
第２ 需給見通し編
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Ⅰ 平成15・16年産米の需要見通し

１ 全国ベースの需要見通し

(1) 需要量の考え方

米の需要量については、これまで、米穀年度（前年11月

から当年10月までの１年間）の期間をもって算出してきた

が、今後の需要量の把握は、新米の出回る前の６月末在庫

を起点とし、国内の生産量と在庫量の増減により、当年７

月から翌年６月までの１年間の期間をもって算出すること

を基本とする。

対象米穀は、国内で生産された水稲うるち米及び水稲も

ち米であって、加工用米制度で生産された米穀を除いた水

稲の米穀とする。

(2) 需要量の活用

全国の需要量を基に、全国ベースの２年後までの需要見

通しを算出するとともに、都道府県産米の需要量を基に、

都道府県産米ごとの２年後の需要見通しを算出する。

これらの需要見通しを基礎として、生産目標数量を策定

する。

(3) 需要見通し

平成15・16年産米の全国ベースの需要見通しについて

は、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り右表のとおり算出したところであ

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 ８６９万トン

平成16年産米 ８５６万トン

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
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
15年産 8,693 　　(＝8,825-132）
16年産 8,561 　　(＝8,825-132×2）
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２ 都道府県産米の需要見通し

(1) 平成16年産米の各都道府県産米の需要見通しを行うに当

たっては、考えられる以下のような手法のいずれかにより

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

(2) 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

点からみて、難しい面があると考えられるが、今後、検討

を行い、11月の基本指針で決定することとする。

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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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

需要量の把握を新米の出回る前の６月末在庫量を起点とし

て、国内の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（平成15年７月から平成16

年６月）

(1) 平成15年産米に係る主食用等の需給見通しは、右表のと

おりである。

(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り、速報値である。

(3) 供給量のうち生産量は、本年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（以下「基本計画」と

いう 」における「米穀の需給見通しに関する事項」で定。）

めた平成15年産米の生産量から加工用米24万トン及び陸稲

１万トンを差し引いた水稲生産量であり、平年作を前提と

したものである。

また、平成15年産米の政府買入数量については、基本計

画に即し、現時点で平成15米穀年度（平成14年11月から平

成15年10月）の販売数量を７万トンと見込み、買入計画数

量10万トンから販売計画未達数量８万トン（販売計画15万

トン－販売見込７万トン）を控除した数量である。

○ 平成15年産米に係る需給見通し

注： ）書きは、平成８・９年産米で内数である。（

（単位：万トン）
　

平成15年６月末在庫量　 　　　 　Ａ (53) 269 (53) 163

平成15年産米生産量　　            Ｂ 854 2

供給量計 Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,123 165

需要量            Ｄ 869 10

平成16年６月末在庫量 Ｅ＝Ｃ－Ｄ (53) 254 (53) 155

うち政府米
全体需給
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(4) 需要量は、Ⅰの１の（３）により算出したものである。

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り崩し

・積み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、平成15年産米の作柄

が平年作であることを前提に、備蓄水準の適正化を図る観

点から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、平成15年産米の作柄が平

年作を下回っても、主食用等の米穀の安定供給が確保され

るものと考えられる。

なお、平成15年産米の作柄が概ね明らかとなる11月時点

で、今回の平成15年産米に係る需給見通しについては、見

直しを行うこととする。
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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、需要見通しに、持越在庫量の適正化の

観点を加味して設定することとしている。
その際、持越在庫量の要調整規模については、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、今回は、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 177万トンと見込まれ、
政府米持越在庫量を除いた全国集荷団体の持越在庫量は23
万トンとなる。

このため、平成16年産米の生産目標数量については、２
年間で全国集荷団体の過剰在庫の解消が図られるよう、
838万トンと設定することとする。

(3) また、政府持越在庫（備蓄）量は、平成14年10月末で
155万トンと適正備蓄水準を大幅に上回っていることに加
え、その年産構成をみると、平成８年産米と平成９年産米
とで全体の34％を占めており、こうした状況が、今後の生
産・流通・消費に悪影響を与えないよう、平成15年産米の
作柄状況を踏まえつつ、本年11月以降、販売凍結を実施す
ることを視野に入れ、適切な対応を図ることとする。

２ 都道府県産米の生産目標数量
各都道府県産米の生産目標数量については、全国ベースの

在庫縮減分をどのようなウエイトで按分するのか等につき、
今後、検討を行い、11月の基本指針で決定することとする。

○ 平成15～18米穀年度の需給見通し

注：１ 平成15年産米生産量854万トンは、基本計画の計画生産量879万トンから、

加工用米24万トン及び陸稲１万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20万トンは、平成15年産米の作柄変動等が生じ

た場合には、見直すことがある。

３ （ ）書きは、平成８・９年産米で内数であるが、現時点で具体的な処理計

画が定まっていないため、各年10月末在庫として仮置きしている。

○ 平成16年産米の生産目標数量

８３８万トン

（単位：万トン）
　

平成14年10月末持越在庫量 Ａ (53) 201 (53) 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 7
Ｙ 平成15年10月末持越在庫量 Ｅ＝Ｃ－Ｄ (53) 192 (53) 162

平成15年産米生産量 Ｆ 854 2
16 供給量計 Ｇ＝Ｅ＋Ｆ 1,046 164
Ｒ 需要量 Ｈ 869 10
Ｙ 平成16年10月末持越在庫量 Ｉ＝Ｇ－Ｈ (53) 177 (53) 154

平成16年産米生産量 Ｊ 838 20
17 供給量計 Ｋ＝Ｉ＋Ｊ 1,015 174
Ｒ 需要量 L 856 20
Ｙ 平成17年10月末持越在庫量 M＝K－L (53) 159 (53) 154

(参考) 平成17年産米生産量 N 838 40
18 供給量計 O＝M＋N 997 194
Ｒ 需要量 P 843 40
Ｙ 平成18年10月末持越在庫量 Q＝O－P (53) 154 (53) 154

うち政府米
全体需給




