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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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【本号のトピックス】 

・米の価格、販売動向、民間在庫の状況 
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・肥料価格高騰対策事業について 

・「お米メニューアイデアグランプリ」開催！ 

・こども霞が関見学デーのオンラインプログラム「マフ塾」を開催しています 

・「やっぱりごはんでしょ！」BUZZ MAFF チームが動画投稿を開始！ 

・精米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 
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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４年７月）は、全銘柄平均で 12,593 円/玄米

60kg（前月差▲25 円）です。出回りの９月からの令和３年産平均価格は 12,839 円

（前年産▲1,690 円）です。 

（２）令和４年６月の小売価格（POS データ）は、５kg 当たりの平均価格で、1,808 円



（対前月差▲30 円、対前年同月差▲170 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４年６月末）は 292.3 万トン（対前年同月

差▲5.0 万トン）、契約数量は 276.5 万トン（同＋7.3 万トン）、販売数量は 180.8

万トン（同▲1.4 万トン）です。 

（２）米穀販売事業者における販売数量（令和４年６月末）の対前年同月比は 101.5%（対

令和元年同月比では 99.4%。以下括弧内は同様）です。うち小売事業者向けが 99.6%

（102.0%）、中食・外食事業者等向けが 104.1%（96.2%）です。販売価格の対前年

同月比は、小売事業者向けが 90.8%、中食・外食事業者等向けが 90.8%です。 

 

○民間在庫 

令和４年６月末の全国段階の民間在庫量は、出荷及び販売段階で 172 万トン（前年同

月差▲１万トン）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４年８月号から御確認ください。 

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

 

 

★ 米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針について ★ 

 7 月 27 日（水）に、食料・農業・農村政策審議会食糧部会を開催しました。そこで決

定された「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」のポイントを御紹介します。 

（１）全国の令和３/４年の需要実績（速報値） 

令和３年７月から令和４年６月までの１年間の需要実績（速報値）は、702 万トン

となりました。 

（２）全国の令和４/５年の需要見通し（推計値） 

１人当たり消費量（推計値）に人口（推計値）を乗じて算出することとしており、

令和４/５年の需要見通し（推計値）は 692 万トンとなりました。 

（３）全国の令和４/５年の需給見通し 

令和４年６月末の民間在庫量（速報値）は 217 万トンでした。令和４年産米の生

産量が、令和４年３月の基本指針で設定した 675 万トンであれば、令和４/５年の主

食用米等の供給量の計は 892 万トンとなります。 

この供給量と（２）で算出した需要見通し（推計値）692 万トンから、令和５年６

月末民間在庫量（供給量－需要量）は、200 万トンと見通されます。 

 

「基本指針」をはじめとする本部会の資料は、下記 URL ページに掲載しています。 

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokuryo/220727/220727.html 

 

 



★ 令和４年産米等の作付意向について（令和４年６月末時点） ★ 

令和４年産における各都道府県の主食用米、戦略作物等の作付意向について、第３回

中間的取組状況（令和４年６月末時点）を取りまとめました。 

３年産実績との比較による各都道府県の主食用米の作付意向では、減少傾向 40 県、

前年並み７県、増加傾向０県と見込まれており、４月末時点と比べて、前年より減少傾

向とした県が 37 県から 40 県へ増加しました。減少傾向とした県のうち、「１～３％程

度減少傾向」は 22 県、「３～５％程度減少傾向」は 15 県、「５％超の減少傾向」は３

県と見込まれています。 

また、戦略作物については、米粉用米、飼料用米、WCS 用稲、麦、大豆をはじめ、多

くの品目で前年より増加傾向としている県が多くなっています。 

（詳しくはこちら） 

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/s_taisaku/220727.html 

 

 

★ 肥料価格高騰対策事業について ★ 

7 月 29 日（金）に、肥料価格の高騰対策が決定されました。本対策は、本年の秋用肥

料から来年の春用肥料を対象に、化学肥料の使用量の低減に向けた取組を行う農業者に

対し、影響緩和のための新たな支援金の仕組みを創設するものです。詳細は以下のリン

ク先を御確認ください。 

（詳しくはこちら） 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/220729.html 

 

 

★ 「お米メニューアイデアグランプリ」開催！ ★ 

米の需要減少が継続する中で、米の需要を拡大・創出するため、農林水産省補助事業

の一環として、株式会社ぐるなびが、新規性のある商品開発支援を目的とした、「お米

メニューグランプリ」を開催し、米を使ったメニューアイデアを募集しております。 

○応募期間：令和４年７月 19 日（火）～８月 26 日（金） 

○応募資格： 

＜調理すること・食関連商品開発を主たる業務とする人＞ 

国内・海外にて、飲食店・宿泊施設に従事する料理人、製菓・製パンの料理人、フ

リーランスの料理人、出張料理人、料理研究家、調理学校講師など、 

または企業（メーカーを含む）に所属し、メニュー開発や商品開発に従事している

方。 

＜調理師学校などの学生＞ 

調理師、または栄養士の学校に在籍している学生。 

○応募条件： 

・米を使用した商品アイデアであること（米の使い方は自由） 

・広く流通・消費されていない商品であること 

・アイデア商品化事業で商品化することとなった場合、商品化を行う事業者等と連携



を行うこと。 

○賞金・賞品：＜賞金＞総額 50 万円 ＜賞品＞米１年分 

○入賞作品数：５作品（予定） 

（詳しくはこちら） 

https://pr.gnavi.co.jp/promo/komenu-gp2022/ 

 

 

★ こども霞が関見学デーのオンラインプログラム「マフ塾」を開催しています ★ 

令和４年度「こども霞が関見学デー」の一環として、食や農林水産業について学べる

特設 Web サイト「マフ塾」をオープンしました。 

小学生から大人まで楽しめる学習ドリルや、29 あるオンラインプログラムなど、全国

どこからでも農・林・水を学べる多彩なコンテンツをご用意しております。 

「お米や米粉の魅力に迫ろう！」と題したお米や米粉に関するプログラムもございま

す。８月 31 日（水）まで開催しておりますので、子供はもちろん、御家族の方々も是非

御覧ください。詳細は以下のリンク先をご確認ください。 

（プレスリリース） 

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/koho/220701.html 

（特設 Web サイト「マフ塾」） 

https://www.maff.go.jp/j/kids/kodomo_kasumi/2022/index.html 

 

 

★ 「やっぱりごはんでしょ！」BUZZ MAFF チームが動画投稿を開始！ ★ 

農林水産省農産局の米担当の「やっぱりごはんでしょ！」広報チームが米の消費拡大

を応援する取組として、動画の投稿を開始しました。 

第１弾動画では、昨年まで北陸農政局の BUZZ MAFF チーム「穂 Click!」で活動してい

た大島係員が中村副大臣と「同じ釜の飯を食べれば、どんな相手でも仲良くなれるの

か？」説を検証しています。是非御覧ください。 

（詳しくはこちら） 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q7Emz8UAAU 

 

 

★ 精米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 ★ 

玄米及び精米商品の年月旬表示への切替えによる食品ロスの削減や物流の合理化を

進めるためには、より多くの事業者が見直し・切替えに取り組むことが効果的です。 

米取扱事業者の皆様による年月旬表示への切替えを後押しするため、年月旬表示への

切替えに取り組んでいる（又は予定している）事業者を募集し、取りまとめ結果を公表し

ました（令和４年７月 31 日までの受付分）。 

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 

 

 

★ 今月のお米紹介～「ミズホチカラ」～ ★ 

 今月御紹介するのは、「ミズホチカラ」。米粉や飼料用米として多くの用途に利用

可能な多収品種です。九州などの暖地に適しており、熊本県で米粉用として普及して

いるほか各地で飼料用に生産されています。特徴は何といっても米粉加工適正に優れ

る点です。膨らみが良く、ふっくら仕上がり、腰折れ（焼成後変形）が少ないため、

米粉パンに非常に適している品種ということで注目されています。 

 

 

★ 「やっぱりごはんでしょ！」インスタグラムの発信強化中！ ★ 

インスタグラムで、旬の魅力的なごはん写真の発信強化中です。是非「いいね！」＆

フォローをお願いいたします！ 

（インスタグラム公式アカウントはこちら） 

https://www.instagram.com/gohan_maff/ 

ユーザーネーム：gohan_maff 

 

★ 「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】～高校野球～ 

暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

さて、日本の夏の風物詩の一つと言えば、高校野球が挙げられるのではないでしょうか。

今年はブラスバンドの応援も解禁となり、日々熱戦が繰り広げられていますね。溌剌とし

たプレーを見せている高校球児たちですが、中にはお米を 1人当たり 1日に 10 杯食べる

チームもあるんだとか。お米が球児たちのパワー、元気の源となっているようですね。 

私もお米をしっかり食べて、日々元気にこの夏を乗り越えたいと思います。暑い日やコ

ロナの感染拡大も続いておりますが、皆様も体調にはお気をつけてお過ごしください。 

 

 

□┓ 「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 



┗┛━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥━…☆ 

 

★★ 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 

 

★ メールアドレスの変更手続きについて ★ 

配信先のメールアドレスが変更になった場合は、以下リンク先から、配信変更手続き

をお願いします。配信変更を行うには、パスワードが必要となります。パスワードをお

忘れの方は「パスワード再発行」ページから再取得してください。 

（配信変更はこちら） 

https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html 

（パスワード再発行はこちら） 

https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/re.html 

 


