
第３ 国の方針編
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Ⅰ 基本的考え方

「米政策改革大綱 （以下「大綱」という ）及び」 。

大綱に示された米政策改革を進めるため改正された

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 以「 」（

下「改正食糧法」という ）に基づき、消費者重視。

・市場重視の考え方に立って、需要に即応した米づ

くりの推進を通じて水田農業経営の安定と発展を図

る。

、 、 、このため 以下のように需給調整対策 流通制度

関連施策等の改革を整合性をもって実行する。

１ 米づくりの本来あるべき姿と実現の道すじ

① できるだけ早期に望ましい生産構造を実現す

るため 「地域水田農業ビジョン」の策定とそ、

れに基づく多様な取組を行い、平成 22年までに

農業構造の展望と米づくりの本来あるべき姿の

実現を目指す。

このため、国及び地方公共団体は、必要な助

言及び指導を行う。

② 需給調整システムについて、遅くとも平成 20

年度に農業者・農業者団体が主役となるシステ

ムを国と連携して構築する。この間、農業者・

農業者団体の自主的・主体的な取組の強化を目指

すものとし、 18年度に移行への条件整備等の状

、 。況を検証し 可能であればその時点で判断する

③ 集荷・流通分野の改革は、消費と生産の距離

を縮め、市場の変化に迅速に対応できるよう、

関係者と協議の上、可能なものから早期に実施

する。

２ 平成16年度からの当面の需給調整のあり方

① 国は 「食料・農業・農村政策審議会」の助言、

を得て、透明な手続きの下に、需給情報を「米

穀の需給及び価格の安定に関する基本指針 （以」

下「基本指針」という ）として策定・公表す。

る。

② 需給調整については、生産数量を調整する方

式へ転換する。生産数量の目標は、需要に応じ

た米づくりの推進、国民に対する安定供給を確

保する観点から、在庫水準、作柄の状況等を勘

案し、客観的な需要予測を基礎に設定する。

生産目標数量は、行政及び農業者団体の両ル

ートで配分する。

③ 農業者に対しては、併せて作付目標面積を配

分し、確認は面積により行う。この場合、面積

に換算する際の単収については、客観的指標と

なり得るデータを活用し、地域ごとの実態に合

わせて設定する。

④ 助成措置については、地域の多様な取組に応

えられる新たな発想の下に、全国一律の方式か

ら転換し、対策期間中安定した一定の交付額に

より地域の特色ある水田農業の実現のための対

策と米価下落の一定部分を補てんする対策を柔

軟に実施する「水田農業構造改革交付金」を創

設する。

⑤ 豊作による過剰米については 「集荷円滑化対、

策」を創設し、短期融資の仕組みを活用して、区
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分出荷を促し、農業者団体による主体的な販売環

境整備を行いつつ、融資の返済が米の引渡しでな

された場合は、その需要開拓に結びつける。

３ 流通制度の改革

① 創意工夫ある米産業の発展と需要に応じた米

づくりの促進の観点に立ち、従来の計画流通制

度を廃止し、民間事業者による安定供給に資す

る自主的な取組に対して債務保証等の支援を行

うことにより、より消費者ニーズに応じた米が

安定的に供給される体制を構築する。

このため、このような支援を行う「米穀安定

」（ 「 」 。）供給確保支援機構 以下 米穀機構 という

を農林水産大臣が指定する。

② 新たな安定供給体制の下で、様々な需要に即

した多様な取引の実態を反映した価格形成を図

る。

このため、米穀価格形成センターについて、

、新規参入を含めた市場の開放性の確保等を通じ

公正・中立な魅力ある取引の場となるよう整備

する。

③ 米表示に対する消費者の信頼性を確保するた

め、表示の適正化に向けた取組を強化し、不適

正な事例については厳正に対処するとともに、

。トレーサビリティシステムの導入等を支援する

④ 米の消費拡大については、米を主食とする日

本型食生活の復権を図るため、食生活指針の普

及、食育の推進等について、教育機関、医療機

関、研究機関等との連携を図りながら、テレビ

等の広報媒体も有効に活用しつつ、広範な国民

運動を展開する。

さらに、売れる米づくり等の推進に向け、生

産者団体の主体的な取組と一体となった消費拡

大運動を展開する。

⑤ 政府備蓄について、100万トン程度を適正備蓄

水準として、入札を基本とする買入れ・販売を

実施する。

⑥ 主食であり、自給可能な農産物である米につ

いて、不測時に国の供給計画の策定等を通じ、

流通業者や生産者による買占め、売惜しみの防

止を図る。このため、流通の実態を平常時から

把握し得る体制を整備するため流通業者の届出

制等を導入するとともに、危機管理体制の実効

を確保するため、行政組織の行動マニュアルを

策定する。

４ 経営政策・構造政策の構築

① 水田農業の構造改革を加速化する観点から、改

めて集落段階での話合いと合意形成を行い、地域

自らが作成する「地域水田農業ビジョン」におい

て、地域の担い手を明確化する。

その際 「認定農業者制度の運用改善のためのガ、

イドラインについて （平成15年６月27日付け15」

経営第1537号経営局長通知）等に基づく認定農業

者制度の適切な運用を通じ、地域において水田営

農を中心的に担い、また、地域の合意に基づき担

い手として明確化された農業者が認定農業者とし

て認定されるようにする。
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また、水田農業の特質を踏まえ、経営主体とし

ての実体を有し、将来的には効率的かつ安定的な

経営体に発展することが期待される集落営農の組

織化と法人化を進める。なお、集落営農の組織化

の推進に当たっては、認定農業者等の個別経営体

との土地利用調整に無用な混乱が生じないよう十

分な調整を行うこととする。

、② 米価下落による稲作収入の減少の影響が大きい

一定規模以上の水田経営を行っている担い手を対

象に、すべての生産調整実施者を対象として講じ

られる「稲作所得基盤確保対策」に上乗せし、稲

作収入の安定を図る対策として 「担い手経営安、

定対策」を講じる。

③ 担い手のニーズを踏まえた農地の利用集積促

進が可能となるような制度面の措置を一層推進

する。また、水田整備の事業体系を利用集積、

経営体の育成等成果重視の整備へと転換したと

ころであり、今後、これらにより農地利用集積

の確実な進展を図る。

５ 水田利用のあり方・農業生産対策の展開

① 水田利活用の促進と多面的機能の発揮等のた

め、効率的かつ安定的な経営体の確立、田畑輪

換を中心とした持続的輪作体系に基づく水田営

、 。農 水利用事情等を踏まえた畑地化を推進する

、 、これに際し 多収性品種や新形質米の開発普及

低コスト化農法の定着、耕畜連携のための条件

整備、輸送の効率化等の体制整備を図りつつ、

飼料用稲や加工用米の定着・拡大に向けた取組

を推進する。

② 生産の相当部分を担い手が担う構造への転換

を促進しながら、需要に即した高品質の麦・大

豆生産に取り組む生産者に対する支援策及び耕

種農家と畜産農家の連携による水田を活用した

飼料作物生産に取り組む生産者に対する支援策

を実施する。

Ⅱ 当面の方針

平成 16年度においては、大綱及び改正食糧法の具

体化及び施行を円滑に行うため、各種対策の整備と

そのための予算措置を講じることとしたところであ

る。

また、今後の米穀の安定供給については、可能な

限り客観的な指標に基づく需要見通しを策定すると

ともに、これに基づき、米の需要に応じた生産の推

進及び政府が行う備蓄の機動的な運営等により、国

民に対する安定供給を確保する。

特に、 15年産米の作柄不良や出回りの遅れから、

自主流通米や政府備蓄米に対する卸売業者等の購入

意欲が高まったことから、 15年８月以降、販売量が

大幅に増加したが、 15年産米の生産の減少を十分補

えるだけの政府備蓄米を保有していたこと、また、

16年６月末の在庫量は 73万トンと見込まれることか

ら、 16年の端境期までの間の国民に対する米の安定

供給に支障はない。
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１ 米政策改革の着実な推進

(1) 平成16年産米の生産目標数量等

平成16年産米の生産目標数量については、15年

８月に策定した基本指針において、15年産米が平

年作であることを前提として２年間で自主流通米

の過剰在庫の解消が図られるよう、 838万トンと

設定した。

しかし、15年産米が作況90となり、生産量が減

少することから、当初計画通りに16年産米の生産

が行われた場合、適正備蓄水準を大幅に下回ると

見込まれるため、昨年11月に策定した基本指針に

おいて、16年産米の生産目標数量については、16

年産米の需要見通しと同水準の 857万トンと設定

した。

(2) 都道府県別生産目標数量

平成 16年産米の都道府県別生産目標数量につい

ては、大綱の基本的考え方に即し、各都道府県産

、米の需要実績を基に算定した需要見込みを基礎に

「食料・農業・農村政策審議会」の助言の下、国

及び全中が協議の上決定した。

この都道府県別生産目標数量については、行政

及び農業者団体の両ルートで配分されるが、都道

府県、市町村の各段階の第三者機関的な組織の検

討・助言の下、都道府県段階から市町村段階への

配分はおおむね 12月中に行われた。また、市町村

段階から農業者には、生産目標数量と併せて、作

付目標面積の配分が行われているところである。

さらに、 16年度からは、農業者・農業者団体の

自主的・主体的需給調整の方針として、生産出荷

団体等が「地域水田農業ビジョン」と一体的に、

「米穀の生産調整に関する方針 （以下「生産調」

整方針」という ）を作成し、これを国が認定し。

た上で、農業者はこれに従って生産を行い、生産

。目標数量を達成する仕組みを設けたところである

この生産調整方針の作成及びその適切な運用に

ついて、国は、生産出荷団体等に対し必要な助言

及び指導に努める。

(3) 産地づくり対策

地域の多様な取組に応えられるよう、これまで

の全国一律の要件 ､単価による米の生産調整の助

成体系から転換し ､地域自らの発想の下に策定す

る「地域水田農業ビジョン」の実現を支援するた

め、以下の対策を講じる。

① 水田農業構造改革交付金

対策期間中安定した一定額を国が都道府県水

田農業推進協議会に交付し、交付金の使途・水

準は地域が決定する仕組みにより、水田農業の

構造改革と消費者の期待に応える産地の育成を

支援する。

② 重点作物特別対策

担い手による需要に即した高品質の麦・大豆

等の生産を支援するとともに、耕種農家と畜産

農家の連携による水田を活用した飼料作物の生

産を支援する。

(4) 稲作所得基盤確保対策

需要に応じた米づくりを行うための農業者、農

業者団体による自主的な努力を支援するため、生

産調整のメリット対策として、米価下落の一定部
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分を補てんすることにより、米づくりの基盤を確

保する。

(5) 担い手経営安定対策

、水田営農の担い手の経営の安定を図るとともに

立ち遅れている水田農業の構造改革の加速化に資

するべく、一定の要件を満たす担い手を対象とし

て 「稲作所得基盤確保対策」に上乗せした米価、

下落の影響緩和対策を措置する。

(6) 集荷円滑化対策

豊作による過剰米に対して、その販売可能価格

に見合った短期融資を行い、需要に応じた米づく

りを促進するとともに、出来秋の段階で市場から

隔離することにより米価の下落を防止する。この

短期融資に必要な原資の造成を行う「米穀機構」

に対して、国からの無利子貸付けを実施する。

(7) 需給適正化対策

政府備蓄米のうち、保管期間の長期化により、

主食用として販売することが適当ではないと判断

される平成８・９年産米の一部については、政府

備蓄米に対する消費者の不安感を緊急に解消する

観点から、食糧援助用備蓄米と差し替えを行った

、 （ ） 。上で 主食用以外の用途 飼料用等 に処理する

(8) 関連対策

米政策改革を促進し、早期に農業構造の展望と

、米づくりの本来あるべき姿の実現を図る観点から

「地域水田農業ビジョン」の実現に向けた関係団

体等の有機的連携の下に、担い手に対する農用地

の利用集積、多様な水田農業を支える基盤づくり

等を促進するため、農業関連施策全体を総合的に

見直し、以下の関連対策を実施する。

ア 構造政策（農地流動化対策、法人化支援、関連

施設等の緊急整備等）

イ 売れる米づくりの推進等（米の消費拡大、輸出

の促進、トレーサビリティシステムの導入、食育

の推進等）

ウ 計画的な米の流通支援（県間流通銘柄の計画的

かつ安定的な販売に対する金利や保管料助成）

エ 多様な水田農業を支える水利施設維持管理対

策、基盤づくり等（水利施設維持管理対策、畑

、 、 ）地転換 土づくり対策 農地・水利情報整備等

オ 水田の総合的利活用に向けた生産・技術対策

（生産対策、研究開発、残留農薬分析体制の整

備）

カ バイオマス対策の推進

２ 平成 15年産米の作柄状況を踏まえた安定供給確

保のための取組

平成 15年産米については、生産量が減少したこ

とにより、全体では需要に見合った十分な供給量

が確保できるものの、一部産地銘柄については品

薄感があることから、米の適正な流通を確保し、

消費者の信頼を図るため、

① 政府備蓄米の機動的な販売

② 自主流通米の調整保管の解除

③ 売惜しみ、便乗値上げ防止のための監視体制

の強化

④ 米の作柄と需給に関する情報提供の充実

等の措置を講じており、今後とも状況に応じた適
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切な対応を実施する。

また、もち米については、

① 14年産米に比べ作付面積が減少したこと

② 作柄が前年を下回ったこと

③ 15年 10月末の持越在庫がないこと

から、自主流通米の集荷が低水準と見込まれ、実

需者に対する安定供給の確保が懸念される状況と

なった。

このため、 16米穀年度のもち米の安定供給を図

るため、自主流通もち米の円滑な集荷促進のため

の対策が講じられている。これに加え、政府は、

15会計年度において、全体ミニマム・アクセス量

の枠内で、一般輸入・ＳＢＳ輸入合わせて約８万

玄米トンのもち米を輸入することを決定したとこ

ろである。

今後も、需給動向等を見極め、必要に応じて機

動的なミニマム・アクセス輸入を行う等、もち米

。の供給に支障を生じないよう適切に対応していく

３ 安定供給の確保に対する支援

平成 16年３月末に計画流通制度が廃止されるこ

とを受け、米穀の安定供給の確保を支援すること

を目的とした「米穀機構」を、同年４月に指定す

る。

同機構については、将来にわたって米産業の発

展と安定供給の確保が図られるよう、改正食糧法

に基づき、

① 集荷円滑化対策

② 安定供給に資する取引への債務保証

を行うことに加え、今後予想される米流通の変化

に対応するため、従来、自主流通法人が実施して

きた、

③ 生産者への情報提供業務

④ 安定供給に資する米取引に対する助成に関す

る業務

等を行う。そのほか、米の安定供給に関連する業

務を幅広く行うこととしている。

４ 適正な指標価格の形成の推進

様々な需要に即した多様な取引の実態を反映した

価格が形成され、それが他の取引の目安ともなるよ

う な 公 正 ・ 中 立 的 な 取 引 の 場 を 育 成 す る た め 、

「 財）自主流通米価格形成センター」の名称を（

「 財）全国米穀取引・価格形成センター （以下（ 」

「コメ価格センター」という ）とし、改正食糧法。

に基づく「米穀価格形成センター」として、16年４

月に指定する。コメ価格センターは、次のとおり、

価格形成の場として充実させるとともに、多様な取

引を行う場として整備する。

、 、① 一定の資力信用等を有する者であれば 生産者

出荷事業者、販売事業者等多様な取引関係者の取

引参加を可能とする。

② 年間を通じて安定的な上場により定期的に実施

される基本取引、インターネット等を用いて日常

的に実施される日常的取引等の売買取引を実施す

る。

③ 義務上場制を廃止する一方、自主的なルールと

して、売り手が「コメ価格センター」に提出する
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年間上場計画により計画的な取引を可能とする。

④ 不公正な取引事例の周知、基本取引実施当日以

外の定期的な取引監視委員会の実施等により取引

の公正性を確保する。

⑤ 新たな取引参加者が「コメ価格センター」を利

用しやすくなるよう、これまでの代金決済機関に

加え 「コメ価格センター」自らも代金決済事務、

を実施する。

Ⅲ 備蓄の運営方針

１ 備蓄の現状

平成15年６月末の政府備蓄量は163万トンと、適

正備蓄水準を大幅に上回ったものの、平成 15年産

米の収穫の遅れや生産量の減少から、８月以降、

政府備蓄米に対する卸売業者等の購入意欲が高ま

ったことから、 16年６月末在庫は 73万トンとなる

と見込まれる。また、 12年産米以降についてはほ

ぼ契約済みとなっているため、今後は９～11年産

米が販売の主体となっている。

他方、卸売業者の手持在庫が例年に比べ大幅に

増加（ 16年２月末 76万トン：前年同月に比べ 43万

トンの増）している状況にある。

２ 備蓄運営の基本方針

国が行う備蓄運営については、平成 13年 12月に

取りまとめられた「備蓄運営研究会報告」に基づ

、 、き 適正備蓄水準を100万トン程度とするとともに

年間50万トンずつの回転備蓄方式としている。

、 （ ）しかしながら これまでの随意契約 相対取引

による政府米の販売では、価格水準が変化する市

、 、 、場実態に適時に対応し難く また 政府買入れは

生産者からの売渡申込みを前提として都道府県別

に買入れを行っていたため、市場シグナルとは無

、関係に産地銘柄を買い入れる結果となるとともに

買入れ後、完売するまでの期間が長期化し、年産

構成が偏る等、この売買方式が円滑な備蓄運営を

図る上で阻害要因となっていた。

このため、今後は、入札方式を基本とした政府

米の買入れ・販売を実施し、備蓄米として売れる

銘柄を買い入れ、市場実勢価格で販売することに

より、年産構成を適正化し、安定的かつ効率的な

備蓄運営を図ることとする。

Ⅳ 米穀の輸入数量及びその種類別数量に関する事

項

1 平成15会計年度の輸入状況

我が国は、平成７年度からウルグアイ・ラウン

ド農業合意に基づくミニマム・アクセス米の輸入

を実施している。

15会計年度も、 15年３月 31日に策定・公表した

「米穀の需給及び価格の安定に関する基本計画」

第５に基づき、 77万玄米トン（うちＳＢＳ輸入 10

万トン）の輸入を実施すべく、順次入札を行って

きた。
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15会計年度の特徴としては、

① もち米を一般輸入・ＳＢＳ輸入合わせて例年

の約２倍に当たる約８万玄米トン輸入し、もち

米の安定供給を図ったこと

② 14会計年度に当初予定の約半分の５万トンの

落札に止まったＳＢＳ輸入について、２年振り

に予定数量の10万トン全量が落札されたこと

があげられる。

２ 平成16会計年度の輸入方針

(1) 国別・種類別輸入方針

平成15会計年度には、ミニマム・アクセス量の

枠内で国内需給の状況を見極め弾力的な輸入を行

ってきたが、16会計年度においても、引き続き、

国内の需要動向を踏まえ、通年安定的な販売操作

、 、が可能となるよう配慮しつつ 輸出国の輸出余力

国際相場等を勘案しながら適切に輸入を実施す

る。

(2) 輸入数量

16会計年度の輸入数量については、新たなＷＴ

Ｏ農業交渉において新たな合意が出来るまではア

、クセス数量は12年度の水準が維持されることから

15会計年度と同数の77万玄米トンとする。

、 、ＳＢＳ輸入についても 年４回程度入札を行い

予定数量を10万トンとする。


