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Ⅳ 米政策改革の推進について

１ 19年産からを目指す新たな需給調整システムへの移行の条件

整備等の状況の検証について

米政策については、平成14年12月に22年度を目標とする米政策

改革大綱を決定し、その下で、現在、消費者重視・市場重視の考

え方に立ち、需要に即応した米づくりの推進を通じた水田農業経

営の安定と発展を図るため、需給調整対策、流通制度、関連施策

等の改革に整合性を持って取り組んでいるところです。

望ましい水田農業の生産構造をできるだけ早期に実現するため

には、この米政策改革大綱に定められた道筋に沿って着実に取組

を進めていくことが重要です。

大綱において目指している「米づくりの本来あるべき姿」とい

うのは、消費者ニーズを起点とし、家庭食用、業務用をはじめと

した様々な需要に応じ、求められる価格条件等を満たしながら、

、 、安定供給が行われる消費者重視・市場重視の姿であり その中で

米の需給調整については、経営判断等の基礎となる需給・価格情

報を踏まえ、農業者や産地が、自らの判断により適量の米生産を

行う等、主体的に需給調整を実施するシステムのことです。

大綱では、このような需給調整システムの実現に向け、18年度

に移行への条件整備等の状況を検証して、可能であればその時点

で農業者・農業者団体が主体となる新たなシステムへ移行するこ

。 、 、とを判断することとしています また このような考え方を受け

食糧法においても、国が都道府県別の生産目標数量を策定すると

の規定は19年度又は20年度で廃止する旨を規定しています。
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第２ 米づくりの本来あるべき姿と実現の道すじ
１ できるだけ早期に望ましい生産構造を実現するため、地域水田農業のビジョンの策定とそれに基づく多様
な取組を行い、平成２２年度までに農業構造の展望と米づくりの本来あるべき姿の実現を目指す。
２ 需給調整システムについて、平成２０年度に農業者・農業者団体が主役となるシステムを国と連携して構
築する。この間、農業者・農業者団体の自主的・主体的な取組の強化を目指すものとし、平成１８年度に移行
への条件整備等の状況を検証し、可能であればその時点で判断する。
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付ける。
４ 集荷・流通分野の改革は、消費と生産の距離を縮め、市場の変化に迅速に対応できるよう、関係者との協
議の上で可能なものから早期に実施する。
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一 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針
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い範囲内において政令で定める日までの間は、同号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の
見通し及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。
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17年10月27日にとりまとめられた経営所得安定対策等大綱にお

いては、全農家を対象に品目毎の価格に着目して講じてきた対策

を、担い手に対象を絞り、経営全体に着目した対策に転換する品

目横断的経営安定対策について、対象となる担い手の要件や制度

の仕組みが決定されています。

また、これとあわせ、米政策改革推進対策の見直し及び農地･

水・環境保全向上対策の内容が決定されています。

この中で、米政策改革推進対策については、19年度以降の支援

策の大枠とともに、18年度に移行への条件整備等の状況を検証し

た上で、19年産から農業者・農業者団体の主体的な需給調整シス

テムへ移行することを目指すこととされ、新しいシステムの大枠

についても決定されました。

このような状況を受け、18年度に移行への条件整備等の状況の

検証を適切に行う必要があります。

このため、農業者団体、都道府県・市町村、学識経験者等によ

る専門的立場からの検討の場として、新たな需給調整システムへ

の移行の検証に関する検討会（以下「検討会」という）を18年２

月から開催し、19年産からの移行への条件整備等の状況につき、

所要の検討を行っています。

○ 平成19年産から水田において米も含めた品目横断的経営安定対策が導入されることを踏まえ、平成
16年度から18年度までの３ヶ年の対策として現在講じている産地づくり対策、稲作所得基盤確保対策、
担い手経営安定対策及び集荷円滑化対策について、品目横断的経営安定対策との整合性を図りつつ、
米政策改革大綱の趣旨に沿った所要の見直しを行う。

○ また、米の需給調整について、水田における品目横断的経営安定対策の導入とも併せ、平成19年産
から農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムへ移行することを目指すこととするが、この新たな
需給調整システムについては、上記の見直しを行った米政策改革推進のための対策等を活用しつつ、
農業者・農業者団体が国・都道府県等から提供される需給に関する情報や市場のシグナルを基に、自ら
の販売戦略に即して、生産を実行していくシステムとすることが必要である。

○ 支援措置のあり方については、詳細（予算規模等）は平成19年度予算の概算要求の決定時までに決
定する。

○ 平成18年度に移行への条件整備等の状況を検証した上で、平成19年産から新たな需給調整システム
へ移行することを目指す。

米政策改革推進対策の必要性

今後の進め方

経営所得安定対策等大綱（平成17年10月27日）
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２ 担い手の育成・確保との連携等について

米政策改革については、14年12月に決定した米政策改革大綱に

定められた道筋に沿って着実に取組を進めているところであり、

17年10月27日に決定した経営所得安定対策等大綱において、品目

横断的経営安定対策の導入に併せ、19年産から新たな需給調整シ

ステムへ移行することを目指すこととしましたが、この新たな需

給調整システムについては、米政策改革推進のための国の支援策

を活用しつつ、農業者・農業者団体が国、都道府県等から提供さ

れる需給に関する情報や市場シグナルを基に、自らの販売戦略に

即した生産が行われるシステムとすることが必要です。

一方、18年産米の生産目標数量については、米の需要減少等の

状況を踏まえ、825万トン（17年産米に係る集荷円滑化対策によ

る区分出荷実施後の補正見込み：833万トン）としているところ

ですが、17年産米について40万トンの生産過剰（豊作による過剰

分９万トン程度、配分基準単収の設定水準が低いことによるもの

14万トン程度、生産調整の取組が十分でないことにより需要見通

） 、しを超えて生産された数量17万トン程度 が生じたことを踏まえ

18年産米の生産目標数量に応じた生産の徹底を図る必要がありま

す。

このような状況から、行政及び農業者団体等が一体となって、

18年産における需給調整の的確な実施のため、担い手育成・確保

運動と連携した生産調整の実効性の確保、地域水田農業ビジョン

の点検・見直しによる産地づくり交付金の効果的活用の促進、地

域協議会における全生産調整方針作成者の実効ある参画等による

機能強化等を推進し、併せて、新たな需給調整システムの内容の

周知を図るとともに、18年度に移行への条件整備等の状況を検証

した上で、19年産から新たな需給調整システムへの移行を目指す

ため、生産現場での取組を進めていく必要があります。

このため、農業者団体、都道府県及び地方農政局長等に対し、

17年12月15日に、以下を内容とする農林水産省の３局長（生産局

長、経営局長、総合食料局長）通知を発出し、農業者団体と一体

となった推進活動を進めているところです。

（１）担い手の育成・確保運動と連携した生産調整の実効性の確

保

品目横断的経営安定対策の対象となる認定農業者及び特定農業

団体又はこれと同様の要件を満たす組織（認定農業者等）につい

ては、これらの認定基準等から、生産調整を実施することが実質

的な要件となっています。

このため、認定農業者等に対して、生産調整方針への参加又は

作成を積極的に働きかけます。

また、市町村の生産調整担当部局から認定農業者制度担当部局

へ生産調整の実施状況について情報提供し、これを踏まえた認定

農業者制度担当部局による適切な認定農業者の認定事務の実施を

推進します。

（２）地域水田農業ビジョンの点検・見直しと産地づくり交付金

の有効的活用

各地域において、この２年間の地域水田農業ビジョンの実施状

況を点検するとともに、取組を強化すべき事項について、目標の

再設定を含めた適切な見直しがなされるよう推進します。

特に、

① 米や麦・大豆等の需要に応じた生産（ビジョン上の米の生

産目標と地域の生産目標数量等との整合、地域の米の生産実

態の分析に基づく需給調整の的確な推進、実需者との結びつ
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きや耕畜連携に基づく需要に応じた麦・大豆・飼料作物の生

産など）

② 担い手の育成・確保（ビジョン上の担い手の認定農業者や

特定農業団体等への誘導、麦・大豆等の営農組織についての

品目横断的経営安定対策の要件充足など）

に重点を置いた活動を推進します。

ビジョンの見直し方向に沿って、強化すべきまた、このような

取組にメリハリをつけ、産地づくり交付金が有効活用されるよう

推進します。特に、品目横断的経営安定対策の対象者要件をクリ

アするために取り組む農業者への加算等、地域の実情に応じた担

い手への交付の重点化を検討することが重要です。

（３）地域協議会における全生産調整方針作成者の実効ある参画

等による機能強化等

すべての生産調整方針作成者が実効ある形で地域協議会に参画

し得る体制づくりを推進します。

新たな産地づくり対策（19年度～21年度）においては、担い手

以外を対象とする米の価格下落影響緩和対策が措置されることに

伴い、地域協議会においてその使途や設計を地域の創意工夫を生

かして決定していく観点から、地域協議会の機能強化を図ってい

きます。

米の需給調整を含む需要に応じた産地づくりは、将来にわたっ

て都道府県、市町村が取り組むべき地域農政の重要課題です。

したがって、都道府県、市町村は、各段階の地域協議会の構成

員として積極的な対応を推進します。

図Ⅳ－２ 地域水田農業ビジョンの点検・見直し

ビジョンの見直し方向に沿って、強化すべき取組にメリハリをつけ、効果的に産地づくり交付金を活用
しましょう。

特に、地域の担い手の経営改善と品目横断的経営安定対策の対象者の確保に向けて、品目横断的経営安
定対策の対象者要件をクリアするために取り組む農業者への加算メニューの設定など、地域の実情に応じ
た担い手への交付の重点化を図りましょう。

（参考）16年度、地域の担い手に限定した交付メニューを設けている協議会は全体の約４割です。

ビジョンの点検・見直し

見直しのポイント

米や麦・大豆等の需要に応じた生産

○ 麦・大豆などは、需要に応じた生産
が徹底されていますか。（販売実績や
実需者との結びつき、耕畜連携の推進
等を考慮しましょう）

○ 新たな振興作物の導入など水田の利
活用が図られていますか。

麦・大豆・飼料作物等

○ ビジョンにおける米の生産目標は、
最近の販売状況や地域の生産目標数量
に即していますか。

○ 17年産米の生産状況はどうでしたか。

過剰生産の場合には、どのようにして
需給調整を徹底していきますか。

米

○ ビジョンにおける担い手は、認定農業者や特定農業団体等への誘導がなされていますか。
○ 麦・大豆転作の重要な担い手である営農組織をはじめ、品目横断対策の対象要件等を踏まえ

た担い手育成・確保の取組が図られていますか。

担い手の育成・確保の加速化

産地づくり交付金の効果的活用
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（４）配分基準単収の是正の徹底による需給調整の実効性の確保

配分基準単収を統計上の平年単収と整合させるため、農業者団

体と連携しつつ、配分基準単収を設定する市町村の的確な取組、

また、適切な配分基準単収とするため、市町村エリアを越える作

柄地帯表示別に補正係数を設定することから、都道府県による適

切な指導を徹底します。

（５）集荷円滑化対策への加入促進

集荷円滑化対策の実効性の一層の確保に向け、18年度における

加入率を向上させることが極めて重要であるため、従来のメリッ

ト措置 に加え、※

① 19年度以降の新たな産地づくり対策予算の都道府県別の配

分に本対策の加入率が要素として検討予定であること、

② 本対策への加入が新たな産地づくり対策の交付要件として

想定されていること

等を周知し、徹底した取組を実施します。

※ 本対策へ加入し生産者拠出金を拠出することにより、産地づくり対策、稲作所得基盤確保

対策、担い手経営安定対策等の交付対象となる。

（６）先進的な地域等におけるより主体的な取組の推進

19年産からの新たな需給調整システムへの円滑な移行を目指す

ため、18年産の取組の中で需要に応じた米づくりについて、先進

的な地域における第三者機関的組織（地域協議会）を選定し、農

業者・農業者団体のより主体的な取組を行うことにより、新たな

需給調整システムへの移行に向けた実行上の課題を整理するとと

もに必要に応じて改善を行うものとします。

○米需給調整総合対策事業推進費補助金に係る税源移譲について

三位一体の改革については、昨年10月30日の政府・与党協議会

で決定されたところであり、この一環として、需要に応じた米づ

くりに資するよう都道府県・市町村による生産調整の現地確認等

の取組に対して助成していた米需給調整総合対策事業推進費補助

金について廃止し、税源移譲を行うこととしたところです。

米の生産調整の着実な推進は、現下の米の需給をめぐる状況や、

19年産から農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムへの

移行を目指していることを考えると、引き続き極めて重要な課題

であります。

今回の税源移譲は、生産調整の現地確認等に必要な経費につい

て、将来における確認主体のいかんにかかわらず、所要の財源を

あらかじめ都道府県・市町村へ移行させておくものであることに

ついて、都道府県の理解の促進と市町村や農業者団体等の関係者

に周知徹底します。

また、税源移譲後においても、都道府県、市町村の協力を確保

しつつ、生産調整の円滑な推進を図るために、ガイドラインの設

定やモニタリング等を実施します。
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３ 米政策改革推進対策について

（１）集荷円滑化対策

① 17年産水稲の10月15日現在の作況指数が全国で101となっ

たことから、集荷円滑化対策が初めて発動されました。

、 、18年３月24日現在 区分出荷・保管の実施状況については

全国で約7.7万トンと見込まれていた数量のうち （社）米穀、

安定供給確保支援機構（以下、｢米穀機構｣という ）に過剰。

、 、米短期融資申請があった数量は 約7.6万トンとなっており

過剰米短期融資の申請時期が３月末までとなっていることを

踏まえると、見込まれていた過剰米の区分出荷・保管数量の

ほとんどが実際に区分出荷・保管されるものと考えています

(表Ⅳ－１)。

一方、本対策は、米政策改革の一環として農業者団体が主

、 、体的に取り組むものですが 米の需給の安定を図るためには

本対策の実効性の向上に向けて、加入率を一層増加させるこ

とが極めて重要であることから、昨年12月に行政、農業団体

等が連携して、徹底した取組を行うよう、農業団体、都道府

、 （ 、県 地方農政局等に農林水産省の３局長連名通知 生産局長

経営局長、総合食料局長）を発出し、更なる加入促進に努め

ているところです。

表Ⅳ－１ 17年産米に係る道府県別過剰米短期融資申請見込数量

について（18年３月24日現在）

（単位：トン）

資料：米穀機構調べ

注：ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない。

全  国 75,639

北海道 48,595

青　森 6,280

岩　手 1,289

宮　城 2,891

山　形 2,508

福　島 1,471

茨　城 2,125

栃　木 4,288

千　葉 107

東　京 0

神奈川 0

富　山 600

石　川 733

福　井 406

山　梨 0

長　野 1,824

滋　賀 1,014

京　都 59

大　阪 0

兵　庫 405

島　根 863

広　島 156

徳　島 12

高　知 12

都道府県名
短期融資申請

見込数量




