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農林水産省農産局（米政策の担当部局）です。いつもメルマガをお読みいただきありが

とうございます。 

このメルマガは、生産者や集荷業者・団体の主体的な経営判断や販売戦略に基づき、需

要に応じた米生産ができるよう環境整備を進めていく一環として、需給・価格情報、販売

進捗・在庫情報等をきめ細かく提供しようと毎月配信しています。 

是非 後までお読みください！ 

 

□ 新型コロナウイルス感染症への対応に関して、農林水産省のホームページで情報を

発信しています（情報は随時更新されます）。 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html 

農林漁業者や食品関連事業者の方々向けに、各種支援策の内容を探しやすく掲載し

たページも御覧ください。他省庁の支援策も含め、取りまとめています。 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html 
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【本号のトピックス】 

・米の価格、販売動向、民間在庫の状況 

・水田農業の未来を考える動画コンテンツの配信について 

・生産者と実需者をつなげる「米マッチングフェア 2021」開催！ 

・産地とコメ輸出事業者の本気のマッチングイベント開催！ 

・「医食同源・玄米で健康」シンポジウムが開催されます 

・第２回米の現物市場検討会を開催しました 

・米袋の一括表示欄の表示事項の変更をお願いします！ 

・年月旬表示への切替えに取り組んでいる事業者名一覧を公表しました 

・農林水産省 BUZZ MAFF YouTuber が「新潟米 オンザライス選手権」決勝大会に出演し

ます！ 

・「やっぱりごはんでしょ！」Facebook（更新情報） 

・今月のお米紹介～「ゆめふわり」～ 

・編集後記 
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★ 米の価格、販売動向、民間在庫の状況 ★ 

○価格 

（１）令和３年産米の相対取引価格（令和３年 10 月）は、全銘柄平均で 13,120 円/玄



米 60kg（前年同月比▲1,945 円）です。出回りの９月からの令和３年産平均価格は

13,144 円（前年産比▲1,378 円）です。 

（２）令和３年９月の小売価格（POS データ）は、５kg 当たりの平均価格で、1,930 円

（対前月比▲44 円、対前年同月比▲82 円）です。 

※上記の価格はいずれも税込価格 

○販売動向 

（１）令和３年産米の全国の集荷数量（令和３年９月末）は 92.4 万トン（対前年同月

比＋6.3 万トン）、契約数量は 142.6 万トン（同▲11.9 万トン）、販売数量は 10.1

万トン（同＋1.0 万トン）です。 

（２）米穀販売事業者における販売数量（令和３年９月末）の対前年同月比は 100.5%（対

前々年（Ｒ１）同月比では 96.3%。以下括弧内は同様）です。うち小売事業者向け

が 99.6%（101.2%）、中食・外食事業者等向けが 101.8%（90.3%）です。販売価格の

対前年同月比は、小売事業者向けが 93.9%、中食・外食事業者等向けが 96.4%です。 

○民間在庫 

令和３年９月末の全国段階の民間在庫量は、出荷及び販売段階で 214 万トン（前年同

月比＋24 万トン）です。 

 

詳細については、米に関するマンスリーレポート令和３年 11 月号から御確認ください。 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/mr.html 

 

★ 水田農業の未来を考える動画コンテンツの配信について ★ 

令和４年産の作付計画や中長期的な産地づくりの方針などを検討する際に必要となる、

水田農業の取組方針や米の輸出、大豆、野菜などの各品目の需給動向などの情報を解説動

画として配信しています。 

地域における産地づくりの話し合いの際などに是非御活用ください。 

（動画はこちら） 

https://www.youtube.com/watch?v=P8Gnu8bguI&list=PLMvvhD9xvwfnmJUFbTtWmICaMSWlO

6cjC 

 

★ 生産者と実需者をつなげる「米マッチングフェア 2021」開催！ ★ 

米産地の法人や農協等が、ユーザーである中食・外食事業者等と結びつき、これらの

事業者のニーズに応じた生産を行い、複数年契約や播種前契約を締結するなど、安定し

た取引につなげていくことが重要です。 

このような取引の拡大に向けて、業務用途への安定取引に取り組みたい生産者と中

食・外食事業者等とのマッチングを行う「米マッチングフェア 2021」が開催されます。 

過去４年の開催では、出展者の半数以上が「商談相手が見つかった」と回答しており、

生産者と実需者の結びつきが数多く生まれています。 

是非、御参加ください。 

〇オンライン商談会：令和３年 12 月９日（木）～10 日（金）  

〇生産地での商談会： 



 令和４年１月 13 日（木）さいたま市（大宮）での開催を皮切りに、全国６か所（さい

たま市、新潟市、福島市、秋田市、山形市、大阪市）で開催されます。 

（参加方法を含め、詳しくはこちら） 

https://kome-matching.com/ 

 

★ 産地とコメ輸出事業者の本気のマッチングイベント開催！ ★ 

 コメ輸出に関心のある生産者の皆様の参加を募集します。 

「輸出用米マッチングフェア 2021」を全国５か所（盛岡市、仙台市、新潟市、金沢市、

名古屋市）で開催します。 

初回は、令和３年 12 月 13 日（月）に盛岡市で開催します。 

「輸出用米マッチングフェア 2021」は、「新たに輸出に取り組みたい！」「海外に新

たな商流を開拓したい！」と考えている生産者とコメ輸出事業者とのマッチングを実現

する場です。 

商談会に御参加を希望される方は、以下の URL から事前にお申し込みください。お申

し込みをしていただいた方は、輸出の専門家による事前相談も御利用いただけます。 

また、コメの輸出にはじめて取り組む方は、輸出に知見のある講師によるオンライン

セミナー（動画）の受講がオススメです（申込み不要）。 

マッチング会場で明日に繋がる可能性を発見してください！ 

（参加方法を含め、詳しくはこちら） 

https://export-rice.net/ 

 

★ 「医食同源・玄米で健康」シンポジウムが開催されます ★ 

「米と健康」に着目した「医食同源・玄米で健康」シンポジウムが開催されます。 

本シンポジウムでは、５名の講師の皆様から、玄米に含まれる GABA などの機能性物質

や、抗酸化機能をはじめとした玄米の健康効果等について、科学的根拠に基づき分かりや

すくお話いただきます。 

〇日時：令和３年 12 月 18 日（土）10:30～16:00 

〇場所：東京ミッドタウンホールＢ（オンラインでも同時開催） 

〇講演内容： 

一般社団法人メディカルライス協会理事長渡邊昌氏による基調講演「玄米で健康」のほ

か、４名の講師から講演いただきます。 

（参加方法を含め、詳しくはこちら） 

https://genmai-health.com/ 

 

★ 第２回米の現物市場検討会を開催しました ★ 

農林水産省では、価格の公平性・透明性を確保しつつ、米の需給実態を表す価格指標を

示す現物市場の創設を検討し、農業者、集荷業者、卸売業者、実需者の経営に資するよう、

「米の現物市場検討会」を設置しており、11 月２日（火）に第２回検討会を開催しまし

た。 

（詳しくはこちら） 



https://www.maff.go.jp/j/shokusan/genbutsu_shijo/index.html 

 

★ 米袋の一括表示欄の表示事項の変更をお願いします！ ★ 

食品表示基準の一部改正により、令和２年３月 27 日から一括表示欄の表示事項の記

載が「精米年月日」から「精米時期」に変更となりました。 

すでに製造された米袋を有効活用する観点から、令和４年３月 31 日まで経過措置期

間が設けられていますが、令和４年４月１日以降、表示事項は「精米時期」への変更が

必須となります。表示事項を変更した新しい米袋の導入をお願いします。 

この改正により、表示内容として、年月旬（上旬/中旬/下旬）表示が可能となってお

ります。この機会に、年月日表示から年月旬表示への切替えを御検討ください。 

（詳しくはこちら） 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/200414.html 

 

★ 年月旬表示への切替えに取り組んでいる事業者名一覧を公表しました ★ 

10 月の食品ロス削減月間に、令和３年 10 月 30 日時点で、年月旬表示への切替えに取

り組んでいる事業者を改めて募集し、取りまとめ結果を公表しました（累計 95 事業者を

掲載中）。 

引き続き、事業者の皆様からの応募を、随時、受け付けておりますので、事業者名一

覧への掲載を希望される場合は、応募フォームから是非御応募ください。 

（詳しくはこちら） 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/200414.html 

（応募フォームはこちら） 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kansyusurvey.html 

 

★ 農林水産省 BUZZ MAFF YouTuber が「新潟米 オンザライス選手権」決勝大会に出

演します！ ★ 

新潟が誇る５種類の新潟米に、厳選された絶品おかずを“オンザライス”し、その

おいしさや見た目の美しさを競う「新潟米オンザライス選手権」。 

予選を勝ち上がった品々による決勝大会が、以下の日程で開催されます。農林水産

省からは、省の公式 YouTube チャンネル「BUZZ MAFF」YouTuber の大島＆白石が審査員

として参加します。「白米史上、 も熱い戦い」を是非お楽しみください。 

〇開催日時：令和３年 11 月 23 日（火）21:00～ 

〇参加方法：オンライン配信（YouTube Live 及び Twitter にてライブ配信） 

（詳細はこちら） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000086948.html 

 

★ 「やっぱりごはんでしょ！」Facebook（更新情報） ★ 

農林水産省の米担当者が広報チームをつくり、「米の消費拡大」のために様々な情報発

信をしています。是非御覧ください。また、周りの方にも御紹介ください。 

（Facebook はこちら） 



https://www.facebook.com/maffgohan 

 

近 Facebook にアップされた情報を１つ御紹介します。 

【フジッコ東京 FF センターに潜入!?#フジッコと OnigiriAction 】 

「おにぎりアクション」初参加のフジッコさんにお邪魔して、定番商品を使った炊き

込みごはんのおにぎりなどを作りました！ 

記事では、「おにぎりアクション」に参加した思いや簡単レシピのほか、実際におに

ぎりを作る動画なども掲載しています。 

詳細は、Facebook から是非御覧ください！ 

 

★ 今月のお米紹介～「ゆめふわり」～ ★ 

 第８弾として紹介させていただくのは、「ゆめふわり」。米粉パン用に適した品種

で、小麦粉と混ぜ合わせると、やわらかく、しっとり、もっちりとした食感のパンを

作ることができます。今までにないしっとり、ふんわりとした柔らかさを持つ、夢の

ような米粉パンができることから命名され、多くの人においしい米粉パンを提供でき

るようにとの願いが込められています。米粉パンを見つけたら、是非品種にも注目し

てみてください。 

 

★ 「米に関するメールマガジン」のアンケートを実施しています ★ 

読者の皆さまにより有益な情報配信ができるよう、「米に関するメールマガジン」のア

ンケートを実施しています。今後、米に関するメールマガジンで取り上げてほしい内容、

メールマガジンに対する御意見や御感想等を募集しておりますので、宜しくお願い致し

ます。 

（回答はこちらから） 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/seisaku_tokatu/kikaku/160815.html 

 

【編集後記】～サツマイモごはん～ 

秋が深まり、紅葉が見ごろを迎えてきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 

先日、実家からサツマイモが届いたので、新米を使ってさつまいもの炊き込みごはんを

作りました。ホクホクしていて甘いサツマイモは、新米との相性も良くとても美味しく、

家の中にいながら秋を感じられました。 

季節の食材で様々な炊き込みごはんを作って、四季の移ろいを楽しみたいと思います。 

 

 

□┓ 「やっぱりごはんでしょ！」HP 御覧ください！ 

┃┃  https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/gohan.html 
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★★ 米に関するマンスリーレポートはこちら！ ★★ 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/mr.html 


