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農林水産省は28日 、2013年産の主食用米の生産数量目標を12年比2万 トン減の791万 トンとする

ことを明らかにした。消費量にあたるコメの需要見通しが同8万 トン減の791万 トンとなることを踏まえ

た措置。コメ消費量の落ち込みに歯止めがかからず、4年連続の目標引き下げとなる。減反 (生産

調整)の 強化で、過剰な作付けによるコメの値崩れを防ぐ。
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同日の食料・農業・農村政策審議会食糧部会で提示した。コメの

需要見通しが800万 トンを割り込むのは昨年に続いて2年連続。1

人あたりの年間コメ消費量はヒークだつた1960年 代の120キログラ

ムの半分に落ち込んでいる現状を踏まえて、13年 は一段と需要が

減るとの見通しを示した。

生産数量目標は、過剰な作付けでコメ価格が大幅に落ち込むの

を抑えるために、農水省が毎年設定して都道府県に割り当てる。農

家はこの目標に従つて主食用米を生産する。農家に対する戸別所

得補償制度は、この生産数量目標に従うことが支給の条件となっ

ている。

農水省は毎年、生産数量目標を引き下げていることで、コメを作

付けしていない水田は26万ヘクタールに達している。同省はこうし
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た水田を使つて、生産数量目標の対象外である飼料米や加工用米などの増産を促す方針だが、増

産と減産を同時に進める政策はちぐはぐとの指摘も多い。
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