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Ⅲ 米の輸入等に関する動向

１ 米の輸入・管理体制

米については、国内価格と国際価格との間に大きな格差がある

ことから、ＷＴＯ農業協定上認められている措置を講ずることに

より、国内の米生産に悪影響を与えないように輸入・管理が行わ

れています（図Ⅲ-1-1 。）

① ミニマム・アクセス米については、全量国家貿易の下、基

本的に政府が全量買い取り、市場の状況を踏まえ、価格等の

面で国産米では十分対応し難い用途（主として加工用途）に

向けて販売されています。

② 売れ残ったミニマム・アクセス米は、国産米とともに援助

用途に充てられているほか、新規用途需要に充当するよう政

府が在庫として管理しています。

③ ミニマム・アクセス米以外の米の輸入については、枠外税

率が課され、実際の輸入数量はごく限られたものとなってい

ます。

注：以下においては、重量単位について、特に記述のない場

合は玄米換算で記述している （例：万トン＝万玄米トン）。

○ 国内の米生産に悪影響を与えないように米の輸入・管理を

実施

図Ⅲ-1-1 米の輸入・管理体制

資料：農林水産省調べ

注： 輸入差益（マーク・アップ 」とは、ミニマム・アクセス米の政府買入価格と政府売渡価「 ）

格の差のことである。

価格

マークアップ上限

（292円/kg）

売渡価格

枠外税率

341円/kg

輸入差益

(ﾏｰｸｱｯﾌﾟ)

買入価格

数量

ミニマム・アクセス数量 枠外税率を支払って

76.7万トン 輸入された数量

217実トン（2003年度）

国家貿易による一元輸入 ( )用途：健康食品用等
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２ 米の輸入状況

（１）ミニマム・アクセス米の輸入量

平成7年4月から16年3月末までのミニマム・アクセス米の輸入

量は、578万トンとなっています（表Ⅲ-2-1 。）

これを輸入先の国別に見ると、米国産268万トン、タイ産129万

トン、豪州産88万トン、中国産73万トンとなっています（表Ⅲ-2

-2 。）

また、これを輸入方法別に見ると、平成7年4月から16年3月末

までに一般輸入で497万トン、ＳＢＳ輸入で76万トン輸入されて

います。

★ 解説

（ ）ＳＢＳ輸入 Simultaneous Buy and Sell・売買同時方式

・ 輸入業者と卸売業者等が連名で売買の申込みを行い、売買

差額の大きいものから順次、契約予定数量に達するものまで

落札する方法による輸入。

・ 現在は総量10万トンとし、年4回程度入札を実施。

○ 平成7年4月～平成16年3月末までに578万トンのミニマム・

アクセス米を輸入

○ 15年度に枠外税率を支払って輸入された米は217実トン

表Ⅲ-2-1 ミニマム・アクセス米の輸入数量の推移

(単位：万トン)

資料：農林水産省調べ

注：15年度の輸入数量(53万トン)は、平成16年3月末日時点での政府買入実績数量である。

なお、ミニマム・アクセス数量77万トンは、既に契約済みであり、残数量(24万トン)も1

6年4月以降に順次輸入されている。

表Ⅲ-2-2 主な国別・種類別の輸入数量

(単位：万トン)(平成7年4月～16年3月末）

合 計

米 国 タ イ 豪 州 中 国

242 127 81 33 497一般輸入

26 2 7 40 76SBS輸入

268 129 88 73 578合 計

資料：農林水産省調べ

注：1) ラウンドの関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。

2) 輸入数量は、平成16年3月末時点での政府買入実績である。

年度
平成

７
8 9 10 11 12 13 14 15 合計

43 51 60 68 72 77 77 77 77 602
(53) (578)

輸入
数量
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（２） 枠外税率を支払って輸入された米

、 。平成11年４月から 米の国境措置を関税措置に切り換えました

、 、 、枠外税率は341円/kgと高率ですが これを支払って 外食産業用

健康食品用、在留外国人用等向けに輸入されているものがありま

す。

15年度の輸入数量は、217実トン（216件）となっています（表

Ⅲ-2-3 。）

表Ⅲ-2-3 枠外税率を支払って輸入された米

平成11年度 12年度 13年度 14年度 15年度

数量

225 98 69 202 217(実トン)

件数

128 159 155 185 216(件)

外食産業用 健康食品用 健康食品用 健康食品用 健康食品用

試験用 在留外国人用等 外食産業用 物産展用 等用 途

在留外国人用 試験用 外食産業用

等 等 等 等

資料：農林水産省調べ

注：玄米や精米に換算せず、輸入されたままの重量である。
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３ ミニマム・アクセス米の販売状況

（１） ミニマム・アクセス米の販売数量

ミニマム・アクセス米については、国産米では対応し難い加工
用需要を中心として販売するとともに、販売残となったものにつ
いては、援助用等として備蓄し、海外からの援助要請等に対応し
ています（図Ⅲ-3-1 。）
（ア）主食用
主食用については、平成7年4月から16年3月末までに、ＳＢＳ

輸入を中心に、58万トン販売されました。
なお、8年11月から16年3月までに、この約2.5倍に当たる146万

トンの国産米を援助に使っています。
（イ）加工用
加工用については、国産加工用原材料米の供給減少分を補うも

のとしてミニマム・アクセス米で供給されており、7年4月から16
年3月末までに、199万トン販売されました。
（ウ）援助用
援助用については、海外からの援助要請に応じ、国産米ととも

にミニマム・アクセス米も援助に充てており、7年4月から16年3
月末までに、160万トンが援助に使われました。
（エ）在庫
16年3月末持越在庫は161万トンと、15年10月末（127万トン）

に比べ34万トン程度増加しています。
なお、このように、近年、ミニマム・アクセス米在庫が増嵩し

ていることを踏まえ、現行の加工用途を中心に国産米では対応し
難い原料米ニーズを的確に把握し、販売に努めるとともに、ミニ
マム・アクセス米に係る管理経費等の縮減に努めていくこととし
ます。

○ 平成7年4月～平成16年3月末に輸入されたミニマム・アク

セス米、578万トンについては、主食用に58万トン、加工用

に199万トンそれぞれ販売され、援助用に160万トン使用。在

庫は161万トン

○ ミニマム・アクセス米が主食用として販売された場合には、

それに見合う数量以上の政府国産米を主食用以外に処理

図Ⅲ-３-１ ミニマム・アクセス米の販売状況

（平成7年4月～16年3月末）

資料：農林水産省調べ

注：輸入数量は、平成16年3月末時点での政府買入実績である。

　

　

　

　

　

輸入数量
578万トン

主 食 用
58万トン

　主食用に供給されたミニマム・
アクセス米を大きく上回る量の政
府国産米を援助用に活用。
 （8年11月から16年3月までの国
産米援助実績146万トン）

　他用途利用米により加工用（み
そ・焼酎・煎餅等）に供給されて
いた約50万トンのうち約半分が
ＭＡ米によって供給されており、
現在では固定需要となっている。

　食糧援助規約に基づく我が国
の約束量は、小麦30万トン相当
（コメ換算：約19万トン）以上と規
定されており、大部分がコメで行
われている。

加 工 用
199万トン

援 助 用
160万トン

在     庫
161万トン

　緊急食糧援助用に（社）国際農
業交流・食糧支援基金へ貸し付
けていた米穀（5万トン）について
は、貸付事業終了に伴い16年3月
末をもって国へ返還された。
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（２）ミニマム・アクセス米の主食用供給と国産米援助との関連

ミニマム・アクセス米が主食用として販売された場合には、そ

れに見合う国産米在庫が積み上がり、これをベースとして生産目

標数量を算定すると、ミニマム・アクセス米の主食用販売量相当

の生産目標数量が減少することになります。

このため、ミニマム・アクセス米が主食用として販売された場

合には、それに見合う数量以上の政府国産米を主食用以外の用途

（援助等）に処理することにより、ミニマム・アクセス導入に伴

う閣議了解を履行しています。

具体的には、平成7年4月～16年3月末で主食用として販売され

たミニマム・アクセス米の数量は58万トンとなっていますが、同

期間における国産米援助は146万トンとなっており、これを大幅

に上回っています。

なお、この国産米援助に要した財政負担は、同量のミニマム・

アクセス米援助にかかる経費の約５倍に相当する2,754億円に達

しています（表Ⅲ-3-1 。）

★ 解説

「ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意の実施に伴う農業施

策に関する基本方針 （平成5年12月17日閣議了解 （抄）」 ）

米のミニマム・アクセス導入に伴う転作の強化は行わないこと

とし、引き続き、安定的な国内生産が可能となり、国民への安定

供給を確保できるよう、中期的観点に立った備蓄と用途に応じた

需給均衡を確保することができる新たな米管理システムを整備す

る。

表Ⅲ-3-1 援助にかかる経費（平成9～14年度）

（単位：億円）

国産米援助分 ＭＡ米援助分 計

2,754 3,268514

資料：農林水産省調べ

注：ラウンドの関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。
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４ 米をめぐる国際情勢

（１） 米の国際需給動向

国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）の資料による近年の米の国際

需給の動向は次のとおりです（暦年ベース、在庫は各国米穀年度

末ベース （表Ⅲ-4-1 （表Ⅲ-4-2 。） ）、 ）

（ア）生産

近年の生産量は、収穫面積の減少等により1999年をピークに

減少傾向にありましたが、2003年から増加に転じ、2004年も中

国における作付面積の増加等から、さらに増加することが予測

されています。

① 2003年はオーストラリア、中国で減産したものの、インドの

生産の回復等から、世界全体では3億9,490万精米トン（対前年

比3.4％増）と見込まれています。

② 2004年はミャンマー、ベトナム等で減産するものの、インド

や中国で増産が見込まれること等から、世界全体では4億960万

精米トン（同3.7％増）と予測されています。

○ 世界の米の生産量は2003年から再び増加傾向

○ 世界の米の消費量は増加傾向

○ 世界の米の期末在庫量は減少傾向

○ 米の貿易量は、近年2,300～2,800万精米トン程度で推移

○ ＷＴＯ農業交渉では、現実的でバランスのとれた貿易ルー

ルが確立されるよう全力をあげて対処

表Ⅲ-4-1 世界の米の需給状況
（単位：万精米トン）

○ 主要穀物の貿易率

資料：FAO「Food Outlook （2004年6月 「FAOSTAT」を基に農林水産省において作成」 ）、

注: 1) 2003年の生産量及び消費量は実績見込み、2004年は予測である。

2) 2004年の貿易量及び在庫量は見込である。

3) 各年の期末在庫量は、当該暦年中の各国の米穀年度末の在庫量を

合計したものであり、一定期の在庫量を示すものではない。

4) 主な国の米穀年度は、中国（1～12月 、タイ（1～12月 、アメリ） ）

カ（8～7月 、オーストラリア（3～2月）である。）

5) 「貿易率」とは、生産量に占める貿易量の割合である。

6) 「米 「小麦」の貿易率は、FAO「Food Outlook （2004年6月 「とうもろこし」の」、 」 ）、

貿易率は「FAOSTAT」による。

2000 2001 2002 2003 2004

生産量 40,090 40,040 38,190 39,490 40,960

貿易量 2,310 2,420 2,810 2,800 2,570

消費量 40,290 40,530 40,620 40,990 41,400

期末在庫量 16,830 14,830 14,090 11,600 10,340

生産量（万トン）貿易量（万トン） 貿易率（％）

2001 40,040 2,420 6.0

米（精米換算） 2002 38,190 2,810 7.4

2003 39,490 2,800 7.1

2001 61,510 7,875 12.8

とうもろこし 2002 60,416 8,461 14.0

2003 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－

2001 58,840 10,820 18.4

小麦 2002 56,980 11,000 19.3

2003 56,000 10,200 18.2
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（イ）消費

① 近年の消費量は、人口増加を反映して増加傾向にあり、2003

年は4億990万精米トン（同0.9％増）と見込まれています。

② 2004年も4億1,400万精米トン（同1.0％増）と予測されてい

ます。

（ウ）期末在庫

① 近年は消費量が生産量を上回る年が続いており、2003年にお

ける期末在庫量は、前年から約2,500万精米トン減の1億1,600

万精米トン（同17.7％減 、期末在庫率（消費量に対する期末）

在庫量の割合）は、28.3％（同6.4ポイント減）と見込まれて

います。

② 2004年においても同様の状況が続いており、期末在庫量は

1億340万精米トン（同10.9％減 、期末在庫率は25.0％（同3.3）

ポイント減）と予測されています。

（エ）貿易

米は、基本的にはアジアにおいて自給を主体とした生産が行わ

れていることから、小麦等の他の穀物と比較すると生産量に対し

て貿易量が少なくなっており、近年2,300～2,800万精米トン程度

で推移しています。

① 2003年は、フィリピン等の輸入量の減少及び、インド、オー

ストラリアの減産等に伴う輸出量の減少により、世界全体の貿

易量は2,800万精米トン（同0.4％減 、貿易率は7.1％（同0.3）

ポイント減）と見込まれています。

② 2004年は、バングラデシュ、インドネシアの増産等に伴う輸

入量の減少のほか、中国等における輸出制限措置等に伴う輸出

量の減少により、貿易量は2,570万精米トン（同8.2％減 、貿）

易率は6.3％（同0.8ポイント減）と予測されています。

表Ⅲ-4-2 主要国の米の需給状況（2003年）

（単位：万精米トン）

資料：米国農務省「Ｐroduction,Supply & Distribution online database （2004月7月）を基に」

農林水産省で作成

注：生産量及び消費量は各国米穀年度、期末在庫量は各国米穀年度末、輸入量及び輸出量は暦

年の数量である。

生産量 輸入量 輸出量 消費量 期末在庫量

中国 11,246 100 120 13,540 4,409

インド 8,640 0 250 8,375 1,090

インドネシア 3,425 100 0 3,665 294

バングラデシュ 2,600 50 0 2,640 64

ベトナム 2,134 4 375 1,820 289

タイ 1,770 0 900 975 191

ミャンマー 1,073 0 10 1,020 166

フィリピン 910 90 0 1,025 401

ブラジル 860 50 5 840 144

アメリカ 637 47 330 368 76

オーストラリア 38 6 30 38 35
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（２） ＷＴＯ農業交渉の状況

① 2001年11月の第4回閣僚会議 ドーハ で新ラウンド交渉(｢ド（ ）

ーハ開発ラウンド｣)が開始されましたが、2003年9月の第5回閣

僚会議（カンクン）は、シンガポール･イシュー（投資の分野

等）を中心に、途上国、先進国間の立場の違いが埋まらず、合

意が得られないまま終了しました。

② 農業交渉は、2004年2月に新たな交渉グループ議長が選出さ

れ、3月から交渉が再開されました。各国・グループ間の立場

に違いはありますが、7月末までの枠組み合意を目指し、様々

な場で議論が行われています（表Ⅲ-4-3、図Ⅲ-4-1 。）

③ 農業交渉における主要3分野の論点は以下のとおりです。

・市場アクセス：階層方式を含む関税削減方式のあり方とセン

シティブ品目の取扱い。

・国内支持：貿易歪曲的国内支持の全体的削減。特に、青の政

策の規律のあり方。

。 、・輸出規律：全ての形態の輸出補助金の撤廃 特に輸出補助金

輸出信用、輸出国家貿易、食料援助に対する同等

の規律のあり方。

④ 我が国としては 「多様な農業の共存」を基本理念として、、

食料安全保障の確保、農業の多面的機能等の非貿易的関心事項

を適切に反映し、現実的でバランスのとれた貿易ルールが確立

されるよう、引き続き積極的に交渉に取り組みます。

表Ⅲ-4-3 2004年5月以降のスケジュール

資料：農林水産省作成（2004年7月20日現在）

・G10閣僚コミュニケ

・大島議長枠組み合意案配布(16日)
７月

・G10閣僚会合(5日)
・亀井大臣－ｸ゙ﾛー ｻー 議長会談（6日）

・G5+G10主要国高級事務レベル会合

(8日)
・G5閣僚会合(10-11日)
・G90閣僚会合(12-13日)
・農業委員会特別会合(?)
・一般理事会(27-30日) 

・G10共同ペーパー
・G20閣僚コミュニケ

・グローサー議長TNC(貿易交渉委員会)

報告

６月

・農業委員会特別会合(2-4日)
・APEC会合､ｼー ｱｲﾗﾝﾄ゙・ｻﾐｯﾄ､UNCTAD総会

・G20閣僚会合(12日･ サンパウロ)
・G5閣僚会合(13日･サンパウロ)
・農業委員会特別会合(23-25日) 

・G20によるブレンド方式批判ペーパー
・EUラミー・フィシュラー両委員連名に
よる書簡

・G20の市場アクセスに関する提案

５月
・EU25カ国に拡大
・非公式閣僚会議(OECD閣僚理)

提案等月会 合

・G10閣僚コミュニケ

・大島議長枠組み合意案配布(16日)
７月

・G10閣僚会合(5日)
・亀井大臣－ｸ゙ﾛー ｻー 議長会談（6日）

・G5+G10主要国高級事務レベル会合

(8日)
・G5閣僚会合(10-11日)
・G90閣僚会合(12-13日)
・農業委員会特別会合(?)
・一般理事会(27-30日) 

・G10共同ペーパー
・G20閣僚コミュニケ

・グローサー議長TNC(貿易交渉委員会)

報告

６月

・農業委員会特別会合(2-4日)
・APEC会合､ｼー ｱｲﾗﾝﾄ゙・ｻﾐｯﾄ､UNCTAD総会

・G20閣僚会合(12日･ サンパウロ)
・G5閣僚会合(13日･サンパウロ)
・農業委員会特別会合(23-25日) 

・G20によるブレンド方式批判ペーパー
・EUラミー・フィシュラー両委員連名に
よる書簡

・G20の市場アクセスに関する提案

５月
・EU25カ国に拡大
・非公式閣僚会議(OECD閣僚理)

提案等月会 合

７月末の枠組み合意を目指す

各国の主要日程
2004年10月末 EU委員任期末

11月 米国大統領選

｢フル・パラレリズム｣を条件
に輸出補助金の撤廃に応じる
姿勢

階層方式を提案

階層方式は検討可能。上限
関税や関税割当の一律義務
的拡大に反対

･３分野間のバランス
･ｾﾝｼﾃｨﾌ゙ 品目の取扱いの
明確化
･上限関税及び関税割当の
義務的拡大反対

７月末までの枠組み合意を促
進する声明を発表

食料輸入国の立場を改めて主
張。コミュニケを採択

コミュニケを採択

輸出補助金でＥＵが軟化傾向
を示すも、各国の立場は収れ
んせず

米国は上限関税､豪州は関税割
当の義務的拡大を主張。G10は
両者に反対し､EUも同調

S&D､特恵ﾏー ｼ゙ ﾝへの対応､LDC向
け無税無枠の供与等途上国へ
の適切な配慮を主張
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図Ⅲ-4-1 ＷＴＯ農業交渉をめぐる全体構図

資料：農林水産省作成

Ｇ１０
・関税削減方式は階層方式の検討可能
・センシティブ品目は一般的な削減方式
を適用しない独立した扱いを主張
・関税の上限設定や関税割当の義務的拡
大に反対
・全ての形態の輸出補助金の撤廃
（フルパラレリズムが必要）

Ｇ１０
・関税削減方式は階層方式の検討可能
・センシティブ品目は一般的な削減方式
を適用しない独立した扱いを主張
・関税の上限設定や関税割当の義務的拡
大に反対
・全ての形態の輸出補助金の撤廃
（フルパラレリズムが必要）

ＥＵ

米国
米国
・途上国を含めた輸出拡大に関心（特に関
税の上限設定を主張）
・先進国との関係では、例外品目の取扱い
に関心
・価格変動対応型支払いを青の政策に位置
づけるため、その要件変更を画策
・輸出信用の償還期間短縮等を議論する用
意はあるが､制度自体は存続すべきと主張
・途上国との関係では、Ｓ＆Ｄ措置が抜け
穴になることを警戒

米国
・途上国を含めた輸出拡大に関心（特に関
税の上限設定を主張）

・先進国との関係では、例外品目の取扱い
に関心

・価格変動対応型支払いを青の政策に位置
づけるため、その要件変更を画策

・輸出信用の償還期間短縮等を議論する用
意はあるが､制度自体は存続すべきと主張

・途上国との関係では、Ｓ＆Ｄ措置が抜け
穴になることを警戒

ＥＵ
・センシティブ品目は一般的な削減方
式を適用しない独立した扱いを主張
・関税割当の義務的拡大に反対
・輸出補助金の撤廃についてはフルパ
ラレリズムを主張。ごく最近やや軟
化傾向

ＥＵ
・センシティブ品目は一般的な削減方
式を適用しない独立した扱いを主張
・関税割当の義務的拡大に反対
・輸出補助金の撤廃についてはフルパ
ラレリズムを主張。ごく最近やや軟
化傾向

Ｇ２０（途上国）
・高い関税率ほど大幅な削減
・センシティブ品目への配慮
・輸出補助金の撤廃、先進国の国内支

持の削減
・関税引下げ等について途上国の特別

扱いを主張

Ｇ２０（途上国）
・高い関税率ほど大幅な削減
・センシティブ品目への配慮
・輸出補助金の撤廃、先進国の国内支

持の削減
・関税引下げ等について途上国の特別

扱いを主張

ケアンズ・グループ
・現在はグループとしてほとんど活動せず、

存在感が低下

ケアンズ・グループ
・現在はグループとしてほとんど活動せず、

存在感が低下

豪州、ＮＺ、カナダ、
マレーシア、ブラジ
ル等

日本、スイス、ノルウェー、韓国、ブル
ガリア、モーリシャス、イスラエル 等

Ｇ１０

Ｇ２０

インド

中国、アルゼンチン、チリ、エジプト、メキシ
コ、フィリピン、南アフリカ、ナイジェリア、
パキスタン、 インドネシア、ボリビア等

【
輸
出
国
】

【
輸
入
国
】

【途上国】→１００ヵ国以上【先進国】

ブラジル

大島議長案を

もとに交渉

ケアンズ・グループ

ブラジル
・輸出補助金の撤廃についてはめ
どがついたとして、先進国の国
内支持の規律強化に関心を移す

豪州

インド
・関税削減方式にスイス方式の要素が
含まれることを強く警戒

Ｇ９０
・ＬＤＣ産品への無税・無枠の市場アクセ
ス約束が必要

・いかなる削減約束からもＬＤＣを免除
・綿花問題は農業交渉から独立させるべき

Ｇ９０
・ＬＤＣ産品への無税・無枠の市場アクセ
ス約束が必要

・いかなる削減約束からもＬＤＣを免除
・綿花問題は農業交渉から独立させるべき

Ｇ９０

ケニア､ベニン､ﾄﾘ
ﾆﾀﾞｰﾄﾞﾄﾊﾞｺﾞ等
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５ 国内産米の輸出について

国内産米については、商業用として年間数百トン程度が台湾、

香港 シンガポール 米国等に輸出されています 表Ⅲ-5-1 表、 、 （ ）、（

Ⅲ-5-2 。）

最近の事例では、主として高所得者層や在留邦人を対象に販売
されており、価格は420～1,700円／キログラム程度となっていま
す（表Ⅲ-5-3 。）

このような状況の中で、近年、中国を中心とした東アジア地域

において、経済発展を背景に、富裕層が増加し、日本食も普及・

定着しつつあることから、同地域に対する国内産米の輸出拡大の

可能性が高まってきていると考えられます。このため、同地域を

中心として、食品見本市への参加等米の輸出促進のための取組が

行われつつあり、政府としても、これらの主体的な取組に対する

予算措置等側面的な支援を行うこととしています。

○ 国内産米の商業用輸出は年間数百トン程度

○ 東アジア地域を中心に米の輸出を促進

表Ⅲ-5-1 米穀輸出届出実績
（単位：精米トン）

資料：農林水産省調べ

表Ⅲ-5-2 商業用米穀輸出の主な輸出先国・地域（平成15年度）

（単位：精米トン）

資料：農林水産省調べ

表Ⅲ-5-3 商業用米穀輸出の主な事例

台湾 香港 シンガポール 米国 イギリス その他 商業用計

214 55 45 43 12 22 391

商業用 救援用 個人用 見本用 学術研究用 その他 合計

平成13年度 231 189 123 1 2 22 568

14年度 538 150 128 10 5 11 842

15年度 391 154 130 3 2 5 685

輸出先 販売方法等 価格 実績 備考

米国
（ハワイ）

ホノルル市内16店舗
で現地在留邦人、日
系二世向けに小売販
売

420円/kg
13トン

(平成14年度)

秋田県産「あき
たこまち」
秋田県産「めん
こいな」

台湾

高齢者向け、日本食
高級料理店、おにぎり
用、加工米飯等多岐
にわたり販売

1,000円～1,700円/kg
111トン

(平成15年度)
オリジナルブレ
ンド米

台湾

2003年秋に試食販売
会を開催したところ、
甘くて粘りがあると評
判になり、完売

630円/kg
2トン

（平成15年度）

島根県産の減
農薬「ヘルシー
元気米」

資料:農林水産省調べ

注:数量はすべて精米
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（コラム）輸出先進地の取組事例

近年、東アジア地域における経済発展とそれに伴う富裕層の

増加、日本食の普及・定着等を受けて、同地域に対して米を輸

出しようという取組が行われています。

島根県では、県とＪＡ西いわみが中心となって「西いわみ農

産物の翼協議会」を立ち上げ、減農薬・減化学肥料栽培米であ

る「西いわみヘルシー元氣米」を台湾に対して輸出する取組を

行っています。同協議会では、高級百貨店のイベント広場を活

用した試食販売会等を通じて平成15年度に輸出した2トンを完

売。今後は、この輸出を拡大し、将来的には年間100トン程度

とすることを目標としています。

、 、 、また 全国農業協同組合中央会でも 東アジア地域を中心に

、 、16年度以降 米の輸出促進に本格的に取り組むこととしており

16年4月のシンガポールや同年6月の台湾での食品見本市への参

加を皮切りに、米の輸出促進のための販売促進やＰＲのための

キャンペーンを世界各地で行うこととしています。

「西いわみ農産物の翼協議会」による試食販売会

約2日で1ﾄﾝを完売

 


