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「コメ業界で何が起きているのか？」
グロテスクなコメ政策が招いた悲劇
熊野 孝文

㈱米穀新聞社

いる。全国合計では２・０㍉以上の

ふるい目幅別の重量分布が記されて

割合が

料米コストの値上がりを吸収出来
ず、このままでは「廃業、倒産」と

、１・

、１・

、１・

ミ

ず米の需要者としての加工業界は存

思う。その煽りを食って、網下やく

ゃないか」と驚かれる向きもあると

ットになった現在のコメ政策にあ

戸別所得補償と水田利活用対策がセ

たことにあるが、本質的な原因は、

くず米発生量が近年になく少なかっ

している。

発生が少なかったということを意味

整粒になったコメが多く、未熟粒の

多照の気象条件で稔実歩合が高まり

っている。これは

仲介業を営んでいる社長に聞かれ

テスクと表現できる歪なコメ政策が

倍もの助成金を支払うといったグロ

イスグレーダーの網目１・７㍉以上

農水省が公表する水稲生産量はラ

量として確定版を公表する。この中

に１・７㍉以下のくず米も含めた粗

玄米重のデータが出ている。一般に

言われるコメの生産量は１・７㍉以

歩留まりを考えると検査一等米と変

がいくらするか推して知るべしで、

幅別重量分布状況が掲載されてい

としてライスグレーダーのふるい目

と予想収穫量。この中に参考データ

た粗玄米重の生産量は８６２万２６

００㌧。１・７㍉下のコメまで加え

的に知られる生産量で８５１万９０

上が基準になっており。これが一般

わらない相場になっている。こうし

３６５７㌧が１・７㍉下のくず米発
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米価が高騰している。それも選別

いう悲痛な声が上がっている。

１・

ント上回っており、それ以下１・９、

・７％で平年を４・９ポイ

した網下のコメやくず米の暴騰だ。

ているのか？

いったいくず米の世界で何が起き

網下で㌔３００円
（１俵１万８千円）
だとか、くず米でも㌔１８０円など
と い う 話 も 聞 く。
「 ㌔ ３ ０ ０円 な ん

続の危機に立たされている。米穀流

る。生産者に所得を直接補償しなが

年産米が高温、

通に詳しい熊野氏にその理由を聞い

ので、ふるい下米の発生データにつ
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ないという詭弁でエサ米、米粉用米
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「このくず米のサンプル、㌔いくら

いてもう少し詳しく触れたい。

た。見せられたのは、色彩選別機で

なぜそうなのか？加工原料米の世

では１・７㍉以下のコメはどのくら

等混入のくず米。業界用語で言うと

日現在の予想収

いあるのかは

月末に水陸稲の収穫

月

界にスポットを当ててコメ業界で今

月末に公表した

農水省は例年

ころの色選下のくず米。これまでこ

農水省が昨年

消えた 年産振り下米？
絶対量不足で異常高騰

したい。

穫量の公表データでは分からない。
円程度が相場であったが、な

何が起きているのか順を追って解説
で㌔

んとこの色選下が㌔１６８円で買わ
れたという。
下物の下物がこうした価格で取引
されているのだから、整粒がいくら
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年産水稲の作付面積
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もので、それには全国ブロック別の

日現在の
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る。このデータは初めて公表される
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いる味噌、穀粉、焼酎業界からは原

か混ざっている一般のくず米の価格
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うした色選下のくず米は処分品扱い

のコメを生産量として挙げている。

招いた結果と言える。

す る か わ か る？」
。

といったコメを作らせ、生産物の何
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年以上コメの
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すこし話がややこしくなるが、加

リの重量割合はいずれも平年を下回
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工原料米の世界を知るうえで重要な

年産の
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ら高米価を維持するため生産調整を

その原因は、一義的には
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実施、しかも転作作物に主食用では

て俺の１等米の出荷価格より高いじ

81

85

た。

24

くず米を選別して下に落ちた着色粒
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たくず白米を使用して製品を作って
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㍉下に落ちるコメの量がどの

網下に落ちるコメの量が多くなる。

を使用されるケースが多く、その分

㍉や１・８㍉

ーの網目は、産地間競争で高品位米

産地で使用されるライスグレーダ

年産米と比較するとおよそ６ 万

生量と言うことになる。この部分は

当性を担保しなければならなくなっ

が課せられ販売業者は産地銘柄の正

法を導入したことで原産地表示義務

る浮動玉が減った。さらに米トレサ

米の供給量が細り、市場で売買され

いわゆる過剰作付面積が減少、余り

の参加生産者が増えた。この結果、

とにしたため食管時代より生産調整

剰ともいえる助成金額を支給するこ

実効性を上げるために転作作物に過

ではない。民主党政権は生産調整の

米ともち米をブレ

る業者の中には古

門に精米を販売す

ろには、業務用米専

売却されていたこ

過去政府古米が

原因になっている。

米が高騰している

業務用米等の低格

なった。このことが

却されないように

㌧、率にして ％ 少ない。

作りが奨励され１・

１・
年産に比べ

年産では

万㌧少ない

別 表 に 過 去７ 年 間 の 水 稲 作 付 面

の銘柄と違うものが入っており、そ

何かの間違いで表示していたコメ

米菓、味噌などコメ加工食品業界

積が減るということは、生産量が減

ない。現在のコメ政策は政府備蓄米

一般米高騰の原因はこれだけでは

小さなものまで主食用増量材として

が、今日では、並白と言われる粒の

入されているものが使用されていた

では、エサ米、米粉用米に ａ 当た

セットで打ち出した水田利活用対策

民主党政権が戸別所得補償政策と

とである。

が農水省に政府米の緊急売却を求め

少し、当然のこととしてくず米の発

の運営ルールを回転備蓄から棚上げ

使用されるようになり、本来こうし

加工原料用に使用されるくず白米

くらいあるかと言うと
万㌧で、

獲得していた大手

ップさせて顧客を

ンドして食味をア

もちろん、農政事務所に調査権も与

小売店もいたが、肝

法により仕入れ販売の台帳整備は

た。

と推計されている。確かに近年にな
率が高い東北、北陸の発生量が少な

えられたため流通業者に頻繁に農政

心の政府古米が売

く少ない数量で特にくず米の商品化
いことが不足感に拍車をかけている

事務所の職員が調査に来る。中には

はこうした販促策

た並白米の需要者である米菓、味噌

ことは否めない。しかしこのことが

業者もおり、この業者の経営者は農

も取れない。価格の安い業務用米を

などのコメ加工食品業界の原料米の

却されない今日で

政事務所の職員に「弁当持参して一

作ろうとすれば国産くず米か外国産

絶対量不足を招いている。

午前と午後に一日二回調査を受けた

回で済ましてくれ」とクレームを付

米を使用するしかなく、くず米に加

現在の異常ともいうべきくず米の高
騰を説明するには十分ではない。

ける 有 様 。

積、生産量の他網目別のくず米発生

れが不当表示とされ名前が公表され

る際に必ず触れるキーワードがあ

本質的原因は現行コメ政策
作付減少で余剰米品枯れ

量を発生量などの数値を示したが、

たら営業が続けられなくなる恐れが

くず米に関して言えば、従来は主

る。それは「豚や鶏に新米を食べさ

制度によるくず米不足の要因はこ

これで明らかなように年々水稲作付

あるため流通業者は戦々恐々で銘柄

食用には比較的容積重が重い（３８

せ人間が食べるのは古米」というこ

れだけではない。

面積が減少している。言うまでもな

米の確保を優先し、昨年の端境期の

０ 匁クラス）
、整粒に近いコメが混

えＳＢＳ入札の高騰を招いている。

く高米価維持政策のもと生産調整が

ような銘柄米の高騰が起きた。

生量も減少、加工原料米の供給量が

備蓄に切り替えてため政府古米が売

「豚が新米を人は古米」
加工食品業界が苦境に

実施されている結果である。作付面

細ることを意味している。それだけ
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米まで高く買わされており、経営が

子会館で勉強会を開催する計画だ

が、既に百人を超える参加希望があ

も年間６万㌧と桁外れだが、コメも

る。川上の立場ばかりで立案運営さ

地区の平年反収基準の数量をベース

も不思議なことは、加工用米はその

瀬戸際まで追い込まれている。しか

る。球磨焼酎組合では「外国産米か

ため国産米不足が大問題になってい

の本場球磨焼酎で大半が中小企業の

った。もっとも深刻なのはコメ焼酎

は必要量の四分の一も確保出来なか
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り８万円の助成金が支払われるのに

成り立たないという声が上がるのも

れてきたコメ政策を川下（買い手、

当然である。
こうしたコメ加工食品業界や炊飯

実需者）の立場に配慮してもらうよ

メはタイ米やアメリカ産など外国産
米を使用していたが、事故米事件、

業界、中食、外食業界は理不尽と言

う求めることにしているが、場合に

１万３千㌧も使用している。元々コ

加工食品業界は、なぜ国は人間が食
それに伴うコメトレサ法施行で外米

うべきコメの価格の高騰に対して実

対して加工用米は２万円で加工用米

べる加工食品の原料になる加工用米
の使用を止め国産米の使用に切り替

よってはコメの自由化要求も飛び出

の生産量が減少してしまった。コメ

よりエサ米が優遇されるのか制度発

需者の立場から政策の変更を求める

に出荷しないと助成金が受け取れな
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要量を確保出来たが次年度

成金だけ欲しい農家にとっては願っ
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の焼酎業界で国に政府米の緊急売却
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まさにグロテスクという表現以

と言う意味は、農水省は政府古米売

を求める決議を行うなどで、部分的

外にないコメ政策で、いったいこの

を充当するという縛りをかけた。こ

却に当たって国産加工用米の不足分
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