
これまで、本資料に掲載していた以下の情報については、別冊

「資料編」に掲載いたしました。

（別冊）「資料編」の目次

○「米に関するマンスリーレポート」を更にご活用いただくため、読み解き方などを解説した特集ページ「米に
関するマンスリーレポート解説特集『ここが分からない︕マンレポ』」を開設しました︕

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/manrepo_kaisetu.html

○米に関する各種情報は「米に関するメールマガジン」でも毎月発信中︕ご登録お待ちしております︕
http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html 
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最近は▲10万㌧
／年程度

こうした状況の中で、今後とも米の需給及び価格の安定を図っていくためには、
① 産地側が実需者側のニーズを的確に把握すること
② 産地側と実需者側がしっかりと結び付いた安定的な取引関係を構築すること

が重要です。
上記３つの取組実施により、全体での需給の均衡と、産地は「安定的な販路の確保」、
実需者は「安定的な仕入れの確保」が、それぞれ図られるものと考えられます。

「米の安定取引に向けた取組」 へのお願い
米の生産、集荷、販売、実需者などの皆様へ

① 米の消費動向

米をめぐる現状

・ 我が国の主食用米の消費量は、今後、毎年
「約10万トン」程度減少すると見込まれる

② 中食・外食事業者からの声
・ 消費量が減少見込みの中、中食・外食向けの
米の消費量は堅調に推移

・ 一方、中食・外食事業者からは希望する価格帯
での調達が難しくなったとの声

③ 新たな需要の拡大

・ 米粉用や輸出用などの新たな需要が拡大する
傾向

１ 産地側から実需者側に直接販売するルートの拡大

米消費における
中食・外食割合

H9

H30

18.9%

30.0%

「需給・価格の安定」のために皆様へお願いしたい３つのこと

２ 産地と実需者間での複数年契約等の事前契約の拡大

３ 用途毎の品質や価格ニーズに対応するため、多収品種の
導入等による生産コストの低減

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－産地と実需の結び付きによる安定的な取引関係の構築－



○ 中食・外食向けの米の仕入状況調査
中食・外食事業者に対して、米の仕入数量・価格の

動向を調査・公表

・ 農林水産省としても、こうした取組を後押しするため、実需者と産地のマッチング支援や複数
年契約の拡大、一般家庭用向け及び中食・外食向けの米の販売動向等の情報提供、各産
地における多収性品種の導入等の取組の推進等に努めます。

農林水産省による取組支援

○問い合わせ先 農林水産省政策統括官付農産企画課米穀需給班
代表︓03-3502-8111（内線4975） 直通︓03-6738-8973

実需者と産地のマッチングイベント
「米マッチングフェア」 への支援

○ 事前契約及び複数年契約数量
播種前時点での事前契約の状況を都道府県別に調

査・公表

「米に関するマンスリーレポート」 での情報提供

仕入数量の動向（平成31年１～３月）

生産コスト低減に向けた具体的な取組

うち複数

年契約

うち複数

年契約

うち複数

年契約

① ② ③ ④ ①-③ ②-④

北 海 道 153.7 153.7           133.6 133.6 20.0 20.0 

青 森 10.2             10.2             35.0 35.0             ▲24.8 ▲24.8 

平成30年産米

（平成30年3月末現在）

令和元年産米

（平成31年3月末現在）

単位：千玄米トン

都道府県
事前契約

数量

事前契約

数量

事前契約

数量

対前年同月差

18% 14% 20% 14% 10% 10% 15%

10%以上
増加

5～9%
増加

1～4%
増加 前年同 1～4%

減少
5～9%
減少

10%以上
減少

前年からの
変動

企業数割合



企業等における企画・イベントに関する情報

お米の栄養や、お米を使ったレシピに関する情報

■ 和食文化推進協議会
■ コメレシピ
■ 妊婦さんのためのレシピ紹介
■ 農林水産省の公式キッチン（クックパッド）
■ お米を使った料理・朝ごはんネット
■ 6月30日は夏越ごはん

■ お米と健康
■ ごはんを中心とした日本型食生活のススメ
■ ごはん彩々（全米販）
■ 3・1・2弁当箱法
■ 早寝早起き朝ごはん全国協議会

ごはんで健康 ごはんレシピ等

全国各地のごはん大盛り、おかわり無料の
お店をご紹介

地域ならではの“ごはん食”が食べられる
お店をご紹介

“ごはん食”に関するお店情報

・・・・・・・・・・・・・掲 載 内 容・・・・・・・・・・・・・

・ おかわり無料 ・ 大盛り無料
・ 新製品の開発 ・ 食育

●主な掲載企業（五十音順）
大戸屋、株式会社 結わえる、高知食糧、ココス、ごはん処喜楽や、すき家、セブンイレブン、象印食堂、タイガー魔法瓶、太成食品、
東洋ライス、鳥元 、永谷園、ファミリーマート、ほっともっと、松のや・松乃家・チキン亭、やよい軒、ヤンマーアグリイノベーション（株）、
吉野家、和食カフェGOHANYA‘ GOHAN、 SABAR PLUS（なんばCITY店、上野マルイ店）、SBIアラプロモ株式会社 など

掲載サイト（一部抜粋）

掲載企業は
絶賛募集中︕

を実施する企業等を紹介︕

【 Facebookアカウント】
@MAFFGOHAN

Twitter/Facebook/Instagramでは、今話題のキャンペーン情報や、お店の取材記事などを紹介︕

【 Twitterアカウント 】
@MAFF_GOHAN 目印はこのアイコン写真︕

SNSでも情報発信中︕

米の消費拡大情報サイト「やっぱりごはんでしょ︕」では、
●皆さんがごはんをもっと好きになる ●もっと食べたくなる 情報をお届けします︕

米の消費拡大につながる

URL︓http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/gohan.html

【 instagramアカウント 】
@japaneseraiceisbest



掲載情報のご紹介

おにぎり世界一決定戦開幕、国際色溢れるおにぎりが多数考案

南魚沼市・国際大学（IUJ）共催の「握飯世界一決定戦」
（2019.4開催）では、国際大学の留学生チーム・日本代表チームが
オリジナルの「おにぎり」レシピを考案し、おいしさを競い合いました。

国際色豊かなもの、日本らしさ溢れたものなど各国の特徴ある作品が
立ち並ぶ中、ハーブとスパイスを使った伝統的なチキン料理をアレンジした
ラオスチームが優勝に輝きました。

各チーム考案のレシピはこちら
→http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/soshiki/sangyoushinkoubu/nourinka/sangyoushinkoukakari/onig
iri/1576221063925.html

今年は、5月開催の予定とのことですので、是非ご注目ください︕

＜参加チーム＞
•チーム・ナイル渓谷（エジプト・スーダン）
•ファミリーダイニング小玉屋（日本代表）
•ラオス代表
•モンゴル代表
•めし徳（日本代表）
•ミャンマー代表
•ネパール代表
•アメリカ代表
•魚沼里山農園（日本代表）

放送後大きな反響、日本人の健康とご飯のつながりとは？

NHKスペシャル放送中の、食の起源を探求するシリーズ企画
第一弾のタイトルは「ご飯 健康長寿の敵か︖味方か︖」。

番組では、「糖質の摂取量を減らし過ぎると寿命が縮む」、
「ご飯には日本人の遺伝子や腸内細菌を変えてしまう、
すごいパワーが秘められている」など驚きの研究結果が多数紹介され、
今後の食生活について考えさせられる内容でした。

この放送に向けて、長期に渡る取材、企画を担当された
NHKの兼子将敏チーフディレクターを取材し、制作秘話や
放送されなかった研究結果などをお聞きしました。

取材記事はこちら（Facebookへのリンク）→
https://www.facebook.com/maffgohan/posts/2219597654807649?__xts__[0]=68.ARBcpfWGXkpa7v_LjL5Rp_Bo6JUiOhYMvv-TkYJ1TP5AHOVzmX6bM4n5kDmWHm9dlekcyglSXbou_h3TZl-wST7Ea-
o5nPtag5sn9QxgHXilRfazlzl3NJspV9_Us8msSIKimJAn2u98SZ2j_ZJL8NMeejzprmx80aXqD8J6ThUnMNDkyd0ZNXiHVLVFA6uhzmkatniFvQIJI82kuYih-
TYhHcbOC1HNAs9vLeN2qm9b0XFu_V7slpTgxVxBMYc111Oah55gVUMbYvBJVHdvsbv5sM3mzX8LWFvaFaxS7FI_3fUlvAoyh2OQG8z4WBEBM2yaa0te4I227Afa12dVTFbjZHgb&__tn__=-R



「お米の輸出動画」 配信中︕

お米の輸出の可能性や農水省の輸出促進の取組について解説した
動画を配信中︕
「どうして今、お米を輸出するの︖」「今、生産者や事業者の人

はどんなことに取り組んでいるの︖」という疑問にお答えします︕

現在輸出用の米を生産し、海外での販売に取
り組む生産者に対するインタビュー、コメ・コメ加
工品の輸出に取り組む事業者のインタビュー等
を紹介。

「日本産米を世界へ！輸出への挑戦 生産者たち
の声」

国内消費量の減少、海外における日本食レ
ストランの拡大、日本産米の輸出状況、中国
向け輸出の指定施設の追加等コメ輸出に関
する最近の動きを紹介。

「日本産米を世界へ」

コメ輸出に関する手続きの流れ、植物検疫、
残留農薬基準、原発事故に係る輸入規制に
関する注意点、各手続きに関する問い合わせ
先を紹介。

「日本産米を世界へ」（①手続き一般編）

１．コメ輸出を取り巻く現状

海外における日本産米の販売事例や求められ
ている米等について、海外のレストランへのイン
タビューを紹介。

お米の新しい市場を開拓！【おむすび権米衛
in USA】日本産米おにぎりの普及に向けて

３．輸出産地及び輸出事業者へのインタビュー

２．輸出手続きに関する情報 ４．日本産米の海外における需要情報



お米の輸出 ×

お問合せ先︓農林水産省政策統括官付農産企画課
（TEL︓03-6738-6069）

Youtubeの検索バナーで「お米の輸出」と検索！

トップページの「キーワード」にある「米の輸出」をクリック！
（ホーム＞政策統括官＞米（稲）・麦・大豆＞米の輸出について ）

（「日本産米を世界へ」URLはこちら）
https://www.youtube.com/watch?v=0w4t0XwHCm4

Youtubeから見る

農林水産省HPから見る

ＱＲコードを掲載した動画以外についても、海外レストランでの取
組事例や国内の事業者・生産者の取組事例等について、様々な動
画を配信しています。

農林水産省ＨＰまたはＹｏｕＴｕｂｅで公開していますので、ぜひご
覧下さい！

キーワードの「米の輸出」をクリックすると
「米の輸出について」のページに移動します︕

URL:http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_yusyut
u/kome_yusyutu.html




