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なお、平成14年10月末時点での持越在庫であったもち米５万ト

ン（12年産、13年産）については、前述のように、もち米の需給

環境が変化したことから、15年２月末の時点で、契約ベースで解

消されています。

このような持越在庫がある中で、前述のような販売が行われた

ことから、平成15年６月末には137万トンの民間在庫が存在する

見込みとなっています（図Ⅱ-３-３ 。）

流通段階においては、価格動向や作柄によっては、相当量の在

庫の取り崩しや積み上げが生じるため、在庫水準が年によって大

きく変動しています。

例えば、12年緊急総合米対策による需給改善効果により、12年

、 、産米に先高感があったことから 販売業者の引き取りが促進され

自主流通法人の在庫は、13年６月末で97万トン（対前年比33万ト

ン減）となっている反面、登録卸売業者の在庫は、33万トン（対

前年比13万トン増）となっています。

図Ⅱ-３-３ 民間流通における６月末在庫の推移

資料：食糧庁調べ

注：各年６月末現在の値である。
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（イ）調整保管等の取組

平成14年産自主流通米の調整保管等については、15年３月に決

定され、自主流通米の販売状況を踏まえ再度検討されることとな

っていましたが、自主流通法人は、６月末に調整保管等数量を約

12万５千トンとすることを決定しました。

14年産の調整保管等を都道府県別に見ると30道府県で実施され

ていますが、保管数量は、北海道、秋田県、岡山県、福岡県、広

島県 埼玉県の順で多く６道県で全体の過半数を占めています 表、 （

Ⅱ-３-11 。）

調整保管は、流通を混乱させないように需要に応じた販売をと

り進めつつ、自主流通米の価格の安定を図るために実施するもの

です。その際、現在の需給状況、流通実態を踏まえて、その数量

規模を決め、これを適切に公表しないと、調整保管の効果が十分

に発揮されず、端境期の米の安定供給に支障を来たすことも考え

られます。

こうした観点に立てば、14年産自主流通米の調整保管等を産地

品種銘柄別に公表したことは、情報の透明性の観点から評価でき

ると言えます。

今後とも調整保管の取組の効果が一層上がるよう、産地（生産

者まで）や市場に対して、適時適切な情報が提供されるようにす

るとともに、情報の内容や情報の提供方法も工夫していくことが

必要です。

表Ⅱ-３-11 平成14年産自主流通主食用うるち米調整保管等実施計

画数量

（単位：千トン）

資料：自主流通法人調べ

注：1) 平成15年６月末現在の値である。

2) ラウンドの関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。

3) 調整保管等とは、調整保管と販売在庫の合計である。

産　地 数　量 産　地 数　量

北海道 18.2 青　森 2.5

秋　田 13.2 鳥　取 2.5

岡　山 9.4 島　根 2.3

福　岡 8.6 山　形 1.2

広　島 8.1 大　分 1.1

埼　玉 7.4 愛　知 0.7

滋　賀 7.3 千　葉 0.6

山　口 7.2 京　都 0.3

熊　本 7.2 岩　手 0.2

栃　木 6.0 新　潟 0.2

宮　城 5.3 福　島 0.1

岐　阜 4.5 徳　島 0.1

香　川 4.3 群　馬 0.0

茨　城 4.0 佐　賀 0.0

富　山 2.7 長　崎 0.0

合　計 125.2
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（ウ）政府備蓄米の状況

前述のような政府米の買入、売渡等の結果、平成15年６月末に

は163万トンの政府米備蓄が存在する見込みとなっています（表

Ⅱ-３-12 。）

表Ⅱ-３-12 政府備蓄米の主要産地品種銘柄別内訳

（単位：万トン）

資料：食糧庁調べ
注：1) 在庫量上位10産地品種である。

2) 在庫量は平成15年６月末現在の値である。

在庫量

北海道 きらら397 26.49

新　潟 コシヒカリ 7.38

青　森 むつほまれ 7.29

秋　田 あきたこまち 6.93

山　形 はえぬき 5.59

栃　木 コシヒカリ 4.56

宮　城 ひとめぼれ 4.24

北海道 ほしのゆめ 3.76

栃　木 月の光 3.57

茨　城 コシヒカリ 3.52

163合　　計

産地品種銘柄
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（４） 価格の動向

（ア）入札価格の動向

平成14年産米の自主流通米の入札価格は、出回り当初に相当量

の持越在庫が存在していたこと、一部の主要産地品種銘柄で品質

が悪かったこと等を背景に、15年２月までは前年産を下回って推

移してきましたが、２月以降、ＪＡＳ法に基づく精米表示の罰則

強化等の影響で「新潟コシヒカリ」が急騰したこと等から、全産

地品種銘柄平均で前年産を上回っています（図Ⅱ-３-４ 。）

○ 平成14年産の自主流通米の入札価格については、14年の出

来秋より15年２月までは前年産を下回って推移し、その後は

「新潟コシヒカリ」の急騰等から前年産を上回って推移

○ その中で、「新潟コシヒカリ」は急騰後反落し、「富山コ

シヒカリ」、「宮城ひとめぼれ」等の価格は上昇基調で推移。

他方、「北海道きらら３９７」等の価格は前年産より大き

く下落した後、低位で推移

○ 小売価格については、３月まではあまり変化がないが、４

月以降「新潟コシヒカリ」の価格が上昇

図Ⅱ-３-４ 月別の全産地品種銘柄平均価格の推移

資料： 財）自主流通米価格形成センター調べ（

注：平成13・14年産米８～10月の月２回入札が実施される間は、連続する

２回（下期・上期）のうちいずれか１回上場することとなっており、10

月上期は銘柄数が少ない中で、比較的低価格の産地品種銘柄が中心であ

ったことから、全産地品種銘柄平均価格が９月に比べ低くなっている。
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（イ）産地銘柄銘柄ごとの価格の動向

産地品種銘柄ごとの価格を前年産と比較して見ると、ＪＡＳ法

による精米表示の罰則強化の影響等により、平成14年産「新潟コ

」 、「 」シヒカリ が前年産に比べ上昇しているほか 新潟コシヒカリ

の高騰による代替需要等から、品薄感が強くなったことにより、

新潟県産以外の「コシヒカリ」や「岩手ひとめぼれ 「宮城ひと」、

めぼれ」等の価格も上昇しています。

また、県内での引き合いが強まった「福岡夢つくし」の価格も

上昇しています（表Ⅱ-３-13 。）

他方、冷夏等により品質が低下し、13年産持越米が相当量（１

万７千トン あった 北海道きらら３９７ 割高感があった 宮） 「 」、 「

城ササニシキ 「青森ゆめあかり」への切替えが進む「青森むつ」、

ほまれ」等は、前年産に比べて価格が大きく下落しています。

表Ⅱ-３-13 産地品種銘柄別センター取引結果

○ 平成14年産第14回（６月24日 （抜粋））

（ 、 、 、 ）単位：円/60kg トン ％ 倍

○ 平成14年産第15回（７月15日）

（単位：円/60kg、トン、％、倍）

資料： 財）自主流通米価格形成センター調べ（

　　　    産地品種銘柄 受渡地 今回指標価格 対前年同時期 上場数量 落札残 申込
比率 倍率

北海道 きらら３９７ 東 京 13,191 ▲ 1,429 4,406 12.5 1.3
青森 むつほまれ 東 京 12,700 ▲ 1,621 540 0.0 1.3
岩手 あきたこまち 東 京 16,493 ＋893 1,814 0.0 3.0
岩手 ひとめぼれ 東 京 16,967 ＋1,463 4,212 0.0 2.5
宮城 ササニシキ 東 京 16,103 ▲ 1,397 907 0.0 3.7
宮城 ひとめぼれ 東 京 17,371 ＋1,771 3,564 0.0 3.3
秋田 あきたこまち 東 京 17,330 ＋802 8,856 0.0 3.0
山形 はえぬき 東 京 16,416 ＋784 3,456 0.0 2.4
庄内 はえぬき 東 京 16,039 ＋539 3,366 0.0 2.3
福島 コシヒカリ中通り 東 京 18,261 ＋1,260 734 0.0 4.0
福島 コシヒカリ会津 東 京 18,300 ＋499 1,577 0.0 2.8
福島 コシヒカリ浜通り 東 京 17,311 ＋1,010 842 0.0 3.5
福島 ひとめぼれ 東 京 16,478 ＋975 1,490 0.0 3.1
茨城 コシヒカリ 東 京 17,644 ＋1,240 864 0.0 3.4
栃木 コシヒカリ 東 京 17,293 ＋1,053 4,558 0.0 3.2
新潟 コシヒカリ一般 東 京 19,387 ＋710 3,391 0.0 3.2
新潟 コシヒカリ魚沼 東 京 27,140 ＋1,129 1,231 0.0 1.8
富山 コシヒカリ 東 京 18,475 ＋1,388 6,696 0.0 2.5
石川 コシヒカリ 大 阪 18,014 ＋1,514 1,944 0.0 2.2
福井 コシヒカリ 大 阪 19,350 ＋2,846 1,642 0.0 3.9
長野 コシヒカリ 東 京 17,443 ＋1,034 2,419 0.0 1.9
島根 コシヒカリ 大 阪 16,745 ＋553 1,231 0.0 2.5
岡山 コシヒカリ 大 阪 18,057 ＋1,529 216 0.0 3.4
山口 コシヒカリ 大 阪 16,848 ＋1,270 864 0.0 2.7
福岡 ヒノヒカリ 大 阪 14,500 ▲ 587 1,530 0.0 1.2
福岡 夢つくし 大 阪 17,065 ＋1,510 204 0.0 4.0
熊本 ヒノヒカリ 大 阪 14,545 ▲ 609 1,166 0.0 1.6

17,006 ＋908 75,670 2.2 2.5全産地品種銘柄平均

　　　    産地品種銘柄 受渡地 今回指標価格 対前年同時期 上場数量 落札残 申込
比率 倍率

北海道 きらら３９７ 東 京 12,905 － 4,488 0.0 1.2

12,905 － 4,488 0.0 1.2全産地品種銘柄平均
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また、産地品種銘柄ごとに平成14年産の価格動向を月別に見る

と、まず 「新潟コシヒカリ」は１月までは前年産並で推移して、

いましたが、２月以降、前述の理由で急騰し、５月以降、その反

動もあって、値を戻しています。新潟県産以外のコシヒカリは、

販売が好調なため、品薄感等から、逆に５月以降に上昇していま

す（図Ⅱ-３-５ 。）

また 「宮城ひとめぼれ」については、持越在庫が相当量あっ、

たこと等から、前年産を下回って推移していましたが、割安感に

より引き合いが強まったこと等から、４月以降、高騰に転じまし

た。６月はその反動から、若干値を戻す一方で 「秋田あきたこ、

まち」の需要が高まり、その価格が上昇しています。

この他 「福岡夢つくし」が、県内での引き合いが強まり、３、

月に高騰し、それ以降、前年産に比べ高値で推移しています。

他方 「北海道きらら３９７ 「福岡ヒノヒカリ」等について、 」、

は、持越在庫が相当量あったこと、割高感が生じたこと、品質が

悪かったこと等を背景に、依然低位で推移しています。

なお、不作であった10年産以外では 「宮城ササニシキ」の価、

、「 」 、格が 宮城ひとめぼれ の価格を上回って推移してきましたが

15年４月以降は、これが逆転しています。

図Ⅱ-３-５ 主要な産地品種銘柄の月別指標価格の推移

資料： 財）自主流通米価格形成センター調べ（

18,700

19,387

17,058

18,475

16,401

16,103

16,600
17,330

15,600

17,371

14,800
14,500

15,536

17,065

13,491
13,191

12,905

26,011 27,140

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

平成14年
10月

11月 12月 15年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月
    0

円/60kg

円/60kg

新潟コシヒカリ魚沼（右目盛）

富山コシヒカリ

宮城ひとめぼれ

宮城ササニシキ

北海道きらら397

新潟コシヒカリ一般

秋田あきたこまち

福岡ヒノヒカリ

宮城ひとめぼれ

宮城ササニシキ

秋田あきたこまち

福岡ヒノヒカリ

北海道きらら397

富山コシヒカリ

新潟コシヒカリ一般

31,000

30,000

29,000

28,000

27,000

26,000

福岡夢つくし

福岡夢つくし



- 94 -

（ウ）小売価格の動向

「新潟コシヒカリ」は、入札価格が平成15年２月以降著しく上

昇したことを受けて、小売価格についても、４月以降、上昇に転

じています（図Ⅱ-３-６ 。）

しかしながら、このような「新潟コシヒカリ」の小売価格の上

昇が需要減に結びつき、自主流通米価格形成センターの15年５月

以降の入札価格の下落に結びついたと考えられます。

図Ⅱ-３-６ 米の月別小売価格の推移（平成14年産）

資料：食糧庁「米麦等の取引動向調査」

注：主要５銘柄の精米10㎏当たりの全国平均価格(消費税込）である。

3,800

3,900

4,000

4,100

4,200

4,300

4,400

4,500

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

5,100

5,200

5,300

5,400

5,500

5,600

平成14年
10月

11月 12月 15年
１月

２月 ３月 ４月 ５月

新潟コシヒカリ(一般）

富 山 コ シ ヒ カリ

秋田あきたこまち

円/精米10kg

北海道きらら３９７

宮 城 ひ と め ぼれ

0



- 95 -

（５） 販売に関する新たな動き

最近では、今回の流通制度改革を先取りする形で、創意工夫あ

る米ビジネスを展開している先進的な取組が、各地で見受けられ

るようになってきています。

（コラム） スーパーと連携した循環型米生産の取組

食品の売れ残り、食べ残し、食品の製造過程において大量に

発生している食品廃棄物について、飼料や肥料等の原材料とし

て再生利用することにより、都市と農村が交流・共生する循環

型農業を形成する取組が近年、注目を集めています。

このような中で、茨城県の北つくば農協は、食品スーパーＦ

社と提携し、同社の40店舗から排出される食品残渣（80％が野

菜くず）を堆肥に利用し、平成14年産からコシヒカリの生産を

開始しました。このようにして生産されたコシヒカリは、減農

、 。薬・減化学肥料栽培米として 同社の店舗で販売されています

15年産の栽培面積は51haで、茨城県の特別栽培認証を得るた

。 、 、めの登録も受けています 収穫量は 260トンを見込んでおり

種子更新は100％実践し、農家54戸と契約して団地化して栽培

に取り組み、同一施設を利用することで、県産米をリードする

最高級品を目指しています。

販売は、1アイテムを、5キロ2,380円（14年産）としてきま

、 、 、したが 今後は 消費者ニーズが多様化していることも考慮し

２キロ、10キロといった販売アイテムの検討を行うとともに、

精米パッケージも新米からリニューアルする方針です。

（コラム）米販売業者が業態間で相互乗り入れ

米の流通規制が緩和され、流通構造が大きく変わることが見

込まれる中で、既に、米販売業者が業態間で相互に乗り入れる

動きが各地で見られるようになっています。

例えば、旧来の「精米販売」に加え 「おにぎり 「弁当」、 」、

の販売を手がける小売業者、卸売業者が増えています。

長野県大町市の米穀販売店Ｓでは、平成８年から炊飯センタ

ーを開設し、旅館等に炊飯米を供給しています。

また、熊本県熊本市の米穀専門店Ｋでは、消費者ニーズの収

集、外食産業からの厳しい注文への対応及び精米販路拡大を図

るため、自ら、おにぎり、弁当の販売を開始しました。

愛知県春日井市の米穀卸売業者Ｈでも、低調な米販売の脱却

を図るため、おにぎりの専門店を開設し、テイクアウト方式で

販売を行っており、売れ行きは好調となっています。

以上のような小売業者、卸売業者による取組のほか、農業生

産法人等が、米の直販だけでなく、おにぎり店等を開設する例

も見受けられるようになっています。

例えば、三重県菰野町の農業生産法人Ａは、地元の米のおい

しさを知ってもらうため、自ら生産した米を使用し、おにぎり

直営店を開設し、好評を博しています。

いずれの例も、弁当の基本は、ごはん（米）にあるとの認識

をもち、使用する米にこだわり、新たな実需者ニーズ等に対応

できるよう、創意工夫を行っており、今後、こうした動きが、

米の販売業界の活性化や売れる米づくりの流通面からの促進に

つながることが期待されます。
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