

○中嶋部会長 それから、米粉のことについて御質問がございました。穀物課長、お願い

します。 

○鈴木穀物課長 穀物課長でございます。 

 委員御指摘のとおり、そういう意味で新しい製法での米粉パンとか、いろいろな用途へ

新しく使っていけるということでありますので、そういう情報がきちんと消費者の皆様に

お分かりいただけるように、なおかつ商品上もこういう用途ということはきちんと伝わる

ような形で、今、そういう点ではメーカーさんとは米粉倶楽部ということで一緒に取り組

ませていただいていまして、そのような中できちんと御指摘いただいたようなことができ

るように頑張っていきたいと思います。 

○中嶋部会長 森委員、よろしいでしょうか。 

 木村委員、村松委員、よろしくお願いします。 

○木村委員 非常に素朴な質問なのですけれども、毎年需要が８万トンずつ減ってくると

いうことで、それに合わせて米を作っていくという方針で動いていると思っていますが、

以前はこんなことはあまり思わなかったのですけれども、人口が減らない、若い人たちが

どんどん海外のものを食べていくという時代は、みんなマーケットが広がっていくような

感じに思っていたのですが、米がこれだけ減っていくということを先々見込んでいて、麦

の需要は減らないのですかね。いろいろな加工品になっているから、用途がたくさんある

のだと言われればそういうことなのかもしれませんけれども、今まで米と麦の取り合いと

いうのは、片方増えれば片方減るというのは理屈から言えば当たり前なのですが、人口が
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減るとか、高齢化が進むということが表に出てくるまでは、それほど感じずに来たのです

けれども、大変素朴な質問で申しわけないのですが、そこら辺はどうなのですか。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 村松委員、御質問お願いします。 

○村松委員 麦につきましては、これまでの需要と供給の実績から割り出した数字である

と思うので、これでいいと思います。ただ、尐子高齢化社会が急速に進み、健康長寿の考

え方が大分浸透してきまして、食生活にも皆さんが気を配るようになり、一消費者としま

しては、例えば麦御飯などに対する健康によい食事を食べたいという志向が潜在的に高ま

っていると感じています。お味噌とかビールとか麦茶とか焼酎とか、安心で安全なものを

求めたいという消費者の要望は、高くなっていると思うのです。 

 その一方で、そうした潜在的な需要に対しまして、麦の情報というのが消費者のところ

にあまり届いて来ないというのが実情だと思います。お米と違って麦に関する情報、例え

ば収穫量や品質のランクとかそういったものを分かりやすい形で、消費者のもとに届くよ

うに発信していただくことを望みます。 

 農業従事者の高齢化などが進みまして、麦の生産農家が減ってしまうこともこれから懸

念されると思うので、そうした中で後継者をどうするか、あるいは新規参入者を確保する

ためにどうしたらいいか、そういう視点を持って長期的な計画を立てていくことも必要だ

と思います。 

 それから、フードアクション日本の応援団でもある、ある大手の製パン会社が、国産の

小麦100％を使った食パンを売り出したのです。販売状況を伺ったら、やはり芳しくないと

いうことでした。それは国産の小麦を使うと販売価格が高くなってしまうので、いくら国

産と言っても消費者は尐しでも安いものを求める傾向があるということで販売に結び付か

ないということでした。でもこだわって作り続けるとおっしゃっていました。 

 先ほどのゆめちからもそうですが、高たんぱくで超強力と言われる、パンに適した麦の

品種改良も行われているので、求めやすい価格設定ができれば消費者も口にしやすいと思

うので、そういった意味で需要と供給のバランスを長期的な目で捉えていきたいと思いま

す。それが自給率を上げることにもつながっていくと思っています。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 お二方から御質問と御意見をいただきました。農産部長、よろしくお願いいたします。 

○今城農産部長 米と麦の相関ということでございますので、私の方からお答えをさせて

いただきます。 

 最初の資料にございますように、昭和42年ぐらいに既に小麦の１人当たり消費量が30kg

を超えているということで、そういう意味では１人当たりの水準は、若干の上下はござい

ますけれども、かなりステイブルな状況というのは見てとれていただけると思います。 
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 一方、米の方は、御承知のように、昭和37年には118kgくらい１人当たり食べていたので

すが、現在では57kgぐらいで一俵を割っているということで、一貫して減り続けていると

いう状況になっております。 

 そういう意味から言えば、相関ということは長期的にはそんなにぴったりとした相関は

ないというのがお答えだと思いますが、ただ非常に最近の短期のことで申し上げますと、

我々そんなに相関ということはあまり意識したことはなかったのですけれども、最近意識

したのは、平成20年に世界的な穀物高騰で麦の価格が上がりました。その際、政府売渡価

格の上昇は計算上よりもマークアップを削減することで、上昇率を抑えたということをや

りましたけれども、そのときに実は米の消費が１年だけ尐しですけれども、上昇したとい

うことがございました。そういう意味では、やはり非常にミクロの、そんなに大きなもの

ではないですが、全く関係はないということでもないのかなということを初めて意識した

わけでございます。 

 昨今、23年、24年産米とお米の方は値段がやや高いものですから、そういう意味で麦の

総需要量はこの２年間やや良いというのは、大きな差ではないですけれども、若干は影響

している可能性があるのかなというのが正直な感想でございます。 

 長期的に１人当たりの数量はどうなるのかというのは、これから価格なり食生活がどう

向かうか、また、健康志向というものがどう向かうかとか、いろいろな複雑な要素がござ

いますけれども、そういうことも我々注意深く頭に入れながら、どういうものを政策的に

誘導していくのかということも、考えていかなければいけなということではないかと思っ

ております。 

 続けて、村松委員からお話がございましたが、麦の情報があまり消費者に届いていない

という御指摘。今そう言われて非常にそういう面では私どもの予算のかけ方とか、そうい

うのもどちらかと言うと若干米に偏重したところがございまして、そういう意味で国産麦

も最近、縷々申し上げているとおりいろいろな品種を作り、国産麦も頑張っているのだと。

そういうものを一体どう消費者に浸透させて受け入れていただくのかということも、非常

に重要なポイントだと思いますので、工夫していきたいなと考えております。 

○岩濱貿易業務課長 村松委員から御指摘のありました麦御飯の関係とか、ちょっと数字

を見ていただければと思うのですが、大麦については、実は昭和35年のときに8.1kg食べて

おります。これはまさに委員御指摘のとおり、押麦を麦御飯として食べていたような時代

に8.1kgの消費があったということでございます。 

 今、本当にそれが0.3kgという形になって、なかなか麦御飯というのが一般的ではないの

ですが、特に新しく開発されましたファイバースノウなどという品種は、押麦用として北

陸等で生産されておりまして、国内の製粉企業の中でも大麦を取り扱っている会社があり

ますので、そこできちんと確保されて押麦用に販売されております。まさに体に良いとか、

そういう観点で最近はそういう販売が尐し広がっているという話を聞いておりますので、
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先ほど部長から言いましたように、そういうものも含めてきちんと広報に努めていきたい

と思っています。 

 また、国内産のパンについて、なかなか売れ行きが芳しくないということで、確かに原

料である国内産麦の価格というのは、30ページを見ていただければと思うのですが、実は

北海道産の春よ恋とか、北海道産はるきらり、ゆめちからというのは、いずれもキタノカ

オリも含めて７万6,000円以上のところにあり、９万7,000円ぐらいまでの価格になってい

るというのはいずれもパン用品種でございます。 

 そういう意味では、製粉もしくは製パンの会社がこういう国内産のパン用小麦を利用し

ていくためには、やはりそれが外国産の小麦の価格と見合うような価格でないとなかなか

難しいということです。 

 実は24年産の小麦の落札価格は、多分10万円を超えていたと思います。そういう中では、

入札の仕組みの中で例えば再入札の仕組みを導入するとか、いろいろな形で入札の仕組み

を今、見直しております。そういう中でなるべく弾力的な価格形成ができる形で、需要に

見合った価格が設定されるという形で、価格制度の方も見直しをしながら需要の拡大を図

っていこうと思っております。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。 

 廣瀬委員、お願いいたします。 

○廣瀬委員 結論的には、先ほど御説明いただきました見通しで結構かと思います。 

 １点教えていただきたいのですけれども、この資料の25ページから26ページに国内産麦

に対する支援ということで、平成25年度は経営所得安定対策によってこういう支援をして

いくということなのですが、これが今後どういう展開をしていくのか。特にＴＰＰの問題

にどう対応するかということで、これはまだ正式に決まっていないわけですけれども、参

加交渉に入ると言われているわけです。 

 農家の方からしますと、猫の目のように変わる政策というのは、非常に対応するのが大

変だと思うのです。したがってこれは正念場になると思いますので、今の段階ではなかな

か具体的には政府としても申されにくいと思うのですけれども、例えば多面的機能、直接

支払制度ということも、14年度ぐらいから検討されようとされているという情報もあるわ

けですが、そういう中において、これは麦に限ったことではないのですけれども、所得補

償という問題全般について今後どんな展開があり得るのか、そのあたりについて25年度は

それでいいのですが、26年度以降の問題について、何か御説明いただくことがありました

ら是非お願いしたいなと思います。 

○中嶋部会長 ありがとうございます。 

 経営政策課長、お願いします。 

○福田経営安定対策室長 経営局でございます。御指摘のとおり経営所得安定対策につい

て、25年につきましては、既に営農の準備が進んでいたということで、名称の変更は行い
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ますが、基本的な骨格は同じ形で維持するということで、現在概算予算の審議を行ってい

る段階でございます。 

 26年度以降につきましては、御案内のとおり与党の方でもＰＴというものができまして、

１月以降検討しております。政府といたしましても、26年度の見直しに向けてよく現場の

意見も聞きながら、具体的な検討を進めていきたいと。まだ具体的には姿をお示しできな

い段階でございますが、現場の方々が困らないようにいろいろ意見を聞きながら、検討を

進めていきたいと思っております。 

○中嶋部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 皆様からいろいろ御意見を伺いましたが、大体ここら辺で閉じたいと思いますけれども、

海外の市場の状況、国内麦、需要のあり方、今後どうなるのかということも含めてさまざ

まな御意見を頂戴したと思います。 

 こういった点につきましては、さらに今後、事務局において検討していただくというこ

とにいたしまして、本部会としては、本日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、適当と認めて良いと考えますが、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、決議いたします。 

 その答申案をただいま事務局から配付してもらいますので、お目を通していただき、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。 

 

（２）米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について 

 

○中島部会長 それでは、引き続きまして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「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」の変更について、御

審議いただきます。 

 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。 
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○天羽農産企画課長 生産局の農産企画課長でございます。資料３をご覧ください。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。読み上げさせていただきます。 

 

                             2 4生産第 3 0 8 3号 

平成25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 

 

 米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について、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４条第７項において準用する同条第４項の

規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 

 続きまして、資料４「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（案）」の冊子につ

いて、御説明をさせていただきます。 

 この基本指針そのものは７月に策定をいただきまして、11月と３月に見直すということ

でございます。11月の時点から主食用の需給について大きな変化はないと考えております

ので、昨年11月の基本指針から大きな変更はございませんけれども、今回は後でまたご覧

いただきますが、第４の「米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項」のところ

につきまして、年度の更新を行いたいということでございます。 

 全体につきまして簡単に御説明をさせていただきます。 

 まず表紙をおめくりいただきまして、１ページから３ページまでの部分は昨年の11月の

基本指針と変更はございません。 

 ４ページ、３番の「平成24/25年の需給見通し」「（１）供給量」の②、生産量は821万

トンというくだりの後ろの括弧書きでございます。前回の指針では、10月15日現在の予想

収穫量ということでございましたけれども、昨年の12月に確定値になっておりますので、

これに伴いまして括弧書きのところを「平成24年産米の水稲収穫量（主食用）」と修正し

ております。 

 下の表３の注１の書きぶりについても、同様の観点から修正をしております。 

 ５ページは、前回から変更はございません。 

 ６ページ、「第４ 米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項」でございます。

「我が国は、平成７年度からガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意に基づくミニマム・

アクセス米の輸入を実施しており、この輸入は、『ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合

意の実施に伴う農業施策に関する基本方針』（平成５年12月17日閣議了解）の趣旨を踏ま
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えつつ、輸出国の輸出余力、国際相場等を勘案しながら適切に行うこととしています。」

ということで、１番と２番がございますが、今回は先ほど申し上げたとおり年度の更新を

行うものでございます。 

 まず１番、前回の11月の時点では、平成23会計年度の輸入状況ということで記述がござ

いましたが、24会計年度ももう末でございますので、24年度に更新をしておるところでご

ざいます。「平成24会計年度においては、平成24年７月に策定した基本指針第４に基づき、

77万玄米トン（うちＳＢＳ（売買同時契約）方式による輸入10万トン）の輸入を実施すべ

く、順次買付けを行い、その結果、全量を買い付けました。」ということで御報告でござ

います。 

 続きまして、２番の「平成25会計年度の輸入方針」でございます。ここにつきましては、

前回のバージョンでは平成24会計年度の輸入方針ということでございましたが、今回25に

変えておるわけでございまして、「平成25会計年度の輸入予定数量については、ＷＴＯ農

業交渉において新たな合意ができるまではミニマム・アクセス数量は平成12年度の水準が

維持されることから、年間77万玄米トンとします。」ＳＢＳ方式による輸入については、

現時点においてこれまでの方針を変更するような事情にはないと考えられますことから、

予定数量を前年度と同様の年間10万トンとしますということでございます。 

 この後の第５のところは変更がございませんで、あとは後ろに参考統計表がございます。

一部のデータにつきまして、最新のデータに更新をしておるところでございます。 

 以上が諮問に関連する資料の御説明でございました。 

 続きまして参考資料２、分厚い資料でございますが「米をめぐる関係資料」につきまし

て、前回からの変更点など、かいつまんで御説明をさせていただきたいと思います。ちょ

っと駆け足でいきたいと思います。 

 １ページ、お米の全体需給の動向につきまして、今回一番右の24年産の生産量852万トン

を追加しておるところでございます。 

 ２ページは変更がございません。 

 ３ページから５ページまでは、総務省の家計調査による世帯当たりのお米の購入量を整

理したものでございます。最新のデータにリバイスをしておるところでございます。 

 ６ページから８ページまでは、米穀安定供給確保支援機構が毎月公表しておりますお米

の消費動向調査の結果を整理したものでございまして、今回直近の25年２月までのデータ

を追加しておるところでございます。 

 ９ページ、10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

等の動向を紹介したものでございます。今回、25年２月の調査結果を掲載しておりますが、

直近の２月では売上高が対前年比で98.7％と減尐しておりまして、今後の状況を注視して

いきたいと考えておるところでございます。 

 11ページは、全国米穀販売事業共済協同組合が実施しておる市場の見通しを、ＤＩとし

て取りまとめたものでございまして、今回１月分に更新をしております。 
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 12ページ、13ページは、めざましごはんキャンペーンなり米飯学校給食の推進につきま

して紹介をしておりまして、これもデータの更新をしております。 

 14ページから17ページにつきまして、お米の相対取引価格の推移について整理をしてお

ります。今回、24年産米の１月までのデータを追加しておるところでございます。 

 14ページのグラフにございますとおり、１月の相対取引価格は、全銘柄の加重平均で60

キロ当たり１万6,587円ということでございますが、対23年産の同月比では1,300円程度高

い。比率で申し上げると９％程度高いということになっておるところでございますが、昨

年９月以降ほぼ横ばいということでございます。 

 18ページは、農産物検査法に基づく検査結果でございます。24年産も横ばいで推移をし

ておりまして、19年産、20年産、23年産よりやや低い１等米比率ということでございます。 

 19ページからは備蓄についてでございます。22ページまでは変更がございません。 

 23ページは「100 Bq/kgを超える23年産米の特別隔離対策」でございます。前回からの変

更点でございますが、２番の「対策の内容」の（参考）のところでございます。隔離協会

からの生産者等に対する出荷代金相当額の支払いについては、ほぼ終了をしております。

隔離対策の受付は２月末で終了しておるところでございます。また、現在、福島県、隔離

協会等の関係者と連携をいたしまして、市町村等での廃棄なり処分に向けた調整を実施中

ということでございます。 

 24ページは、変更ございません。 

 25ページは「25年産米の政府備蓄米の買入」についてでございます。資料の左側は、昨

年の11月の食糧部会で御議論いただきました、備蓄米買入に係る見直しの概要でございま

す。資料の右側の25年産の政府備蓄米の買入予定数量でございますが、道府県からの希望

も踏まえまして、手上げということで合計25万トンという枞を張って入札を進めていると

ころでございます。 

 一昨日３月26日に第５回目を実施いたしまして、５回目までの合計落札数量が、下にご

ざいます約15万9,000トンということでございます。24年産の数量が約８万3,000トンでご

ざいましたので今、約２倍弱という水準になっておりますので、引き続き生産者なり集荷

業者に対する周知にも努めまして、次回以降の入札結果を注視してまいりたいと考えてお

ります。第６回目の入札は、４月９日に予定をしておるところでございます。 

 26ページは、変更ございません。 

 27ページもデータの更新でございます。 

 28ページから35ページは「米の需給調整と水田の有効活用」についての資料でございま

す。先ほどの委員の御質問にも若干関連するところもございます。 

 28ページは、現在のお米の需給調整の考え方を整理したものでございます。今回、追加

しておりますが、主食用米の消費量は昭和37年をピークに半減をしておるところでござい

ます。37年に118㎏ということでございます。このため、主食用米は農家の経営判断の下、

需要に即した生産を進めていくということでやっております。一方で、主食用以外の加工
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用米、新規需要米、備蓄米などに加えまして、固定的な国産需要のある大豆や小麦など、

バランスよく生産をしていくことが必要と考えておるところでございます。下に帯グラフ

がございますが、田本地面積ということで、いわゆる水田の利用状況をこのようにグラフ

で示しておるところでございます。 

 29ページには、20年度から24年度の推移が分かりますように、棒グラフを並べておると

いうことでございます。 

 36ページから42ページは、経営所得安定対策についての資料でございます。先ほど経営

局から御説明ありましたとおり、戸別所得補償制度の名称につきましては、経営所得安定

対策に変更して、24年度までと基本的に同じ枞組みで実施ということでやっておるという

ことでございます。資料の内容に変更はございません。 

 43ページから46ページは、データの更新でございます。 

 47ページから62ページは、お米の輸入なりミニマム・アクセス数量に関する資料でござ

います。前回の資料から、データの更新をしておるところでございます。 

 55ページには、平成24年度のＳＢＳ輸入の入札結果がございます。24年度は終了してお

りまして、全体の入札結果を追加しておるということでございます。 

 63ページは、商業用のお米の輸出数量なり金額の推移を整理したものでございまして、

今回直近のデータといたしまして、2012年の合計、2013年の１月までのデータを追加して

おります。 

 64ページは、いわゆるＡＰＴＥＲＲにつきまして御説明をしたものでございます。 

 続きまして、65ページでございます。精米備蓄の実証事業についてでございます。前回

の部会で委員から御質問がございましたので、事業の実施スキームにつきましてお示しを

させていただいておるところでございます。精米備蓄の実証事業につきましては、本年１

月から開始ということで進めておりますが、大規模災害時の備えといたしまして、常時500

トンを備蓄するとともに、今後のより効率的な精米備蓄の可能性を検証するということで、

２カ月の備蓄の期間ごとに、食味なり品質の劣化状況の把握のための食味等の分析試験、

販売の実証を行うということにしておるところでございます。この３月に備蓄後２カ月を

経過した最初の100トンにつきまして、食味等の分析試験、販売実証を行うということにし

ておるところでございます。 

 食味等の分析試験につきましては、現在検査機関において分析結果を取りまとめ中とい

うことでございまして、販売実証の方につきましては、３月18日に入札を行って加工原材

料用に全量落札をされたということでございます。今後５月、７月に食味試験の実施をや

っていくということでございますし、販売実証もしていくということなのですけれども、

これらの結果を踏まえながら、25年産以降の精米備蓄について検討してまいりたいという

ことでございます。 

 66ページ以降、先ほども議論がありました米粉や飼料用米等についての資料がございま

すが、変更はございません。 
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 71ページは、24年産米の放射性物質の検査結果につきまして、今回追加をいたしておる

ところでございます。前回、当部会の参考資料の中で、24年11月27日現在ということで放

射性物質検査の進捗状況について、穀物課長から御説明させていただきましたけれども、

24年産米の放射性物質検査につきましては、これまでに検査予定点数のほとんどについて

検査を終了しておるところでございます。カリの施肥など放射性物質の吸収抑制対策を行

いました結果、24年産米の放射性セシウム濃度は、23年産米に比べて全体的に低減をして

おるというのが見てとれるところでございます。 

 72ページ以降、商品取引グループ長から説明をしていただきます。 

○得田商品取引グループ長 72ページでございますが、米の先物取引の現状について御報

告を申し上げます。お米の先物取引につきましては、一昨年８月から今年の８月までの２

年間、お米の先物取引試験上場が認可されておりまして、現在１年７カ月が経過した状況

でございます。なお２年経った後の今年の夏以降の話につきましては、現在取引を行って

おります大阪堂島商品取引所において、この春以降よく検討して考えられるということを

聞いております。 

 さて、現状でございますが、72ページの左側に価格の推移を掲げております。東京コメ、

大阪コメともに１俵60キロ当たり、消費税抜きでございますが、１万4,000円台、１万5,000

円台で取引されております。なお、取引価格及び取引量については、日々公表されており

ます。 

 73ページ、取引量でございます。左側の出来高につきましては、当初の１カ月は１日当

たりの平均で4,000枚程度と多くございましたが、その後は数百枚程度で推移しております。 

 また、右側の取組高の推移、これは各月末時点でのストックベースでの取引残高でござ

います。取引残高についは、ご覧のとおり多尐のでこぼこがあって、現在4,000枚程度とい

う実態でございます。 

 おめくりいただきまして、74ページでございます。お米の先物取引をやった場合、最終

的に現物の受渡しが行われることがございます。この現物受渡し、72年ぶりに再開されて

おりまして、きちんと受け渡されるかどうか注意深く見守っておりますが、現時点では特

段の問題もなく受渡しは行われておるという実態でございます。 

 なお、実態としては、福島産のコシヒカリが受渡しの大宗を占めているという状況にご

ざいます。 

 75ページにつきましては、米の先物の現状の取引のスペック。 

 76ページにつきましては、これまでのスケジュール等について載せております。 

 説明は以上でございます。 

○天羽農産企画課長 続きまして、参考資料３「米に関するマンスリーレポート」と参考

資料４につきまして、御説明をさせていただきます。 
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 マンスリーレポートですけれども、米に関する価格動向、需給動向に関するデータを集

約、整理し、需給動向を適切に反映したお米の取引に資するということを目的といたしま

して、もうすぐ丸２年ということになるわけでございます。 

 恐縮ですが、今回御紹介をさせていただきますのが、９ページ、10ページでございます。

ご覧いただければと思います。 

 民間在庫の推移につきまして、20年産、21年産に遡りまして、在庫に占めます新米と１

年古米の数量と分けて公表をするようにしているところでございます。 

 これをご覧いただきますと、まず左の方の出荷段階のページでございますけれども、お

米の相対価格が安かった時期、22年産の秋の時点、例えば９月の時点で見ていただきます

と、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

ていたという傾向が伺われるわけでございます。 

 一方、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、若干在庫の数量は増えているということでございますけれども、出荷段

階の左のページ、販売段階が右のページですが、いずれの段階におきましても、１年古米

の在庫量はそれほど多くない。出荷段階は１月の時点では２万トンということで、ほぼ目

途がついたといった状況でございまして、いずれにいたしましても、22年の水準に比べる

と低い水準ということが見てとれるわけでございます。 

 なお、右の販売段階のページでございますけれども、総在庫量で見ますと、一番上のブ

ルーの線ですが、過去５年の中ではやや多い水準ということになっておるところでござい

まして、私どもは今後の推移を見守る必要があると考えているところでございます。 

 続きまして、参考資料４「外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関

する特別措置法案の概要」ということでございます。私どもは米債権免除法案と略称で呼

んでおりますけれども、今国会の当省からの提出予定法案４本のうちの１本でございます。 

 １番の背景でございます。昭和54年から58年、我が国は食糧援助の一環として、アフリ

カ５カ国だけではございませんが、ここではアフリカ５カ国に着目して書いておりますけ

れども、最長30年の延払いという優遇条件で、政府米38万トンを売り渡したところでござ

います。その５カ国と申しますのは、マダガスカル、モザンビーク、タンザニア、マリ、

シエラレオネということで、このお米の債権の債権総額は平成25年度末で、約577億円にな

っているということでございます。 

 一方、平成11年にケルン・サミットがございまして、出席のＧ７各国は、重債務貧困国

に対して、各国それぞれが有するＯＤＡ債権を完全免除しましょうということで合意をし

たところでございます。この中にお米の債権も含まれているということでございます。 

 その後、免除のための国内法の手続が済んでいないということでございまして、形式上、

米穀債権は残った形になっておりました。債務国に対しましては、ケルン・サミットの合

意内容なり国内法の手続が済んでいないということをこれまで丁寧に説明をしてきており

まして、実質的には債権の弁済を求めない取扱いとしてきたところでございます。 
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 本年６月１日からでございますけれども、我が国が国連の関係機関等と共催をいたしま

す「アフリカ開発会議」、ＴＩＣＡＤと呼ばれておりますＴＩＣＡＤ Ｖが横浜で開催をさ

れるということでございまして、同会議の円滑な開催のためにも早急に米穀債権処理のた

めの道筋を立てる必要ということで、今般、米穀債権を正式に免除することといたしまし

て、その際、財政法上、国の債権を免除するには法律に基づくことを要するとされており

ますので、本法律案を提出するということでございます。 

 概要でございます。「（１）この法律は、重債務貧困国の対外債務の負担の軽減を図る

ため、これらの国の政府に対して我が国が有する米穀債権についての特別な措置を定め

る。」 

 「（２）米国の売渡しに係る債権の免除」、「政府は、この法律の施行前に取得した米

穀債権であって、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ又はタンザニアの政

府に対して有するものについては、当該政府の要請があったときは、当該債権の全部を免

除することができる。」 

 施行期日は公布の日からということで、この免除は優れて外交政策上の観点からなされ

たものでございますので、この法律案は外務省と共管ということになっております。 

 なお、昭和50年代の援助の話でございましたけれども、最近の食糧援助の実務で申し上

げますと、延払いといった方式ではございませんで、無償によってあげてしまう支援とな

っております。ちなみにということで申し上げますと、24年度はミニマム・アクセス米か

ら７万トン、国産米につきましては、去年の７月の指針の策定以降、年産更新をした２万

トンが援助に向けられるということが確定をしておるところでございます。 

 続きまして、穀物課長からです。 

○鈴木穀物課長 参考資料５と６をお手元へお出しいただきたいと思います。 

 放射線セシウムの関係で25年産米の作付等の方針を、農林水産省として１月29日に公表

しております。25年産につきましては、参考資料５の真ん中の「基本的な考え方」という

ところにありますように、24年産米の取組、検査結果を踏まえまして作付制限、吸収抑制

対策、収穫後の検査を組み合わせて、安全な米を生産・出荷していくことを基本的な考え

方にしております。 

 具体的には、放射性セシウム濃度が基準値を超えないお米が生産できるということが検

証されていない地域は、作付制限をしていただく。今後１、２年程度で作付再開を目指す

地域は管理計画を策定していただいて、実証栽培というものを実施していただこうという

ことです。 

 （３）、25年産から作付を再開するところ、24年産で100 Bq/kgを超えるお米が出たとこ

ろは管理計画を策定した上で、圃場毎に吸収抑制対策を徹底していただいて、全量把握か

全袋の検査をしていただくということで、全部作っていただくということです。 

 （４）、50 Bq/kgを超えるようなお米があったところというのは、農家さん毎に吸収抑

制対策を徹底していただいて全戸検査。 
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 （５）、それ以外のところは必要に応じて対策、抽出検査ということでございます。 

 一番下のところにありますように、福島県では全袋検査の体制がきちんととられており

ますので、（４）とか（５）の地域では、全戸検査とか抽出検査に代えまして、全袋検査

を行うということを地域で選択ができることにしたところです。 

 具体的にどういうところが当たるのかというのが参考資料６です。３月19日付で原災本

部長指示ということで作付制限、管理計画に基づく米の全量管理ということで指示をいた

だいております。 

 ２枚目をご覧いただきますと、地図が付いております。オレンジ色のところが作付制限、

主に帰還困難区域ということで、現状入れないようなところが中心でございます。 

 紫色のところが作付再開準備ということで、農家の皆さんが基準値を超えないお米を吸

収抑制対策を講じて実証していただくところでございます。 

 黄色いところは、全量生産出荷管理ということで対策を打ち、量を把握し、全袋検査を

行うというところでございます。 

 この地図は福島ですけれども、一番上から２つ目のところにありますように、ほかの県

では宮城県の栗原市（旧沢辺村）が全量生産出荷管理ということで取り組むこととなって

おります。 

 以上でございます。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から、米の基本指針の変更に係る諮問事項について御説明をいただきま

した。これらにつきまして、皆様から御意見、御質問を伺いたいと思いますが、時間が限

られておりますので、まとめて御質問を受け付け、ポイントについて事務局から御返答い

ただきたいと思います。 

 それでは、尾畑委員、田沼委員、椋田委員からお手が挙がっております。よろしくお願

いします。 

○尾畑委員 変更箇所に関しまして異議はございません。１ページ目、第１の基本方針に

関連しまして、お米の加工業者として、加工用米についてお願い事をさせていただきたい

と思います。 

 現状として加工用米が不足しておりまして、そのために加工品の安定的な価格維持や商

品供給が難しくなったり、あるいは米菓などにおきましては、輸入米や古米の使用の増加

につながることが危惧されております。主食用米と並んでお米を加工した清酒や米菓など

も日本食文化を代表し、国際競争力が期待される国際品でありますので、加工用米がその

需要に対して不足することのないよう、システムの効果的な構築を御検討いただきたいと

思います。 

 また、このことに関連しまして２点ほど補足をいたします。 
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 １点目として、新規需要米と加工用米の補助金のあり方です。特に飼料用米につきまし

ては、高額な補助金が実施される一方で、人の口に入る加工食品に使う加工用米の生産が

不足するというのは、尐々理解に苦しむところでもあります。 

 例えばなのですが、その時々のほかのお米の需給バランスによっては、飼料用米は新米

ではなく、備蓄米の古米で対応するわけにはいかないのでしょうか。または、収穫目標や

品質点検を実施し、システムの見直しを図ることで加工用米とのバランスをとっていくと

いうことはできないのでしょうか。 

 ２点目として、加工用米の実需の把握をお願いしたいと思います。加工用米と一口で言

っても幅広く、食用米に近い高価格のものから低価格のものと両極にわたって需要があり

ます。これらの実需が求める品質と量の実態を大まかに把握していただき、その需要と価

格を安定的に満たすために生産調整、交付金のシステムを含めまして、さらに効果的に推

進し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。 

 田沼委員、お願いいたします。 

○田沼委員 消費をする立場で、大変大きな量のお米を使っております、外食事業及び中

食、給食サービス関係の立場からちょっとお話をさせていただきます。 

 特に一昨年の３月11日以降なのですけれども、この２年間大変いろいろなことが起こっ

ておりまして、特に福島産のお米の問題も多分あると思うのですが、我々の業界全体的に

米の消費量が今、280万トンから290万トンということで、多分日本で一番米を安定消費し

ている業界ではないかと思います。 

 その中で御存じのように平成24年以降、作況指数がとりあえず102となっておりますが、

収穫用の主食米821万トンとお聞きしております。需要量は799万トンということで言われ

てございますが、米の相対取引価格60kg当たりは先ほど御説明があったとおり、１月、１

万6,587円ということで、前年産より１割増ということになっておりますが、実は一昨年前

より３割以上上がっております。その前に比べると尐しは戻ったのではないかという御意

見もあるのですけれども、問題は私どもは、これだけのボリュームを安定供給するという

役割がございます中で、我々の業界が扱っているいわゆる低価格米、質が悪いということ

ではなくて、比較的大量に買えますので価格を安く買わせていただいていますが、近年に

比して大体３割から５割上がっております。キロ当たりに直しますと300円を超える水準と

いうことで、大変量の確保も難しい状態になっております。 

 もう一つ、一部企業では外国産米の調達をして、ＳＢＳ米ということで入れておるよう

でございますが、残念ながらこのＳＢＳの入札の価格については、売買と同時に入札とい

うことでなかなか手に入りません。 
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 米価が高くなってしまった原因もいろいろ我々の方でも調べておりますけれども、一つ

には全農さんの集荷の強化であるとか、備蓄を尐し増やされているとか、銘柄米の競争の

激化と消費者の嗜好の変化もあると思います。 

 一番大きいのは前政権のときだったと思うのですけれども、お米の政策が大きく変わっ

た、戸別所得補償制度ができあがった。要するに分かりやすく言いますと、お米を主食用、

加工用、米粉用、備蓄用、飼料用など用途毎に、生産の目標と交付金によって、数量と価

格の安定を図るという仕組みでございました。実はこれが非常に硬直的でございまして、

御存じのように用途間の需要の弾力性が低下してしまった。 

 どういうことかと言うと、一旦決められた方向がもう一回元に戻らない。需給の状況に

よっては、主食用として戻していただくお米は非常に足りなくなってしまっているという

ことで、皆様もプロでいらっしゃるのでお詳しいと思いますが、棚上備蓄へと転換したと

いうことで、いわゆる需給に即した機動的な運用が大変難しくなってしまった。この政府

備蓄制度ということによって、回転備蓄から、いわゆる生産して転作の一時形態として生

産する備蓄米を買い入れて、一定期間後に飼料用等に売り渡すという一方通行になってし

まっているということで、大変我々苦労しております。 

 そういうことでもう時間もありませんので端的にまとめさせていただきますが、我々の

業界にとっても大変大きな問題になっておりますので、これから食材の方も大変円安で上

がってくるという可能性もあります。緊急対策を尐し検討していただきたいなと思います。 

 まず一つは、我々の業界は約40％弱消費をしておりますので、この業界における国産米

の消費量がこのままでいくと、大変大きく減ってしまうという可能性がある。市場の縮小

を招く結果として、このまま行きますと将来、我が国におけるお米の生産に影響が出てき

てしまうのではないかということを心配しております。 

 したがいまして、まず一つ目として、可能であれば政府備蓄米を一時放出していただき

たい。 

 ２番目が低価格米の増産をもう尐ししていただけないだろうか。一時的ということでも

結構でございます。 

 ３番目は、需給に応じた例えばＳＢＳ枞の機動的な運用という御提案をさせていただき

たいのですが、１年間10万トンということでございましたけれども、例えば３年分、30万

トンの中から一部市場に我々のような業界も含めて放出をしていただくということで、熱

を冷ましていただくような措置をお願いしたい。 

 最後に４番目ですが、戸別補償制度並びに政府備蓄米制度のあり方について、特に業務

用の米穀の需給及び価格の安定の観点から、いま一度見直しをしていただくようなことが

できないかと思っております。 

 尐し話が長くなりましたけれども、私どもにとっては喫緊の課題ということで、是非御

検討をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 
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○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、椋田委員、お願いいたします。 

○椋田委員 この基本指針につきましては、特段の異論はございません。 

 私の質問は今の委員のご発言で、かなりお答えをいただいているような面もあると思う

のですが、ＳＢＳ米につきましては、昨年はかなり価格も応札倍率も高かったようですが、

これを農水省として構造的と見ておられるのかどうか。 

 それから、ＳＢＳ米と競合するグレードの国産米の生産動向が今、どういう状況になっ

ているのか。その辺を是非お教えいただきたいということ。 

 また、そもそも10万トンというのがどういう根拠に基づいて設定され、これを変えると

きの判断基準というのはどういうものなのか。その辺についてお教えいただければと思い

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。 

 それでは、冨士委員、どうぞ。 

○冨士委員 私も基本的には修正は、このとおりでよろしいと思います。 

 意見ですが、政府の米の需給と価格の安定に関する役割の発揮について意見を述べたい

と思います。 

 今、ありましたように私も何回も言っていますが、棚上備蓄米のオペレーションを硬直

的ではなくて、もう尐し柔軟なオペレーションにしてはどうかと。それはまさに法律であ

る主要食糧の需給と価格の安定のために政府が果たすべき役割としてあるのではないかと

思います。 

 戸別所得補償制度があるから、豊凶や予期せぬ需要の増減に対して、国は一切動かない

ということで民主党政権のときから運営してきているわけです。幾つか理由はあると思い

ますが、１つは計画生産の取組のもとでの過剰作付、こういう人たちに対するメリット・

デメリットみたいな話があります。 

 先ほどの資料でありましたけれども、過剰作付は２万ヘクタールちょっとです。全体152

万ヘクタールに占める主食用の過剰作付も、面積では1.5％ぐらいでありますので、計画生

産に取り組んだ人に対する公平感とか不公平感という観点からしても、備蓄米のオペレー

ションとして、豊作のときに買うことに対して、公平、不公平の観点というのは極めて薄

くなっていると思いますし、最近の備蓄米のオペレーションは、エサ用に放出するのでは

なくて、食用の加工用米にも放出しています。これは、備蓄米は５年古米になれば食用に

供さない、だからエサ用に供給するのだということでしたが、近年の保管技術がすばらし

いので、７年古米でも食用の加工用にも十分対応できるということで、価格の良い加工用

にも放出するわけです。 

 先ほど尾畑委員からもありましたように、需要に対して加工用米が足りないということ

があります。そうした実態にも手を打っていくという意味でも、備蓄米の柔軟なオペレー

ションの必要性はあるのだろうと思います。 
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 それから、政権交代したわけで、26年度に向けて戸別所得補償制度の見直しをこれから

進めていくという段階にもあります。そういう意味で、戸別所得補償制度とか、助成金体

系の見直しだけではなくて、こういう政府備蓄米のオペレーションや米の需給と価格の安

定に政府がどういう役割を発揮するかという観点からも、セットで見直しの議論をしてい

ただきたいと思います。これが１点です。 

 ２点目は先物取引ですが、これもいつも言っていますが、８月に試験上場期間の２年間

となるわけですが、先ほどの資料にもありましたけれども、日本における商品取引そのも

のの出来高とか、取組高はどんどん減っています。これは農産物だけではなくて、ほかの

商品についてもそうだと思いますが、日本における商品取引とか、先物取引の推移という

のはどうなっているのか。 

 と言いますのは、毎年取引が減っているということは、取引所の経営上、非常に問題な

わけです。したがって取引所は自分の経営を維持するために、いろいろな商品を先物市場

に乗せて、わずかな量であっても取引高、出来高を確保しないと経営が維持できないとい

う側面があるのではないかと思うのです。 

 だから、もともと先物取引導入の表向きの論理をもってリスクヘッジするという考え方

だけでなくて、商品取引全体が縮小してきている中で、経営問題として取引対象品目の拡

大を図っている側面もあると思うのです。そういう意味で、８月にはよく実態を見てもら

って、適正な判断をしていただきたいと思っています。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 木村委員、どうぞ。 

○木村委員 米の動きが大変悪い、在庫もだんだんたまってきているというのは今の流通

の実態ではないかと思います。先ほど田沼さんが言われたように全体的に低価格米と称す

るものが不足気味であるというミスマッチは、現実問題としては起きているわけなので、

低価格米生産を奨励するというような、用途別みたいな感じで分けていくということは、

決していいとは思わないのですが、ただこれは生産される方と実際に使用される方の間で、

長期にわたって安定的な価格の契約ができるというために、ちょっと冨士委員とはそこは

考え方が違うのですが、先物市場の活用の方法というのは、これからも有りだとは基本的

には思っています。それはそれとして、外食向けのミスマッチというのは、現実問題大変

踏まえていらっしゃるはずだと思っています。 

 それと家庭用も動きが大変悪くて、量販ベースで見て昨年対比でいくと、なかなか90％

に戻らないというところで、ここまで来るとさすがに今の荷物をどこかで尐しずつ身軽に

していかないと、新穀物年度を迎えるに当たっての準備ということも考え、一斉に米が出

てきて相場が大きく下がるというのも辛いものがありますので、スーパーマーケット向け

に赤字覚悟の特売を流通も結構し始めている。そこでやっと尐し需要が90％台に回復して

くるというのが今の実態であります。 
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 やはり、農家の方は戸別所得補償という意味で、基本的には生産費を割っても補償され

るということが片方であるわけなので、何も慌てて売らなくていいということもあるでし

ょうし、直接自分で売ってもいいといういろいろ考え方がおありだと思いますが、今年の

ように全国団体が、比較的高値で農家から集荷をするという状況が起きやすい環境になっ

ているわけで、それを量販に売るためにある程度大量に仕入れるというところは、これか

らはどれくらい出す赤字を減らすかというところに今、置かれているのが実情だと思いま

す。 

 戸別所得補償というのは、そこまで補償するということですから、生産調整という言葉

は今ないのかもしれませんが、計画数量というのを厳密に各県、市町村まで下ろしていく

というやり方で、それに参加した人はギャランティーするよということになってきて、ミ

スマッチも起きてくるし、集荷団体にものが集まらない。だから高値で集荷団体が集めな

ければならないという動きに入ってきたというのが、今のシステムの問題だと思います。 

 これから先、消費はどうせ減るのだから高くていいのだよとお考えなのか、一方では消

費拡大ということも仰っているわけですから、実際に消費拡大と今のシステムとの矛盾だ

と私は思うのですけれども、ここのところをどうこれからお考えになっていくのかという

のが、25年に向けて我々が今一番気にかけているところであります。 

 以上です。 

○中嶋部会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。相良委員、お願いいたします。 

○相良委員 私はお願いしたいことがあるのですけれども、今の木村委員から低価格米が

不足しているという話を聞き、我が家では低価格米を多く生産しているので、そんなに尐

ないのか、と今ここで改めて感じた次第であります。 

 私のお願いは、今ＴＰＰに参加するかどうかということで問題視されておりますけれど

も、現在農家では秋の収穫に向けて、ＴＰＰの影響を考えながらも種蒔の準備をしており

ます。このＴＰＰに関しまして、農業サイドが自分たちの経営が大変だから反対している

のという情報だけが、あまりにも飛び交っているような感じが私自身はするのです。もう

尐し農水省や政府側では、ＴＰＰはこういう影響もある、また良いこともあるという両方

の面を、もっと多くの国民に周知していただければと思います。 

 先日新聞に、林農林水産大臣が本部長を務めます「攻めの農林水産業推進本部」でこの

ようなことが記事に書いてありました。「農林水産業に大きな潜在能力があることを再確

認できた。そこで農産物の輸出拡大対策を含め、幾つかの検討課題を掲げ推進していく」

と述べてあります。でも、これらのことを検討会だけで終わることなく、猫の目農政と言

われました今までの農政と違う、一貫した農政にこれからつなげていただけるよう早急に

実践していただきたいと思います。 
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 また、農産物の輸出に関しましては、本当に大きくやっている方は輸出を可能にしてお

りますけれども、まだまだ輸出できる農業者というのは尐ないのが現状だと思いますので、

輸出できるから農業は安泰だという考え方はなくしていただきたいと思います。 

 ちなみに私の住んでいる栃木県では、ＴＰＰに参加した場合の農林水産物の影響額は、

約1,080億円の減尐が見込まれると発表しております。我が家の経営の主たる米に関しまし

ては、410億円で54.8％の減が見込まれると計算されました。この水田は、東京含め関東平

野に地下資源の水を確保するための水田として、とても重要な50％の水田なのです。この

50％の水田が機能をなくなるということは、都会の飲み水もそうですし、工業用水も不足

してくるということではないでしょうか。 

 また今、多面的機能で農業は必要だと言われておりますけれども、ただ多面的機能とい

うだけでは、非農家の人達はどういうものか分からないと思います。その多面的機能の中

の一つは、今言いましたような治水の役目も担っております。また、河川を修理したり、

川底をさらったり作業が水の流れを良くし、大雤のときの水害を尐なくしています。もう

ちょっとかみ砕いた説明をしていただければと思います。 

 また、就農者が尐なくなっているということですけれども、現在、農業後継者が尐なく

なっているということを考えると、現場の農業後継者に対しては支援が尐ない割には、新

規参入者に対しての支援が多いのではと考えます。農家になぜ後継者がつかないかという

ことをよく調べていただいて、もう尐し後継者に支援していただければと思います。 

 また、私がこの最初の会に出席させていただいたときに、農村女性も外国に向けても何

か発信したらいいのではないかというご意見をいただきました。その中で私たち農村女性

も、農山漁村女性・生活活動支援協会のお力を借りながら、アジア・アフリカなどの発展

途上国に対する農村女性に対する支援活動をしておりますので、御報告させていただきた

いと思います。 

 是非農水省でこのＴＰＰに関しては国民によく周知していただきまして、行動していた

だければと思います。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。 

 予定の時間を尐し超えてしまいましたので、御意見を伺うのはここまでとさせていただ

きたいのですが、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、まとめて事務局の方からコンパクトに御返答いただければと思います。 

○天羽農産企画課長 コンパクトにということで難しいのですけれども、低価格帯の業務

用、加工用米について、需要があるのに満たされていないのではないかというお話を伺い

ました。加工用米につきましても、業務用の需要につきましても、これは日本のお米の生

産、流通、消費を考える中でとても大事なものでございまして、私どもは国産米でできる

だけ供給していきたいと思っているところでございます。 

 業務用も加工用もそうなのですけれども、やはり一番大事なのは、生産サイドと需要サ

イドのより安定的、長期的な契約関係をしっかり作っていく、そのために役所としても支



33 

 

援をしていくということだろうと思っております。特に加工用米につきましては、経営所

得安定対策の中でのいろいろな支援方策について御指摘もあったわけですけれども、冨士

委員のコメントにもござましたが、26年産に向けて経営所得安定対策の中でも、いわゆる

変動交付金と言われるものの取り扱い、さらには新規需要米の交付金の水準、飼料用米、

米粉用米いろいろ間仕切りがあるわけですけれども、その間仕切りの設定の仕方なども含

めて、これは26年産に向けての議論の中で、私どもも考えていかねばならない課題であろ

うと考えているところでございます。 

 それから、ＳＢＳの数量10万トンについて御質問がございました。参考資料２の51ペー

ジでミニマム・アクセス数量が77万トンまでこういうふうに経年で増てきておりますと。

77万トンで今は止まって、77万トンの輸入をするという国際約束になっておるわけでござ

います。 

 さらにめくっていただいて、54ページにＭＡ米の輸入状況というものがございます。平

成13年以降ＳＢＳ米の輸入量は10万トンということで設定をしておるわけでございますが、

その前の10年からの３年間は12万トンであったということもあるわけでございます。13年

以降10万トンの枞の中で、年によっては10万トンを割り込むということになっておるとこ

ろでございます。 

 根拠ということでは、大臣が77万トンの中で決めるということでございますが、先ほど

見ていただいたミニマム・アクセス数量が増えていく過程の中では、１割程度が目安とい

う考え方もあったところでございますけれども、近年では10万トンということで運用をし

ておるところでございます。 

 先ほど備蓄のオペレーション、政府の関与のあり方についての話もありました。これも

26年に向けてということだと思いますけれども、冨士委員の御質問の中にもまさにありま

したとおり、豊作で価格が下がる、もしくは下がりそうだということで政府が介入して買

い支えて、価格を維持するということでは、まさに需給調整の非参加者が、いわゆるフリ

ーライダーが得をすることになってしまうのは、よくないのではないかということなどの

理由で、今の棚上備蓄のオペレーションが設定されているわけでございまして、そのあた

りも需給調整がぴっちりできているのだから、２万ヘクタール、３万ヘクタールぐらいい

いではないかと言えるかどうかというところについては、また議論もあるところだと思う

わけでございます。 

 ＴＰＰのことについては、農産部長、お願いします。 

○今城農産部長 相良委員からＴＰＰのことについて、農水省からの発信の仕方とか、い

ろいろなことについて御指摘ございました。 

 仰るとおり、日本国として交渉参加に向けて走り出しておるわけでございますが、その

中で私どもは、農山漁村、農業を営まれている現場の方々が持っているいろいろな強み、

そういうことを持って、大臣の指揮の下に攻めの農林水産業ということで、しっかりとし

た政策を、ＴＰＰがあろうがなかろうがやらなければいけないということで作り上げてい
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くことをやろうと思っておりますが、その前提として、実際に地域の現場の方でやってお

られる「きらっと光る取組」などを参考にさせていただきながら、そういうものを伸ばし

ていくということについて、政策はしっかりやっていかなければいけないなと思っており

ます。 

 さはさりながら、ＴＰＰ交渉はＴＰＰ交渉でまだ参加が認められたわけではございませ

んけれども、先ほど副大臣からのごあいさつにございましたとおり、与党の決議を踏まえ

て、交渉に向けて、仮に交渉になれば、当然国益を全力を挙げて発揮できるように守って

いくということになると思いますので、そのことしか今のところは言いようがないわけで

ございます。 

 いずれにしても、現状においてＴＰＰを抜きにしても、やらなければいけないことは山

積しておると思いますので、それに向けての政策なり現場との連携ということについては、

怠りなく進めていきたいと思っております。 

 若干補足させていただきますけれども、田沼委員から備蓄米の放出というお話もござい

ましたが、当審議会の場でも御議論賜ったように備蓄米の性格というものについては、不

作等とか、そういう大きな事故で、供給量が需要量を満たせないという場合に行うという

大きな方針があるわけでございまして、その中で現実問題として先ほど課長からも説明が

ありましたとおり、私どもは毎月在庫状況について、出荷段階、販売段階に分けて、しか

も１年古米、新米に分けて公表させていただいておりますけれども、昨年よりもはっきり

言って多くなっているという状況でございますので、そのような中で備蓄米を放出すると

いう状況にはないのではないかと考えております。 

 尾畑委員からも、加工用米で非常に御苦労されていると、私どもも実態をよく聞いてお

りますけれども、１点だけ、飼料用米の助成が10アール当たり８万円で、加工用米は２万

円ということについての御指摘がございましたが、これは飼料用米と加工用米の値段がそ

もそも全く違っておりまして、飼料用米は約1,800円、加工用米は約9,000円と最近は１万

円を超えているものも当然ございますけれども、それで均衡するようにということで設計

しております。 

 今の２万円、８万円というのは全国ベースで決められておる、それは必ずお支払いしま

すという基準ですが、加工用米につきましては、お酒の原料、焼酎の原料、おせんべいの

原料ということで、地域の企業と密接に結びついておられる堅い需要というのもあるとい

うことで、産地資金という形で上乗せ助成できるお金を、国から地域の判断で使えるよう

に差し上げておりまして、そういうものを使っていただきながら、振興していただくとこ

ろは振興していただくという形をとらせていただいておるところでございます。 

 いずれにしても、需給の不均衡というものがあることは承知しておりますので、その中

で26年産に向けては、いろいろ検討を進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○得田商品取引グループ長 先物でございますが、誠に御指摘のとおり、我が国の先物の

出来高というのは、農産物、工業品を合わせましても大変激減しております。平成15年、

16年をピークに農産物については10分の１近くになっているのが実態でございます。 

 一方で、世界的に見ると中国とかインドが人口増とか需要増とかもありまして、我が国

の何十倍という単位で、世界的にデリバティブ取引というのは非常に増えている実態もご

ざいまして、商品先物自体がお先真っ暗かというと、そういうわけでは必ずしもないのか

なと思っております。 

 いずれにしましても、経営問題云々ということではなくて、今後の取扱いについては法

律に基づきまして、適切に判断をしていき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。まとめて御返答いただきました。 

 まだ、いろいろと御意見もあるかと思いますが、かなり多様な本質に迫るような御意見

をいただいたと考えております。これらの点については、今後事務局において検討してい

ただきたいと思っております。 

 その上で本部会としては、本日農林水産大臣から諮問のあった「米穀の需給及び価格の

安定に関する基本指針（案）」の内容については、適当と認めてよいと考えますが、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・農村生産審議会令第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、決議いたします。 

 その答申案をただいま事務局から配付してもらいますので、お目通しをいただき、御確

認いただきたいと思います。 

（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。 

 

（３）そ  の  他 

 

○中嶋部会長 それでは、議題「（３）その他」につきまして、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 ございません。 
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○中嶋部会長 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。最後になりますが、

本日の議事につきまして、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） 

○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。本日は長くなって申しわけございません

でした。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申し上げます。 

○佐藤生産局長 生産局長の佐藤でございます。 

 本日は長時間にわたり御審議賜りまして、誠にありがとうございました。麦の需給に関

する見通し、米の基本方針につきまして、適当と認める旨、御答申賜りまして、厚く御礼

申し上げる次第でございます。 

 さて、本日大変長い間にいろいろな素朴な疑問と言いますか、そうしたものからいろい

ろな御意見を賜ったところでございます。 

 先ほど担当課長なり部長から説明がございましたように、実は今、先生方から出されま

した問題につきましては、与党でもいろいろと議論されておりまして、与党の議論、先生

方の御意見、こうしたものを踏まえまして、可能なものから施策に反映していきたいと考

えているところでございます。 

 重ねて、本日の精力的な御議論につきまして御礼申し上げまして、簡単ではございます

が、閉会の言葉とさせていただきます。どうも本当に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。 

 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。 

 

閉      会 
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