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表12　学校給食実施状況
� 区分� 学校数� 児童・生徒数
� � 校� 千人
� 完全給食� 30,203� 9,367
� 補食給食� 258� 29
� ミルク給食� 757� 254
� 　計� 31,218� 9,650
� 未実施� 1,796� 809
� 　総計� 33,014� 10,459

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
組を行った。

平成25年度においては、未来を担う子どもたちに、
伝統的食文化である米を中心とした日本型食生活や、
その味覚を継承してもらうため、全国5地域において、
米飯給食や地産地消給食を拡大する上で隘路となって
いる調理時間・コスト等の課題解決に向けた検討会を
開催するとともに、学校給食用等に備蓄米の無償交付

を行うなど、引き続き米飯学校給食を積極的に推進し
た。

なお、米飯学校給食の実施状況は、平成25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100％
（昭和51年5月36.2％）

②対象児童・生徒数の比率は、100％（昭和51年5月
30.3％）

③週平均実施回数3.3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95.0％（昭和51年5月7.0％）
となり、着実に普及している。

８　政府所有米穀の販売等業務の概要

平成22年10月から、政府所有米穀の販売・保管・運
送業務について、米穀の販売等の経験がある複数の民
間事業体を競争により選定し、従来個別に民間委託し
ていた販売・保管・運送等の一連の業務を包括的に委
託する方式に移行した。

国は、販売等に関する基本的な方針（用途、販売数
量等）を定めるとともに、品質管理等の実施状況につ
いて指導・監督を行っている（参考1）。

買 入 れ

保管 運送 とう精 カビ確認

保管等の個々の業務ごと、かつ、荷役が
発生するごとに委託

買受業者

＜平成２２年９月まで＞

保管 運送 とう精 カビ確認

買い入れられた米穀の保管から販売までの

一連の業務を包括的に委託

買受業者

＜平成２２年１０月以降＞

国産米
・販売時期
・販売数量

ＭＡ米
（加工用・飼料用）
・年間販売数量
・販売予定価格

政府が販売方針を指示

国産米：政府が集荷業者等から直接買入れ
ＭＡ米：政府が輸入業者に委託し買入れ（輸入）

参考１　政府所有米穀の売買・管理業務
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第５節　�麦類の需給及び価格の安
定を図るための措置　　

１　輸入小麦の政府売渡価格

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

る輸入価格の平均値に、マークアップ（政府管理経費
及び国内産小麦の生産振興対策に充当）を上乗せした
価格で売り渡す相場連動制となっている。その価格改
定ルールは、
ア　現在年２回の価格改定、

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

となっている。
⑵　平成25年10月期、26年４月期の政府売渡価格
25年10月期の政府売渡価格は、価格改定ルールに基

づき、直近６か月間（平成25年３月〜平成25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
4.1％の引上げとなった。

また、26年４月期の政府売渡価格は、直近６か月間
（平成25年９月〜平成26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2.3％の引上げとなっ
た（参考2）。

2 参考2　輸入小麦の政府売渡価格

⑶　小麦粉価格への影響
　25年10月からの政府売渡価格改定を受けて、大手

製粉各社は同年12月以降の出荷分について+65円〜＋
105円の小麦粉価格の値上げを実施した。また、26年
４月からの政府売渡価格の改定を受けて、製粉各社は
７月以降の出荷分について据置き又は▲48円〜 +37円
の小麦粉価格の改定を実施した。

⑷　麦関係収支の動向
24年度は、輸入麦の売買により725億円の売買差益

が徴収され、特別会計に関する法律（平成19年法律第
23号）第130条の規定に基づき、国内産麦の生産振興
費の財源の一部として農業経営安定勘定に繰り入れら
れた。一方、24年産の国内産麦の生産数量は単収の増
加等から作柄の悪かった前年産と比較して増加し、生
産振興費の支出は996億円（推計値）となった。

２　即時販売方式及び食糧麦備蓄対策事業の
導入

⑴　即時販売方式
平成22年10月から輸入麦の売渡しについて、国が一

定期間備蓄した後に販売する方式を変更し、輸入した
麦を直ちに販売し、製粉企業等が一定期間備蓄する方
式（即時販売方式）を導入した（参考3）。

参考３　即時販売方式のスキーム

⑵　食糧麦備蓄対策事業
ア　即時販売方式の導入により、平成22年９月まで国

が保有していた1.8か月分の食糧用小麦の備蓄につ
いては、平成22年10月から民間備蓄に移行し、製粉
企業等が保有していた備蓄（0.5か月分）と一体化
した。

イ　国は、製粉企業等が2.3か月分の備蓄を行った場
合に、1.8か月分の保管経費を助成する（参考4）。

ウ　不測の事態が生じた場合には、国は、製粉企業等
に対して備蓄する小麦の取崩し等の指示を行う。

22

10

○ 地方農政事務
所が、製粉企業
等に販売

販 売

○ 農林水産省本
省が、製粉企業
等に販売

販 売

○ 地方農政事務
所が民間の倉庫
業者に委託して
保管（1.8か月
分）

※この他に民間が0.5
か月分備蓄

保 管

○ 農林水産省本
省が、指名競争
入札により商社
に委託して、ア
メリカ、カナダ、
オーストラリア
から輸入

買 入

同 上

買 入

即時販売方式のスキーム

○ 製粉企業等が
2.3か月分の保管
を実施

○ その場合に、
国が1.8か月分の
保管経費を助成

保 管
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参考４　食糧麦備蓄対策事業の助成のスキーム

３　麦 類 の 需 給

⑴　麦の需給に関する見通し（需給計画）
麦の需給に関する見通し（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、国家貿易により外国産麦を計画
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26年度の麦の需給に関する見通しは、以
下のとおり策定し、26年3月に食料・農業・農村政策
審議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

26年度の総需要量は、過去５か年（平成21年度か
ら平成25年度まで）の平均総需要量である、小麦
571万t、大・はだか麦33万tと見込んだ。

イ　国内産麦流通量
26年度の国内産麦流通量は、平成26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26年産麦の供給量
に、年度内供給比率を乗じ、さらに平成25年産麦の
在庫量を加え、小麦77万t、大・はだか麦11万tと見
込んだ。

ウ　外国産麦の需要量
26年度の外国産麦の需要量は、総需要量から国内

産麦流通量（小麦にあっては、国内産麦流通量及び

米粉用国内産米流通量）を差し引き、小麦492万t、大・
はだか麦22万tと見込んだ。

エ　外国産小麦備蓄目標数量
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か月分の備蓄を行っている。
26年度の備蓄目標は、94万tとした。
なお、民間の実需者が2.3か月を備蓄する場合、

そのうち1.8か月分については、国が保管料を助成
することとしている。

オ　外国産麦輸入量
26年度の外国産食糧用小麦の輸入量は、外国産食

糧用小麦の需要量に備蓄数量の増加分を加えた493
万tと見込んだ。また、大･はだか麦については、外
国産食糧用大･はだか麦の需要量と同量の22万tと見
込んだ。

⑵　外国産麦類需給実績
25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453万2千t、大・はだ
か麦20万4千tとなり、当初計画に比べ、小麦は37万
3千t減少し、大・はだか麦は2万0千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

445万4千t、固有用途用（しょう油用等）は7万8
千tとなり、当初計画に比べ、主食用は37万1千t
減少、固有用途用は2千t減少し、合計で453万2千
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13万4千t、固有用途用（麦茶用、ビール用）
は7万0千tとなり、当初計画に比べ、主食用は2万
5千t減少、固有用途用は5千t増加し、合計で20万
4千tとなった。

ウ　期末在庫量
平成22年10月から即時販売方式を導入したため、

政府の外国産小麦の期末在庫量は、0千tとなった。

４　国内産麦の民間流通

⑴　平成25年産麦
平成25年産麦の民間流通数量は、小麦76万6千t、小

粒大麦4万6千t、大粒大麦4万6千t、はだか麦1万3千t
となっている。

⑵　平成26年産麦
ア　基本事項の決定等

平成26年産麦の民間流通の仕組みについては、平
成25年7月24日に「第32回民間流通連絡協議会」が
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開催され、協議・決定された。
平成26年産の入札価格の値幅制限については、小

麦、大麦及びはだか麦で±10％となり、前年産と同
様となった。

また、平成26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25年10月3日に
開催された「第33回民間流通連絡協議会」において
提示された。（表13）

表13　平成26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

903
44
54
14

1,014

751
51
75
15
893

イ　平成26年産麦の入札の実施
平成26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25年10月16日に第１回、10
月29日に第２回、11月19日に再入札が実施された。

平成26年産小麦の落札加重平均価格については、
前年産並みとなった。その他の麦種については、小
粒大麦は前年産に比べ99.6％、大粒大麦は前年産に
比べ103.1％、はだか麦は前年産に比べ95.0％となっ
た。（表14－1及び2）

　　
表14－1　平成26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 25年産 26年産 対前年産比（％）
小 麦
小 粒 大 麦
大 粒 大 麦
は だ か 麦

49,333
46,453
41,582
52,294

49,319
46,290
42,881
49,656

100.0
99.6
103.1
95.0

注：�小麦の実際の取引価格は、規準となる落札価格に輸入
麦の政府売渡価格の改定による変動率を乗じて確定す
る。

○　麦種別の落札状況
（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

244,320
188,240
77.0％

11,290
10,900
96.5％

7,210
6,480
89.9％

2,840
2,810
98.9％

表14－2　平成26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

4
3
4
0

0 23 27
6 3 12
0 2 6
0 4 4

５　外国産麦類の販売実績

⑴　外国産小麦（製粉用）の販売実績
製粉用の販売量は、445万4千tと前年度に比べ、69

万1千tの減少となった。
種類別の内訳（シェア）は、ソフト系（薄力系）

140万2千t（内SBS6千t）（31.5%）、セミハード系（準
強力系）72万7千t（16.3%）、ハード系（強力系）232
万5千t（内SBS29万7千t）（52.2%）となった。

また、産地国別の内訳（シェア）は、アメリカ
産217万1千t（48.7 %）（WW63万6千t、SH72万7千t、
DNS80万8千t、その他1千t（内SBS1千t））、カナダ産
143万4千t（32.2 %）（CW122万0千t、DRM21万0千t、
その他4千t（内SBS21万3千t））、オーストラリア産84
万4千t（18.9%）（ASW75万9千t、PH8万3千t、その他
2千t（内SBS8万3千t））、その他6千t（0.1%）（内SBS6
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7万8千

tと前年度に比べ6千t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、13万4千t（全てSBS）と前年度
に比べ4万2千t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7
万0千t（全てSBS）と前年度に比べ2千tの増加となっ
た。


