
第２ 需給見通し編
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Ⅰ 平成15・16年産米の全国ベースの需要見通し

１ 平成14年産米の需要量の確定

平成15年８月に策定した基本指針における14年産米の需要

量（ 8,999千トン）は、15年５月末在庫から同年６月の自主

流通米の販売見込み（生産者団体見込み）を差し引いて求め

た15年６月末現在の在庫数量 1,058千トン（速報値）を用い

て算定したところである。

その後、各農政事務所等による在庫調査（保管倉庫におけ

る現品確認）を行った結果、15年６月の販売量が予想以上に

（ ）大きく変動したこと等により同年６月末の在庫数量 確定値

は 987千トンとなり、速報値と比べ71千トン減少したため、

14年産米の需要量は、当初見込んだ 8,999千トンから 9,070

千トンに増加した。

２ 卸売業者の平成15年６月末在庫の確定

平成15・16年産米の需要見通しの算定に当たっては、当該

算定に用いる３年産米から14年産米の需要量について、各年

産米の需要量に影響を与えたと思われる卸売業者の６月末在

庫の増減で需要量の振れを補正していたところである。

今回、当該卸売業者の15年６月末在庫の増減量についても

確定値を求めた結果、同年８月の基本指針において用いた速

報値71千トンから52千トン増加し、123千トンとなった。

３ 補正後の平成14年産米の需要量

このため、補正後の平成14年産米の需要量は、補正前の14

年産米の需要量 9,070千トンから卸売業者の在庫増分 123千

トンを差し引いて 8,947千トンとしたところである。

○ ６月末を起点とした各年産米ごとの需要量推計（卸在庫の増

減補正後）

（単位：千トン）

　　　　　卸在庫の増減　　　　　

在庫数量 左の増減②

２年産 － 204 － －

３年産 10,021 184 -20 10,041
４年産 10,234 174 -10 10,244
５年産 8,702 94 -80 8,782
６年産 9,500 188 94 9,406
７年産 9,442 223 35 9,407
８年産 9,398 183 -40 9,438
９年産 9,187 241 58 9,129

１０年産 9,127 295 54 9,073
１１年産 8,765 201 -94 8,859
１２年産 9,248 334 133 9,115
１３年産 8,627 240 -94 8,721
１４年産 8,999 311 71 8,928

 9,070 363 123 8,947

需要量① 補正後需要量①－②



- 130 -

４ 平成15・16年産米の需要見通し

以上の結果を踏まえ、２年移動平均の平均減少量による算

出方法に基づき平成15・16年産米の全国ベースの需要見通し

を算定した結果、右表のとおりとなったところである。

このため、16年産の各都道府県産米の需要量の算定に当た

っては、見直し後の需要量をベースに算定することとする。

○ 平成３～14年産米の全国の需要量を基に、２年移動平均

の平均減少量による算出方法

（単位：千トン）

○ 平成15・16年産米の需要見通し

平成15年産米 ８７０万トン

平成16年産米 ８５７万トン

年　産 需要量 ２年移動平均 対前年差 対前年差平均
３年産 10,041
４年産 10,244 10,143
５年産 8,782 9,513 ▲630
６年産 9,406 9,094 　▲419
７年産 9,407 9,407 313
８年産 9,438 9,423 16 ▲132
９年産 9,129 9,284 ▲139 ▲13１
10年産 9,073 9,101 ▲183
11年産 8,859 8,966 ▲135
12年産 9,115 8,987 21
13年産 8,721 8,918 ▲69
14年産 8,928 8,825 ▲93

8,947 8,834 ▲84
15年産 8,693 　　(＝8,825-132）

8,703 　　(＝8,834-13１）
16年産 8,561 　　(＝8,825-132×2）

8,572 　　(＝8,834-131×2）
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Ⅱ 平成15年産米に係る需給見通し

１ 需給見通しの期間

米穀の需給見通しについては、米穀年度（前年11月から当

年10月までの１年間）を単位として算出してきたが、今後の

需要量の把握については、新米の出回る前の６月末在庫量を

起点として、生産量と在庫の増減により算出することとした

ことに伴い、需給見通しの期間は、当年７月から翌年６月ま

での１年間の期間とする。

２ 平成15年産米に係る需給見通し（15年７月から16年６月）

(1) 平成15年８月に策定した基本指針においては、15年産米

の作柄を平年ベースとして、15年産米の需要見通しを策定

したところである。

しかしながら、その後、15年産米の作況指数が90（15年

10月15日現在）となったことや、自主流通米、政府備蓄米

に対する卸売業者等の購入意欲が高まっていることを踏ま

え、15年産米に係る主食用等の需給見通しを、右表のとお

り改める。

(2) 平成15年６月末時点の在庫量は、自主流通法人及び政府

が保有する在庫量である。

(3) 供給量のうち平成15年産米の主食用生産量は、15年10月

15日現在の水稲の予想収穫量 778万トンから加工用米生産

見込量15万トンを差し引いて 763万トンとしたものである。

また、15年産米の政府買入数量については、15年３月に

策定した「米穀の需給及び価格の安定に関する基本計画」

における買入数量（10～15万トン）及び15年産米の作柄状

況を踏まえ、備蓄の円滑な運営に資する観点から10万トン

と設定した。

○ 平成15年産米に係る主食用等の需給見通し

（単位：万トン）

平成15年６月末在庫量　 　　　 　Ａ  262  163

平成15年産米生産量　　           Ｂ 763 10

供給量計 Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,025 173

需要量            Ｄ 870 84

平成16年６月末在庫量 Ｅ＝Ｃ－Ｄ  155  89

うち政府米全体需給
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(4) 需要量は、Ⅰの１の（４）により算出した平成15年産米

の需要見通しである。

また、需要量については、経済動向等とも密接に関連す

ることから、的確に予測し難い状況となっており、価格動

向によっては、流通段階において相当量の在庫の取崩し・

積上げが生じる可能性があることに留意する必要がある。

なお、政府米の需要量については、15年産米の作柄及び

最近時における政府米の販売動向等を踏まえ設定したもの

である。

(5) 平成16年６月末の在庫量は、上記在庫量と需要量の見通

しを基に算出した見通しであり、今後の販売状況等によっ

て変動する可能性があるが、当面、主食用等米穀の安定供

給に支障はないものと考えられる。
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Ⅲ 平成16年産米の生産目標数量

１ 全国の生産目標数量
(1) 生産目標数量は、需要見通しを基に、米の安定供給が確
保されるよう持越在庫水準を考慮して、設定することとし
ている。
その際、６月末在庫量について、どのような水準が適正

かということにつき判断し得る材料の蓄積がないことか
ら、平成16年産米については、米穀年度末の持越在庫量を
もって考えていく必要がある。

(2) 平成16年10月末の持越在庫量は、15年産米の主食用生産
量が 763万トン程度になると見込まれることから85万トン
（全国集荷団体の持越在庫量はなし）と見込まれる。
このため、16年産米の生産目標数量については、同年産

米の需要見通しと同水準の 857万トンと設定することとす
る。

(3) また、平成15年10月末の政府持越在庫（備蓄）量 131万
トンのうち、８・９年産米の一部について、保管期間の長
期化による品質劣化により、主食用として販売することが
適当でないと判断される米については、政府備蓄米に対す
る消費者の不安感の解消の観点から、食糧援助用備蓄米と
差替えを行った上で、主食用以外の用途（飼料用等）に処
理することとする。

○ 平成１５～１７米穀年度の需給見通し

注：１ 平成15年産米生産量763万トンは、10月15日現在の水稲生産見込量778万トンか

ら、加工用米生産見込量15万トンを差し引いたものである。

２ 平成16年産米政府買入数量40万トンは、平成16米穀年度の政府米販売が56万ト

ンとなることを前提とするものであり、実際の販売数量が計画未達となった場

合の買入数量は、40万トンから販売計画未達数量（ただし、15年産米の買入数

、 ） 。量が10万トンを下回った場合は その数量を控除する を控除した数量とする

３ 15年10月末持越在庫には、このほか食糧援助用備蓄としている35万トンがあ

る。

○ 平成16年産米の生産目標数量

８５７万トン

（単位：万トン）

　

平成14年10月末持越在庫量 Ａ  201  155
平成14年産米生産量 Ｂ 869 14

15 供給量計 Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,070 169
Ｒ 需要量 Ｄ 878 38
Ｙ 流通在庫の増加等 Ｅ 48 　

平成15年10月末持越在庫量 Ｆ＝Ｃ－Ｄ－Ｅ  144  131
平成15年産米生産量 Ｇ 763 10

16 流通在庫の増加等 Ｈ 48
Ｒ 供給量計 Ｉ＝Ｆ＋Ｇ＋Ｈ 955 141
Ｙ 需要量 Ｊ 870 56

平成16年10月末持越在庫量 Ｋ＝Ｉ－Ｊ  85  85
平成16年産米生産量 Ｌ 857 40

17 供給量計 Ｍ＝Ｋ+Ｌ 942 125
Ｒ 需要量 Ｎ 857 40
Ｙ 平成17年10月末持越在庫量 Ｏ＝Ｍ－Ｎ  85  85

うち政府米
全体需給



- 134 -

２ 都道府県産米の生産目標数量

(1) 需要見通し

(ｱ) 都道府県産米の需要見通し策定の考え方

平成16年産の各都道府県産米の需要見通しを行うに当

たっては、以下の手法で算出した数量のウエイトで、全

国ベースの需要見通しの数量を按分することとしていた

ところである。

①案：トレンド（回帰式）

②案：２年移動平均の平均減少量

③案：直近３か年の単純平均

④案：６月末在庫量を起点とした直近１年間の需要量

その際、右表に掲げるような事項につき、考慮する必

要があるかどうかについては、客観的なデータの把握が

可能か、定量的に反映させる方法を見出すことができる

かの観点から検討を加えることとしていたところであ

る。

１ 過去の需要量に影響を及ぼした可能性があり得ると考え

られる事項

ア 作柄状況（作況指数）

イ 品質状況（検査の等級比率）

ウ 価格変動（指値を低く設定した等）

エ 生産調整目標面積の達成状況（未達成地域と超過達成

地域）

２ 今後の需要動向に影響を及ぼす可能性があり得ると考え

られる事項

ア 都道府県における水田農業、特に水稲作に関する振興

方針

イ 各都道府県産米の販売戦略

ウ 奨励品種の生産拡大等品種更新の状況

エ 直近の需要変動傾向

オ 政府米の需要（販売）に係る都道府県と買入れをしよ

うとする都道府県との違い
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(ｲ) 都道府県ヒアリングの実施

平成15年７月23日に開催された審議会において、今後

における都道府県産米の需要見通しの策定に当たって

は、あらかじめ都道府県から産地の実情等について情報

を収集・整理した上で、客観的な資料として審議会に提

出することとされたことを受け、15年９月24日～10月９

日までの間にヒアリングを実施した。

(ｳ) ①案～④案の評価

都道府県産米の需要見通しを①～④案により求めた地

域ごとの需要見通しの算定値については、かなりのバラ

ツキが生ずることとなり、４案のいずれかをそのまま用

いることは適当ではないと考えられる。

○ 都道府県ヒアリングにおける主要な意見（抜粋）

需要見通しに関する事項（①～④案の具体的評価）

【①案】

・需要動向を踏まえた合理的な需要見通しを行うとの基本的考

え方に沿った方法ではないか。

・データ数が４点と限られていること、データのばらつきが大

きく一次回帰式からの乖離が大きいことから、これを用いる

ことは不適切ではないか。

【②案】

・全国ベースの需要見通しとの整合性が取れるのではないか。

・データ数が４点しかないため、需要の傾向値を推計する精度

が低いのではないか。

【③案】

・単年度の需要量の変動を平準化できることから、安定した需

要見通しが策定され、需要量を加味しつつ、現行制度からの

ソフトランディングが可能な手法ではないか。

・最近の需要動向のトレンドが反映されないのではないか。

【④案】

・直近の需要量を用いていることから、機動的な需要動向に応

じた米づくりが可能となるのではないか。

・大きな需要変動が生じた場合、①案～③案に比べ、その影響

が需要見通しに大きく反映されるため、生産現場が対応でき

ないのではないか。
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(2) 平成16年産米の都道府県別の生産目標数量の算定手法

(ｱ) 需要実績を基にした需要見通し

以上のようなことから、都道府県ヒアリングの結果や

審議会の議論を踏まえ、平成16年産の各都道府県産米の

需要見通しについては、米政策改革大綱の基本的考え方

に即し、できるだけ最近の各都道府県における売れる米

づくりや販売努力の取組が反映できるよう、各都道府県

産米の需要実績の直近２カ年（13・14年産米）を平均し

て算定することとする。

また、その算定に用いる需要実績については、各都道

府県別の豊作・不作及び生産調整の達成・未達成により

補正した数値とする。

需要実績を基にした需要見通しの策定に関し考慮すべき

と考える事項

・各都道府県ごとに豊作・不作の年があり、需要実績をとる

場合には、このような作柄による販売数量の影響を考慮す

べきではないか。

・生産調整については、達成県と未達成県があることから、

各県の達成・未達成の状況が需要実績に与えた影響を考慮

すべきではないか。
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(ｲ) 新制度移行に際して勘案する事項
(ｱ) の手法により算出される各都道府県産米の需要見

通しを基礎に、
① 平成15年産米の生産数量ガイドライン
② 転作等が定着したと考えられる水田を除いた実質水
田に係る各都道府県の転作率の平準化

を勘案し、更に、
③ 15年産米が冷害により著しい被害を受けた道県につ
いて、冷害による減収分の一定数量を補正する等所要
の調整

を行うこととする。

(ｳ) 平成17年産米以降の算定の考え方

平成17年産米からは、客観的な需要予測を基礎に、需

要に応じた生産を促進する手法で算定するものとする。

平成16年産米の都道府県別生産目標数量○

　　　　　(単 位 ：トン ）
北 海 道 622,320 滋 　賀 181,020
青 　森 297,000 京 　都 84,470
岩 　手 308,420 大 　阪 29,540

宮 　城 407,700 兵 　庫 199,590
秋 　田 500,270 奈 　良 46,500
山 　形 398,040 和 歌 山 38,800
福 　島 398,330 鳥 　取 76,130
茨 　城 375,660 島 　根 103,760

栃 　木 342,100 岡 　山 177,220
群 　馬 86,530 広 　島 142,600
埼 　玉 171,110 山 　口 125,660
千 　葉 283,040 徳 　島 65,390

東 　京 1,030 香 　川 78,570
神 奈 川 15,730 愛 　媛 84,030
新 　潟 587,320 高 　知 56,550
富 　山 208,050 福 　岡 204,410
石 　川 137,160 佐 　賀 152,530
福 　井 143,730 長 　崎 69,760
山 　梨 30,600 熊 　本 212,010
長 　野 219,570 大 　分 133,010

岐 　阜 131,250 宮 　崎 108,990
静 　岡 92,420 鹿 児 島 128,390
愛 　知 155,370 沖 　縄 3,500
三 　重 158,770




