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第９章 政策統括官 
 

第１節 農業経営政策 
 

経営所得安定対策等 

 

(1) 趣 旨 

我が国の農業は、農業従事者の減少・高齢化など構

造的な問題が顕在化している。また、海外での穀物需

給や国内での担い手の育成・確保の状況をみると、国

内の生産力を確保することが重要である。 

このため、経営所得安定対策を実施した。 

なお、平成 25 年に経営所得安定対策の見直しを行

い、平成 26 年６月に「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一部を改正する

法律(平成 26 年法律第 77 号)」が成立したところ。 

平成 27 年産からは、効率的かつ安定的な農業経営を

目指して経営改善を図ろうとする「認定農業者」、将

来的に法人化して認定農業者になることも見込まれる

「集落営農」に加えて、将来的に効率的かつ安定的な

農業経営を目指す「認定新規就農者」も対象とし、意

欲と能力のある「担い手」の経営安定を図ることとした。 

また、従来の面積規模要件については、小規模であ

っても、収益性の高い作物との複合経営や６次産業化

により、所得を向上していこうとする農業者もいるこ

とから、担い手であれば、規模要件は課さないことと

した。 

(2) 対策の概要 

ア 畑作物の直接支払交付金 

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そ

ば、なたねの生産を行う農業者に対して、標準的な

生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する交付

金を直接交付。支払は数量払を基本とし、当年産の

作付面積に応じて交付される面積払(営農継続支払)

を数量払の先払いとして交付。 

(ア) 交付対象者 

認定農業者、集落営農、認定新規就農者 

(イ) 対象作物 

麦(小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)、大

豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、な

たね 

(ウ) 交付単価 

ａ 数量払 

「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」

との差額分を単位重量当たりの単価で直接交付

(品質区分に応じた単価を設定) 

○ 平均交付単価 

・小麦 6,890 円/60kg 

・二条大麦 5,460 円/50kg 

・六条大麦 5,690 円/50kg 

・はだか麦 8,190 円/60kg 

・大豆 9,040 円/60kg 

・てん菜 7,180 円/ｔ 

・でん粉原料用ばれいしょ 11,610 円/ｔ 

・そば 16,840 円/45kg 

・なたね 9,920 円/60kg 

ｂ 面積払 

営農を継続するために必要最低限の経費が賄

える水準を「面積払」として、20,000 円/10ａ(そ

ばは、13,000円/10ａ)を直接交付 

イ 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金 

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

の当年産収入額の合計が、過去の平均収入である標

準的収入額を下回った場合に、その差額の９割を、

農業者と国が１対３の割合で補塡の原資を負担し、

補塡。 

(ア) 交付対象者 

認定農業者、集落営農、認定新規就農者 

(イ) 対象農作物 

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ 

ウ 水田活用の直接支払交付金 

水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の作物を

生産する農業者に対して、交付金を直接交付。 

(ア) 交付対象者 

販売目的で対象作物を生産(耕作)する「販売農

家」又は「集落営農」 

(イ) 交付単価 

ａ 戦略作物助成 

・麦、大豆、飼料作物 35,000 円/10ａ 

・WCS 用稲 80,000 円/10ａ 

・加工用米 20,000 円/10ａ 

・飼料用米、米粉用米収量に応じ、 

 55,000－105,000 円/10ａ 

ｂ 産地交付金 

地域で作成する「水田フル活用ビジョン」に

基づき、地域の裁量で活用可能な産地交付金に
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より、二毛作や耕畜連携を含め、産地づくりに

向けた取組を支援。 

また、以下に掲げる地域の取組に応じて追加

配分。 

・飼料用米、米粉用米(多収品種への取組) 

 12,000 円/10ａ 

・加工用米(複数年契約(３年間)の取組) 

(※継続分のみ) 12,000 円/10ａ 

・備蓄米(平成 29 年産政府備蓄米の買入入札に

おける落札) 7,500 円/10ａ 

・そば、なたね(作付の取組) 

(※基幹作のみ) 20,000 円/10ａ 

このほか、主食用米作付面積が生産数量目標

の面積換算値を下回ることとなる都道府県に対

して 5,000 円/10ａを追加配分。 

エ 米の直接支払交付金 

米の生産数量目標に従って生産を行う農業者に対

して、交付金を直接交付。 

激減緩和のための経過措置として、29 年産までの

時限措置として実施。 

(ア) 交付対象者 

米の生産数量目標に従って、販売目的で生産(耕

作)する｢販売農家｣又は｢集落営農｣ 

(イ) 交付単価 

 7,500 円/10ａ 

(ウ) 交付対象面積 

主食用米の作付面積から一律10ａ控除して算定。 

(3) 支 払 実 績 

ア 支払額 

(ア) 平成 29 年度の経営所得安定対策等支払額は、畑

作物の直接支払交付金が 1,985 億円、水田活用の

直接支払交付金が 3,141 億円、米の直接支払交付

金が 705 億円となった。 

(イ) 平成 29 年度(平成 28 年産)の米・畑作物の収入

減少影響緩和交付金の補塡額(農業者の負担する

額を含む。)は 178.7 億円となった。 

イ 支払対象者数 

(ア) 平成 29 年度の経営所得安定対策等の支払対象

者数は、畑作物の直接支払交付金が 44,034 件、水

田活用の直接支払交付金が 424,823 件、米の直接

支払交付金が 736,264 件となった。 

(イ) 平成 29 年度(平成 28 年産)の米・畑作物の収入

減少影響緩和交付金の補塡件数は 57,064 件とな

った。 

ウ 支払面積・数量 

経営所得安定対策等(米・畑作物の収入減少影響緩

和交付金を除く。)の支払面積・数量は、次のとおり

となった。 

(ア) 畑作物の直接支払交付金 

・小麦 871,330ｔ 

・二条大麦 51,420ｔ 

・六条大麦 44,410ｔ 

・はだか麦 11,786ｔ 

・大豆 222,679ｔ 

・てん菜 3,775,823ｔ 

・でん粉原料用ばれいしょ 717,595ｔ 

・そば 29,174ｔ 

・なたね 3,484ｔ 

(イ) 水田活用の直接支払交付金(基幹作物) 

・麦 98,173ha 

・大豆 88,638ha 

・飼料作物 72,424ha 

・新規需要米 138,621ha 

＜内訳＞ 

WCS 用稲 42,340ha 

米粉用米 5,271ha 

飼料用米 91,009ha 

・加工用米 48,684ha 

(参考) 

・そば 26,155ha 

・なたね 727ha 

・備蓄米 34,345ha 

(ウ) 米の直接支払交付金 940,599ha 

 

第２節 農産物の生産対策等 
 

１ 米 生 産 対 策 

 

(1) 生 産 動 向 

平成 29 年産水稲の作付面積は、前年産に比べ１万３

千 ha(0.9％)減少し、146 万５千 ha であった。 

同年産水稲の作柄は、全もみ数は一部を除き「平年

並み」ないし「多い」となったものの、北海道、東北、

北陸、関東・東山及び東海で７月下旬から８月にかけ

ての日照不足やその後の低温等の影響により登熟が平

年を下回る地域があったこと、また、近畿以西では九

州で９月中旬以降の日照不足等による影響が見られた

ものの、その他の地域では概ね順調であったことから、

全国の 10ａ当たりの収量は 534kg となり、収穫量は作

柄の良かった前年産に比べ 22 万ｔ(2.7％)減少し、782

万２千ｔとなった。なお、全国平均の作況指数は 100

であった。 

(2) 生 産 対 策 

米については、需要の減少傾向が続く中で、食料自
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給率・食料自給力の向上や米農家の所得向上を図って

いくためには、需要に応じた生産を図りつつ、麦・大

豆・飼料用米等と組み合わせた収益性の高い安定した

水田農業経営の展開を進めること及び消費者・実需者

ニーズに応え、良質な米を安定的に供給しうる生産流

通体制の確立が重要である。 

このような中、「日本再興戦略」(平成 25 年６月 14

日閣議決定)において、平成 35 年までに担い手の米の

生産コストを平成 23 年産の全国平均(１万６千円

/60kg)から４割削減する目標が掲げられた。また、『「日

本再興戦略」改訂 2015』(平成 27 年６月 30 日閣議決

定)において、飼料用米については、平成 37 年までに

担い手の 60kg 当たりの生産コストを平成 25 年産の全

国平均から５割程度低減させる目標が掲げられた。 

これらの目標の達成に向け、共同利用施設の整備に

よる効率的な生産流通体制の構築、多収品種や新たな

輪作体系の導入実証、担い手向けの革新的な低コスト

生産技術の改良・導入等を推進した(強い農業づくり交

付金、産地活性化総合対策事業等)。このほか、外食・

中食産業からの需要に適した多収品種等の種子の生産

及び供給の促進に向け、「稲等の品種開発・種子生産

に係る情報交換会」を開催し、多収品種等の活用事例

を紹介した。加えて、現場で取組可能な飼料用米の生

産コスト低減策を取りまとめた「飼料用米生産コスト

低減マニュアル」を普及した。また、飼料用米の本作

化を推進するため、飼料用米の単収向上や飼料用米を

活用した畜産物のブランド化について優れた取組を表

彰する「飼料用米多収日本一」及び「飼料用米活用畜

産物ブランド日本一」を開催した。 

さらに、海外市場に積極的に進出し、新たな市場を

拡大していくことが喫緊の課題である。平成 29 年９月

８日、コメ・コメ加工品の輸出目標「600 億円」の目

標年次である平成 31 年に向け、このような課題を解決

し、コメの輸出量を飛躍的に拡大するため、戦略的に

輸出に取組む産地と事業者を特定し、それらが連携し

た個別具体的な取組を強力に後押しすることを目的と

して「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」を立ち上

げ、平成 30 年 3 月 31 日時点で、53 の戦略的輸出事業

者と 246 の戦略的輸出基地(産地)が参加している。プ

ロジェクトを進めるため、輸出の取組拡大に向けた説

明会・マッチング会を計 14 回実施した。 

 

２ 麦 生 産 対 策 

 

(1) 生 産 動 向 

平成 29 年産麦の作付面積は、４麦計で 27 万４千 ha

となり、前年産並となった。 

収穫量については、４麦計で 109 万２千ｔとなり、

前年産に比べ 13 万１千ｔ(14％)の増加となった。これ

は、小麦については、全国的におおむね天候に恵まれ、

生育が順調で登熟も良好であったこと等から、前年産

に比べ 11 万６千ｔ(15％)上回ったためである。 

また、二条大麦、はだか麦についても、小麦と同様

に生育及び登熟が順調であったこと等から前年産に比

べ、二条大麦で１万３千ｔ(12％)、はだか麦で３千ｔ

(27％)増加したが、六条大麦については、主産地の北

陸地方で、は種期の降雨による発芽不良により穂数が

少なくなったこと等から前年産に比べ、１千ｔ(２％)

減少した。 

(2) 生 産 対 策 

麦は、北海道の大規模畑作営農における輪作作物、

都府県の水田作地帯における転作作物または二毛作作

物として、我が国の土地利用型農業における重要な作

物となっている。 

近年、収量性や加工適性に優れた麦の新品種の開発

・導入により国内産麦を使用したパンや麺などの商品

が増加し、国内産麦に対する実需者の需要が高まって

いる。 

実需者からは高品質な国内産麦の安定供給が求めら

れている一方で、国内産麦については、天候不順や湿

害等による収量・品質の不安定さ、労働力不足等によ

る作付面積の伸び悩みといった課題が生じている。 

このような課題に対応し、実需者が求める高品質麦

の安定供給に向けて、平成 29 年度予算においては、産

地活性化総合対策事業により他作物との作期・作業の

競合回避、省力化や収量・品質の安定に資する新たな

栽培技術及び品種の導入、産地で有望な新品種のブラ

ンド化等を推進するとともに、産地パワーアップ事業、

強い農業づくり交付金等により、高性能な農業機械の

導入や効率的な共同利用施設等の設置を推進すること

で、麦の生産拡大に積極的に取り組む地域への支援を

行い、麦の生産振興を図った。 

 

３ 豆類生産対策 

 

(1) 生 産 動 向 

ア 大豆 

平成 29年産大豆の作付面積は、約 15万 haとなり、

前年産並となった。 

また、収穫量については、25 万３千ｔとなり、前

年産に比べて１万５千ｔ(６％)の増加となった。こ

れは、前年産が北海道や九州において、台風や長雨

等の影響により作柄が悪かったためである。 

イ 雑豆、落花生 
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平成 29 年産の雑豆(小豆、いんげん、えんどう、

そら豆、ささげ等)の作付面積は、小豆が２万

2,700ha となり、前年産に比べ７％増加した。いん

げんが 7,150haとなり、前年産に比べ 16％減少した。 

また、収穫量については、小豆は、５万 3,400ｔ

となり、前年産に比べ２万 3,900ｔ(81％)の増加と

なった。これは、前年産が主産地である北海道にお

いて、台風等の影響により作柄が悪かったためである。 

いんげんも、前年産が主産地である北海道におい

て、台風等の影響により作柄が悪かったため、１万

6,900ｔとなり、前年産に比べ１万 1,300ｔ(199％)

の増加となった。 

落花生の作付面積は 6,420ha となり、前年産に比

べて２％減少した。 

収穫量は、1 万 5,400ｔとなり、前年産に比べて１

％減少した。 

(2) 生 産 対 策 

国産大豆は、水田や畑地を活用し食料自給率を向上

していく上で重要な作物であるが、気象条件等の影響

により作柄が変動しやすく、販売価格が乱高下するこ

とから、量・質ともに実需者の求める大豆を安定的に

生産・供給することが課題となっている。 

このため、平成 29 年度予算において、大豆・麦・

飼料用米等生産拡大支援事業により、新たな栽培技術

及び品種の導入等を推進するとともに、産地パワーア

ップ事業や強い農業づくり交付金により、豆類等の増

産に対応するために必要な農業機械のリース導入や乾

燥調製施設等の整備への支援を通じ、豆類等の生産振

興を図った。 

また、国産大豆の安定取引のために、播種前に価格

を決める「播種前入札取引」について、平成 29 年に試

験実施を行い、平成 30 年産からの本格導入を目指すこ

ととしている。 

 

４ 甘味資源作物の生産対策 

 

(1) 甘味資源作物の生産動向 

てん菜については、平成 29 年産の作付面積は５万

8,200ha(前年比 97.5％)となった。10ａ当たり収量は、

おおむね天候に恵まれたことに加え、病害虫の発生が

少なかったため、6.7ｔ(同 125.5％)、生産量は 390 万

1,000ｔ(同 122.3％)となり、平年を大きく上回る(平

年比 113.0％)水準となった。 

さとうきびについては、平成 29 年産の収穫面積は

２万 3,700ha(前年比 103.5％)となった。10ａ当たり収

量は、７月の干ばつや相次ぐ台風の通過による茎葉の

損傷や倒伏被害等が多く発生したため、鹿児島県、沖

縄県両県平均で 5.5ｔ(前年比 79.6％)(鹿児島県：5.4

ｔ(同 84.0％)、沖縄県：5.6ｔ(同 76.6％))、生産量は、

130 万ｔ(前年比 82.4％)となり、平年並の(平年比

104.8％)水準となった。 

(2) てん菜生産振興対策 

てん菜は、北海道畑作農業における基幹的な輪作作

物であるとともに、地元のてん菜糖製造事業者で製糖

される等地域経済上重要な役割を担っているが、農家

の高齢化や農家戸数の減少、一戸当たりの作付面積の

拡大により、労働時間の長いてん菜栽培が敬遠される

傾向にある。 

このため、産地パワーアップ事業や畑作構造転換事

業による育苗施設等の共同利用施設の整備や収穫機械

等の導入への支援を通じ、作業の外部化や省力化を進

めるための取組に対して支援を行った。 

(3) さとうきび生産振興対策 

さとうきびは、台風、干ばつ等の自然災害の常襲地

帯にある鹿児島県南西諸島及び沖縄県の農業における

基幹作物であるとともに、さとうきび産地に立地した

甘しゃ糖製造事業とも相まって地域経済上重要な役割

を担っているが、度重なる台風の襲来や病害虫の発生

等による悪影響からの早急な回復や安定的な増産に向

けさとうきびの効率的かつ持続的な生産体制を確立

し、地域経済の活性化を図ることが必要となっている。 

このため、平成 27 年度にセーフティネット型基金と

して位置付け直し継続したさとうきび増産基金等を活

用して、自然災害からの回復に向けた取組を支援する

とともに、機械化一貫体系確立のためのハーベスター

等の導入、さとうきび生産者が実施する土づくり、防

除等の増産・生産性向上に向けた取組への支援を行っ

た。平成 29 年度には、生育後期の台風の影響等により

糖度が低下したため、さとうきび増産基金の発動要件

に「糖度減少」を新設するとともに、糖度低下が著し

かった島においては、低糖度対策を速やかに実施した。 

また、平成 27 年度には、これまでの取組状況や課題

を踏まえ、鹿児島県並びに沖縄県の２県及び両県の各

島を基本とする 23 地域で「さとうきび増産プロジェク

ト」を改定し、本プロジェクトに基づく取組に対する

支援を行った。 

 

５ 砂 糖 類 対 策 

 

(1) 砂糖の需要及び価格の動向 

ア 砂糖の需給 

我が国の砂糖の需要量は、加糖調製品の輸入、消

費者の低甘味嗜好等を背景として減少傾向が続いて

おり、平成 28 砂糖年度(10 月～翌９月)は 196 万ｔ
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となった。29 砂糖年度は 192 万ｔと、前年度を下回

った。 

国内産糖については、てん菜糖は、平成 29 年産

のてん菜の作付面積が５万 8,200ha となり、前年産

に比べて 1,500ha 減少(前年比 97.5％)。作柄につい

ては、一部地域で低温・多雨の影響により生育が停

滞した地域があったものの、全体としては順調に推

移し、単収・糖度ともに平年を上回ったことから、

産糖量は 65 万 7,000ｔ(同 130.0％)となった。なお、

供給量は、平成 29 砂糖年度には 65 万 6,000ｔ(前年

度比 129.9％)となった。甘しゃ糖は、さとうきびの

収穫面積が２万 3,700ha と前年産に比べて 800ha 増

加(前年比 103.5％)。作柄については、平年並みの

収量となったものの、一部地域では台風による被害

等により低糖度となったことから、さとうきびの生

産量は約 130 万ｔ(前年比 82.4％)、産糖量は 13 万

4,000ｔ(同 73.9％。鹿児島県５万 6,000t、沖縄県７

万 8,000ｔ)となった。なお、供給量は、平成 29 砂

糖年度には 12 万 8,000ｔ(前年度比 73.9％。鹿児島

県５万 3,500ｔ、沖縄県７万 5,000ｔ)となった。 

イ 糖価の動向 

砂糖の国際相場は、平成 24 年度から 26 年度１月

頃までは、約 25.0￠/￡～約 15.0￠/￡へ緩やかに下

落していたが、平成 27 年度に入ると、主要生産国の

生産が概ね順調だったことに加え、ブラジルの通貨

レアルがドルに対して下落したことにより、砂糖輸

出の追い風となったことから相場は下落し、平成 27

年８月 24 日には 10.39￠/￡となった。しかし、平

成 27 年 10 月以降は主要生産国の天候不順等による

減産懸念から世界的な供給不足の見通し等となり上

昇傾向に転じ、平成 28 年に入ると、主要生産国にお

いて干ばつ、降雨及び降霜等の被害による減産見込

が報道されたことにより相場は更に上昇し、平成 28

年３月には 17￠/￡となり、平成 28 年９月には 23

￠/￡を超えた。平成 28 年 11 月以降は、一転して主

要生産国の圧搾作業開始の前倒しや増産見込等によ

り世界的な供給過剰の見通しとなり国際相場は下落

に転じ、平成 30 年３月には 12￠/￡となった。 

一方、国内卸売価格は、平成 27 年 10 月に国際相

場の下落傾向の影響を受け３円下落の 184 円となっ

た。その後、国際相場の上昇傾向を受け、平成 28

年２月に４円、平成 28 年 10 月に５円、平成 29 年２

月に３円上昇し、196 円となった。平成 29 年７月以

降は一転して国際相場の下落傾向の影響を受けて６

円下落し、190 円で推移した。 

(2) 砂糖の価格調整 

ア 砂糖調整基準価格等 

平成 29 砂糖年度に適用される砂糖調整基準価格

等については、「砂糖及びでん粉の価格調整に関す

る法律」(昭和 40 年法律第 109 号。以下「価格調整

法」という。)第３条、第９条、第 11 条及び第 15

条の規定に基づき、次のとおり定められた。 

砂糖調整基準価格 ｔ当たり 15 万 3,200 円 

(平成 29 年９月 29 日農林水産省告示第 1500 号) 

指定糖調整率 37.00％ 

(平成 29 年９月 29 日農林水産省告示第 1500 号) 

異性化糖調整基準価格   ｔ当たり 17 万 7,822 円 

(平成 29 年９月 29 日農林水産省告示第 1500 号) 

異性化糖調整率 15.77％ 

(平成 29 年９月 29 日農林水産省告示第 1500 号) 

イ 甘味資源作物交付金単価 

価格調整法第 20 条第２項の規定に基づき、平成

30 年産てん菜及びさとうきびに係る甘味資源作物

交付金単価は、次のとおり定められた。 

(ア) てん菜 

 ｔ当たり 7,000 円 

※糖度が 16.3 度のものについて適用 

(平成 29 年 12 月 28 日農林水産省告示第 2161 号) 

(イ) さとうきび 

 ｔ当たり 16,420 円 

※糖度が 13.1度以上 14.3度以下のものについて適用 

(平成 29 年 12 月 28 日農林水産省告示第 2161 号) 

ウ 国内産糖交付金単価 

価格調整法第 22 条第２項の規定に基づき、平成

29 砂糖年度に適用される国内産糖交付金単価は、次

のとおり定められた。 

(ア) てん菜糖 

 ｔ当たり 1 万 7,564 円 

(平成 29 年９月 29 日農林水産省告示第 1501 号) 

(イ) 甘しゃ糖 

ａ 鹿児島県 

種子島において製造されるもの 

 ｔ当たり５万 0,040 円 

奄美大島において製造されるもの 

 ｔ当たり７万 9,770 円 

喜界島において製造されるもの 

 ｔ当たり５万 1,459 円 

徳之島において製造されるもの 

 ｔ当たり４万 7,657 円 

沖永良部島において製造されるもの 

 ｔ当たり６万 0,565 円 

与論島において製造されるもの 

 ｔ当たり９万 2,887 円 

ｂ 沖縄県 
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沖縄本島において製造されるもの(沖縄本島

内において販売されるものを除く。) 

 ｔ当たり４万 7,718 円 

伊是名島において製造されるもの 

 ｔ当たり 10 万 9,979 円 

久米島において製造されるもの 

 ｔ当たり７万 4,019 円 

南大東島において製造されるもの 

 ｔ当たり８万 7,430 円 

北大東島において製造されるもの 

 ｔ当たり 12 万 5,476 円 

宮古島において製造されるもの 

 ｔ当たり４万 8,224 円 

伊良部島において製造されるもの 

 ｔ当たり７万 0,118 円 

石垣島において製造されるもの 

 ｔ当たり６万 4,081 円 

沖縄本島内において製造されるもののうち沖

縄本島内において販売されるもの 

 ｔ当たり３万 8､718 円 

(平成 29 年９月 29 日農林水産省告示第 1501 号) 

(3) でん粉の需要及び価格の動向 

ア でん粉の需給 

平成 29 でん粉年度におけるでん粉の需要量は、

269 万 2,000ｔ(前年比 101.5％)となる見込み。 

また、供給量については、国内産いもでん粉では

かんしょでん粉が２万 9,000ｔ(同 74.4％)、ばれい

しょでん粉が 17 万 9,000ｔ(同 118.5％)となり、コ

ーンスターチ 231 万 2,000ｔ(同 101.8％)、輸入でん

粉 15万 7,000ｔ(同 103.3％)、小麦でん粉１万 7,000

ｔ(同 100.0％)を加えたでん粉の総供給量は、270

万 2,000ｔ(同 101.5％)となった。 

イ とうもろこしの価格の動向 

シカゴ商品取引所公表のとうもろこし相場(先物、

期近)における平成 29 でん粉年度平均のとうもろこ

し相場は、ブッシェル当たり 361.98 セントとなった

(前年度 359.89 セント)。 

また、同期のコーンスターチ用とうもろこしの

CIF 価格は、ｔ当たり２万 3,471 円であった(前年度

２万 2,929 円)。 

ウ 糖化製品の生産及び価格の動向 

(ア) 異性化糖 

平成 29 でん粉年度における異性化糖の生産量

は 83万 2,167ｔ(標準異性化糖ドライベース)であ

り、価格は１kg 当たり 137.5 円(果糖 55％のもの、

東京市中相場)であった。 

(イ) ぶどう糖 

平成 29 でん粉年度におけるぶどう糖の生産量

は８万 8,702ｔ(うち、規格ぶどう糖６万 477ｔ)

であり、価格は１kg 当たり 177.5 円(含水結晶ぶ

どう糖、東京市中相場)であった。 

(4) でん粉の価格調整 

ア でん粉調整基準価格等 

平成 29 でん粉年度に適用されるでん粉調整基準

価格等については、価格調整法第 26 条及び第 31 条

の規定に基づき、次のとおり定められた。 

・でん粉調整基準価格ｔ当たり 15 万 4,900 円 

(平成 29 年９月 29 日農林水産省告示第 1500 号) 

・指定でん粉等調整率 5.329％ 

(平成 29 年９月 29 日農林水産省告示第 1500 号) 

イ でん粉原料用いも交付金単価 

価格調整法第 34 条第２項の規定に基づき、平成

29 年産でん粉原料用ばれいしょ及びでん粉原料用

かんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価は、

次のとおり定められた。 

・でん粉原料用ばれいしょ 

ｔ当たり１万 1,200 円 

※でん粉含有率が 19.5％のものについて適用 

(平成 29 年 12 月 28 日農林水産省告示第 2161 号) 

・でん粉原料用かんしょ 

アリアケイモ、コガネセンガン、コナホマレ、

こなみずき、サツマアカ、サツマスターチ、シ

ロサツマ、シロユタカ、ダイチノユメ、ハイス

ターチ及びミナミユタカ 

ｔ当たり２万 6,000 円 

・その他の品種 

ｔ当たり２万 3,410 円 

(平成 29 年 12 月 28 日農林水産省告示第 2161 号) 

ウ 国内産いもでん粉交付金単価 

価格調整法第 36 条第２項の規定に基づき、平成

29 でん粉年度に適用される国内産いもでん粉交付

金の単価は、次のとおり定められた。 

・ばれいしょでん粉 

ｔ当たり１万 7,731 円 

・かんしょでん粉 

ｔ当たり３万 7,460 円 

(平成 29 年９月 29 日農林水産省告示第 1501 号) 

 

６ 特産農産物の生産振興対策 

 

いも類、そば、なたねにおいては地域農業において、

極めて重要な位置を占める品目となっている。 

一方、これらの品目は天候等の影響により作柄が不

安定であったり、海外産品との競合等により需要が伸
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び悩んでいることから、産品の高付加価値化や需要動

向に沿った計画的生産を推進し、戦略的に販売するこ

とが課題となっている。 

これらの品目にかかる具体的な生産動向及び振興対

策は次のとおりである。 

 

(1) 特産農産物の生産動向 

ア いも類 

平成 29 年産かんしょの作付面積は、３万

5,600ha(前年比 98.9％)となった。また、主産地の

九州地域において、９月以降の日照不足及び多雨等

の影響により。いもの肥大が抑制されたため減収し

たことから、10ａ当たり収量は、2,270kg(同 95.0

％)、生産量は 80 万 7,100ｔ(同 93.8％)となり、平

均収量比は 98.9％となった。 

平成 29 年産ばれいしょの作付面積は、７万

7,200ha(前年比 100％)となった。また、主産地であ

る北海道において、おおむね天候に恵まれ、台風等

の被害があった前年を上回ったことなどから、10ａ

当たり収量は 3,100kg(同 108.8％)、生産量は 240

万ｔ(同 108.9％)となり、平均収量比は 103.2％とな

った。 

なお、地域別の生産量は、北海道産 188 万 3,000

ｔ(同 109.8％)、都府県産 51万 2,000ｔ(同 105.9％)

となった。 

イ そば及びなたね 

平成 29 年産そばの作付面積は６万 2,900ha(前年

比 103.8％)となった。また、主産地である北海道に

おいておおむね天候に恵まれ、登熟が良好であった

ため、10ａ当たり収量は 55kg(同 114.6％)と前年産

を上回り、生産量は３万 4,400ｔ(同 119.4％)となっ

た。なたねの作付面積は 1,980ha(同 100.0％)となっ

た。また、生育期間全般においておおむね天候に恵

まれたため、10ａ当たり収量は 185kg(同 100.5％)、

生産量は 3,670ｔ(同 100.5％)となった。 

(2) 特産農産物振興対策 

特産農産物の生産性及び品質の向上等を図るため、

作業の省力化・外部化を図るための取組や、付加価値

向上のための取組等を推進した。 

ア いも類 

かんしょ及びばれいしょの安定的な生産と供給体

制の確立のため、持続的な生産システムの構築、消

費者・実需者が望む品質への向上及び低コスト化を

推進した。 

また、かんしょについては、機械化一貫体系の確

立、ばれいしょについては、省力化・高品質化生産

体系の確立及び需要の増加している加工食品用ばれ

いしょの増産を推進した。 

イ そば及びなたね 

そば及びなたねの安定的な生産・供給や輸入品と

の差別化を図るため、ブランド産地の育成を図った。 

また、経営所得安定対策において、畑作物の直接

支払交付金(ゲタ対策)、水田活用の直接支払交付金

(産地交付金)を交付し、農業経営の安定と国内生産

力の確保等を図った。 

 

第３節 米穀の需給及び価格の安
定を図るための措置 

 

１ 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)、米穀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 29 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 

11 月 30 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 30 年３月 28 日 ・麦の需給に関する見通し

の策定について 

・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 

 

(所属委員等)  

(委員)  

有田 芳子 主婦連合会 会長 

大山 泰 株式会社フジテレビジョン報道局 

取材センター室長 

染谷 茂 柏染谷農場 代表 

◎中嶋 康博 東京大学大学院農学生命科学研究

科農業・資源経済学専攻教授 

(臨時委員)  

妹川 英俊 わらべや日洋ホールディングス株

式会社 代表取締役会長 

大桃 美代子 タレント、農政ジャーナリスト 

尾畑 留美子 尾畑酒造株式会社 専務取締役 

加藤 絵美 株式会社カトウファーム専務取締

役、農業女子プロジェクトメンバー 
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金井 健 全国農業協同組合中央会 常務理事 

根本 勝則 一般社団法人日本経済団体連合会

常務理事 

平田 勝越 有限会社山形川西産直センター 

代表取締役社長 

山形県農業法人協会 会長 

藤尾 益雄 株式会社神明 代表取締役社長 

真砂 靖 西村あさひ法律事務所 弁護士 

山田 貴夫 株式会社日清製粉グループ本社 取

締役  

日清製粉株式会社 取締役社長 

◎部会長 

(平成 30 年３月 28 日現在) 

 

２ 米の需給に関する動向 

 

(1) 国内需給(平成29/30年及び平成 30/31年の需給

見通し) 

平成 29 年産米については、全国の作況が「平年並み」

の 100 となり、水稲収穫量は 782 万 t となった。 

このうち主食用等に 731 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 29/30 年(平成 29 年７月～平成

30 年６月)及び平成 30/31 年(平成 30 年７月～平成 31

年６月)の需給については、平成 29 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。 

 

表１ 平成29/30年及び平成 30/31年の主食用米等の需給見通し 

〇平成 29/30 年の主食用米等の需給見通し 

(単位：万ｔ) 

平成 29 年６月末民間在庫量 Ａ 199 

平成 29 年産主食用米等生産量 Ｂ 731 

平成29/30年主食用米等供給量計 Ｃ＝Ａ＋Ｂ 930 

平成 29/30 年主食用米等需要量 Ｄ 744 

平成 30 年６月末民間在庫量 Ｅ＝Ｃ－Ｄ 187 

 
〇平成 30/31 年の主食用米等の需給見通し 

(単位：万ｔ) 

平成 30 年６月末民間在庫量 Ａ 187 

平成 30 年産主食用米等生産量 Ｂ 735 

平成 30/31年主食用米等供給量計 Ｃ＝Ａ＋Ｂ 922 

平成 30/31 年主食用米等需要量 Ｄ 742 

平成 31 年６月末民間在庫量 Ｅ＝Ｃ－Ｄ 180 

注：平成 30 年産米の生産量の考え方 

平成 30 年産米における全国の生産量は、平成 31 年

６月末民間在庫量が安定供給を確保できる水準

(180 万ｔ)となるものとして、735 万ｔと設定。 

(2) 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。 

なお、備蓄運営手法については、平成 23 年度から棚

上備蓄方式に移行した。 

棚上備蓄方式による備蓄運営の基本的な考え方 

① 適正備蓄水準は 100 万 t 程度(６月末) 

② 国内産米を一定期間(５年間程度)備蓄 

③ 備蓄米の買入れは、出来秋の市場価格に影響を与

えないよう事前契約によることを基本に、公平性・

透明性を確保する観点から一般競争入札により実

施(①及び②に即して備蓄運営が行われれば、結果

として基本的な買入数量が 20 万ｔ程度となる。) 

④ 備蓄米は、備蓄後に飼料用等の非主食用として販売 

⑤ 大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著

しく低下するなどの米が不足する時における備蓄

米の放出については、食料・農業・農村政策審議会

食糧部会において、放出の必要性に関し、作柄、在

庫量、市場の状況、消費動向、価格及び物価動向等

について総合的な観点から議論を行い、これを踏ま

えて、農林水産大臣が備蓄米の放出等を決定。 

(3) 国産米の流通 

平成28年産については、水稲収穫量 804万ｔのうち、

市場流通量(農家消費等を除く。)が 582 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(360 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、258 万ｔと 27 年産(266 万ｔ)と比べ８万ｔ減少

している。 

また、農協等(農協・全集連系業者)の直販数量は 102

万 t となっており、27 年産(100 万ｔ)に比べ２万ｔ増

加している。 

なお、生産者の直販数量については、27 年産と比べ

９万 t 増加している。 

(4) 外 国 産 米 

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、加工用を中心に販売し、販

売残については、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

飼料用への販売を開始したため、平成 29 年 10 月末で

54 万ｔとなっている。 
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表２ 米の流通の状況(平成 16～28 年産米)(推計) 

【生産段階】 （単位：万t）

生産量

　　 出荷・販売 農家消費等 その他

年産 　　 　　 　　 　　 加工用米等 もち米 磨耗

16 872 100.0% 636 72.9% 180 20.6% 56 6.4% 12 1.4% 27 3.1% 17 1.9%

17 906 100.0% 653 72.1% 183 20.2% 62 6.8% 13 1.4% 31 3.4% 18 2.0%

18 855 100.0% 631 73.8% 165 19.3% 59 6.9% 15 1.8% 27 3.2% 17 2.0%

19 871 100.0% 632 72.6% 174 20.0% 65 7.5% 17 2.0% 31 3.6% 17 2.0%

20 882 100.0% 636 72.1% 172 19.5% 64 7.3% 16 1.8% 30 3.4% 18 2.0%

21 847 100.0% 624 73.7% 161 19.0% 62 7.3% 16 1.9% 29 3.4% 17 2.0%

22 848 100.0% 594 70.0% 174 20.5% 71 8.3% 22 2.6% 32 3.8% 17 2.0%

23 840 100.0% 604 71.9% 170 20.2% 66 7.9% 16 2.0% 33 3.9% 17 2.0%

24 852 100.0% 616 72.3% 167 19.5% 69 8.1% 19 2.2% 33 3.9% 17 2.0%

25 860 100.0% 626 72.8% 165 19.2% 69 8.0% 21 2.4% 31 3.6% 17 2.0%

26 844 100.0% 616 73.1% 154 18.3% 73 8.7% 27 3.2% 30 3.5% 17 2.0%

27 799 100.0% 579 72.5% 146 18.3% 74 9.2% 25 3.1% 33 4.1% 16 2.0%

28 804 100.0% 582 72.4% 146 18.1% 76 9.5% 26 3.2% 34 4.3% 16 2.0%

【出荷・販売段階】 （単位：万t）

生産量

　　 農協 全集連系業者

年産 　　 　　 販売委託 直販 　　 販売委託 直販

16 636 72.9% 390 44.7% 350 40.1% 40 4.6% 20 2.3% 7 0.8% 12 1.4% 226 25.9%

17 653 72.1% 405 44.7% 352 38.9% 53 5.8% 22 2.4% 8 0.9% 13 1.4% 226 24.9%

18 631 73.8% 384 44.9% 320 37.4% 64 7.5% 21 2.5% 9 1.1% 13 1.5% 227 26.5%

19 632 72.6% 378 43.4% 308 35.4% 70 8.0% 21 2.4% 9 1.0% 13 1.5% 232 26.6%

20 636 72.1% 390 44.2% 303 34.4% 87 9.9% 21 2.4% 8 0.9% 14 1.6% 224 25.4%

21 624 73.7% 372 43.9% 294 34.7% 78 9.2% 22 2.6% 7 0.8% 15 1.8% 230 27.2%

22 594 70.0% 369 43.5% 285 33.6% 84 9.9% 21 2.5% 6 0.7% 15 1.8% 203 24.0%

23 604 71.9% 351 41.8% 266 31.7% 85 10.1% 21 2.5% 6 0.8% 15 1.8% 232 27.6%

24 616 72.3% 352 41.3% 273 32.1% 79 9.3% 21 2.4% 6 0.7% 15 1.8% 243 28.6%

25 626 72.8% 373 43.4% 293 34.0% 81 9.4% 22 2.6% 7 0.8% 15 1.8% 231 26.8%

26 616 73.1% 369 43.7% 285 33.8% 84 10.0% 24 2.8% 9 1.0% 15 1.8% 223 26.5%

27 579 72.5% 344 43.1% 258 32.3% 86 10.7% 22 2.7% 7 0.9% 14 1.8% 213 26.7%

28 582 72.4% 338 42.1% 252 31.3% 86 10.8% 22 2.7% 6 0.8% 16 1.9% 222 27.6%

生産者直接

販売等

 

 

ミニマム・アクセス米の販売状況(平成７年４月～平成 29 年 10 月末) 

　主食用に供給されたミニマム・アクセス米を上回る量の政府国産米を援助

用・飼料用等に活用。

（８年11月から29年10月までの政府国産米援助実績　141万t）

（16年２月から29年10月までの政府国産米飼料用等販売実績　193万t）

　国産米では対応しがたい低価格の加工用（みそ・焼酎・煎餅等）向けに年

間約10～30万tの固定需要がある。

SBS輸入分

被援助国の要請に基づき供給。年間５～20万t程度。

　18年７月以降、輸入年度の古いミニマム･アクセス米から順次販売。年間

30～40万t程度。

輸入数量

1,583万t

主食用

141万t

加工用

463万t

もち米

22万t

援助用

319万t

飼料用

564万t

在庫

54万t
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３ 平成 29 年産米をめぐる状況 

 

(1) 平成 29 年産米の需給調整の取組状況 

平成 29 年産の主食用米の需給の安定を図るために

は、生産者自らがマーケットの動向を見ながら需要に

応じた生産・販売を行うことを更に進める必要があり、

その環境整備の一環として、28 年産に引き続き、 

① ３月に都道府県別、５月に都道府県別及び地域農

業再生協議会別の作付動向(中間的な取組状況)を公

表するとともに 

② 農林水産省が各県を訪問し、需要に応じた生産・販

売の推進のために働きかけを行った(延べ 42道府県)。 

この結果、産地・生産者において、それぞれの販売

状況等を踏まえ、何をどう作付けするのかといった判

断がなされ、主食用米以外の作物が引き続き取り組ま

れたことから、主食用水稲の作付面積は 137 万 ha とな

り、生産数量目標 138 万７千 ha を１万７千 ha 下回り、

27 年産から３年連続で超過作付が解消された。 

(2) 米穀周年供給・需要拡大支援事業の実施状況 

生産者、集荷業者・団体の自主的な取組により需要

に応じた生産・販売が行われる環境を整備するため、

産地の判断により、主食用米を長期計画的に販売する

取組や輸出用などの他用途への販売を行う取組等を支

援した。 

29 年度では、25 道県の 27 事業者において事業が活

用された。 

 
表３ 全国の生産数量目標、主食用米生産量等の推移 

年産 

生産 

数量目標 

主食用米 

生産量 
超過数量 

①を 

面積換算 

したもの 

主食用米 

作付面積 

超過 

作付面積 

作況 

指数 

① ② ②－① ③ ④ ④－③ ⑤ 
万ｔ 万ｔ 万ｔ 万 ha 万 ha 万 ha  

16 857 860 2 163.3 165.8 2.5 98 

17 851 893 42 161.5 165.2 3.7 101 

18 833 840 7 157.5 164.3 6.8 96 

19 828 854 26 156.6 163.7 7.1 99 

20 815 866 51 154.2 159.6 5.4 102 

21 815 831 16 154.3 159.2 4.9 98 

22 813 824 11 153.9 158.0 4.1 98 

23 795 813 19 150.4 152.6 2.2 101 

24 793 821 28 150.0 152.4 2.4 102 

25 791 818 27 149.5 152.2 2.7 102 

26 765 788 23 144.6 147.4 2.8 101 

27 751 744 ▲7 141.9 140.6 ▲1.3 100 

28 743 750 7 140.3 138.1 ▲2.2 103 

29 735 731 ▲4 138.7 137.0 ▲1.7 100 

注１：②の主食用米生産量(19 年産以前)は、統計部公表の水

稲収穫量から加工用米等の出荷実績数量を控除した数量。 
注２：④の主食用米作付面積(19 年産以前)は、統計部公表の

水稲作付面積から加工用米等の作付面積を控除した数量。 

注３：②、④の 20 年産から 29 年産の数値及び⑤の数量は、
それぞれ統計部公表の 12 月の収穫量(主食用)、主食用
作付面積及び作況指数。 

注４：ラウンドの関係で内訳が一致しない場合がある。

表４ 平成 28、29 年産の戦略作物等の作付状況 

(単位：万 ha) 

 戦略作物等 

麦 飼料用米 大豆 ＷＣＳ その他 

28 年産 9.9 9.1 8.8 4.1 19.6 

29 年産 9.8 9.2 9.0 4.3 19.7 

差(29-28) ▲0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 

注１：ラウンドにより差が異なる場合がある。 
注２：「その他」の内訳は、加工用米、米粉用米、備蓄米、

輸出用米、飼料作物、そば・なたね等 
注３：加工用米及び新規需要米は取組計画の認定面積 
注４：米以外の戦略作物等(基幹作のみ)は、28 年産は交付金

支払実績面積で、29 年産は地方農政局等が都道府県農
業再生協議会等に聞き取った面積 

 

(3) 生産製造連携事業計画の認定状況 

新用途米穀(米粉用米・飼料用米)の生産者は、米穀

の新用途への利用の促進に関する法律に基づき、新用

途米穀加工品(米粉・飼料)の製造事業者等と共同して、

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ための計画(生産

製造連携事業計画)を作成し、農林水産大臣の認定を受

けることができる。 

この制度により、平成 29 年度までに 53 件の生産製

造連携事業計画が認定されている。 

 

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。 
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表５ 米穀の出荷又は販売の事業の届出者数 

(平成 30 年３月末日現在) 

都道府県 届出事業者数  都道府県 届出事業者数 

北海道 2,772  滋 賀 881 

青 森 677  京 都 1,888 

岩 手 1,249  大 阪 6,329 

宮 城 1,509  兵 庫 4,114 

秋 田 949  奈 良 1,121 

山 形 1,105  和歌山 946 

福 島 1,863  鳥 取 189 

茨 城 1,606  島 根 520 

栃 木 1,151  岡 山 887 

群 馬 1,152  広 島 1,839 

埼 玉 2,723  山 口 757 

千 葉 2,896  徳 島 708 

東 京 6,321  香 川 634 

神奈川 3,305  愛 媛 765 

新 潟 2,460  高 知 462 

富 山 541  福 岡 2,048 

石 川 885  佐 賀 313 

福 井 644  長 崎 1,182 

山 梨 836  熊 本 1,000 

長 野 1,392  大 分 710 

岐 阜 935  宮 崎 559 

静 岡 1,790  鹿児島 851 

愛 知 2,563  沖 縄 400 

三 重 826  計 71,253 

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 29 年度における米の消費拡大については、食品

産業等と連携し、我が国で 100％自給可能な米を中心

とした日本型食生活の実践を推進し、新たなビジネス

の展開、創出を通じた消費拡大を図るため、次の事業

を実施した。 

① 主食用米の消費の約３割を占め、その割合が増加

している中食・外食等で使用される業務用に仕向け

られる米の安定取引の推進の取組を実施。 

② 新たな米需要の創出のため新たな技術やノウハウ

を活用した米の新商品・サービスの開発・提供に向

けた取組に対する支援を実施。 

③ 米の新用途として期待される米粉の需要拡大のた

め、平成 29 年３月に公表した、菓子・料理用、パン

用、麺用などの用途別の加工適性に関する「米粉の

用途別基準」及びグルテンを含まない米粉製品の表

示に関する「米粉製品の普及のための表示に関する

ガイドライン」の普及に向けた取組に対する支援を

実施。 

 

６ 学 校 給 食 

 

(1) 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、パン又は米飯とミルク及びおかずを供する「完

全給食」と、ミルク及びおかず等を供する「補食給食」、

ミルクのみを供する「ミルク給食」の三つの型がある。 

平成 28 年５月現在における学校給食の実施状況は、

表６のとおりである。 

 

表６ 学校給食実施状況 

(単位：校、千人)  

区分 学校数 児童・生徒数 

完全給食 29,205 9,099 

補食給食 191 21 

ミルク給食 563 208 

計 29,959 9,328 

未実施 1,565 666 

総計 31,524 9,994 

 

(2) 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 29 年度においては、学校給食用に備蓄米の無償

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 28 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 3.4 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 96.4％(昭和 51 年５月 7.0％)となり、着実に

普及している。 

 

７ 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
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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)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考１ 政府所有米穀の売買・管理業務 

 

 

 

第４節 麦類の需給及び価格の
安定を図るための措置 

 

１ 麦 類 の 需 給 

 

(1) 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 30 年度の麦の需給に関する見通しは、 

30 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、以下のとおり決定、公表したところ

である。 

ア 総需要量 

30 年度の小麦の総需要量は、過去７か年(平成

23年度から平成 29年度まで)の平均総需要量であ

る 5 7 3 万ｔと見込んだ。 

また、大・はだか麦は、過去７か年の平均総需

要量に、増加したはだか麦の輸入量を加え、34 万

ｔと見込んだ。 

イ 国内産麦流通量 

30 年度の国内産麦流通量は、平成 30 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 30 年産麦
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の供給量に、年度内供給比率を乗じ、さらに平成

29 年産麦の在庫量を加え、小麦 83 万ｔ、大・は

だか麦 11 万ｔと見込んだ。 

ウ 外国産麦の需要量 

30 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 487

万ｔ、大・はだか麦 24 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。 

30 年度の備蓄目標は、93 万ｔとした。 

なお、民間の実需者が 2.3 か月分を備蓄する場

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。(参考２) 

オ 外国産麦輸入量 

30 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減分を加えた

487 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

24 万ｔと見込んだ。 

 

参考２ 食糧麦備蓄対策事業の助成のスキーム 

・ 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。 

・ 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。

 

 

 

(2) 外国産麦類需給実績 

29 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 524 万２千ｔ、大・

はだか麦 23 万６千ｔとなり、当初計画に比べ、小

麦は 36 万９千ｔ増加し、大・はだか麦は２千ｔ減

少した。 

イ 需要量 

(ア) 外国産小麦の需要量は、主食用(製粉用)は

514 万９千ｔ、固有用途用(しょう油用等)は９

万３千ｔとなり、当初計画に比べ、主食用は 36

万ｔ増加、固有用途用は９千ｔ増加し、合計で

524 万２千ｔとなった。 

(イ) 外国産大・はだか麦の需要量は、主食用(精麦

用)は 15 万９千ｔ、固有用途用(麦茶用、ビール

用)は７万７千ｔとなり、当初計画に比べ、主食

用は６千ｔ減少、固有用途用は４千ｔ増加し、

合計で 23 万６千ｔとなった。 

 

２ 輸入小麦の政府売渡価格 

 

(1) 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(４月期、10 月期) 

イ 平均買付価格の算定期間は直近６か月間 

となっている。 

(2) 平成 29年 10月期、30年４月期の政府売渡価格 

29 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 29 年３月第２週～平

成 29 年９月第１週)の平均買付価格をもとに算定

し、主要５銘柄平均で 3.6％の引上げとなった。 

また、30 年４月期の政府売渡価格は、直近６か月

間(平成 29 年９月第２週～平成 30 年３月第１週)の

平均買付価格をもとに算定し、主要５銘柄平均で

3.5％の引上げとなった(参考３)。 

 

参考３ 輸入小麦の政府売渡価格 

(単位：円/ｔ(税込み)) 

 27 年 

10 月～ 

28 年 

４月～ 

28 年 

10 月～ 

29 年 

４月～ 

29 年 

10 月～ 

30 年 

４月～ 

５銘柄加重 56,640 52,610 48,470 50,690 52,510 54,370 

平均価格 

(対前期比改定率) 
(▲5.7％) (▲7.1％) (▲7.9％) (＋4.6％) (＋3.6％) (＋3.5％) 

 

(3) 小麦粉価格への影響 

29 年 10 月期の政府売渡価格の改定を受けて、大

手製粉各社は 12 月下旬以降の出荷分について＋30

～＋150 円/25kg の小麦粉価格の改定を実施した。ま

た、30 年４月期の政府売渡価格の改定を受けて、大
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手製粉各社は６月下旬以降の出荷分について＋65

円/25kgの小麦粉価格の改定を実施した。 

(4) 麦関係収支の動向 

28 年度は、輸入麦の売買により 801 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、28 年産の国内産麦の生産量は、

北海道において、天候不順により単収が減少したこ

と等から 27 年産と比較して減少し、生産振興費の支

出は 937 億円となった。 

 

３ 国内産麦の民間流通 

 

(1) 平成 29 年産麦 

平成 29 年産麦の民間流通数量は、小麦 84 万５千

ｔ、小粒大麦４万４千ｔ、大粒大麦５万２千ｔ、は

だか麦１万ｔとなっている。 

(2) 平成 30 年産麦 

ア 基本事項の決定等 

平成 30 年産麦の民間流通の仕組みについては、

平成 29 年５月 22 日に「第 40 回民間流通連絡協議

会」が開催され、協議・決定された。 

平成 30 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 30 年産麦の播種前契約の基本となる

販売予定数量、購入希望数量は、平成 29 年８月

31 日に開催された「第 41 回民間流通連絡協議会」

において提示された。(表７) 

 

表７ 平成30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 

834 

45 

52 

11 

942 

880 

51 

74 

22 

1,027 

 

イ 平成 30 年産麦の入札の実施 

平成 30 年産麦の入札は、(一社)全国米麦改良協

会を実施主体として、平成 29 年９月 13 日に第１

回、９月 27 日に第２回が実施された。 

平成 30 年産小麦の落札加重平均価格について

は、前年産に比べ 104.0％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 105.8％、はだか麦は前

年産に比べ 109.0％となった。(表８－１及び２) 

 

表８－１ 平成 30 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 29 年産 30 年産 対前年産比(％) 

小麦 

小粒大麦 

大粒大麦 

はだか麦 

51,570 

46,880 

50,442 

48,527 

53,624 

46,708 

53,384 

52,876 

104.0％ 

99.6％ 

105.8％ 

109.0％ 

注：小麦の実際の取引価格は、基準となる落札価格

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 

218,500 

210,560 

96.4％ 

11,750 

11,440 

97.4％ 

6,880 

6,340 

92.2％ 

2,570 

2,470 

96.1％ 

 

表８－２ 平成 30 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 

上回る 同価格 下回る 計 

小麦 

小粒大麦 

大粒大麦 

はだか麦 

23 

 4 

 4 

 4 

 0 

 3 

 0 

 0 

 2 

 4 

 1 

 0 

25 

11 

 5 

 4 

 

４ 外国産麦類の販売実績 

 

(1) 外国産小麦(製粉用)の販売実績 

平成 29 年度の製粉用の販売量は、514 万９千ｔと

前年度に比べ、37 万ｔの増加となった。 

○ 種類別の内訳 

ソフト系 
＜薄力系＞ 

151 万３千ｔ[29.4％] 
(うち SBS３万ｔ) 

セミハード系 
＜準強力系＞ 

89 万１千ｔ[17.3％] 
 

ハード系 
＜強力系＞ 

274 万５千ｔ[53.3％] 
(うち SBS34 万１千ｔ) 
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〇 産地国別の内訳 

アメリカ産 273 万２千ｔ [53.1％] 

ＷＷ 71 万０千ｔ (うち SBS２万３千ｔ) 

ＳＨ 89 万１千ｔ  

ＤＮＳ 111 万５千ｔ (うち SBS５万８千ｔ) 

その他 １万６千ｔ (うち SBS１万６千ｔ) 

カナダ産 153 万５千ｔ [29.8％] 

ＣＷ 134 万７千ｔ  

ＤＲＭ 18 万６千ｔ (うち SBS18 万６千ｔ) 

その他 ２千ｔ (うち SBS２千ｔ) 

オーストラリア産 87 万６千ｔ [17.0％] 

ＡＳＷ 79 万７千ｔ  

ＰＨ ７万９千ｔ (うち SBS７万９千ｔ) 

その他 ０千ｔ (うち SBS０千ｔ) 

フランス産 ６千ｔ [0.1％] 

  (うち SBS６千ｔ) 

 

(2) 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

３千ｔと前年度に比べ１万３千ｔの増加となった。 

(3) 外国産大・はだか麦の販売実績 

精麦用の販売量は、15 万９千ｔ(全て SBS)と前年

度に比べ１万７千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

７万７千ｔ(全て SBS)と前年度に比べ３千ｔの増加

となった。 

 

第５節 食糧の輸入及び国際関係 
 

１ 概 況 

 

(1) 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。 

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。 

(2) 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 

 

(1) 輸 入 状 況 

平成 29 年における米穀の輸入数量(通関統計ベー

ス(暦年))は 67 万 9,108ｔであった。国別内訳は、

タイ 33 万 7,443ｔ、アメリカ 32 万 8,614ｔ、オース

トラリア 8,584ｔ、中国 3,164ｔ、その他 1,303ｔと

なっている。 

(2) 米穀の国際需給と価格動向 

ア 国際需給 

2017/18 年度の生産量は、米国で洪水等により

収穫面積が減少し、生産量が 1997/98 年度以来最

低となるものの、タイ、ベトナム等で増加するこ

とから、世界全体では昨年をわずかに上回り、史

上最高の 486.3 百万ｔとなる見込みである。 

2017/18 年度の貿易量(輸出量)は、米国、タイ

等で減少するものの、インド、ベトナム等で増加

することから、世界全体で前年度より増加(1.3％)

し、47.3 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、2017 年５月

以降、アジア・中東諸国等の輸入需要から 470 ド

ル/ｔ台まで一時値を上げたものの、７月以降の輸

入需要の緩和により 410 ドル/ｔ台まで値を下げ

た。11 月半ば以降、タイで洪水による雨季米の収

穫遅延から、430 ドル/ｔ前後まで値を上げた。

2018 年１月以降、インドネシア、フィリピン等に

よる輸入需要から値を上げたものの、タイ乾季作

の新穀出回り期待から値を戻し、2018 年３月の価

格は 455 ドル/ｔとなった。 

 

３ 麦類の輸入状況と海外の動向 

 

(1) 輸 入 状 況 

ア 小麦 

平成 29 年における小麦の輸入量(通関統計ベー

ス)は、570 万６千ｔで、このうち食糧用の輸入量

は 533 万５千ｔ、飼料用は 37 万１千ｔであった。

国別で見ると、米国 304 万４千ｔ、カナダ 153 万

７千ｔ、オーストラリア 103 万６千ｔ、その他８

万９千ｔとなっている。 

イ 大麦 

平成 29 年における大麦の輸入量(通関統計ベー
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ス)は、120 万５千ｔで、このうち食糧用の輸入量

は 24 万５千ｔ、飼料用は 96 万ｔであった。国別

で見ると、オーストラリア 105 万１千ｔ、カナダ

５万９千ｔ、米国２万８千ｔ、その他６万７千ｔ

となっている。 

(2) 麦類の国際需給と価格動向 

ア 小麦 

(ア) 国際需給 

2017/18年度の世界全体の生産量は、干ばつの

影響を受けた米国・オーストラリア等で減少し

たものの、作柄に恵まれたロシア、インド、EU

等で増加したことから、前年度より増加(＋0.9

％)し、史上最高の758.7百万ｔとなる見込みで

ある。 

輸出量は、ロシア、カナダ等で増加したもの

の、米国、オーストラリア、EU等で減少したこ

とから、世界全体では前年度より減少(▲1.1％)

し、181.3百万ｔとなる見込みである。 

(イ) 価格動向(すべて１ブッシェル当たり単価) 

小麦の国際価格(シカゴ相場)については、

2017 年６月以降、米国春小麦産地の高温・乾燥

による作柄悪化懸念等から５ドル台前半まで上

昇したものの、７月以降は、世界的に潤沢な供

給量等を背景に４ドル前後で軟調に推移した。 

イ 大麦 

2017/18年度の生産量は、ロシア、トルコ等で増

加したものの、オーストラリア、ウクライナ等で

減少したことから、世界全体では前年度より減少

(▲2.0％)し、144.3百万ｔとなる見込みである。 

輸出量は、オーストラリア、ウクライナ等で減

少したものの、ロシア等で増加したことから、世

界全体では前年度より増加(＋2.1％)し、28.9 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

としている。 

平成 29 年度においては、アフリカを中心とし、KR

食糧援助等として、21 か国に対し約 7.2 万ｔの食糧

援助を行った。 

 

第６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。 

平成 12 年度まで食糧事務所(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、農産物検査の実施主体を民間の登録検査機関

による検査へ移行することとなり、平成 13 年４月か

ら５年間の移行期間を経て、平成 18 年４月から検査

は全て民間の登録検査機関により実施されていると

ころである。 

また、平成 26 年に成立した第４次一括法(地域の

自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律)において、登録

検査機関のうち、その業務が一の都道府県の区域内

に留まる登録検査機関(以下「地域登録検査機関」と

いう。)については、平成 28 年４月１日から登録及

び指導監督等の事務を農林水産大臣から都道府県知

事に移譲されたところである。 

 

(1) 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 29 年度末現在

で、国内産農産物で 1,723 機関(うち、地域登録検査

機関 1,503 機関)、外国産農産物で４機関、成分検査

で９機関が登録され、国内産農産物で 18,663 人の農

産物検査員が登録されているところである。 

(2) 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、検査体制の確立、

農産物検査員の資質の向上が求められている。 

このため、国及び都道府県は、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維

持・向上等を図る観点から、以下のとおり、登録検

査機関に対する指導・監督を実施している。 

ア 適正な業務運営の確保(地方農政局及び都道府県) 

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に対

して、巡回立入調査等を実施している。 

イ 鑑定精度の程度統一(地方農政局) 

登録検査機関の指導的農産物検査員を対象とし

た程度統一会を開催し、検査技術の指導、検査格

付けの「鑑定眼」の統一を図っている。 
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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。 

 

(1) 米 の 検 査 

ア 検査実績 

平成 29 年産米の平成 30年３月末日現在の種類

別検査実績は、表９のとおりであり、水稲うるち

玄米の地域別検査実績は表 10 のとおりである。 

水稲うるち玄米の検査数量は 440 万９千ｔで、

28年産に比べて 17万５千ｔ(28年産同期 458万５

千ｔ)減少した。 

イ 品質概況 

29 年産水稲うるち玄米の１等比率は 82.2％(28

年産同期 83.4％。以下同じ。)となった。２等以

下の主な格付け理由は充実不足と整粒不足による

ものである。 

地域別品質概況は、次のとおりである。 

(ア) 北海道の１等比率は 90.5％(89.7％)となっ

た。２等以下の主な格付け理由は、整粒不足と

充実不足によるものである。 

(イ) 東北の１等比率は 90.8％(93.8％)となった。

２等以下の主な格付け理由は、充実不足とカメ

ムシ類等による着色粒の混入過多によるもので

ある。 

(ウ) 関東の１等比率は 93.6％(91.8％)となった。

２等以下の主な格付け理由は、カメムシ類等に

よる着色粒の混入過多と心白・腹白によるもの

である。 

(エ) 北陸の１等比率は 86.8％(86.9％)となった。

２等以下の主な格付け理由は、整粒不足と心白

・腹白によるものである。 

(オ) 東海の１等比率は 52.3％(64.0％)となった。

２等以下の主な格付け理由は、心白・腹白と充

実不足によるものである。 

(カ) 近畿の１等比率は 67.1％(70.9％)となった。

２等以下の主な格付け理由は、心白・腹白と整

粒不足によるものである。 

(キ) 中国四国の１等比率は 63.3％(62.8％)となっ

た。２等以下の主な格付け理由は、充実不足と

心白・腹白によるものである。 

(ク) 九州の１等比率は 42.5％(40.3％)となった。

２等以下の主な格付け理由は、充実不足と心白

・腹白によるものである。 

(ケ) 沖縄の１等比率は 52.9％(52.6％)となった。

２等以下の主な格付け理由は、カメムシ類等に

よる着色粒の混入過多と充実不足によるもので

ある。 

ウ 産地品種銘柄の概況 

29 年産水稲うるち玄米の品種別検査実績は、表

11 のとおりである。 

29 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 260 銘柄、選択銘柄 493 銘柄の

合計 753 銘柄である。 

品種別に見ると、最も多いコシヒカリが、140

万６千ｔ(28年産同期154万４千ｔ)で31.9％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、ななつぼし、ヒノヒカリ、はえぬき、ま

っしぐらの順に検査数量が多く、上位 10 品種の検

査数量は、水稲うるち玄米全体の 72.8％(28 年産

同期 74.7％)となった。 
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表９ 平成 29 年産米種類別検査実績(平成 30 年３月末日現在) 

種 類 検査数量 (ｔ ) 
等級比率(％) 

特上 特等 １等(合格) ２等 ３等 規格外 

玄

米 

合 計 5,130,581 0.0 0.4 81.9 14.5 1.6 1.5 

水稲うるち 4,409,356 - - 82.2 14.7 1.6 1.6 

水稲もち 212,568 - - 53.1 40.4 3.7 2.8 

醸造用 100,170 1.1 20.9 58.8 11.8 4.5 2.9 

陸稲うるち 2 - - 51.2 34.1 14.6 - 

陸稲もち 32 - - 23.0 31.8 29.4 15.8 

飼料用 408,453 - - 100.0 - - 0.0 
         

も

み 

合 計 116,026 - - 99.9 - - 0.1 

普通 8,099 - - 99.3 - - 0.7 

種子 37,154 - - 100.0 - - - 

飼料用 70,772 - - 100.0 - - 0.0 
         

精

米 
合 計 - - - - - - - 

注１：飼料用玄米及びもみの等級比率は、合格の比率である。 

注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 100 とならないことがある。 
 

表 10 平成 29 年産水稲うるち玄米地域別検査実績(平成 30 年３月末日現在) 

地 域 検査数量(ｔ) 
等 級 比 率(％) 

１等 ２等 ３等 規格外 

北海道 482,892 90.5  3.9 0.7 4.9 

東北 1,400,914 90.8  7.4 0.7 1.0 

関東 759,450 93.6  5.5 0.5 0.4 

北陸 720,775 86.8 11.1 0.7 1.4 

東海 165,763 52.3 44.3 2.8 0.7 

近畿 192,428 67.1 28.7 3.7 0.5 

中国四国 338,129 63.3 31.5 4.3 0.9 

九州 347,333 42.5 47.5 6.0 4.1 

沖縄 1,673 52.9 31.8 11.6 3.8 

合 計 4,409,356 82.2 14.7 1.6 1.6 

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 100 とならないことがある。 

 

表 11 平成 29 年産水稲うるち玄米品種別検査実績 

(平成 30 年３月末日現在) 

順位 品種 
検査数量

(ｔ) 
割合(％) 

1 コシヒカリ 1,406,085 31.9 

2 ひとめぼれ 415,064 9.4 

3 あきたこまち 392,396 8.9 

4 ななつぼし 230,024 5.2 

5 ヒノヒカリ 197,009 4.5 

6 はえぬき 165,123 3.7 

7 まっしぐら 130,255 3.0 

8 ゆめぴりか 114,092 2.6 

9 こしいぶき 88,867 2.0 

10 あさひの夢 70,215 1.6 

上位 10 品種の合計 3,209,130 72.8 

水稲うるち玄米総合計 4,409,356  

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。 

 

(2) 麦 の 検 査 

ア 検査実績 

29 年産麦の種類別検査実績は、表 12 のとおりで

ある。 

イ 品質概況 

(ア) 普通小麦 

１等比率は 84.8％(28 年産 67.3％。以下同じ)

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。 

(イ) 普通小粒大麦 

１等比率は 69.6％(63.1％)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。 

(ウ) 普通大粒大麦 

１等比率は 75.8％(62.0％)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。 
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(エ) 普通裸麦 

１等比率は 84.0％(76.8％)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。 

(オ) ビール大麦 

上位等級比率(１等＋２等)は 98.6％(97.3％)

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。 
 

 

 
 
 

 表 12 平成 29 年産麦種類別検査実績(最終) 

種 類 検査数量(ｔ) 
等 級 比 率(％) 

１等(合格) ２等 等外上 規格外 

普通小麦 965,913 84.8 6.7 - 8.6 

普通小粒大麦 51,449 69.6 18.0 - 12.4 

普通大粒大麦 66,790 75.8 2.8 - 21.4 

普通裸麦 12,542 84.0 11.3 - 4.6 

ビール大麦 52,648 0.3 98.3 1.4 - 

種子用麦 8,368 100.0 - - - 

合 計 1,157,710     

注１：種子用麦の等級比率は、合格の比率である。 

注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 100 とならないことがある。 

 

(3) 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 29 年度検査実績は次

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都２府 41 県) 233,307 

一般小豆 (北海道ほか１府) 28,123 

普通いんげん (北海道) 1,583 

そば (北海道ほか１府 41 県) 30,756 

かんしょでん粉 (鹿児島県) 19,737 

 

イ 品質概況 

(ア) 普通大豆の１等比率は 30.3％となった。 

(イ) 一般小豆の１等比率は 1.3％となった。 

(ウ) 普通いんげんは全量２等となった。 

(エ) 普通そばの１等比率は 74.3％となった。 

(オ) 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 

 

29 年度における外国産農産物の検査実績は次のと

おりである。 

(1) 米穀 

(単位：ｔ、％) 

産地 玄米 精米 砕精米 計 国別比率 

タイ - 303,988 2,647 306,635 (44.1) 

アメリカ 920 282,077 23,547 306,544 (44.0) 

オーストラリア 7,445 35,005 - 42,451 (6.1) 

中国 642 38,103 543 39,287 (5.6) 

パキスタン - 560 - 560 (0.1) 

インド - 425 - 425 (0.1) 

ベトナム - - 100 100 (0.0) 

イタリア - 51 - 51 (0.0) 

 計 9,007 660,209 26,837 696,053 (100.0) 

形態別比率 (1.3)  (94.9)  (3.9)  (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。 

 

(2) 小麦 

(単位：千ｔ、％) 

産地 食糧用 飼料用 計 国別比率 

アメリカ 2,790 - 2,790 (54.1) 

カナダ 1,493 - 1,493 (29.0) 

オーストラリア 863 - 863 (16.8) 

フランス 6 - 6 (0.1) 

 計 5,152 - 5,152 (100.0) 

用途別比率 (100.0) (-) (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。 
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(3) 大麦・裸麦 

(単位：千ｔ、％) 

産地 食糧用 飼料用 計 国別比率 

オーストラリア 152 - 152 (66.3) 

カナダ 49 - 49 (21.4) 

アメリカ 26 - 26 (11.4) 

フランス 2 - 2 (0.9) 

 計 229 - 229 (100.0) 

用途別比率 (100.0) (-) (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 29 年度の成分検査の実施件数は、国内産米穀

については 10 件、国内産小麦については 1,145 件、外

国産小麦については 1,209 件となった。 

 
第７節 米麦加工品 

 

１ 米 加 工 食 品 

 

(1) 米菓(あられ・せんべい) 

ア 企業構造 

米菓製造業の工場は、ほとんどが中小企業である。 

イ 生産状況 

29 年の米菓の生産数量は 22.3 万ｔ(前年比 2.4％

増)である。 

ウ 輸出入 

29年の米菓輸出数量は 3.8千ｔ(前年比7.9％増)、

金額は 42 億円(前年比 9.9％増)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 7.7 千ｔ(前年比 10.9％減)、金

額は 34 億円(前年比 5.8％減)となっており、主要輸

入先は中国、タイ、台湾である。 

 

 

(2) 加 工 米 飯 

ア 企業構造 

加工米飯製造業の工場は、ほとんどが中小企業で

ある。 

イ 生産状況 

29年における加工米飯の生産量は 37.3万ｔ(前年

比 7.6％増)となっている。 

これを種類別にみると、レトルト米飯 27.8 千ｔ

(前年比 0.2％減)、無菌包装米飯 161.1 千ｔ(同 10.8

％増)、冷凍米飯 174.0 千ｔ(同 6.8％増)、チルド米

飯 4.8 千ｔ(同 1.7％減)、缶詰米飯 0.5 千ｔ(同 3.1

％減)、乾燥米飯 4.9千ｔ(同 3.3％減)となっている。 

ウ 輸出状況 

29 年の加工米飯等輸出量は 0.8 千ｔ(前年比 17.8

％増)、金額は 4.5 億円(前年比 9.8％増)となってお

り、主要輸出先はアメリカ、韓国、ベトナムである。 

 

２ 麦加工食品(一次加工品) 

 

(1) 小 麦 

ア 企業構造 

小麦粉製造業の企業数は、平成 29 年３月末現在

で、81 企業(102 工場)であり、このうち大企業(４社)

が生産シェアの 77.6％を占めている。中小企業のう

ち 38％が年間小麦粉生産量１千ｔ未満の零細企業

である。 

イ 生産状況 

28年度の小麦粉の生産量は 486万ｔで前年並みと

なった。用途別にみると、パン用粉は 40.4％、めん

用粉は 33.4％、菓子用粉は 10.6％となっており、こ

れら３用途で生産量全体の 84％を占めている。 

ウ 小麦粉輸出量 

29 年の小麦粉輸出量は 16 万８千ｔで前年比 5.5

％増、金額は 72億円で前年比 5.4％増となっており、

主要輸出先は香港、シンガポール、ベトナムであった。 

エ 小麦粉調製品輸入量 

29年の小麦粉調製品の輸入量は 9.2万ｔで前年比

0.5％増、金額は 199 億円で前年比 11.1％増となっ

ており、主要輸入先は韓国、シンガポール、フラン

スであった。 

(2) 精 麦 

ア 企業構造 

28 年度に国内産麦又は外国産麦の買受実績があ

る精麦業の企業数は、平成 29 年３月末現在で、37

企業(37 工場)で、すべて中小企業である。 

イ 生産状況 

28年度の精麦の生産量は 17万ｔで前年比 2.4％増
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となっている。種類別生産比率は、普通精麦は 96.9

％(押麦は 15.8％、切断圧ペんは 1.3％、切断無圧ペ

んは 2.8％、精白麦は 80.0％、その他は 0.1％)、ビ

タミン強化精麦は 3.1％となっている。 

(3) 麦 茶 

ア 企業構造 

麦茶製造業の企業数は、平成 29 年３月現在で、64

企業(77 工場)であり、すべて中小企業である。 

イ 生産状況 

28 年度の麦茶の生産量は６万ｔで前年比 11.8％

減となっている。 

ウ 輸入状況 

29 年の麦茶輸入量は 0.6 千ｔで前年比 4.3％減、

金額は３億円で前年比 13.0％増となっており、主要

輸入先は中国であった。 
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