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第１節　総合食料政策

食料施策の総合的企画

総合食料局は、食料・農業・農村基本法（平成11年
法律第106号。以下「新基本法」という。）において新
たな基本理念の一つとして位置付けられ、また、農林
水産省の第一の任務である「食料の安定供給の確保」
を図るため、主要食糧等を含めた食料政策の総合的な
企画・立案、食品産業の健全な発展を図る施策等を通
じて、食料政策の総合的な推進を担う部局である。

⑴　食料・農業・農村政策審議会食品産業部会
卸売市場法（昭和46年法律第35号）、エネルギー
の使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49
号）、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成
３年法律第48号）、食品流通構造改善促進法（平成
３年法律第59号）、容器包装に係る分別収集及び再
商品化の促進等に関する法律（平成7年法律第112
号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法
律（平成12年法律第116号）及び中小企業者と農林
漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
（平成20年法律第38号）の規定により審議会の権限
に属させられた事項を処理することを目的とする食
品産業部会が、食料・農業・農村政策審議会の下に
設置されている。

（開催状況）
平成21年12月３日　�・中央卸売市場整備計画の変更

（案）及び中央卸売市場開設区域
の変更（案）について

（所属委員等）
（委員）
◎荒

あ ら ま き

蒔　康
こういちろう

一郎� �キリンホールディングス㈱相談
役

浦
う ら の

野　光
み つ ど

人� ㈱ニチレイ代表取締役会長
岡
お か も と

本　明
あ き こ

子� 環境カウンセラー・主婦

佐
さ さ き

々木　孝
こ う じ

治� �日本チェーンストア協会副会
長・ユニー㈱取締役会長

深
ふ か が わ

川　由
ゆ き こ

起子� 早稲田大学政治経済学術院教授
（臨時委員）
青
あ お や ま

山　浩
ひ ろ こ

子� 農業ジャーナリスト
秋
あ き た

田　俊
と し き

毅� �全国農業協同組合連合会常務理
事

安
あ べ

部　修
し ゅ う じ

仁� �㈱吉野家ホールディングス代表
取締役社長

石
い し わ

和　祥
し ょ う こ

子� 消費科学連合会副会長
今
い ま む ら

村　洋
よ う い ち

一� 大都魚類㈱代表取締役会長
上
う え た に

谷　律
り つ こ

子� （財）日本食生活協会常務理事
斎
さ い と う

藤　　修
おさむ

� 千葉大学園芸学部教授
柴
し ば た

田　明
あ き お

夫� 丸紅経済研究所所長
並
な み き

木　利
と し あ き

昭� �元日本スーパーマーケット協会
参与

渡
わ た な べ

邉　和
か ず お

夫� �日本食品関連産業労働組合総連
合会会長

◎部会長
（平成22年３月31日現在）

⑵　食料・農業・農村政策審議会食糧部会
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）、米粉の新用途への利用の促進に関
する法律等の規定により審議会の権限に属させられた
事項を処理することを所掌事務とする食糧部会が、食
料・農業・農村政策審議会の下に設置されている。

（開催状況）
平成21年７月31日　�・米穀の需給及び価格の安定に関

する基本指針の策定について
・米穀の新用途への利用の促進に
関する基本方針の策定について

　　11月26日　�・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

平成22年３月30日　�・麦の需給に関する見通しの策定
について
・収入減少影響緩和対策に係る算
定省令改正について
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（所属委員等）
（委員）
神
か ん だ

田　敏
と し こ

子� �全国消費者団体連絡会前事務局
長

◎　林
はやし

　　良
よ し ひ ろ

博� �東京大学大学院農学生命科学研
究科教授

深
ふ か が わ

川　由
ゆ き こ

起子� 早稲田大学政治経済学術院教授
藤
ふ じ お か

岡　茂
し げ の り

憲� �（社）日本農業法人協会前副会
長

（臨時委員）
青
あ お や ま

山　浩
ひ ろ こ

子� 農業ジャーナリスト
今
い ま い

井　延
の ぶ こ

子� �農業生産法人（有）ビレッジお
かだ取締役

岩
い わ さ き

崎　正
ま さ の り

典� �伊藤忠商事（株）食料カンパニー
食糧部門主席アナリスト

木
き む ら

村　　良
りょう

� �全国米穀販売事業共済協同組合
理事長

竹
た け う ち

内　克
よ し の ぶ

伸� �（株）証券保管振替機構代表取
締役社長

立
た ち ば な

花　　宏
ひろし

� （社）日本経済団体連合会参与
佐
さ さ き

々木　明
あ き ひ さ

久� 日清製粉（株）代表取締役社長
福
ふ く し ろ

代　俊
と し こ

子� ＪＡ全国女性組織協議会顧問
冨
ふ じ

士　重
し げ お

夫� �全国農業協同組合中央会専務理
事

藤
ふ じ い

井　喜
よ し つ ぐ

継� �日本生活協同組合連合会執行役
員

米
よ ね は ま

濵　和
か ず ひ で

英� �（社）日本フードサービス協会
理事

◎部会長
（平成22年３月31日現在）

第２節　食品流通対策

１　概　　要

平成16年６月に改正された卸売市場法（昭和46年法
律第35号）に基づいて策定された第８次卸売市場整備
基本方針及び第８次中央卸売市場整備計画に即して、
卸売市場の再編の円滑化等の措置を講じた。
消費者ニーズの多様化・高度化、流通コストの上昇
等食品流通を取り巻く経済情勢の著しい変化に対処し
て、食品の流通部門の各段階を通じた構造改善を図る
ため、食品流通構造改善促進法（平成３年法律第59号）
に基づき、平成19年４月に策定された食品の流通部門

の構造改善を図るための基本方針（第4次）に即して、
各種の構造改善対策を行った。

２　中央卸売市場

⑴　概　　況
ア　中央卸売市場は、生鮮食料品等の重要な流通拠
点として、農林水産大臣の認可を受けて開設される
ものである。中央卸売市場については、昭和46年度
から卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計
画（第１次：46 〜 55年度、第２次：51 〜 60年度、
第３次：56 〜平成2年度、第４次：61 〜平成7年度、
第５次：3〜 12年度、第６次：8〜 17年度、第７次：
13 〜 22年度、第８次：16（方針）・17（計画）〜
22年度）に基づいて整備統合が進められており、21
年度末には47都市76市場（青果・水産市場27市場、
青果・水産・花き市場16市場、青果・花き市場７市
場、青果市場11市場、水産市場５市場、食肉市場10
市場）となっている。

イ　卸売業者
中央卸売市場における卸売業務については、取扱
品目の部類ごとに農林水産大臣の許可を要するが、
この許可を受け卸売業務を行っている卸売業者は、
21年度で青果部86、水産物部83、食肉部10、花き部
29、その他10で計218である。
また、卸売業者の20年度の取扱金額は青果１兆
9,960億円（前年比98％）、水産物２兆0,014億円（同
95％）、食肉2,328億円（同93％）、花き1,434億円（同
92％）、その他285億円（同100％）となっている。

⑵　第8次卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整
備計画

ア　第８次卸売市場整備基本方針
卸売市場については、卸売市場における品質管理
の高度化等の機能強化、既設の中核的な中央卸売市
場の再整備、地方の卸売市場における集荷力の強化
を図るための市場相互の連携した集荷販売活動の促
進、卸売市場の取引における情報技術の活用の促進
を基本とし、整備及びその運営を行うものとする。

イ　第８次中央卸売市場整備計画
中央卸売市場については、卸売市場整備基本方針
に即し、PFI事業の活用、厳正な評価と透明性の確
保、管理業務の民間委託等による再編・合理化を図
るとともに、物品鮮度の保持、物流コストの削減等
の効果の発現が見込まれる「安全・安心」で「効率
的」な流通システムの確立に資する施設整備を行う。
また、再編措置への取組を推進することが必要と
認められる中央卸売市場11市場及び自主的に再編措
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置に取り組む中央卸売市場については、運営の広域
化、地方卸売市場への転換等具体的な再編措置及び
実施時期を明確にし、計画的に再編に取り組む。

⑶　中央卸売市場の施設整備
生鮮食料品流通の改善合理化のための中央卸売市場
の施設整備については、中央卸売市場整備計画に即し
て計画的に実施する施設の改良、造成、又は取得に対
して助成を行っている。
ア　交付率

定額（4/10、1/3）
イ　交付対象施設

売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、構内舗装、
搬送施設、衛生施設、食肉関連施設、情報処理施設、
市場管理センター、防災施設、加工処理高度化施設、
総合食品センター機能付加施設、附帯施設、共同集
出荷施設
21年度に交付金を活用して整備した中央卸売市場
は、８都府県11市場であり、交付金額は244億1,626
万7,000円の内数である。

3　地方卸売市場

⑴　概　況
地方卸売市場は地方都市における地域の流通拠点と
して、また、大都市地域にあっては中央卸売市場の補
完的機能を果たすなど、中央卸売市場と一体となって
生鮮食料品流通のネットワークを形成している。
中央卸売市場以外の卸売市場であって、卸売場面
積が卸売市場法施行令で定める規模（青果市場330㎡、
水産市場200㎡（産地市場は330㎡）、食肉市場150㎡、
花き市場200㎡）以上の卸売市場の開設に当たっては、
地方卸売市場として都道府県知事の許可を要するが、
20年４月１日現在で、総合市場158、青果市場425、水
産市場482（うち産地市場333）、食肉市場22、花き市
場120の計1,207市場が許可されている。

⑵　地方卸売市場の施設整備
地方卸売市場の施設整備は卸売市場整備基本方針等
に即して都道府県が策定する都道府県卸売市場整備計
画に基づいて行われている。
国は公設（第３セクターを含む）市場に対して、中
央卸売市場の場合とほぼ同様の体系により助成を行っ
ている。
ア　交付率

統合を行う市場　　　　　　　　　　　1/3
連携した集荷・販売活動を行う市場　　1/3　

イ　交付対象施設
売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、構内舗装、

搬送施設、衛生施設、情報処理施設、加工処理高度
化施設、附帯施設
21年度における補助対象市場は３市場であり、補
助金額は11億1,000万円である。
このほか、都道府県卸売市場整備計画に基づいて
行われる民営地方卸売市場の施設整備に対しては、
農林漁業金融公庫の食品流通改善資金で融資が行わ
れている。20年度には20億円が貸し付けられた。

４　食品流通の構造改善対策

⑴　構造改善計画の認定
食品流通の構造改善事業を実施しようとする者は、

構造改善計画を作成し、農林水産大臣の認定を受ける
ことができる。
21年度における構造改善計画の認定（変更認定除く）

は、食品生産製造提携事業19件、食品生産販売提携事
業29件、食品販売業近代化事業２件であった。

⑵　構造改善計画に対する支援措置
農林水産大臣の認定を受けた計画に基づき構造改善

事業等を実施する者に対して、（株）日本政策金融公
庫（農林水産事業）からの融資や税制上の特例措置等
の助成策を講じている。
21年度において講じた融資等の支援措置は、（株）

日本政策金融公庫（農林水産事業）から食品生産製造
提携事業80億3,000万円、食品生産販売提携事業84億
7,000万円の融資を行うとともに、（財）食品流通構造
改善促進機構から5億4,000万円の債務保証、1億6,000
万円の機器等の導入資金助成の支援を行った。

5　商業の近代化

⑴　食品流通高付加価値モデル推進事業
食品小売業は、近年の厳しい経営環境や担い手の高

齢化、後継者の確保難等により店舗数が減少し、特に
中心市街地においては、商店街の崩壊現象により、地
域の最寄りの食品購入先が消失し、地域の消費者の利
便性が低下したほか、地域振興への影響が懸念されて
いる。
このため、食品小売業者や商店街振興組合等が生産

者団体等と連携して、地域農水産物を活用したオリジ
ナル商品の開発や地域農水産物のブランド化等付加価
値の向上を図る取組に対して支援を行った。

（予算額2,486万円）
⑵　食品小売業コスト縮減・機能強化構造改善事業
食品流通の一端を担いつつ、消費者との接点となっ

ている食品小売業が、食料供給コストの縮減、食の安
全・食育等の課題に対応できるよう、食品小売業のコ



第４章　総　合　食　料　局－74－

スト縮減に資するモデル事業の実証や、食品小売業者
等が食品の生産地、生産方法、調理方法等を消費者に
伝達する能力を高めるための取組に対する支援を行っ
た。

（予算額3,600万円）
⑶　食品小売機能高度化促進事業

少子高齢化の進展など社会構造が変化する中で、地
域における食品流通をとりまく情勢は厳しさを増しつ
つあり、地域の食品小売店は、消費者ニーズに十分対
応できない状態に陥っている。
このため、消費者ニーズに対応した食品販売サービ
スの機能強化を図るとともに、販売商品の付加価値向
上により、利便性の高い商店街の振興と農林水産業の
発展を図るための取組に対する支援を行った。

（予算額3億3,000万円）
⑷　食品流通改善資金

生産から消費に至る食品流通の構造改善を図るため
の総合的な施策の一環として、食品流通構造改善促進
法に基づき農林水産大臣の認定を受けた構造改善事業
（食品生産販売提携事業等）に必要な設備資金等に対
し、（株）日本政策金融公庫（農林水産事業）から長
期低利の融資を行った。

⑸　生鮮食料品等小売業近代化貸付制度
国民の日常生活に密接な関係を有する生鮮食料品等
小売業を対象として、その近代化、合理化に必要な設
備資金等に対し、（株）日本政策金融公庫（国民生活
事業）から低利融資を行った。

６　食品流通の効率化

⑴　新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業
食品流通における電子タグなどの新技術や通い容器
の普及に向け、全国的な推進体制の構築及び新技術等
の効果等についての普及啓発、新技術を活用するビジ
ネスモデルの実証実験やＩＴを利用した流通管理シス
テムの活用等による通い容器の地方推進体制の構築の
取組に対する支援を行った。

（予算額1億5,897万円）
⑵　地域流通モデル構築支援事業

産地の周辺地域やその近隣の中小消費地といった範
囲での効率的な農林水産物流通や、商店街の空き店舗
等において、食料品小売店による新鮮な地元農林水産
物の安定的な販売を実現していくため、流通業者のノ
ウハウや知見を活用しながら、新たな地場流通モデル
の実証を行うとともに、その効果を把握し、優良モデ
ルについて普及を図る取組に対する支援を行った。

（予算額2億3,892万円）

⑶　効率的食品流通取引基盤確立推進事業
食品流通における効率的な取引基盤の確立に向けた

具体的な取組を推進するため、共同配送や受発注書類
の統一化等の推進に関する優良事例や、効率的な取引
の確立を阻む要因等の調査・分析等に対する支援を
行った。

（予算額1,863万円）
⑷　食品流通機能合理化・高度化整備事業

ア　食品流通拠点再編整備事業
食品流通の効率化を目的として、複数の食品卸売
業者が共同・連携して対象物流拠点施設の再編を図
ために必要な施設の増改築及び物流管理機器の導入
等に対する支援を行った。

（補助率：1／ 2）
（予算額２億円）

イ　食品供給地域円滑化事業
中山間地域や過疎地域等の条件不利地域における
食品調達コストの低減や、食品調達の利便性の向上
に対応するため、中小食品小売業者による、条件不
利地域の住民等との取り決めに沿った出張型販売の
取組に対する支援を行った。

（予算額１億円）

７　商品取引

⑴　商品取引所の概況
平成21年度における商品取引所の先物取引の出来高

についてみると、農林水産省所管物資（農産物、畜産
物、砂糖、繭糸、水産物及び農産物・飼料指数）の出
来高は表のとおり451万枚で、前年度に比べ30.8％の
減少。品目別ではNon－GMO大豆が91.0％減、とうも
ろこし45.8％の減、アラビカコーヒー73.4％の減となっ
ている。一方で一般大豆は89.9％の増となっている。
また、売買約定金額は前年度に比べて62.2％減少し約
3兆3,506億円となった。この結果、経済産業省所管物
資も含めた総約定金額に占める農林水産省所管物資の
割合は5.1％となった。

表１　20年度出来高及び約定金額
� 出来高� 約定金額
� 取引所� （千枚）� （億円）
東京穀物商品取引所� 4,447� 33,002
中部大阪商品取引所� 0.2� 4
関西商品取引所� 60� 500
農林水産省所管� 4,507� 33,506
� 取引所合計� 34,259� 657,611

注：�中部大阪商品取引所は農林水産省所管物資の数
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値である。

⑵　商品取引所法の一部改正
商品取引所法（昭和25年法律第239号）の一部を改
正し、商品取引所法と海外商品市場における先物取引
の受託等に関する法律（昭和57年法律第65号）の一本
化、金融商品取引所との相互乗入れや相場操縦行為等
に対する罰則、海外当局と連携した相場操縦行為等の
摘発を可能とする情報交換手続、不招請勧誘の禁止等
の規定を整備した。

⑶　商品取引所等の定款の変更認可等
商品取引所法に基づき、平成21年度中に商品取引所
及び商品取引清算機構に対して行った変更の認可は以
下のとおり。
①　商品取引所
延べで定款5取引所、業務規程11取引所、受託契
約準則8取引所及び紛争処理規程3取引所を行った。
変更の主な内容は、以下のとおりである。
ⅰ　定款の変更
・役員の任期の変更（21. ６. ５関西）
・金の試験上場（21. ９. ４中部）
・会員資格の変更等（改正商品取引所法施行に伴
う改正（21. ９.18東穀等）

ⅱ　業務規程の変更
・小豆の標準品の変更（21. ７.16関西）
・主務大臣命令に係る規定の整備（改正商品取引
所法施行に伴う改正）（21. ９.18東穀等）
・ザラバ取引の廃止（21.10. １東穀）
・粗糖の取引単位の変更（21.11.25東穀）
ⅲ　受託契約等準則の変更
・委託手数料徴収規定の変更（22. １.26東穀）
注：東京穀物商品取引所の株式会社化に伴う定款

等諸規程の変更は上記に含まず。
②　商品取引清算機構（JCCH）
業務方法書の変更を５度行った。変更の主な内容
は次のとおりである。
・関西商品取引所の繭糸市場廃止、東京工業品取
引所の計算区域変更等に伴う変更（21. ４.30）
・東京穀物商品取引所の株式会社化に伴う変更
（21.12.25）
⑷　東京穀物商品取引所の株式会社化

平成21年10月30日、東京穀物商品取引所の組織変更
に係る申請に対して認可の処分を行った。これにより、
会員制商品取引所であった東京穀物商品取引所は、平
成21年11月２日付けで、株式会社商品取引所に組織変
更された。

⑸　商品取引員
商品取引所法に基づく許可を受けた商品取引員は平

成22年３月末日現在で37社であった。
平成21年度は商品取引員の新規参入を１件許可し

た。また、受託業務の廃止は12件、破産は１件となっ
ている。

⑹　商品投資顧問業
商品投資に係る事業の規制に関する法律（平成３年

法律第66号）に基づく許可を受けた商品投資顧問業者
は平成22年３月末現在で８社であった。

第３節　�食品産業等農林関係企業
対策
１　中小企業行政

⑴　中小企業の組織制度
ア　中小企業等協同組合

中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）
に基づく事業協同組合及び事業協同組合連合会で農
林水産省が直接所管するものは、22年３月末現在で
総数1,416組合（うち連合会は64）となっている。

イ　商工組合等
中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律
第185号）に基づく商工組合及び商工組合連合会で
農林水産省が直接所管するものは、22年３月末現在
で40組合（うち全国を区域とする商工組合は17組合、
連合会は10組合）、協業組合で農林水産省が直接所
管するものは2組合となっている。

⑵　中小企業の新事業活動の促進支援
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平

成11年法律第18号）に基づき、中小企業の新たな事業
活動を促進するため、①創業、②経営革新、③新連携
の取組を支援するほか、④これらの新たな事業活動の
促進に資する事業環境の整備を図るとともに、金融・
税制等の特別措置を講じた。

⑶　中小企業金融制度
ア　日本政策金融公庫による融資

株式会社日本政策金融公庫中小企業事業、国民生
活事業の21年度当初における貸付計画額はそれぞれ
2兆5,151億円、5兆5,033億円であった。農林水産業
関係業種に対する貸付実績は表２のとおりである。
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表２　21年度末農林水産関係業種貸付残高
金額（億円）

� 業　　種� ㈱日本政策金融公庫� ㈱日本政策金融公庫
� 中小企業事業� 国民生活事業
食料品製造業� 3,717� 979
木材、木製品製造業� 677� 279
� 計� 4,394� 1,258

注１：金額は公庫聞き取り調査。
注２：食料品製造業には飲料、たばこ、飼料製造業を含む。
注３：�他の農林水産関係業種については、統計上分類され

ていない。

イ　不況対策
中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第
２条第４項に規定するセーフティネット保証制度
（経営の安定に支障を生じている中小企業者が金融
機関から融資を受ける際、各都道府県等の信用保証
協会が債務保証を行う制度）に係る、全国的に業況
の悪化している業種（第５号）については、経済対
策の一環として平成20年10月31日から実施されてい
た「緊急保証制度」が平成22年2月15日から「景気
対応緊急保証制度」に衣替えされ、原則として全業
種が対象となった。

⑷　特定農産加工業対策
特定農産加工業経営改善臨時措置法（平成元年法律
第65号）に基づき、特定農産加工業として、かんきつ
果汁製造業、非かんきつ果汁製造業、パインアップル
缶詰製造業、こんにゃく粉製造業、トマト加工品製造
業、甘しょでん粉製造業、馬鈴しょでん粉製造業、米
加工品製造業、麦加工品製造業、乳製品製造業、牛肉
調製品製造業及び豚肉調製品製造業の12業種を、関連
業種として果実加工食品製造業、こんにゃく製品製造
業、甘しょ加工食品製造業、馬鈴しょ加工食品製造業、
米菓製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、めん製造
業、パン製造業、ビスケット製造業、冷凍冷蔵食品製
造業及び食肉調製品製造業の12業種を指定し、これら
の者が輸入自由化等の著しい変化に対処して経営改善
措置等を行うのに必要な長期・低利の融資措置及び税
制措置を引き続き実施した。

⑸　事業再構築の円滑化
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措
置法（平成11年法律第131号）に基づき、大臣の認定
を受けた事業者等が内外の経済的環境の多様かつ構造
的な変化に対処して実施する事業再構築を円滑化する
のに必要な資金の借入に関する債務保証及び税制措置
を引き続き実施した。

⑹　農商工連携
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の

促進に関する法律（平成20年法律第38号）基づき、農
林漁業者と中小企業者が連携し、相互のノウハウ、技
術等を活用して行う新商品の開発、販路開拓等の取組
に必要な長期・低利の融資措置及び税制措置を引き続
き実施した。

２　一般企業行政

⑴　税　　　制
21年度の税制改正は、「所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成21年法律第13号）及び「地方税法等の
一部を改正する法律」（平成21年法律第9号）が３月31
日に公布され、関係政省令、告示等の整備により４月
１日から施行された。
また、「経済危機対策（平成21年４月10日。経済危

機対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合
同会議）」を踏まえ、特に現下の需要不足に対処する
観点から、租税特別措置法の一部を改正する法律（平
成21年法律第61号）が６月26日に交付され、関係政省
令、告示等の整備により同日付けで施行された。
なお、農林水産関連企業等に関係する21年度税制改

正の概要は次のとおりである。
ア　拡充・創設された措置
（国税関係）
鉉　中小法人等の平成21年４月１日から平成23年３
月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金
額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税
の軽減税率を22％から18％に引き下げ。
鉤　中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各
事業年度において生じた欠損金額については、欠
損金の繰戻による還付制度の適用が可能とされ
た。
鉈　米穀の新用途への利用の促進に関する法律の施
行に伴い、同法の施行日から平成23年3月31日ま
での間に、同法の規定に基づく生産製造連携事業
計画に記載された新用途米穀加工品等製造設備を
取得した場合について、特別償却制度（30％）を
創設。
銕　産業活力再生特別措置法に係る特別措置につい
て、同法の改正に伴い、以下のとおり見直された。
①　改正法の施行日から平成24年3月31日までの
間に、同法の規定に基づく資源生産性革新計画
又は資源制約対応製品生産設備導入計画に記載
された資源生産性革新設備等の取得等をした場
合について、特別償却制度（30％（建物15％））
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を創設。
②　特別償却の対象から共同事業再編計画を除外
するとともに、償却割合を25％（現行30％）に
引き下げた上、適用期限を2年延長。
③　認定計画に基づき行う登記に対する登録免許
税の軽減措置について、資源生産性革新計画及
び中小企業承継事業再生計画を追加するととも
に、協同事業再編計画及び技術活用事業革新計
画を除外。
④　認定事業再構築計画等に基づき行う登記等に
対する軽減措置のうち、会社分割の登記に対す
る軽減措置について、適用期限を１年延長。

鈿　エネルギー需要構造改革推進投資促進税制につ
いて、平成21年４月１日から平成23年３月31日ま
での間に取得等するエネルギー需給構造改革推進
設備等は、普通償却限度額との合計で取得価額ま
で特別償却（即時償却）できることとするととも
に、適用期限を２年延長。
鉋　商品取引所法の改正に伴い、委託者保護基金に
かかる所要の措置を講じる。
①　委託者保護基金を所得税法別表第一、法人税
法別表第二及び消費税法別表第三に追加。
②　特定の基金に対する負担金等の損金算入の特
例について、対象となる負担金等に商品取引員
が委託者保護基金に納付する負担金を追加。

鉐　試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除
の特例について、以下のとおり見直された。
①　平成21年度及び平成22年度に開始した事業年
度の特例
平成21年４月１日から平成23年３月31日まで
の間に開始する各事業年度における税額控除の
適用を受けることが限度額を30％（現行20％）
に引き上げ。
②　平成23年度に開始した事業年度の特例

平成23年４月１日から平成24年３月31日まで
の間に開始する事業年度において、平成21年度
に生じた繰越税額控除限度超過額がある場合に
はこれを含めて繰越控除が可能とされた。また、
平成21年又は平成22年度に生じた繰越税額控除
限度超過額がある場合には、繰越控除を受ける
ことができる限度額は30％。
③　平成24年度に開始した事業年度の特例

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで
の間に開始する事業年度において、平成21年度
又は平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過
額がある場合にはこれを含めて繰越控除が可能

とされた。この場合の繰越控除を受けることが
できる限度額は30％。

（地方税関係）
商品取引所法の改正に伴い、委託者保護基金にか
かる所要の措置を講じる。

イ　延長された措置
（国税関係）
鉉　事業協同組合等の貸倒引当金の特例における繰
入限度額の16％割増措置
鉤　事業協同組合等の留保所得の特別控除制度（留
保所得の32/100を損金算入）の対象を以下のとお
り見直しを行った上、適用期限を延長
①　設立10年以内の協同組合に限定。ただし、そ
の設立が各都道府県又は全国に一に限定されて
いるものは除く。

②　漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加
工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森
林組合及び森林組合連合会を除外。

鉈　中小企業等基盤強化税制（特別償却30％又は税
額控除７％）
①　特定農産加工業経営改善臨時措置法
②　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法
律

③　中小企業による地域産業資源を活用した事業
活動の促進に関する法律

④　中小企業者と農林漁業者との連携による事業
活動の促進に関する法律

銕　集積区域における集積産業用資産の特別償却制
度（機械15％、建物８％）
鈿　技術研究組合の所得計算の特例（賦課金により
試験用資産を取得した場合の圧縮記帳）
鉋　卸売市場法の規定による認定に係る登記に対
する登録免許税の軽減措置（会社設立7/1000→
3.5/1000等）

（地方税関係）
鉉　産業活力再生特別措置法に規定する認定事業再
構築計画等により譲渡される不動産の取得に係る
軽減措置（価格の1/6相当を税額から控除）につ
いて、次の見直しを行った上、適用期限を延長
①　一定の要件を満たす譲渡により取得する不動
産を対象として追加。

②　対象となる計画に資源生産性革新計画及び中
小企業承継事業再生計画を追加するとともに、
共同事業再編計画及び技術活用事業革新計画を
除外。

鉤　特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する
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承認計画に基づく事業の用に供する施設に係る事
業所税の特例措置（事業所面積の1/4を課税標準
から控除）。ただし、従業者割の特例措置を廃止。

⑵　対内外直接投資
ア　対内直接投資

我が国は、42年以降段階的に資本自由化措置を実
施しているところであり、現在、OECD資本移動自
由化規約において自由化を留保している業種等（農
林水産省所管では、「農林水産業」がある。）を除き
原則自由化されている。
農林水産省所管企業への対内直接投資は、本年度、
503件（農林水産省受理ベース）行われた。

表３　業種別対内直接投資報告・届出実績
（農林水産省受理ベース）

� 業　　種� 平成21年度
１．製造業� 163
⑴　食料品� 96
⑵　農薬・動物医薬品� 16
⑶　肥料・飼料� 12
⑷　その他� 39

２．輸出入・販売業� 468
⑴　食料品� 332
⑵　その他� 136

３．飲食業� 330
４．農林水産業� 55
５．その他� 17
注１：農林水産省が受理した報告・届出のうち、定款上

の事業目的の中に農林水産関連業種を掲げている
企業数をすべて計上（延数）している。

注２：食料品には、飲料及び食用油脂も含む。
（出所）農林水産省受理実績による。

イ　対外直接投資
対外直接投資については、投資先の外国法人が行
う事業のうち、農林水産省所管では「漁業」を除き
自由化されている。
海外の農林水産関連企業及び食料品関連企業への
投資は、平成21年度7,940億円の投資が行われた。

⑶　企業公害防止策
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

（昭和46年法律第107号）は、一定量以上のばい煙、汚水、
廃液等工場排出物を排出する特定工場に対して、公害
防止管理者等の設置を義務づけるなど公害防止組織の
整備を図り公害防止に資することを目的としている。
このため、農林水産関連企業等が設置している公害
防止管理者等を対象に、資質の向上を図るための研修
会を開催した。

３　食品産業行政

⑴　食農連携促進事業
農商工連携の取組を推進するため、①地域の食品産
業と農林水産業やその他関連産業等を結びつけるコー
ディネーターの確保、関係者の交流の促進、人材育成）、
②国産農林水産物を活用した新商品開発・販路拡大の
取組、③地域食品ブランドの確立、地域の食品企業の
技術開発に係る環境整備等の取組に対する支援を行っ
た。

⑵　立地対策
食品工業を取り巻く情勢は、急速に進む国際化や少
子高齢化による国内市場の縮小、多様化する消費者
ニーズへの対応及び環境への負荷低減や資源の有効利
用等に配慮することが求められている。
このため、原料輸入、基幹食料生産、加工食品の生
産、製品流通の各基地を一体化した食品工業団地の形
成を推進し、食品の効率的生産体制の整備、流通機能
の結合・共同化、ばい煙・排水・廃棄物等の共同処理
施設の整備を図ることにより、食品の安定的かつ効率
的な供給に努めることとしている。
食品工業団地については、「食品工業団地形成促進
要綱」（45農経C第2903号農林事務次官依命通知）に
基づき、農林水産大臣が食品工業団地形成計画を認定
したもの及びこれに準ずるものとして総合食料局長が
認定したものについて、進出企業に対し必要な助言、
指導を行うとともに、農林漁業金融公庫等による融資
の斡旋を行うよう措置している。
現在、農林水産大臣の認定に係る食品工業団地は、
千葉、京葉、衣浦、神戸東部第四工区及び箱崎の５ヶ
所である。

⑶　食品産業における環境対策の総合的推進
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
に基づき、平成21年度から食品廃棄物等多量発生事業
者に定期報告書の提出が義務づけられたことから、そ
の普及啓発を図るとともに、食品廃棄物発生量を把握
するため、食品関連事業者に対する点検指導を実施し
た。また、食品関連事業者、再生利用事業者、農業者
による再生利用事業計画（食品リサイクル・ループ）
の９件の認定を行った。
さらに、外食産業の発生抑制方策の策定、「食品ロ
ス削減」に向けたフォーラムの開催、食品関連事業者
による食品廃棄物の品質維持設備の導入、食品廃棄物
の有効活用に向けた技術の改良等を支援した。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に
関する法律」については、法における再商品化義務対
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象事業者について、法の内容の普及・啓発のための点
検指導を行った。併せて、容器包装多量利用事業者に
対する19年度実績の定期報告に関する指導を行った。
また、法制度の公平性・平等性を確保するため、容
器包装廃棄物の再商品化義務の未履行者（いわゆる「た
だ乗り事業者」）対策として、「報告徴収」を実施した。
さらに、容器包装リサイクル法制度円滑化推進事業
を実施し、再商品化義務の履行に向けたセミナーを開
催した。
　地球温暖化対策については、京都議定書における
温室効果ガスの基準年比６％削減の約束達成に資する
ため、食品産業における自主行動計画の策定を推進す
るとともに、平成20年度の各団体の目標に対する達成
状況等の点検を食料・農業・農村政策審議会企画部会
地球環境小委員会、林政審議会施策部会地球環境小委
員会、水産政策審議会企画部会地球環境小委員会の合
同会議で行った。また、食品関連事業者によるＣＯ2

削減の優良な取組を表彰・普及するとともに、排出抑
制対策に関するセミナーを開催した。

⑷　食品製造過程管理高度化対策
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法

（平成10年法律第59号）に基づき、HACCP手法を導
入し製造過程の管理の高度化を促進する事業者に対し
て金融・税制上の特例措置を講じた。平成10年度から
平成21年度までの間に、高度化計画を認定する機関と
して（社）日本食肉加工協会（食肉製品）、（社）日本
缶詰協会（容器包装詰常温流通食品）、（社）日本炊飯
協会（炊飯製品）、（社）大日本水産会（水産加工品）、
（財）日本乳業技術協会（乳及び乳製品）、全国味噌工
業協同組合連合会（味噌）、全国醤油工業協同組合連
合会（醤油製品）、（社）日本冷凍食品協会（冷凍食品）、
（社）日本給食サービス協会（集団給食用食品）、（社）
日本惣菜協会（惣菜）、（社）日本弁当サービス協会
（弁当）、（財）日本食品油脂検査協会（食用加工油脂）、
（財）日本食品分析センター（ドレッシング類）、（社）
全国清涼飲料工業会（清涼飲料水）、（財）全国調味料・
野菜飲料検査協会（食酢製品）、（社）日本ソース工業
会（ウスターソース類）、全国菓子工業組合連合会（菓
子製品）、全国乾麺協同組合連合会（乾めん類）、（社）
日本パン工業会（パン）、全日本漬物協同組合連合会
（農産物漬物）、全国製麺協同組合連合会（生めん類）、
（社）日本べんとう振興協会（大量調理型主食的調理
食品）の22機関を指定認定機関に指定するとともに高
度化基準を認定した。平成21年度においては、17事業
者がこれら指定認定機関から高度化計画の認定を受
け、HACCP手法を導入した施設整備に取り組んだ。

また、中小食品製造事業者がよりHACCP手法に取
り組みやすいよう、施設整備に対する過度なコスト負
担を避け、導入後の運用がより適切なものとなるよう、
平成21年8月に同法に基づく基本方針の一部を改正し、
併せて、同年10月に各指定認定機関の高度化基準の変
更を行った。
さらに、中小食品製造業に重点を置いたHACCP手

法の導入促進を図るため、HACCP手法の導入が遅れ
ている中小食品製造事業者を中心としたHACCP導入
セミナーや現場責任者・指導者養成のための実践的な
研修、HACCPの認知度向上のための消費者団体と連
携した普及啓発等を推進する食品産業HACCP等普及
促進事業を実施した。

⑸　食品企業信頼確保対策
食品業界では、食品の偽装表示等消費者の信頼を揺

るがす不祥事が相次いで起こっており、消費者の生命・
健康に直接関わる食品を取り扱う企業として許される
ものではない。
このため、食品業界のコンプライアンス徹底を図る

観点から、平成20年３月策定した、食品業界が取り組
むべきための「道しるべ」である「『食品業界の信頼
性向上自主行動計画』策定の手引き〜５つの基本原則
〜」を周知するとともに、コンプライアンス体制の構
築に関する「食品業界の信頼性向上セミナー」の開催
（基礎編10回、実践編31回）や食品事業者団体等から
の要請による講師派遣（26回）等の食品企業信頼確保
対策推進事業を実施した。

⑹　東アジア食品産業活性化戦略
東アジア食品産業活性化戦略に基づき、我が国食品

産業の東アジア各国への投資等の促進を図るため、各
国の食品衛生基準等の情報収集・提供、技術的課題の
解決、海外進出食品企業の円滑なビジネス展開のため
の海外現地連絡協議会の活動等を支援した。

第４節　食品・外食産業行政

１　加工食品

⑴　調味料
ア　みそ・しょうゆ
鉉　企業構造

みそ製造業の企業数は、1,198（平成20年）で
あり、そのほとんどは中小企業である。
しょうゆ製造業の企業数は、1,545（平成20年）

であり、そのほとんどは中小企業である。なお、
しょうゆ大手5社で生産シェアの約50％を占めて
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いる。
鉤　生産状況

みその生産量は、45万6千t（平成21年）で対前
年比1.4％の減少であった。
しょうゆの生産量は、86万8千Kl（平成21年）
で対前年比4.1％の減少であった。
鉈　輸出状況

みその輸出量は、9千8百t（平成21年）と対前
年比0.6％と若干の減少、金額では20億3千万円と
対前年比1.8％の増加となっている。主な輸出先
は、米国、韓国、カナダ等であった。
しょうゆの輸出量は、1万8千kl（平成21年）と
対前年比7.2％の減少、金額では40億円と対前年
比3.4％の減少となっている。主な輸出先は、韓国、
米国、香港、中国等であった。

イ　食酢
平成20年度の食酢類の生産量は40万4千klであり、
前年に比べ3.1％減少した。このうち醸造酢は40万3
千klで全体の99.7％を占めている。
なお、総務省家計調査によると、食酢類の１世帯
当たりの年間購入数量（全国）は、20年は2.7kg（前
年比10.2％減）となっている。
ウ　ソース類（たれ類含む。）

20年度のソース類の生産実績は、52万6千klで、
前年度に比べ0.6％増となった。種類別にはウスター
ソース2万9千kl（前年比0.6％減）、中濃ソース2万9
千kl（同5.9％増）、濃厚ソース4万0千kl（同1.2％減）
となっているほか、たれ類は6.7％増となり、パス
タソース等の専用ソースは3.5％減少した。
なお、総務省家計調査によると、ウスターソース
類の１世帯当たりの年間購入数量（全国）は、20年
は1.7kg（前年比1.2％増）となっている。
エ　ドレッシング類（ドレッシング、マヨネーズ）

20年のドレッシング類の生産量は、39万7千tで
前年に比べ2.9％減少した。このうちマヨネーズは、
20万9千t（前年比1.6％減少）となっている。
なお、総務省家計調査によると、マヨネーズ・ド
レッシングの１世帯当たりの年間購入数量（全国）
は、20年は4.7㎏（前年同）となっている。
オ　カレー及びからし粉

20年度のカレー生産量は、25万6千tで前年に比べ
3.2％増となった。このうちカレー粉は8千t、カレー
ルゥは10万5千t、調理済みカレーは14万3千tであっ
た。
なお、総務省家計調査によると、カレールゥの１
世帯当たりの年間購入数量（全国）は、20年は1.8

㎏（前年比2.5％増）となっている。
また、20年度のからし粉の生産量は、1万5千tで
前年に比べ5.1％増となっている。

カ　グルタミン酸ソーダ
20年のグルタミン酸ソーダの生産量は、3万7千t
で前年に比べ4.9％減少した。
なお、財務省貿易統計によると、20年の輸出量は
174t（前年比31.5％減）、輸入量は、国内生産から
海外生産へのシフトによるベトナム等での生産量の
増加を受け、9万4千t（前年比6.2％増）となっている。

⑵　清涼飲料
ア　需要動向

平成21年における清涼飲料の生産動向について、
各種飲料の総生産量は前年比98.1%の17,961千klであ
り、販売総金額も同96.6%の3兆5,460億円と、前年
を下回った。
品目別には、ハイボールブームやアルコール分
0.00％製品が新規参入したビールテイスト炭酸の伸
長等により、炭酸飲料が市場を牽引した。コーヒー
飲料はほぼ前年並みであったが、果実飲料、紅茶を
除いた茶系飲料、スポーツ・機能性飲料は前年割れ
で推移した。ミネラルウォーターは、国産が伸長し
た。

イ　食品容器環境美化対策
空かん等飲料容器の散乱が社会問題になったため
昭和48年から民間団体を指導して、空かんの投げ棄
て防止等消費者モラルの向上を図ってきたところで
あるが、更に一層の推進を図るため、昭和57年４月、
社団法人食品容器環境美化協会を設立し、この団体
を通じ、一般消費者への普及啓発を図るとともに飲
料容器の散乱防止方策の推進を行っている。

表４　主な清涼飲料の年次別生産量の推移
（単位：千㌔㍑）

� 19年� 20年� 21年� 21 ／ 20
緑 茶 飲 料� 2,467� 2,363� 2,241� 94.8％
炭 酸 飲 料� 2,882� 3,029� 3,249� 107.2％
果 実 飲 料 等� 1,787� 1,577� 1,453� 92.1％
ﾐ ﾈ ﾗ ﾙ ｳ ｫ ｰ ﾀ ｰ 類� 1,924� 2,016� 2,089� 103.6％

⑶　コーヒー
ア　需給動向

我が国のコーヒー供給の大半を占めるコーヒー生
豆の輸入先国は40 ヵ国以上に及んでおり、その主
要国は、ブラジル、コロンビア、インドネシアである。
平成21年の輸入量は、前年比0.8%増の39万938tと
なった。このうち、約８割がレギュラーコーヒー向
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け、約２割がインスタントコーヒー向けと推計され
る。
平成21年におけるインスタントコーヒーの生産量
は35,847tと前年比3.4%増となった。

表５　コーヒー供給量（輸入量）の推移
（単位：ｔ）

� 19年� 20年� 21年� 21 ／ 20
生　　　　　豆� 389,818� 387,538� 390,938� 100.9％
いったコーヒー� 5,816� 6,652� 6,020� 90.5％
ｲ ﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ｺ ｰ ﾋ ｰ� 7,089� 7,850� 7,400� 94.3％
コーヒーエキス� 12,140� 8,610� 8,938� 103.8％

イ　国際コーヒー協定
国際コーヒー協定の詳細については、第2章第4節
第３項第３号の国際コーヒー協定を参照。

⑷　　菓　子　類
ア　需給動向

平成21年における菓子業界を巡る状況は、景気の
低迷の影響による需要減や主原料である砂糖価格の
高騰など引き続き厳しい経営環境にあった。このよ
うな中で菓子類の国内生産量は、ビスケット（前年
比1.0％増）、洋生菓子（同1.0％増）、油菓子（同1.0％
増）、スナック菓子（同0.9％増）などが増加してい
る一方で、チューインガム（前年比2.9％減）、米菓（同
1.7％減）、チョコレート（同1.6％減）、和生菓子（同
0.9％減）などが減少し、全体としては194万6,830tと、
前年比0.2％の減少となった。
また、生産額は２兆3,970億円と、20年とほぼ同
程度の水準となった。
一方、21年における菓子類の輸入量は、12万683t

（前年比7.8％減）となり、輸入額は約565億円（同
11.4％減）となった。品目別では、チョコレート菓子、
キャンデー類、ビスケット類の3品目で菓子類の輸
入額の約５割を占めている。
また、21年における菓子類の輸出量は、2万5,646t

（前年比18.8％減）となり、輸出額は約235億円（同
16.0％減）となった。菓子類の輸出額は、国内生産
額の１％とわずかなものである。
イ　菓子製造業に対する施策

中小零細企業の多い菓子製造業に対する施策とし
ては、中小企業施策のほか、製造小売業については
生鮮食料品等小売業近代化資金貸付制度の対象業種
に指定（43年度以降）されている。

⑸　あ　ん　類
あん類の推定生産量は、22万1千t（平成20年度）と
対前年比2.0％の減少であった。製品別では、生あん

４万８千ｔ、練あん17万２千t、乾燥あん１千tとなっ
ている。
あん類の推定原料雑豆使用量は、７万９百tであっ

た。
⑹　豆類加工品

ア　豆腐・油揚げ
豆腐・油揚の推定大豆使用量は、50万t（平成21年）
であり、生産量に換算すると144万５千tと対前年比
1.2％の減少であった。
なお、豆腐製造業者数は、11,184業者（20年度末）
となっている。

イ　納　豆
納豆の推定大豆使用量は、12万5千t（平成21年）
であり、生産量に換算すると22万5千tと対前年比
3.0％の減少であった。
なお、製造業者数は、642業者（20年度末）となっ
ている。

ウ　凍豆腐
凍豆腐の推定大豆使用量は、2万7千t（平成21年）
であり、生産量に換算すると1万2千ｔと対前年比
7.7％の減少となっている。

エ　植物性たん白
植物性たん白の生産量は、乾燥品換算で6万3千t

（平成21年）と対前年比3.7％の増加であった。原料
別の生産比率は大豆系71％、小麦系29％となってい
る。なお、出荷先は全て食品加工業者である。

オ　豆　乳
豆乳の大豆使用量は、2万9千t（平成21年）であり、
生産量は、19万7千klと対前年比20.9％の増加となっ
ている。

カ　大豆の備蓄
大豆は我が国の国民生活に直結した食品の原材料
であり、そのほとんどを輸入に依存していることも
あって、国際的な需給変動、輸送事情の影響を受け
やすい状況にある。このようなことから、大豆の国
際需給の著しい変動、港湾スト等の不測の事態に備
えるため、（社）大豆供給安定協会が自ら大豆を買
い入れ、これを製油メーカー等のサイロを利用して
備蓄する体制をとっている。
備蓄水準は、食品用大豆の年間需要の約１ヵ月分
が食品用大豆の利用業界の流通在庫及び備蓄によっ
て確保されることとしており、21年度は３万１千t
（食品用大豆の年間需要の約２週間分）の備蓄を実
施し、これに対して国は備蓄の実施に必要な経費（保
管費）として、2億7,067万円を大豆保管企業協議会
に補助した。（大豆備蓄対策費補助金）
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2　油　　脂

⑴　世界の油脂事情
2008/2009年度の世界の油糧種子の生産状況につい
ては、大豆の生産量は、最大の生産国である米国では
増加したものの、ブラジル、アルゼンチン等で減少し
たことから、全体でも前年に比べ減少した。
一方、ナタネの生産量は、最大の生産国であるEU
をはじめ、カナダ、中国等で増加したことから、全体
でも前年に比べ増加した。
我が国では大豆油とナタネ油の生産量が2008年で可
食油生産量の88％程度を占め、その原料の大豆とナタ
ネは輸入に依存している。
その主な輸入先国は、大豆では米国、ブラジル、ナ
タネではカナダ、豪州となっている。

⑵　国内の油脂事情
ア　全体需給動向

食料需給表（平成20年度）によれば、我が国国民
１人・１日当たりの供給熱量は2,471.8Kcalで、その
うち油脂類は349.8Kcal（14.2％）を占めている。
油脂の総需要は微増傾向となっている。
なお、20年度の油脂生産のうち動物油脂と植物油
脂の生産比率は16％対84％程度となっている。
イ　用途別需要等

食用（単体用、マーガリン・ショートニング用、
マヨネーズ用等）は242万tで前年を3.4％下回った。
この食用のうち、植物油国内消費（工場出荷ベー
ス）については、業務用は11.5％減、家庭用、加工
用は微増であった。
非食用（工業用等）は、61万２千tと前年を19.3％
上回った。
輸出については、１万tと前年を下回った。これ
らのことから、油脂の総需要は305万tと対前年１万
t増となった。
また、食用加工油脂の生産量は、15年以来、５年
ぶりに70万tを僅かに下回った。

表６　食用加工油脂の生産（平成20年）
（単位：千t）

� 生産量� 対前年比（％）
マーガリン� 161� 99.1
ファットスプレット� 78� 97.9
ショートニング� 210� 98.1
精製ラード� 54� 98.2
食用精製加工油脂� 35� 78.6
その他加工油脂� 162� 104.9
　　計� 700� 98.6

ウ　油脂の供給動向
一方、油脂の供給は303万tと前年を上回った。国
産原料から生産される主要油脂は、豚脂、牛脂、魚油、
こめ油等に限られ、大部分が輸入原料に依存してい
る。国内で生産される主要な油脂としては、ナタネ
油、大豆油で国内で生産される油脂全体の73.5％を
占めており、ナタネ油の生産量は95万ｔ、大豆油は
54万tとなっている。

表７　油脂の供給
（原油ベース・単位：千t）

　項　　　目� 18年� 19年� 20年
植　　物　　油� 2,625� 2,604� 2,595
動　　物　　油� 447� 418� 436
　　　計� 3,072� 3,022� 3,031
前年比　（％）� 100.1� 98.4� 100.3
う　ち　輸　入� 2,680� 2,639� 2,641
（うち輸入油脂）� （975）� （967）� （999）
うち国産原料� 392� 383� 390

３　新　食　品

新食品とは、一般加工食品のうち、新たな技術又は、
新しい食品素材（食品新素材）を用いて製造又は加工
され高付加価値化された飲食料品をいう。食品新素材
とは、食品の物性をはじめとした品質を改善する機能
や体調を調節する機能を有する、新しい食品素材（糖
アルコール、オリゴ糖、食物繊維、ポリフェノール等）
をいう。
近年、食品新素材や新技術を活用した新食品が、消

費者の健康志向と相まって、食品産業の一分野として
定着している。

農水産物機能性活用推進事業
地域の食品企業の振興と農水産業の進展を図るため

には、地域の農水産物の機能性に着目した商品の開発・
販売が極めて重要であると考えられることから、平成
17年度より、地域農水産物に含まれる機能性成分の活
用方法や食品加工に利用する上での留意点等の整理・
検討、機能性成分を活用した商品の試作・評価などを
行っている。
平成21年度は、国産カンキツ類についての機能性成

分の解説を行い、また機能性成分に着目した商品とし
ての試作品を4品開発し、商品化に向けた改良の参考
として、結果を報告書として取りまとめ、食品企業及
び県試験場等食品開発関係者に配布し、広く情報提供
を行った。
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４　外食産業

⑴　外食等における原産地表示の促進
平成17年７月に策定した「外食における原産地表示
に関するガイドライン」を含め、食品産業のうち原産
地表示のためのガイドラインにより自主的な原料原産
地表示を進めようとする業界の事業者に対し、関連す
る法令や当該ガイドライン等のルールとの関係や注意
事項等を分かりやすく整理を行うための原産地表示ア
ドバイザー育成等の取組に対し支援した。

⑵　国産食材の利用推進
外食事業者の国産食材の利用・調達に関するニーズ
の生産地等への情報提供と外食産業と農業等が連携し
ている優良事例の調査・分析に対し支援した。また、
外食産業における国産食材の利用を推進するための農
業者等との交流会等の開催に対し支援した。

⑶　外食産業におけるバイオマス利用の推進
外食産業で廃棄処分されている「割り箸」を資源と
して再利用するため、試行的な取組を地域実験モデル
事業として支援した。また、地域実験モデルに対する
助言や取組内容と事業成果等を広く周知するためのシ
ンポジウムの開催、パンフレット等の作成等に対して
支援した。
⑷　海外日本食レストランを通じた日本食材の輸出促

進
海外日本食レストランにおける日本食の普及を通じ
て日本食・日本食材の輸出促進を目指し、18 ヵ所（台
北、上海、バンコク、ロンドン、アムステルダム、ロ
サンゼルス、モスクワ、スイス、ニューヨーク、シン

ガポール、ソウル、ローマ･ミラノ、パリ、香港、シ
ドニー、トロント、サンフランシスコ、北京）に日本
食レストラン関係者のネットワークを作り、そのネッ
トワークの活用により、日本産食材についての情報交
換を行った。

第５節　�米穀の需給及び価格の安
定を図るための措置
１　米の需給に関する動向

⑴　国内需給（平成21/22年の需給見通し）
平成21年産米については、全国の作況が平年ベース

を下回る98となり、水稲収穫量は847万tとなった。
このうち主食用等に831万tが仕向けられるものと見

込まれた。
これを踏まえ、平成21/22年（平成21年７月〜平成

22年６月）の需給については、平成21年11月の「米穀
の需給及び価格の安定に関する基本指針」（以下「基
本指針」という。）において次のとおり見通した。

○米流通の現状

平成21/22年の主食用米等の需給見通し
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⑵　備 蓄 の 運 営
備蓄については、米穀の生産量の減少により、その
供給が不足する事態に備えるため、６月末時点での在
庫量100万t程度を適正水準としている。
また、平成21/22年の備蓄米の売買数量は、回転備
蓄の適正かつ円滑な運営を図る観点から、実際の販売
数量が計画を下回ることが見込まれた場合、計画と販
売見込数量との差について、その相当量を政府買入数
量から減じることとし、30万tの範囲内とした。

⑶　米 の 流 通
平成20年産については、水稲収穫量882万tのうち、
市場流通量（農家消費等を除く。）が636万tとなって
いる。
この中で、生産者から農協等（農協・全集連系業者）
へのうるち米の出荷数量（411万t）のうち、全国出荷
団体（全農・経済連、全集連）への販売委託数量につ
いては、311万tと19年産（317万t）と比べて6万トン
減少している。
他方、農協等（農協・全集連系業者）の直販数量は
101万tとなっており、19年産（83万t）に比べ18万t増
加している。
なお、生産者の直販数量については、19年産と同水
準となっている。

⑷　外 国 産 米
平成７年４月から平成22年３月末までのミニマム・
アクセス米の輸入量は1,012万tとなった。
ミニマム・アクセス米については、国家貿易の下、
基本的に政府が買い入れ、市場の状況を踏まえ、価格

等の面で国産米では十分対応し難い用途（主として加
工食品の原料用）を中心に販売し、販売残のうち毎年
ある程度の数量を食糧援助用や飼料用に活用してい
る。
ミニマム・アクセス米の在庫は導入後徐々に増加し、

平成18年10月末には189万tに達したが、同年から飼料
用の販売を開始したことから、平成22年３月末には97
万tまで減少した。

⑸　政府米の買入れ
21年産政府備蓄米については、適正水準の100万t

と、21年10月末時点の在庫84万tとの差16万tを買い入
れた。
その際、主食用需給への影響を可能な限り小さなも

のとしつつ、客観的かつ透明性の確保が図られるよう、
これまでの産地品種銘柄ごとの買入予定数量の設定は
行わず、一定の品質基準、数量単位を設けた上で、低
価格のものから順次買入予定数量に達するまで、16万
t買い入れた。
入札は、平成21年12月平成22年２月までの間に４回

実施し、16万t全量が落札された。
⑹　政府米の販売

政府米の主食用への販売については、平成19年11月
以降、米緊急対策（平成19年10月29日農林水産省農政
改革三対策緊急検討本部決定）（以下「緊急対策」と
いう。）に基づき、販売を停止したところであったが、
平成20年６月から、米の需給動向等を的確に把握する
ため、特例的に政府米の販売を試行的に開始。21年６
月以降は、月１回程度の販売を行なっているところ。
平成21年度の販売状況については、4.7万tの販売実

績となった。

２　平成21年産米をめぐる状況

⑴　平成21年産米の需給調整の取り組み状況
平成21年産米の生産数量目標の達成に向けた取組と

して、生産調整未達成県・市町村においても生産調整
目標達成合意書を締結するなど、全都道府県・全地
域の関係者が一体となって取り組んだ結果、飼料用
米・米粉用米・稲発酵粗飼料用稲（ＷＣＳ用稲）等の
新規需要米の取り組みが増加し、主食用水稲作付面積
は159万ha、過剰作付面積も約4.9万ha（21年産は5.4万
ha）となり、前年産米に比べて減少した。
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⑵　米粉・エサ米法
米穀の新用途（米粉用・飼料用等）への利用を促進
する「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」（平
成21年法律第25号）が平成21年７月１日に施行され
た。本法律に基づき、米穀の生産者とその加工品の製
造事業者が連携した取組に関する計画に係る制度を創
設し、28件の生産製造連携事業計画（うち米粉関連26
件、飼料用米関連２件）を認定した。

３　平成22年産米の生産数量目標の決定

⑴　平成22年産米の生産数量目標
８/９年（８年７月から９年６月までの１年間）か

ら直近の20/21年までの全国の需要実績を用いてトレ
ンド（回帰式）で算出された全国の平成22/23年の需
要見通しの813万tを、平成22年産米の全国の生産数量
目標と設定した。
⑵　平成22年産米の都道府県別の生産数量目標
都道府県別の生産数量目標については、従来から、

全国の生産数量目標を基本に都道府県ごとの過去６年
の需要実績中、中庸4年分の平均値のシェアで算出す
ることを基本としているが、平成22年産米の生産数量
目標の配分に限り、激変緩和措置として以下の調整を
図った。
①　平成21年産米の目標達成県については、当該県の
生産数量目標の減少率が全国の生産数量目標の減少
率（99.8%）を下回らないこと

②　①により調整した数量については、平成21年産米
の目標未達成県のうち生産数量目標が増加する県か
ら控除すること
また、各都道府県において、需要に応じた生産を一

層促進する観点から、平成21年産に引き続き、都道府
県間調整を実施し、目標増加申出都道府県、目標削減
申出都道府県との間で、2,670tの調整が行われた。

　

Ⅰ　趣旨
米穀の新用途（米粉用・飼料用等）への利用を促
進するため、米穀の生産者とその加工品の製造業者
が連携した取組に関する計画及び新品種を育成する
ための計画に係る制度を創設するとともに、これら
計画の実施に対し農業改良資金の償還期間を延長す
る等の支援措置を講ずる。

Ⅱ　法案の内容
⑴　基本方針の策定
農林水産大臣は、米穀の新用途への利用の促進
に関する基本方針を定める。

⑵　事業計画の作成
①　生産製造連携事業計画
新用途米穀の生産者は、新用途米穀加工品（米
粉・飼料等）の製造事業者（必要に応じ米粉パ

ン等の製造事業者や畜産農家等を含む。）と共
同して、新用途米穀の生産から新用途米穀加工
品の製造等までの一連の行程の総合的な改善を
図る事業に関する計画を作成し、農林水産大臣
の認定を受けることができる。
②　新品種育成計画
稲の新品種の育成を行おうとする者は、新品

種を育成する事業に関する計画を作成し、農林
水産大臣の認定を受けることができる。

⑶　支援措置
①　⑵の①の計画の認定を受けた場合には、農
業改良資金助成法の特例（償還期間の延長等）
や食品流通構造改善促進法の特例（食品流通構
造改善促進機構による債務保証の範囲の拡大
等）等の措置を講じる。
②　⑵の②の計画の認定を受けた場合には、種
苗法の特例（新品種の出願料・登録料の減免）
の措置を講じる。
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○　目標を削減する県：　佐賀県　　　2,655t
　　（米の生産調整拡大）　岐阜県　　　　�15t

○　目標を増加する県：　新潟県　　　2,655t
　　（米の生産数量拡大）　愛知県　　　　�15t

⑶　平成22年産米の生産数量目標の配分におけるペ
ナルティの廃止
戸別所得補償制度の米戸別所得補償モデル事業は、
これまでの生産調整のように強制感をもって農家の参
加を求めるものではなく、交付対象を需給調整達成者
とすることにより、農家の主体的な経営判断によって
需給調整に参加していただくものである。このため、
これまで需給調整に参加してきたか否かにかかわら
ず、参加しようと思えば誰でも参加できるような生産
数量目標が配分されることが重要である。したがって、
生産数量目標の設定に当たっては、これまで講じてき
た需給調整未達成県に対するペナルティ的措置は廃止
することとした。

　⑷　集荷円滑化対策
平成21年産米に係る集荷円滑化対策は、平成21年10
月15日現在の全国作況指数が98となり、要件を満たさ
なかったため、実施（発効）されなかった。

４　米穀の出荷又は販売の事業の届出

平成16年４月１日の改正食糧法の施行により、従来
の計画流通制度（米穀の出荷取扱業及び販売業の登録
制度等）が廃止され、平常時においては米の流通関係
者の主体性を重視する観点から、流通の統制は行わな
いこととされた。
他方、米不足等の緊急時に的確に対応するため、平

常時から流通業者の確実な把握等を行い、緊急時にお
いて適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販
売の事業を行う者（事業規模が20精米t以上の者）に
対し、農林水産大臣への届出が義務付けられている。

表８　米穀の出荷又は販売の事業の届出者数
（平成22年3月末日現在）

注）�　届出事業者数とは、主要食糧の需給及び価格の安定
に関する法律第47条の規定に基づき出荷又は販売の事
業の届出を行っている者である。

５　米の消費拡大

平成21年度における米の消費拡大については、米を
中心とした「日本型食生活」の普及を促進する観点か

都道府県 届出事業者数
北海道 3,083
青　森 710
岩　手 1,357
宮　城 1,655
秋　田 968
山　形 1,114
福　島 2,039
茨　城 1,720
栃　木 1,233
群　馬 1,277
埼　玉 3,172
千　葉 3,375
東　京 7,525
神奈川 4,164
新　潟 2,494
富　山 564
石　川 919
福　井 704
山　梨 898
長　野 1,626
岐　阜 1,002
静　岡 2,003
愛　知 3,101
三　重 902

都道府県 届出事業者数
滋　賀 913
京　都 2,607
大　阪 6,341
兵　庫 4,135
奈　良 1,118
和歌山 945
鳥　取 189
島　根 550
岡　山 911
広　島 1,888
山　口 763
徳　島 729
香　川 707
愛　媛 807
高　知 487
福　岡 3,144
佐　賀 332
長　崎 1,431
熊　本 1,126
大　分 755
宮　崎 962
鹿児島 2,042
沖　縄 531
計 81,018
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ら、米を食生活の改善に資する重要な戦略品目として
位置付け、世代別の消費動向などの事情や特性を踏ま
えながら、食育の取組と連動して、消費拡大の取組を
推進するため、次の事業を実施した。

①　朝食欠食（20 〜 30代の約3割）の改善や、米を中
心とした日本型食生活の普及・啓発により、食料自
給率向上に資するため、各種広報媒体を活用した情
報提供（めざましごはんキャンペーン）の実施
②　外食及び中食業者と連携した朝ごはんメニュー、
朝ごはん向け商品の充実強化や朝ごはん販促活動の
コンサルティングに対する支援
③　都市部を中心に、小学生を対象としたお米・ごは
ん食に関する出前授業への支援
④　生産者団体や稲作農家と連携した米の消費拡大運
動や、都市部に立地する情報発信施設を活用した食
育体験教室等の取組に対する支援
⑤　医師等を通じて、健康面から米を中心とした日本
型食生活の有用性を普及・啓発するための講習会開
催等に対する支援

　6　学　校　給　食

⑴　学校給食実施状況
学校給食は、学校給食法に基づき、小学校、中学校、
夜間定時制高校及び特別支援学校を対象に実施されて
おり、パン又は米飯、ミルク及びおかずを供する「完
全給食」と、完全給食以外の給食でミルク及びおかず
等を供する「補食給食」と、ミルクのみを供する「ミ
ルク給食」の三つの型がある。
平成20年５月現在における学校給食の実施状況は表
９のとおりである。

表９　学校給食実施状況
� 学校数� 　児童・生徒数
　区　分
� 校� 千人
完 全 給 食� 31,140� 9,652
補 食 給 食� 339� 44
ミルク給食� 1,211� 392
　　計� 32,690� 10,088
未 実 施� 1,931� 840
総　　　計� 34,621� 10,929

⑵　米飯学校給食実施状況
学校給食において米飯給食の普及・定着を図ってい
くことは、食習慣形成の重要な時期に当たる児童・生
徒に米を中心とする日本型食生活を継承していくだけ

でなく、米の消費拡大を図る上で重要な役割を果たし
ていることから、米飯学校給食の回数増加に向けた取
組を行っている。
平成21年度においては、米飯学校給食の普及が遅れ

ている大都市部に重点をおいて、保護者、学校給食関
係者を対象とした、「ごはんで給食フォーラム」、学校
給食関係者を対象とした、「ごはんで給食メニュー講
座」の開催等を支援したほか、学校給食用に備蓄米の
無償交付（新たに保育所を対象）を行うなど、引き続
き米飯学校給食を積極的に推進している。
この結果、米飯学校給食の実施状況は、平成20年５

月現在では、
①　米飯学校給食実施校は、完全給食実施校の99.9％
（昭和51年5月36.2％）
②　対象児童・生徒数の比率は、99.9％（昭和51年5
月30.3％）

③　週平均実施回数3.1回（昭和51年5月0.6回）
④　週3回以上実施している学校は、米飯学校給食実
施校の86.5％（昭和51年5月7.0％）
となり、着実に普及している。

第６節　�麦類の需給及び価格の安
定を図るための措置
１　輸入麦の政府売渡価格

⑴　輸入麦の政府売渡価格の算定方法
輸入麦の政府売渡価格は、過去の一定期間における

買付価格の平均値に、年間固定の港湾諸経費及びマー
クアップ（国家貿易等の麦の制度運営及び国内産麦の
生産振興に必要な経費）を上乗せした価格で売り渡す
相場連動制となっている。その算定ルールは、
ア　年3回の価格改定（当面は年２回）、
イ　平均買付価格の算定期間は改定月の２か月前から
遡って６か月間（平成21年４月以前は、改定月の３
か月前から遡って８か月間）

となっている。
⑵　輸入麦の政府売渡ルール検討会

輸入麦の政府売渡価格の価格改定は、年2回、直近8
か月間の平均買付価格を基準に算定してきた。
しかし、この算定方式では国際相場の変動を迅速に

反映できず、特に平成20年10月期においては、国際相
場が大幅に下落しているにもかかわらず政府売渡価格
が引上げになったことから、算定方式の見直しを行う
べきではないかという意見が提起された。
このため、平成20年11月26日に「輸入麦の政府売渡

ルール検討会」（参考１）が発足し、政府売渡価格に
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国際相場の動向をより迅速に反映できるように、価格
改定回数、算定期間、SBS方式の範囲等を検討項目と
して、計12回の検討会が開催され、平成21年10月２日
に、輸入麦の新たな価格改定ルールと今後の麦制度の

見直しのあり方を内容とする検討会報告書が出された
（参考２・３）。報告書の主な概要は以下のとおり。
ア　算定期間を「直近８か月」から「直近６か月」に
短縮するとともに、算定期間の対象月を価格改定月

参考３　価格改定ルール（平成21年10月から）

参考１　輸入麦の政府売渡ルール検討会
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の「３か月前まで」から「２か月前まで」に変更
イ　SBS方式の拡大については、食料・農業・農村基
本計画の見直しを踏まえ、麦産業全体の将来ビジョ
ンを検討し、結論を得られた後、３年程度の準備期
間を経て実施することが適当
ウ　農林水産省の機構改革による主要食糧業務を担う
組織のあり方の見直しに対応して、
鉉　輸入麦の配船を商社が行う
鉤　輸入麦を本邦に到着後直ちに実需者に売り渡す
鉈　不測の事態に対応できるように国の計画に従っ
て製粉企業等が備蓄を行う
方向で検討する必要がある。
これを踏まえ、民間に任せることができるものは
民間に任せながら麦の安定供給を図っていく即時販
売方式の導入に向けた検討がはじまった。

⑶　平成21年度の政府売渡価格
21年10月期の政府売渡価格は、「輸入麦の政府売渡
ルール検討会」の報告書において示された新たな価格
改定ルールに基づき、直近６か月間（21年３月〜 21
年８月）の平均買付価格をもとに算定し、主要５銘柄
平均で▲23％（銘柄ごとにみると▲18％〜▲27％）の
引下げとなった。
また、22年４月期の政府売渡価格は、新たな価格改
定ルールに基づき、直近６か月間（平成21年９月〜平
成22年２月）の平均買付価格をもとに算定し、主要５
銘柄平均で▲５％（銘柄ごとにみると▲４％〜▲８％）
の引下げとなった（参考４）。

⑷　小麦粉価格への影響
21年10月からの政府売渡価格改定を受けて、製粉各
社は11月以降の出荷分について▲145円〜▲460円の小
麦粉価格の値下げを実施した。また、22年４月からの
政府売渡価格の改定を受けて、製粉各社は５月以降の
出荷分について▲55円〜▲85円の小麦粉価格の値下げ

を実施した。
⑸　マークアップをめぐる情勢等

ア　麦関係収支の動向
麦関係収支は、生産振興費が必要となる国内産麦
の生産数量が近年増加傾向で推移していることに伴
い、大幅な赤字が継続しており、20年度においては
一般会計から662億円（４麦計）が繰入れされている。

イ　22年度のマークアップ額
22年度予算に織り込まれるマークアップ額につい
ては、国内産麦の流通数量の増加に伴い国内産麦の
振興に要する経費が増嵩するとともに、穀物相場の
高騰に伴い麦加工製品の輸入量が減少している状況
を踏まえ、昨年度と同額（５銘柄平均：17円／㎏）
としたところである。

２　麦類の需給

⑴　麦の需給見通し（需給計画）
麦の需給見通し（食糧用麦の需給計画）は、食糧法

に基づき、国内産麦では量的又は質的に満たせない需
要分について、外国産麦を国家貿易により計画的に輸
入することを基本として策定することとしている。　
また、平成22年度の麦の需給見通しは、以下のとお

り策定し、22年３月に食料・農業・農村政策審議会総
合食料分科会食糧部会の審議を踏まえ、決定・公表し
たところである。
ア　総需要量

22年度の総需要量は、過去５年（平成17年度から
平成21年度まで）の平均需要量である、小麦569万t、
大・はだか麦38万tと見込んだ。

イ　国内産麦流通量
22年度の国内産麦流通量は、平成22年産麦の作付
予定面積に10a当たりの平均収量を乗じ、さらに食
糧用供給割合を乗じて得た平成22年産麦の供給量
に、過去の供給実績から見込まれる年度内供給比率
を乗じ、さらに平成21年産麦の在庫量を加え、小麦
73万t、大・はだか麦11万tと見込んだ。

ウ　外国産麦輸入量
22年度の外国産麦輸入量は、総需要量から国内産
麦の流通量を差し引いた数量とし、小麦496万t、大・
はだか麦27万tと見込んだ。

エ　備蓄目標数量
現在、不測の事態に備え、国全体で外国産食糧用
小麦の需要量の2.3か月分（政府が1.8か月分、民間
が0.5か月分）の備蓄を行っている。
22年度の備蓄目標数量は、引き続き、外国産食糧
用小麦の需要量の2.3か月分（95万t）を見込んだ。

参考４　輸入麦の政府売渡価格
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このうち、政府が備蓄している1.8か月分（74万t）は、
平成22年10月からは民間の備蓄に移行することとし
ているため、平成22年度の政府の期末在庫量は０万
t、民間の期末在庫量は95万tとなる。

⑵　麦類需給実績
21年度の食糧用麦類の需給実績は、次のとおりと
なった。
ア　輸入量

外国産麦の輸入量は、小麦484万２千t、大・は
だか麦22万８千tとなり、当初計画に比べ、小麦は
６万７千t減少し、大・はだか麦は３万２千ｔ減少
した。
イ　需要量
鉉　外国産小麦の需要量は、主食用（製粉用）は
473万９千t、固有用途用（しょう油用等）は
９万６千tとなり、当初計画に比べ、主食用は
５万９千ｔ減少、固有用途用は１万５千t減少し、
合計で483万５千tとなった。
鉤　外国産大・はだか麦の需要量は、主食用（精麦
用）は16万２千t、固有用途用（麦茶用、ビール
用）は６万６千tとなり、当初計画に比べ、主食
用は４万５千t減少、固有用途用は１万３千t増加
し、合計で22万８千tとなった。

ウ　期末在庫量
政府の外国産小麦の期末在庫量は83万９千tと
なった。

3　国内産麦の民間流通

⑴　平成21年産麦
21年産麦の民間流通数量は、小麦63万９千t、小粒
大麦４万４千t、大粒大麦４万６千t、はだか麦１万t
となっている。

⑵　平成22年産麦
ア　基本事項の決定等

平成22年産麦の民間流通の仕組みについては、平
成21年８月21日に「第24回民間流通連絡協議会」が
開催され、協議・決定された。
平成22年産については、21年４月に外国産麦の売
渡価格が引き下げられたこと等を考慮して、入札に
おける基準価格は前年産の指標価格とし、値幅制限
を基準価格の±10％に拡大した。この他の22年産の
国内産麦の民間流通の仕組みについては、21年産の
民間流通の仕組みと同様とされた。
また、平成22年産麦の播種前契約の基準となる販
売予定数量、購入希望数量は、平成21年９月28日に
開催された「第25回民間流通連絡協議会」において

提示された。（表10）

表10　平成22年産麦の販売予定数量及び購入希望数量
　（単位：千t）

麦 種 販売予定数量 購入希望数量
小 麦
小 粒 大 麦
大 粒 大 麦
は だ か 麦

計

909
55
64
15
1043

818
47
64
23
952

イ　平成22年産麦の入札の実施
平成22年産麦の入札は、（社）全国米麦改良協会
を実施主体として、平成21年10月８日に第１回、10
月20日に第２回が実施された。
入札の結果、外国産麦の価格下落を受け、はだか
麦を除くすべての麦種で全銘柄の落札加重平均価格
が平成21年産から下落した。（表11－１及び２）

表11－１　平成22年産麦入札結果の概要

○　指標価格（全銘柄落札加重平均価格）
　　　　　　　　　　　　（単位：円/t（税込み））

麦 種 21年産 22年産 対前年産比（％）
小 麦
小 粒 大 麦
大 粒 大 麦
は だ か 麦

59,885
59,709
50,492
58,527

55,241
53,448
46,097
61,489

92.2
89.5
91.3
105.1

○　麦種別落札率
（単位：t）

小　　麦 小粒大麦 大粒大麦 はだか麦
上場数量
落札数量
落 札 率

242,310
189,350
78.1％

14,210
14,040
98.8％

10,330
8,910
86.3％

3,030
3,030
100.0％

表11－２　平成22年産麦入札の指標価格の動向
（単位：銘柄数）

麦　種
基 準 価 格 対 比

計
上回る 同価格 下回る

小　　麦
小粒大麦
大粒大麦
はだか麦

0
0
1
2

0
0
0
0

29
11
9
1

29
11
10
3
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４　政府所有麦の販売実績

⑴　外国産小麦（製粉用）の販売実績
製粉用の販売量は、473万９千tと前年度に比べ、20
万２千t（4.5％）の増加となった。
種類別の内訳（シェア）は、ソフト系（薄力系）
156万４千t（内SBS ３千t）（33.0％）、セミハード系
（準強力系）85万８千t（18.1％）、ハード系（強力系）
231万７千t（内SBS35万t）（48.9％）となった。
また、産地国別の内訳（シェア）は、アメリカ産
290万３千t（61.2％）（WW75万２千t、SH85万８千t、
DNS129万３千t）、カナダ産87万１千t（18.4％）（CW67
万４千t、DRM19万６千t（内SBS19万６千t）、その
他１千t（内SBS １千t））、オーストラリア産96万２千
t（20.3％）（ASW80万９千t、PH15万３千t（内SBS15
万３千t））、その他3千t（0.1％）（内SBS ３千t）となった。

⑵　外国産小麦（固有用途用）の販売実績
固有用途用の販売量は、しょうゆ用等として
９万６千tと前年度に比べ８千t（▲7.7％）の減少となっ
た。

⑶　外国産大・はだか麦の販売実績
精麦用の販売量は、16万2千t（内SBS16万２千t）と
前年度に比べ９万t（▲4.7％）の減少となった。
固有用途用の販売量は、麦茶、ビール用等とし
て６万６千t（内SBS ６万６千t）と前年度に比べ
３万６千t（▲35.3％）の減少となった。

第７節　倉庫の概況と保管

１　政府倉庫及び農林水産省寄託倉庫の概況

⑴　標準収容力と在庫数量
平成21年４月１日現在の政府倉庫及び農林水産省
寄託倉庫の標準収容力は、政府倉庫14万４千t、営業
倉庫408万１千t、農業倉庫87万２千t、集荷商人倉庫
６万t、民間サイロ393万７千t、合計978万３千tとなり、
前年同期に比べて119万１千tの減少となっている。
また、経営主体数は営業倉庫（民間サイロを含む）
541、農業倉庫115、集荷商人倉庫8、合計664であり、
前年同期に比べて224減少している。
一方、政府所有食糧等の在庫数量は、21年10月末現
在で179万t（うち、国内米84万t）となっている。
最近３ヵ年の政府倉庫及び農林水産省寄託倉庫の標
準収容力及び在庫数量の推移は表12のとおりである。

表12　政府倉庫及び農林水産省寄託倉庫の収容力及び
　　　　在庫数量

（単位：千t）
� 年　度� 標準収容力
� 19� 11,029
� 20� 9,783
� 21� 8,952
注：標準収容力は各年度4月1日現在である。

⑵　低温倉庫の概況
21年４月１日現在における政府倉庫及び農林水産省

寄託倉庫のうち、低温倉庫の標準収容力は499万４千t
であり、前年に比べ61万７千t減少している。
最近３ヵ年の低温倉庫の標準収容力は表13のとお

りである。

表13　低温倉庫の標準収容力
（単位：千t）

� 年　度� 標準収容力
� 19� 6,676
� 20� 5,611
� 21� 4,994
注：標準収容力は各年度4月1日現在である。

２　保管料支払実績

21年度政府所有食糧等の保管料支払額は205億円で
あり、前年度に比べ28億円の減少している。

表14　21会計年度保管料支払額
（単位：百万円）

種　類� 営業倉庫� 農業倉庫� 計� 対前年増減
国内米� 5,608� 1,529� 7,137� △448
国内麦� －� －� －� －
外　米� 7,363� 7� 7,370� △1,243
外　麦� 5,796� －� 5,796� △1,097
輸入飼料� 266� －� 266� 65　
　計� 19,033� 1,536� 20,569� △2,723
対前年増減� △2,523� △191� △2,723

第８節　食糧の輸入及び国際関係

１　概　　　　　　況

米　　　　穀
米については、ウルグアイ・ラウンド農業合意に基

づき、基準期間（昭和61年〜 63年）の国内消費の一
定割合に該当する外国産米をミニマム・アクセス米と
して輸入を行っている。平成11年４月には、輸入数量
制限措置から関税措置へ切り換えた。
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なお、ミニマム・アクセス数量は、12年度以降、77
万玄米tとなっている。

⑵　麦　　　類　
小麦及び大麦については、ウルグアイ・ラウンド農
業合意により、それまでの輸入割当制度（IQ）から、
平成７年に関税措置へ切換えた。
外国産麦については、国内産麦で不足するもの及び
品質的に国内産麦が使用できないものについて輸入す
ることを原則としている。
なお、カレント・アクセス数量は12年度以降、小麦
574万t、大麦136万９千tとなっている。

２　米穀の輸入状況と海外の動向

⑴　輸入状況
平成21年における米穀の輸入数量（通関統計ベース

（暦年））は67万１千tであった。国別内訳は、アメリ
カ37万４千t、タイ21万９千t、中国７万７千t、その
他１千tとなっている。

⑵　米穀の国際需給と価格動向
ア　国際需給

2009/10年度の生産量は、中国、タイ等が増加す
る一方で、インド等で減少する見込みであり、世界
全体では、前年度より減少（1.5%）し、441.5百万
ｔとなる見込みである。
貿易量は、タイ、パキスタン、ベトナム等で増加
が見込まれるため、世界全体は前年度より増加し、
30.1百万tとなる見込みである。
イ　価格動向

米の国際取引の指標価格となるタイ国家貿易委員
会公表価格のタイ国産うるち精米長粒種（100％２
等相当）のFOB価格（輸出価格）は、近年300ドル
／ t前後で推移してきたが、2007年秋以降、インド
等の輸出規制を契機として世界的なコメ需給の逼迫
感が強まった結果、2008年５月には過去最高となる
1,038ドル／ tを記録した。しかしながら、その後は
下落に転じ、2010年3月末には527ドル／ tとなって
いる。

３　麦類の輸入状況と海外の動向

⑴　輸　入　状　況
ア　小麦

平成21年における小麦の輸入量（通関統計ベース）
は、470万３千tで、このうち食糧用の輸入量は460
万８千t、飼料用は９万４千tであった。国別で見る
と、アメリカ284万t、カナダ94万２千t、オースト
ラリア87万８千t、その他４万２千tとなっている。

イ　大麦
平成21年における大麦の輸入量（通関統計ベー
ス）は、139万１千tで、このうち食糧用は24万３千
t、飼料用は114万８千tであった。
国別で見ると、オーストラリア86万６千t、カナ
ダ26万６千t、ウクライナ15万９千t、その他10万t
となっている。

⑵　麦類の国際需給と価格動向
ア　小麦
鉉　国際需給

2009/10年産の生産量は、オーストラリア、中国、
カザフスタン等で増加するものの、アメリカ、カ
ナダ、EU27、ウクライナ等で減少するため、世
界全体では、過去最高だった前年度より減少（▲
0.4％）し、680.4百万tとなる見込みである。
貿易量は、カザフスタン等を除き主要生産国で

減少するため、世界全体でも前年度より減少（▲
７％）し、133.8百万tとなる見込みである。
鉤　価格動向（すべて１ブッシェルあたり単価）

小麦の国際価格（シカゴ相場）については、
2006年秋以降、オーストラリアの干ばつによる生
産量の減少等に伴い上昇し、2007年に入っても、
期末在庫量の低下やオーストラリアの２年連続の
干ばつ、輸出国による輸出規制等の要因により上
昇を続け、2008年３月には11ドル台に達した。そ
の後、世界的な小麦の豊作及び景気の悪化などの
影響で値下がりし、2009年は４ドル〜５ドル台で
推移していたが、2010年７月以降、ロシアやウク
ライナ等の黒海沿岸地域における記録的な干ばつ
と、それに伴うロシアの穀物輸出禁止措置等によ
り急騰し、2010年８月には一時８ドル台を記録し
た。

イ　大麦
2009/10年度の生産量は、オーストラリア、イラン、
カザフスタン等で増加するものの、カナダ、EU27、
ロシア、ウクライナ、アメリカ等で減少するため、
世界全体では前年度を5.5百万ｔ下回る149.8百万ｔ
となる見込みである。
輸出量は、カナダ、ロシア、ウクライナ等で減少
するため、世界全体では前年度を下回る16.6百万ｔ
となる見込みである。

４　政府米を利用した食糧援助

政府米を利用した食糧援助については、被援助国等
からの要請を踏まえ、WTO協定等国際ルールとの整
合性、財政負担等に留意し、適切に実施することとし
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ている。
平成20年度においては、アフリカ、アジアを中心と
し、KR食糧援助として、23 ヵ国等に対し約11.2万t、
WFP通常拠出分として0. １万tの食糧援助を行った。

第９節　食料安定供給特別会計

１　食料安定供給特別会計の概要

食料安定供給特別会計は、平成19年産から導入した
水田・畑作経営所得安定対策を軸とした食料安定供給
施策を一体的に推進するため、①米・麦の買入れ、売
渡し等の経理を行う食糧管理特別会計と、②農地の担
い手への利用集積等に必要な資金の貸付け等の経理を
行う農業経営基盤強化措置特別会計を統合し、農業経
営基盤強化事業、農業経営安定事業、食糧の需給及び
価格の安定のために行う事業に係る経理を行うため、
平成19年４月に「特別会計に関する法律」（平成19年
法律第23号）に基づき設置された。
また、土地改良法（昭和24年法律第195号）に基づ
く国営土地改良事業等に関する経理を行うために設け
られた国営土地改良事業特別会計が平成20年度より一
般会計に統合されたことに伴い、平成10年度以前に事
業費の一部について借入金をもって財源とすることで
新規着工した地区のうち、平成19年度末までに工事が
完了しなかった地区（未完了借入事業）について、当
該事業が完了する年度までの経過措置として国営土地
改良事業勘定が設置された。

２　平成21年度予算の概要

⑴　各勘定の概要
①　農業経営基盤強化勘定

農業経営基盤強化勘定においては、「農地法」等
の規定に基づく自作農創設のため政府が行う農地等
の買収、売渡し等及び農地保有合理化事業等、「農
業改良資金助成法」に規定する農業改良資金並びに
「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関す
る特別措置法」に規定する就農支援資金の貸付けに
必要な経費を計上している。
②　農業経営安定勘定

農業経営安定勘定においては、「農業の担い手に
対する経営安定のための交付金の交付に関する法
律」の規定に基づく交付金の交付のために必要な経
費を計上している。
③　米管理勘定

米管理勘定においては、国内米の備蓄に伴う買入

れ及び売渡し、輸入米の買入れ及び売渡し等に必要
な経費を計上している。
国内米については買入数量50万t、売却数量41万t、
輸入米については買入数量77万ｔ、売却数量89万t
を見込み、政府買入及び売渡価格は、最近の価格動
向等を勘案して算定した価格で計上している。
さらに、米の価格下落等の影響を緩和するための
当面の措置（稲作構造改革促進交付金）に必要な経
費等を計上することとしている。

④　麦管理勘定
麦管理勘定においては、輸入小麦等の買入れ及び
売渡し等に必要な経費を計上している。輸入小麦等
については買入数量517万t、売却数量517万tを見込
んでいる。買入価格は最近の価格動向等を勘案して
算定した価格、売渡価格は平成21年４月１日以降に
適用される価格等で計上している。輸入飼料につい
ては小麦20万t、大麦141万tの売却及びこれに必要
な買入れを予定している。さらに、農業経営安定事
業に要する経費の財源に充てるため農業経営安定勘
定への繰入に必要な経費を計上している。

⑤　業務勘定
業務勘定においては、農業経営基盤強化勘定、農
業経営安定勘定、食糧管理勘定（米管理勘定及び麦
管理勘定）における事務取扱い等に必要な経費を計
上している。

⑥　調整勘定
調整勘定においては、歳入として、農業経営安
定勘定、食糧管理勘定における所要の経費の財源
に充てるため当初予算において、一般会計から
207,380,343千円を受入れるほか、主要食糧等の買入
代金の財源に充てるため食糧証券収入830,490,000千
円を計上しており、歳出として農業経営基盤強化勘
定、農業経営安定勘定、食糧管理勘定への繰入れに
必要な経費等を計上している。

⑦　国営土地改良事業勘定
国営土地改良事業の負担金の徴収の確保等のた
め、各工事別に区分して未完了借入事業の工事等に
係る経理を取り扱い、その経理については、事業費
のうち国及び受益者が負担する部分は一般会計から
の繰入金等を充てており、道県が負担する部分は借
入金を充てている。

⑵　各種助成等事業
ア）農地保有合理化事業
○農地保有合理化促進対策費補助金

（予算額：9,108,505千円）
都道府県が農地合理化法人の指導に要する経費、農
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地保有合理化事業を行う農地保有合理化法人等の当該
事業に要する経費及び社団法人全国農地保有合理化協
会が行う農地保有合理化事業の推進を行うのに要する
経費等を計上している。
○農地保有合理化促進対策資金貸付金

（予算額：8,878,000千円）
農地保有の合理化の促進を図るための、農地保有合
理化事業を行う法人の当該事業に要する資金を貸し付
ける都道府県に対する所要資金の一部貸付け及び農用
地利用集積が図られる土地改良事業に必要な費用の一
部を土地改良区等へ無利子で貸し付ける日本政策金融
公庫等に対する所要資金の貸付けを行うこととしてい
る。
イ）農業改良資金制度
○農業改良資金貸付金

（予算額：264,309千円）
都道府県が行う農業改良資金の貸付けに要する資金
の一部貸付け及び農業協同組合等が行う農業改良資金
の貸付けの原資に充てるため、都道府県が貸し付ける
資金の一部貸付けを行うこととしている。
ウ）就農支援資金制度
○就農支援資金貸付金

（予算額：1,551,408千円）
都道府県青年農業者等育成センター、農業協同組合
等が行う就農支援資金の貸付けの原資に充てるため、
都道府県が貸し付ける資金の一部貸付けを行うことと
している。
エ）経営安定対策
○農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金

（予算額：154,906,202千円）
農業の担い手の経営安定を図るため、諸外国との生
産条件の格差から生じる不利を補正する対策として、
過去の生産実績に基づく支払及び毎年の生産量・品質
に基づく支払を実施することとしている。
○農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金

　（予算額：75,755,897千円）
農業の担い手の経営安定を図るため、収入減少によ
る農業経営への影響を緩和する対策として、米、麦、
大豆等の販売収入の合計額が、標準的収入額より下
がった場合に、その差額の９割を補てんすることとし
ている。
○稲作構造改革促進交付金

（予算額：21,760,000千円）
米の生産調整メリット対策として、水田・畑作経営
所得安定対策非加入者の生産調整実施者に対し米価下
落等の影響緩和支援助成を行うこととしている。

オ）安定供給確保対策
○米穀安定供給円滑化補助金

　　　　（予算額：50,654千円）
米の安定供給の確保を支援することを目的として設

立された米穀安定供給確保支援機構の運営が円滑に行
えるよう事業実施に必要な経費について助成すること
としている。

⑶　損益及び一般会計からの繰入れ
平成21年度の食糧管理勘定及び業務勘定の損益は、

水田・畑作経営所得安定対策の推進及び経営安定対策
との整合性をもった米政策の更なる推進を図ること等
により、1,819億円の損失（前年度予算比249億円の損
失増加）が見込まれている。（勘定別の内訳は、米管
理勘定△1,358億円、麦管理勘定△458億円、業務勘定
△3億円）
この損失については、前年度から繰越された調整資

金776億円のうちの679億円と一般会計からの調整資金
繰入1,140億円を充てることとしている。
この結果、21年度末の調整資金は97億円となる予定

である。

３　平成21年度決算の概要

⑴　農業経営基盤強化事業
農業経営基盤強化勘定においては、自作農創設に必

要な経費として15億円、農地保有合理化促進に必要な
経費として98億円、就農支援資金貸付けに必要な経費
として11億円を支出している。

⑵　農業経営安定事業
農業経営安定勘定においては、農業経営安定事業に

必要な経費として1,462億円を支出している。
⑶　米の管理

米管理勘定においては、国内米の売買（16玄米万t
買入、6玄米万t売却）及び輸入米の売買（66実（74玄
米）万t買入、78実（88玄米）万t売却）に伴い発生し
た損失に、管理に要する所要額を加え、764億円の損
失となった。

⑷　麦の管理
麦管理勘定においては、食糧麦の売買（食糧麦507

万t（大麦23万t、小麦484万t）の買入、506万t（大麦
23万t、小麦483万t）の売却）及び輸入飼料の売買（138
万t（大麦125万t、小麦13万t）の買入、138万t（大麦
125万t、小麦13万t）の売却）に伴い発生した利益から、
管理に要する所要額を差し引き、317億円の利益となっ
た。
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⑸　決算損益の整理
調整資金
平成21年度における米管理勘定、麦管理勘定及び業
務勘定の損失額は、458億円（米損失764億円、麦利益
317億円、業務損失10億円）となったことから、これ
を調整勘定に移し、前年度からの繰越額738億円と当
年度の一般会計からの受入額1,140億円からなる調整
資金（計1,878億円）を取り崩し整理した。

� 調整資金� （単位：億円）
� 前年度� 本年度� 本年度� 残高
　� 繰　越� 受　入� 損　失
� 738� 1,140� △458� 1,420

⑹　国営土地改良事業
国営土地改良事業勘定においては、土地改良事業に
必要な経費として835億円、土地改良事業工事諸費に
必要な経費として73億円、受託工事等に必要な経費と
して17億円支出している。

表15　平成21年度食料安定供給特別会計歳入歳出総括表
（単位：億円）

＜歳　　　入＞
項　　目� 決算額

自作農創設特別措置収入� 15
償還金収入� 214
独立行政法人納付金� 227
食　糧　売　払　代� 3,957
納　付　金　収　入� 4
土地改良事業費負担金等収入� 255
借入金� 169
受託工事費等受入� 17
一般会計より受入� 2,820
雑　　収　　入� 298
食糧証券収入� 3,520
前年度剰余金受入� 970
純　　計　　額� 12,467
他勘定より受入� 11,402
　（歳入合計）� 23,868

＜歳　　　出＞
　　　項　　目� 決算額
農業経営基盤強化事業費� 124
農業経営安定事業費� 1,462
食　糧　買　入　費� 2,956
管　　理　　費� 494
事　　務　　費� 128
政府倉庫運営費� 3
国債整理基金特別会計へ繰入� 4,556
土地改良事業費� 557
北海道土地改良事業費� 194

離島土地改良事業費� 85
土地改良事業工事諸費� 73
受託工事費及換地清算金� 17
一般会計へ繰入� 263
予　　備　　費� －
純　　計　　額� 10,911
他勘定へ繰入� 11,402
　（歳出合計）　� 22,313

（注）単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。

第10節　農産物検査制度

1　概　　　況

農産物検査は、農産物の公正かつ円滑な取引とその
品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農
産物消費の合理化とに寄与することを目的とした農産
物検査法（昭和26年法律第144号）に基づいて行われ
ている。
従来（平成12年度まで）は、食糧事務所（農産物検

査官）が一元的に農産物検査を実施してきた（いわゆ
る国営検査）が、平成11年4月27日に閣議決定された「国
の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」を
受け、農産物検査の実施主体を、国から農林水産大臣
の登録を受けた民間の検査機関（以下「登録検査機関」
という。）に変更することを主な内容として、平成12
年の通常国会において同法を改正し、国は、検査規格、
検査方法の設定等の基本ルールの策定や登録検査機関
の指導・監督等の役割を果たすこととなったところで
ある。
この改正により、平成13年４月から５年間で農産物

検査の実施主体を民営化することとなり、国は、平成
18年３月31日までの移行期間中は、国を登録検査機関
とみなして農産物検査を行うことができることとされ
た。
また、法に規定されている米麦以外の検査対象品目

について検証を行い、国の統一的規格に基づく農産物
検査が求められなくなっている品目については、検査
対象から除外することとし、農産物検査の対象品目を
20品目から10品目に整理し、平成７年度から導入され
た米麦の成分検査は、品位等検査の受検の有無に関わ
らず単独で受検できる等、制度が変更された。
国は、農産物検査の民営化が開始された平成13年度

以降、登録検査機関に対する監査、検査現場における
巡回点検等の登録検査機関に対する指導監督を行うと
ともに、民間における検査体制を確立し、民営化を円
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滑に進めるため、平成12年度から各食糧事務所におい
て、農産物検査員を育成するための研修を実施し、平
成18年４月から完全民営化し、検査は全て登録検査機
関により実施されているところである。

⑴　登録検査機関の登録状況
登録検査機関の登録状況は、平成21年度末現在で、
登録検査機関は国内産農産物で1,414機関、外国産農
産物で５機関、成分検査で14機関が登録され、国内産
農産物で約15,860人の農産物検査員が登録されている
ところである。

⑵　登録検査機関による検査
農産物検査については、生産者、流通業者等の関係
者から検査の信頼性確保、公正かつ的確な検査の実施
及び適切な検査証明が強く求められていることから、
登録検査機関においては、登録検査機関としての検査
体制の確立、農産物検査員の資質の向上が強く求めら
れている。
このため、国は、登録検査機関の適正な業務運営の
確保、農産物検査員の検査技術の向上等を図る観点か
ら、以下のとおり各地方農政局・地方農政事務所にお
いて、登録検査機関に対する指導・監督を実施した。
ア　適正な業務運営の確保

登録検査機関の適正な農産物検査業務の実施を確
認するため、管轄する区域の登録検査機関の品位等
検査を行う検査場所に巡回点検を実施した。
また、登録検査機関の主たる事務所及び従たる事
務所に対する監査を実施した。
イ　検査技術向上のための現地指導

登録検査機関の協力要請により、農産物検査員の
検査技術の向上、鑑定精度の程度統一を図るために、
所要の助言、指導を行った。

ウ　鑑定精度の程度統一
登録検査機関の農産物検査員の鑑定精度を統一す
るため、研修会・鑑定会を実施するとともに、検査
の開始時期に品質程度統一会を開催し、当年産米の
品質状況を勘案した試料により、程度統一（目合わ
せ）を行った。

エ　農産物検査員の技能確認
登録検査機関の農産物検査員の技能を定期的に確
認するため、技能確認会を実施し、試料の鑑定を行
い、技能確認を行うとともに、技能向上のための指
導を行った。

2　国内産農産物の検査

産地品種銘柄に係る農産物検査は、出回りが少量の
品種についても設定できる仕組みの構築、農産物検査
員の負担の軽減等の要望を踏まえ平成21年産より産地
品種銘柄を必須銘柄（すべての登録検査機関が検査義
務を負う銘柄）と選択銘柄（登録検査機関が検査を行
う銘柄を選択する銘柄）に区分する産地品種銘柄の選
択制を導入した。

⑴　　米　の　検　査
ア　検査の実績

21年産米の平成22年３月末日現在の種類別検査実
績は、表16のとおりであり、水稲うるち玄米の地
域別の検査実績は表17のとおりである。

〈第編第章表〉

平成年産米 種類別検査実績（平成年月末日現在）表

種 類 検査数量 等級比率（％）

（ｔ）

特上 特等 １等（合格） ２等 ３等（等外） 規格外

      合 計

      水稲うるち

      玄 米 水稲もち

      醸造用

陸稲うるち       

      陸稲もち

      合 計

      も み 普通

種子      

精 米 合 計      

（注）１ もみの等級比率は、合格の比率である。

２ ラウンドの関係で種類別検査数量及び等級比率の計が合計あるいはとならないことがある｡

表16　平成21年産米　種類別検査実績（平成22年3月末現在）
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水稲うるち玄米の検査数量は444万6千tで、20年
産に比べて26万5千t（20年産同期471万1千t）減少
した。
イ　品質概況

21年産水稲うるち玄米の1等比率は85.0％（20年
産同期79.5％。以下同じ。）となった。２等以下の
主な格付け理由は充実度不足と心白・腹白によるも
のである。
地域別の品質概況は、次のとおりである。
鉉　北海道の１等比率は85.9％（89.1％）となった。
２等以下の主な格付理由は、整粒不足及び充実度
不足によるものである。
鉤　東北の１等比率は93.7％（90.5％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及びカメ
ムシ類等による着色粒の混入過多によるものであ
る。
鉈　関東の１等比率は92.6％（90.7％）となった。
２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及びカメ
ムシ類等による着色粒の混入過多によるものであ
る。
銕　北陸の１等比率は88.8％（85.1％）となった。
２等以下の主な格付理由は、整粒不足及び心白・
腹白によるものである。
鈿　東海の１等比率は65.8％（45.7％）となった。
２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び充実
度不足によるものである。
鉋　近畿の１等比率は74.1％（68.3％）となった。2
等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び整粒不
足によるものである。
鉐　中国四国の１等比率は65.8％（54.6％）となった。

２等以下の主な格付理由は、充実度不足及び心白・
腹白によるものである。
銜　九州の１等比率は59.2％（34.7％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及び心白・
腹白によるものである。
銜　沖縄の１等比率は27.4％（25.5％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及びカメ
ムシ類等による着色粒の混入過多によるものであ
る。

ウ　産地品種銘柄の概況
21年産水稲うるち玄米の品種別検査実績は、表26
のとおりである。
21年産水稲うるち玄米の産地品種銘柄は、46道府
県、必須銘柄327銘柄、選択銘柄243銘柄である。
品種別に見ると、最も多いコシヒカリが、157万t

（20年産同期166万７千t）で35％を占めており、２
位はひとめぼれ、３位はあきたこまちとなった。
以下、ヒノヒカリ、はえぬき、ななつぼし、きら
ら397の順に検査数量が多く、上位10品種の検査数
量は、産地品種銘柄全体の79％（20年産同期81％）
となった。

〈第編第章表〉

平成年産水稲うるち玄米地域別検査実績（平成年月末日現在）表

地 域 検査数量 等級比率（％）



１等 ２等 ３等 規格外

    北海道

    東北

    関東

    北陸

    東海

    近畿

    中国四国

    九州

    沖縄

    合 計

（注）ラウンドの関係で地域別検査数量及び等級比率の計が合計あるいはとならないことがある。

表17　平成21年産水稲うるち玄米地域別検査実績（平成22年3月末現在）
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⑵　麦の検査
ア　検査実績

21年産麦の検査実績は、表19のとおりである。
検査数量の合計は、99万4千tで、20年産（118万t）
と比較すると18万6千t減少した。

イ　品質概況
鉉　普通小麦

１等比率は63.0％（20年産83.8％。以下同じ）
となった。２等以下の主な格付け理由は、形質と
整粒不足によるものである。
鉤　普通小粒大麦

１等比率は71.4％（71.9％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、整粒不足と形質によるも
のである。
鉈　普通大粒大麦

１等比率は77.9％（78.2％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、形質と整粒不足によるも

のである。
銕　普通はだか麦

１等比率は91.0％（76.7％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、形質と整粒不足によるも
のである。
鈿　ビール大麦

上位等級比率（１等＋２等）は95.4％（96.7％）
となった。等外上の主な格付け理由は、形質によ
るものである。

〈第編第章表〉

平成年産水稲うるち玄米品種別検査数量（平成年月末日現在）表

順位 品 種 検査数量 割合

（ｔ） （％）

コシヒカリ  

ひとめぼれ  

あきたこまち  

ヒノヒカリ  

はえぬき  

ななつぼし  

きらら３９７  

つがるロマン  

まっしぐら  

キヌヒカリ  

 上位品種の合計

水稲うるち玄米総合計

（注）ラウンドの関係で品種別検査数量及び割合の計が合計とならないことがある。

表18　平成21年産水稲うるち玄米品種別検査数量（平成22年3月末現在）

〈第編第章表〉

平成年産麦類検査成績（最終）表

種 類 検査数量 等 級 比 率 （％）

ｔ

１ 等 ２ 等 等 外 上 規 格 外

    普通小麦

    普通小粒大麦

    普通大粒大麦

    普通はだか麦

    ビール大麦

種子用麦  （合格）   

合 計

（注）ラウンドの関係で種類別検査数量及び等級比率の計が合計あるいは とならないことがある｡

表19　平成21年産麦類検査成績（最終）



第４章　総　合　食　料　局 －99－

総
合
食
料
局

⑶　その他の農産物の検査
ア　検査実績

農産物検査法施行令（平成７年政令第357号）に
定められた米麦以外の農産物の21年産検査結果は次
のとおりである。

� 〔品　　目〕� 〔検査実施地域〕� 〔検査数量t〕
� 大　　　　　豆� （北海道ほか１府41県）� 193,446
� 一 般 小 豆� （北海道）� 19,745
� 普通いんげん� （北海道）� 1,977
� 普 通 そ ば� （北海道ほか15県）� 3,185
� かんしょでん粉� （鹿児島県）� 41,600

イ　品質概況
鉉　普通大豆の1等比率は33.4％となった。
鉤　一般小豆の1等比率は0.3％となった。
鉈　普通いんげんの1等比率は0.5％なった。
銕　普通そばの1等比率は0.2％となった。
鈿　かんしょでん粉は全量1等となった。

３　外国産農産物の検査

21年度における外国産農産物の検査数量は次のとお
りである。

⑴　米　　　　穀
（単位：t、％）

　産　地� 玄　米� 精　米� 砕精米� 計� 国別比率
アメリカ� 144� 313,226� 12,705� 326,075� （49.8）
タイ� -� 220,533� 20,528� 241,061� （36.8）
中　　国� 9,321� 76,668� 1,240� 87,229� （13.3）
パキスタン� -� 499� -� 499� （0.1）
インド� -� 216� -� 216� （0.0）
イタリア� -� 68� -� 68� （0.0）
計� 9,466� 611,210� 34,473� 655,149� （100.0）
形態別比率� （1.4）� （93.3）� （5.3）� （100.0）
（注）�形態とは玄米・精米・砕精米の輸入形態のことである。

ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。

⑵　小　　　　麦
（単位：t、％）

　産　地� 食糧用� 飼料用� 計� 国別比率
アメリカ� 2,998� 8� 3,005� （60.5）
オーストラリア� 965� 45� 1,010� （20.3）
カナダ� 874� 8� 882� （17.7）
ウクライナ� 0� 38� 38� （0.8）
ロシア� 0� 31� 31� （0.6）
フランス� 3� 0� 3� （0.1）
　　計� 4,840� 129� 4,968� （100.0）
用途別比率� （97.4）� （2.6）� （100.0）
（注）ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。

⑶　　大麦・はだか麦
（単位：t、％）

産　　地� 食糧用� 飼料用� 計� 国別比率
アメリカ� 2� 38� 40� （2.7）
カナダ� 50� 211� 261� （17.9）
フランス� 4� -� 4� （0.3）
ウクライナ� -� 159� 159� （10.9）
ロシア� -� 58� 58� （4.0）
ドイツ� 1� 0� 1� （0.1）
オーストラリア� 171� 755� 926� （63.5）
アルゼンチン� -� 8� 8� （0.6）
計� 228� 1,229� 1,458� （100.0）
用途別比率� （15.7）� （84.3）� （100.0）
（注）ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。

４　成分検査

成分検査（任意検査）は、理化学分析により米穀の
食味や小麦の加工適性に関連する成分の数値証明を行
うものであり、平成8年4月から米穀及び小麦について
実施している。成分検査の対象項目は、米穀について
は、たんぱく質及びアミロース、小麦については、た
んぱく質及びでん粉となっている。
平成13年４月から農産物検査業務が民営化されたこ

とに伴い、成分検査業務を行う検査機関として登録を
行った民間の検査機関において検査を実施している。
平成21年度の成分検査の実施件数は、国内産米穀に

ついては３件、国内産小麦については976件、外国産
小麦917件となった。

第11節　米麦加工品

１　米加工食品

⑴　米菓（あられ・せんべい）
ア　企業構造

平成20年12月末日現在における米菓製造業の工場
数は595工場であり、ほとんどが中小企業である。

イ　生産状況
21年の米菓の生産数量は21.8万tで前年比1.5％減
である。

ウ　輸出入
21年の米菓輸出数量は、3.4千tで前年比13.6％減、
金額では、30億円で前年比10.2％減となっており、
主要輸出先はアメリカ、台湾、香港である。
一方、輸入数量は10.7千tで前年比2.9％減、金額
では、33億円で前年比5.9％減となっており、主要
輸入先は中国、タイ、台湾である。
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⑵　加工米飯
ア　企業構造

平成20年12月末現在における加工米飯製造業の工
場数は88工場であり、ほとんどが中小企業である。
イ　生産状況

21年における加工米飯の生産量は22.6万tで、前
年比12.8％減となっている。
これを種類別にみると、レトルト米飯２万０千t

（前年比6.5％増）、無菌包装米飯９万８千t（同0.4％
減）、冷凍米飯９万９千t（同24.9％減）、チルド米
飯３千t（同22.2％減）、缶詰米飯１千ｔ（同17.7％増）、
乾燥米飯４千ｔ（同4.3％減）となっている。

２　麦加工食品

⑴　小　　麦　　粉
ア　企業構造

小麦粉製造業の企業数は、平成21年３月末現在で、
98企業（121工場）であり、これらの日産設備能力
は、２万９千tとなっている。このうち大企業（４社）
が生産シェアの73.2％を占めている。中小企業のう
ち32％が日産設備能力50t未満の零細企業である。
イ　生産状況

20年度の小麦粉の生産量は473万tで前年比3.9％
減となった。用途別にみると、パン用粉は40.6％、
めん用粉は33.2％、菓子用粉は11.9％となっており、
これら３用途で生産量全体の85.7％を占めている。
ウ　小麦粉輸出量

21年の小麦粉輸出量は18万５千ｔで前年比0.9％
減、金額は54億円で前年比34.9％減となっており、
主要輸出先は香港、ベトナム、シンガポールであっ
た。
エ　小麦粉調製品輸入量

小麦粉調製品の輸入量は10万２千tで前年比2.3％
増、金額は138億円で前年比13.7％減となっており、
主要輸入先は韓国、中国、シンガポールであった。

⑵　精　　　　麦
ア　企業構造

精麦業の企業数は、平成21年３月末現在で、55企
業（55工場）で、すべて中小企業である。
イ　生産状況

20年度の精麦の生産量は17万４千tで前年比
11.2％減となっている。種類別生産比率は、普通精
麦は90.1％（押麦は8.6％、切断圧べんは0.6％、切断
無圧べんは2.4％、精白麦は86.9％、その他は1.5％）、
ビタミン強化精麦は9.9％となっている。

⑶　麦　　　　茶
ア　企業構造

麦茶製造業の企業数は、平成21年３月現在で、73
企業（80工場）であり、すべて中小企業である。

イ　生産状況
20年度の麦茶の生産量は４万９千tで前年比2.9％
増となっている。

ウ　輸入状況
21年の麦茶輸入量は２千９百tで前年比11.4％減、
金額は５億５千万円で前年比17.9％減となってお
り、主要輸入先は中国であった。

⑷　めん類
（生めん類、乾めん類、即席めん類、マカロニ・ス
パゲッティ類）

ア　企業構造
めん類製造業の工場数は、平成20年12月末現在で、
生めん・乾めん・即席めん類合計で4,249工場、マ
カロニ・スパゲッティ類で11工場となっている。め
ん類製造業は、即席めん類以外は大企業の数が極め
て少なく、おおむね中小企業である。

イ　生産状況
21年のめん類の生産量は126万５千t（小麦粉換算）
で、前年より約１万２千t減で前年比1.0％減となっ
ている。
種類別にみると、生めん類は56万９千tで前年比
2.9％減、乾めん類は19万３千tで前年比4.3％減、即
席めん類は34万６千ｔで前年比6.9％増、マカロニ・
スパゲッティ類は15万６千tで前年比5.5％減であ
る。

ウ　輸出入
21年のめん類の輸出量は１万９千tで前年比
11.3％減、金額は62億円で前年比10.0％減となっ
ている。これを種類別にみると、乾めん類は
１万１千９百ｔで金額31億円、即席めん類は
６千２百tで金額29億円、マカロニ・スパゲッティ
類は８百tで金額１億５千万円である。
一方、輸入量は12万４千tで前年比7.3％減、金額
は186億円で前年比25.1％減となっている。これを
種類別にみると、乾めん類は７百tで前年比22.0％
減、即席めん類は６千９百ｔで前年比21.4％増、マ
カロニ・スパゲッティ類は11万６千４百tで前年比
8.5％減である。

⑸　パ　　ン　　類
ア　企業構造

パン製造業の工場数は、平成20年12月末現在で、
4,748工場となっている。
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イ　生産状況
21年のパン類の生産量は117万９千t（小麦粉換算）
で前年比0.2％減となっている。
これを種類別にみると、食パンは57万３千tで前
年比0.9％減、菓子パンは35万７千tで前年比0.1％減、
その他パンは21万９千tで前年比2.9％増、学給パン
は２万９千tで前年比9.0％減である。
ウ　輸入状況

21年のパン類の輸入量は５千６百tで前年比1.0％
増、金額は17億円で前年比11.9％減となっており、
主要輸入先はデンマーク、フランス、米国等であっ
た。

⑹　ビスケット類
ア　企業構造

ビスケット類の製造を行っている菓子製造業の工
場数は、平成20年12月末現在で、107工場となって
いる。
イ　生産状況

21年のビスケット類の生産量は24万３千製品tで
前年比1.0％増となっている。
ウ　輸出入

21年のビスケット類の輸出量は９百tで前年比
25.0％減、金額は10億円で前年比21.2％減となって
おり、主要輸出先は香港、韓国、シンガポール等で
あった。
一方、輸入量は１万４千ｔで前年比5.9％減、金
額は59億円で前年比1.4％減となっており、主要輸
入先はマレーシア、中国、ベトナム等であった。




