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中食・外食事業者等との５年間の長期契約取引の取組

○ Ａ経済連では、30年産からの米政策の見直しを機に、生産者にとって
も経営のメリットとなるとして、実需者サイドの需要量・調達価格と、生産
者サイドの供給量・販売価格の調整を行い、30年産から中食・外食事業
者等の実需者との５年間の固定価格による長期契約取引を開始してい
る。

○ この取組により、
① 生産者サイドは、安定した取引先を確保できるほか、相場

変動のリスクを回避できるとともに、将来の経営の見通しを
立てることができる

② 実需者サイドは、長期に渡る固定価格での取引によって、
原料調達の安定化やコストを平準化することができる

など、生産者・実需者の双方にメリットのある取引形態となっている。

○ この取組は生産者、実需者双方から一定の評価を得られており、双方
の取組意向に応じた銘柄や数量に取り組んでいく考え(開始初年度の契
約数量は、1,500トン程度)。
また、契約終了の段階で、取引価格や契約年数の検証を行い、契約の
継続や取引数量の増加に繋げていくこととしている。

卸売業者と産地の契約栽培による安定取引の取組

○ Ｂ卸売業者では10年前から、農研機構が開発した自社が奨励する多
収性品種や良食味品種を、複数の産地のＪＡや大規模農業法人と契約
栽培し、実需者への安定生産を推進している（現在は、取組産地の増
加・作付面積の拡大に伴い、種子を増産）。

○ 価格については、安定した取引となるよう、
一定の範囲内で設定している。

○ 集荷した米は、特定の実需者へ販売
されていることから、生産者には、実需
者が見える生産であることも契約栽培
のインセンティブとなっている。

実需者・生産者双方の顔が見える取引

５年間の固定価格による長期契約

推奨銘柄の
契約栽培

大手総合化学メーカーのタイアップによる中食・外食向け銘
柄の生産

○ Ｃ農協では、農業関連資材・サービス、関連資材、経営ノウハウを提
供する大手総合化学メーカーのＤ社と中食・外食向けに仕向けられる
多収性・良食味品種の契約生産を開始している。

○ Ｄ社は、契約生産するＪＡ組合員に対して種子・農薬・肥
料等の農業資材の提供はもとより、経営ノウハウを指導するほ
か、生産された米の全量買取を行い、商社を通じて中食事業者

（弁当屋・総菜メーカー等）へ販売している。

大手総合
化学メーカー

種子、農薬、
肥料等の提供

種子

種子
種子
種子

米の出荷

中食事業者

販売

商社

供給量・販売価格
の調整

需要量・調達価格
の調整

生産者と実需者の双方の取組意向に応じて取引数量を増加

Ａ経済連

生産者

生産者

中食・外食
事業者等の

実需者

卸売業者

※グラフはイメージ

1500㌧

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

1,500t

（参考）中食・外食向けの需要に応じた生産・販売事例
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（参考）産地と中食・外食事業者等の米マッチングフェアについて

○ 中食・外食向けニーズに応じた米の安定取引推進のため、産地と中食・外食事業者等を対象とした商談会

を開催。

○ 令和３年度は、マッチングサイトを新たに構築するとともに、現地商談会とオンライン商談会を実施し、売り

手（ＪＡ、農業生産法人等）８５団体、買い手（中食・外食事業者等の実需者）８１社が参加。

○ 令和４年度は、これまで別途実施していた輸出用米の商談会と統合し、現地商談会（札幌・大宮・仙台・新

潟）とオンライン商談会を実施し、売り手８３団体、買い手１４３社が参加。

米マッチング商談会2022 パンフレット

業務用米・輸出用米マッチングサイトの構築 個別商談会の様子出展者プレゼンテーションの様子

①北陸地方のJAと北陸地方
の中食事業者の間で特別栽
培米の取引が成立。

②東北地方の農業法
人が東京の米販売会
社と「はえぬき」の契約
栽培を開始。

マッチング商談事例

米マッチング商談会2022 開催状況
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米の消費拡大の現状と対策について

○ 米の一人当たり消費量は、人口減少や少子高齢化、食生活の変化等の影響もあり、令和３年度には52kgまで減少。
○ 近年では、米の需要・消費拡大対策として、輸出の促進やパックごはん、米粉などによる新たな需要拡大への支援のほか、

米飯学校給食の推進・定着や「米と健康」に着目したシンポジウムの開催、ＳＮＳを活用した情報発信などにより、米の消
費拡大の機運を高める対策を実施。

米消費の現状 米消費拡大対策

◎一人当たり消費量の推移

◎食生活の変化（外部化、簡便化、多様化）

◎近年の調査結果

◎中高齢世代向け（「米と健康」に関する情報発信）

◎若者世代向け（米飯給食の推進やSNS等を活用した情報発信）

米の機能性等「米と健康」等に着目
した情報発信やエシカル消費に着目
した情報発信を実施。

農林水産省「米の消費動向に関する調査の結果概要」より

・「日本型食生活」の普及・定着を図る
ため、米飯給食の推進

・米の消費拡大情報サイト「やっぱりご
はんでしょ！」の開設

・米消費拡大の機運を盛り上げる政府広
報や「ニッポン フードシフト」におけ
る吉本芸人とのコラボ動画の作成

米の消費量は一貫して減少傾向にあり、一人当たりの米消費量はピー
ク時から半減。（昭和37年度：118.3㎏ ⇒ 令和３年度：51.5㎏）

若い世代は米の消費に抵抗がないが、中高
齢世代は、カロリー摂取を控えたいなどの
理由で米の消費を控える傾向。
⇒健康に関心のある中高齢世代に向けて米の
機能性など米と健康に関する情報を発信して
いく必要。

・近年では、米消費に占める中食・外食の割合が約３割まで増加してお
り、米を購入して家庭で炊飯する割合が低下。

・単身世帯や共働き世帯の増加に伴い、簡便化志向（料理や後片付けの
手間を省きたい）が増加するとともに、肉料理が増加するなど、食事
の選択肢が多様化。

やっぱりごはんでしょ！HP

◎人口減少及び人口構成の変化
人口が減少に転じたことや、少子高齢化等により１人当たりの摂取熱
量が減少傾向にあることから、今後とも米消費が減少していく可能性
大。（2000→2020年の総人口減少率：1.0％、1人当たりの摂取熱量：昭和41年 2,196kcal →
令和元年 1,903kcal ）

◎海外の需要拡大（パックご飯や米粉）

・米や米加工品の海外市場への輸出を促進
するため、パックご飯や米粉などによる
新たな需要拡大への支援を実施

・海外需要の創出に向けた、効果的なプロ
モーション活動等を支援 米粉の輸出に寄与

するJASの制定
輸出向けパックご飯
の製造ライン増設

50

エシカル消費に係る動画広告、webコンテンツ
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米飯学校給食の推進

・ 米飯学校給食は、味覚を育む子どもたちに米を中心とした「日本型食生活」の普及・定着を図る上で重要。
・ 農林水産省は、米飯を含む和食給食の普及を図るとともに、政府備蓄米の無償交付制度などにより、米の

消費拡大を推進。

和食給食の普及・推進

政府備蓄米の無償交付

米飯学校給食を増加させる場合に、回数の対前年度純
増分を対象に政府備蓄米を無償交付。

農林水産省の取組

農林水産省は、米飯を含む和食給食を推進することと
し、和食給食の献立開発やセミナー開催、食育授業の
実施などを支援。

米飯給食の着実な実施に向けた取組
（令和３年度食育白書令和４年５月31日公表）（抜粋）

米飯給食は、子供が伝統的な食生活の根幹である米飯に関する望ましい食習慣を身
に付けることや、地域の食文化を通じて郷土への関心を深めることなどの教育的意義を
持つものです。平成30（2018）年度には、完全給食を実施している学校の100％に当たる
29,553 校で米飯給食が実施されており、約911万人が米飯給食を食べています。また、
週当たりの米飯給食の回数は3.5回となっています

農林水産省では、次世代の米消費の主体となる子供たちに、米飯を中心とした「日本
型食生活」やその味覚を受け継いでもらうため、米飯給食のより一層の推進を図ってい
ます。

令和３（2021）年度は、前年度に引き続き米飯給食の拡大に向けた取組への支援とし
て、各学校が米飯給食の実施回数を増加させる場合に、政府備蓄米の無償交付を実
施しました。

食育白書において、｢農林水産省では、次世代の米消費の主体となる
子供たちに、米飯を中心とした「日本型食生活」やその味覚を受け継い
でもらうため、米飯給食のより一層の推進を図っています。｣と明記。

○ 米飯学校給食実施回数の推移 （令和３年度３．５回）

注：米粉パン・麺は含まない。出典：米飯給食実施状況調査（文部科学省）

米飯給食の着実な実施に向けた取組

51
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米の消費拡大情報サイト「やっぱりごはんでしょ！」

○ 農林水産省は、米の消費拡大の取組を応援すべく、「やっぱりごはんでしょ！」運動を開始。各種SNS
（Instagram・Facebook・Twitter）により、「米と健康」、米に関するイベントや季節の行事食、産地の情報など
消費者の関心が高い情報を発信（毎週１回程度）。

〇 農林水産省職員自らが、省公式YouTubeチャンネル「BUZZ MAFF」において、米の消費を喚起する動画を発信。メ
ディアに取り上げられるなど好評を得ているところ。

「やっぱりごはんでしょ！」による情報発信事例

ホームページ 各種SNS（Instagram・Facebook・Twitter）

企業や民間団体などが行っている米の消費拡大に
つながる取組を紹介

米に関するイベントや季節の行事食、産地の情報など消費者の関心が高い情報を発信（毎週１回程度）

株式会社プレナスの「茅
場町あおぞら田んぼプロ
ジェクト」を紹介

ごはんで健康シンポジウム
を紹介。

生米を使った「生米ス
イーツ」のレシピを紹介

米消費促進企画「ＭＫ３」の紹介田んぼアートの風景を紹介季節の行事食「七草が
ゆ」「恵方巻」の紹介

バズマフにおける米消費を喚起する動画

同じ釜の飯を食えば、どんな相手でも仲良くなれるのか 【農水省】たまごかけごはん農水省職員が作る、コメだけのマリトッツォ 52
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米の消費拡大に関する政府広報での情報発信について

〇 米の消費拡大について、その背景、必要性、メリットなどを広く国民に知ってもらい、
国民の理解と協力を得ることを目的に政府広報を活用した情報発信を実施。

○ BSテレビ番組、ラジオ、視覚障がい者向け音声広報を通じて、米の機能性、水田の多面
的機能、食料自給率と食料安全保障、米を中心とした「日本型食生活」等、米の消費拡大
に係る情報を発信。

BS番組

井上咲楽さんと農水省BUZZ MAFFユー
チューバーが共演し、おにぎりを食べな
がら、水田の多面的機能、食料自給率と
食料安全保障、米を中心とした「日本型
食生活」等を解説しながら、米の消費拡
大をアピール。

ラジオ

農水省職員が出演し、出演者と対話しながら、米の消費
拡大の必要性等について解説。

お米に含まれる栄養成分と機能性、バランスの良いごはん
中心の食事の推奨、利用しやすくなった玄米商品等を紹介。

「ビビるとさくらとトモに深堀り！知るトビラ」
（BS朝日 毎週金曜18:00～18:30）令和4年９月２日放送

「青木源太・足立梨花 Sunday Collection」
（TOKYOFM 毎週日曜7:30～7:55 他）※令和４年８月28日放送

音声広報CD「明日への声」 点字・大活字広報誌

「ふれあいらしんばん」

音声広報CD、点字・大活字広報誌
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エシカル消費に着目した米の消費拡大の取組について

〇 「お米と食料安全保障」、「お米と環境」、「お米と健康・食生活」の３つの観点から
国内で自給可能な米について、消費者の意識を変え、エシカル消費（倫理的消費）を促進
する取組を実施。

〇 Webコンテンツの作成、動画広告や新聞報誌における広告宣伝、シンポジウム等を実施。

「お米と食料安全保障」、「お米と環
境」、「お米と健康・食生活」に係る
有識者によるトークショー、米に関す
る商品の紹介や各企業の米に関する取
組について展示するなど、多くの消費
者にお米について考える機会となるシ
ンポジウムを実施。

シンポジウムの開催Webコンテンツ

多くの消費者に「お米と食料安全
保障」、「お米と環境」、「お米
と健康・食生活」の内容について
知ってもらうための情報を掲載。

動画、新聞広告

より多くの消費者に、エシカル消費の観
点からお米の消費を訴求するため、動画
広告や新聞、雑誌広告等を展開。
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● 2023年までで全農地面積の８割を担い手に集積
・ 分散錯圃の解消
・ 農地の大区画化、汎用化

大規模経営に適合した品種
作期の異なる品種の組合わせ

作期を分散することで、同じ人数で作付を拡大でき、機械
稼働率も向上

コシヒカリ コシヒカリミルキーサマー あきだわら

作業ピークを分散
１日当たり
作業量

作業時期

多収品種

直播栽培（育苗・田植えを省略）

（実証例）

労働時間
18.4時間/10a→13.8時間/10a

（移植） （直播）

費用（利子・地代は含まない）

103千円/10a →93千円/10a
（移植） （直播）

無人ヘリの活用も可能

単収
530kg/10a→700kg/10a
（全国平均） （多肥栽培で単収増）

生産費
16千円/60kg（全国平均）

→13千円/60kg（試算）

スマート農業技術の活用

作業が
短期間に集中

省力栽培技術の導入

営農管理システムの導入等により、
作業のムダを見つけて手順を改善

（実証例）

田植え作業時間
1.62時間/10a→1.15時間/10a
（補植作業時間の削減）

鉄コーティング種子

・ 基本性能の
絞り込み

・ 耐久性の
向上 ・フレキシブルコンテナの利

用（機械化に
よる省力化等）

・土壌診断に基づく施肥量の適
正化（肥料の自家配合等）、
精密可変施肥

生産資材費の低減

農業機械の低コスト仕様 肥料コストの低減

未利用資源の活用合理的な農薬使用

・発生予察による効果的かつ
効率的防除

・輪作体系や抵抗性品種の
導入等の多様な手法を
組み合わせた防除（IPM）

⇒ 化学農薬使用量抑制

・鶏糞焼却灰等の利用

⇒土壌改良
資材のフレコン利用

（20kg袋比７%低価格化）

⇒基本性能を絞った海外向け
モデルの国内展開等

（標準モデル比２～３割の
低価格化）

⇒従来品比
７%低価格化

農業生産資材価格の引下げ

 生産資材業界の再編や法規制等の見直し
 生産資材価格や取引条件等の「見える化」

担い手への農地集積・集約等

 担い手への農地集積・集約を加速化するとともに大規模経営に適合した省力栽培技術・品種の開発・導入
を進め、産業界の努力も反映して農機具費等の生産資材費の低減を推進。

高密度播種苗栽培
育苗箱数を減らせるため、資材費の低減が可能。
苗継ぎも少なく省力的
（実証例） 育苗箱数 15～18箱/10a → 5～6箱/10a

生産コスト低減に向けた具体的な取組

http://www.koizumi-web.com/img/stcj-003-003.jpg
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家族労働費

自己資本利子・自作地地代、家族労働費を除く生産費

一経営体
当たり

作付面積

出典：令和３年産農産物生産費統計

1.8ha 0.4ha   0.7ha    1.7ha 4.0ha    6.6ha 12.1ha 17.0ha 24.1ha 35.2ha 63.1ha

米の作付規模別60kg当たり生産費（令和３年産）

（円/60kg）
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