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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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★ 米の価格、販売動向、民間在庫の状況 ★ 

○価格  

（１）令和４年産米の相対取引価格（令和４年 10 月）は、全銘柄平均で 13,898 円/玄

米 60kg（対前月差▲63 円）です。出回りの９月からの令和４年産平均価格は 13,850

円（対前年産＋1,046 円）です。 

（２）令和４年９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▲10 円、対前年同月差▲122 円）です。 

※上記の価格はいずれも税込価格 



 

○販売動向 

（１）令和４年産米の全国の集荷数量（令和４年９月末）は 78.8 万トン（対前年同月

差▲13.4 万トン）、契約数量は 146.7 万トン（同＋5.3 万トン）、販売数量は 8.8

万トン（同▲1.3 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９月末）の対前年同月比は 101.7%（対

令和元年同月比では 98.0%。以下括弧内は同様）です。うち小売事業者向けが 96.7%

（97.9%）、中食・外食事業者等向けが 108.6%（98.1%）です。販売価格の対前年同

月比は、小売事業者向けが 94.1%、中食・外食事業者等向けが 89.9%です。 

（３）令和４年９月末の全国の事前契約数量は 132.5 万トン（対前年同月差＋6.1 万ト

ン）です。 

 

○民間在庫 

令和４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 200 万トン（対前年

同月差▲14 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 11 月号から御確認ください。 

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

 

★ 令和４年度農林水産関係第２次補正予算の概要 ★ 

11 月８日（火）に、令和４年度農林水産関係第２次補正予算を取りまとめました。米

関係の補正予算の概要については、以下のとおりです。 

１ 米粉の利用拡大支援対策事業 140 億円 

米粉を原料とした商品の開発・普及や製粉企業・食品製造事業者の施設整備、米

粉専用品種の種子増産に必要な機械・施設の導入等を支援 

 

２ 畑作物の本作化対策＜一部公共＞ 

（１）畑地化促進事業 250 億円 

水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑

な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安

定するまでの一定期間、継続的に支援（伴走支援）を行うとともに、畑作物の産地

づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担（土地

改良区の地区除外決済金等）等に要する経費を支援 

 

（２）畑作物産地形成促進事業 300 億円 

水田における畑作物の導入・定着により、水田農業を需要拡大が期待される畑作

物を生産する農業へと転換するため、実需者との結び付きの下で、麦・大豆、高収

益作物、子実用とうもろこし等の低コスト生産等に取り組む生産者を支援 

 

３ 2030 年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の



実施 

（１）マーケットイン輸出ビジネス拡大緊急支援事業 76 億円 

円安による外需の拡大を 大限に活用し、2025 年２兆円の目標を前倒しで達成で

きるよう、品目団体によるオールジャパンの輸出力強化、JETRO による輸出事業者

サポート、JFOODO による重点的・戦略的プロモーション、日本食・食文化の魅力発

信等を行い、輸出の体制強化を加速化 

 

（２）輸出環境整備緊急対策事業 ９億円 

５兆円目標の実現に向け、輸出先国から求められる規制への対応等の輸出のハー

ドルの中でも特に緊急的な対応が必要な取組を支援 

 

（詳しくはこちら） 

https://www.maff.go.jp/j/budget/r4hosei.html 

 

★ 参加者募集！産地と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輸出事業者・生産者や業務用米を取り扱う実需者・生産者の

方々の参加を募集します。 

「米マッチング商談会 2022」を全国４か所（12/8 札幌、12/14 大宮、1/19 仙台、1/26

新潟）とオンライン（11/29・30）で開催します。オンライン商談会の参加登録は 11 月

22 日（火）までとなっています。 

「米マッチング商談会 2022」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！」「業務用米の新たな販路を開拓したい！」と考えている生産者と輸

出事業者、実需者とのマッチングを実現する場です。 

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。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）を受

講していただくことをオススメします。 

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！ 

（申し込み方法やオンラインセミナー等の詳細はこちらから） 

https://kome-matching.com/ 

 

（イベントに関する問合せ先はこちら） 

株式会社グレイン・エス・ピー 担当：末田、大林（03－3816－0672） 

 

また、お米の取引相手を見つけたい方は、業務用・輸出用米マッチングサイトも是非

御活用ください。 

（業務用米・輸出用米マッチングサイトはこちら） 

https://meet.kome-matching.com/ 

 

★ お店で見つけて！温室効果ガス削減の「見える化」ラベル ★ 

農業由来の温室効果ガスの削減には、化石燃料、化学肥料や化学農薬の削減等の環境



負荷低減の取組が効果的です。温室効果ガス削減効果を分かりやすく情報発信し、消費

者が地球環境に良い農産物を選択できるよう、栽培時の温室効果ガス削減効果を星の数

で実証的に表示（見える化）したコメ、トマト、キュウリが販売されています。お近く

のお店やオンラインで探してみてください。 

また、温室効果ガスを削減して栽培された農産物の実証に関し、生産者の環境配慮の

取組や販売先がわかる WEB サイトも開設しました。詳しくは以下リンク先を御覧くださ

い。 

（詳しくはこちら） 

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/221026.html 

 

★ グリーンな栽培体系を学ぶオンラインセミナーの開催 ★ 

農林水産省は、「環境にやさしい栽培技術」と「省力化に資する先端技術等」を組み

合わせた「グリーンな栽培体系」の取組を学ぶオンラインセミナーを 12 月 13 日（火）

に開催します。産地の取組として、「水田でのプラスチックコーティング肥料の被覆材

流出防止対策の検証」（千葉県）、「中干期間延長と直播栽培を組み合わせた水稲栽培

体系の確立」（福島県）の発表もあります。詳しくは以下リンク先を御覧ください。 

○日時：12 月 13 日（火）13:00～16:00（事前申込制） 

○申込期限：12 月６日（火） 

（詳しくはこちら） 

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/gizyutu/221104.html 

 

★ 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について ★ 

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

ています（令和４年 10 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 

 

★ 米のとぎ汁漬けの紹介 ★ 

先月号でおいしいごはんの炊き方を御紹介しましたが、洗米の際に捨ててしまう米

のとぎ汁を利用した、家庭で簡単にできる発酵食品「米のとぎ汁漬け」を御紹介しま

す。 

米のとぎ汁には、ビタミン E、B1 などのぬかの栄養成分が溶け出しています。「米

のとぎ汁漬け」は、野菜の表面についているたくさんの乳酸菌が、米のとぎ汁の糖質



を栄養源に増殖して発酵し、免疫力を高める浅漬けになります。漬ける目安はひと晩

で、時間が経つごとに発酵が進み、１～２週間冷蔵保存すれば、酸味やうまみが増

し、しっかりとした漬け物になります。早く発酵させたいときは、１日室温に置いて

から冷蔵庫に入れてください。 

○作り方 

（１）２回目、３回目の濃い米のとぎ汁 200cc に、岩塩または海塩の粗塩６グラムの

割合で作ります。 

（２）生で食べられる野菜（ねぎ、キャベツ、にんじん、白菜など）は食べやすい大

きさに切り、きれいに洗った保存容器に入れます。分量の粗塩を混ぜた漬け汁

を、野菜が浸る程度に注ぎ入れ、ふたをして冷蔵庫で保存。 

（３）火を通して食べる野菜（ブロッコリーやきのこなど）は漬け汁で茹で、冷まし

てから冷蔵庫で保存。 

※ 表面に白い膜がはってしまったら、発酵が進んで乳酸菌が増殖してきた合図。容

器の縁に白い膜（産膜酵母）がついたら、これは酵母菌で人体には無害のため、漬

け汁に混ぜれば OK です。 

（出典：Let’s! 和ごはんプロジェクト） 

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/wagohan/articles/2211/spe

11_01.html 

 

★ 「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や米粉の活用方法について発信強化中です。

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】～食欲の秋～ 

紅葉の見頃の季節になりました。皆様、秋といえば何が思い浮かびますか？私は、食欲

の秋ということで、先日、きのこと明太子の炊き込みご飯を作りました。明太子は炊飯器

に入れて、お米と一緒に炊くのに加え、茶碗に盛ったご飯の上に大葉と一緒に載せまし

た。炊飯器からきのこの香りがするため、炊き上がるのが待ち遠しく、食べてみるとご飯

と大葉の香りがマッチして美味しかったです。皆様も秋の味覚をご飯と一緒に味わって



みてはいかがでしょうか。 

 

□┓ 「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 

 

★ 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 

 

 


