
甘味資源作物・いも産地支援対策
【さとうきび・甘しゃ糖生産回復対策事業（新規）

３，０３０（０）百万円】

【産地活性化総合対策事業 ４，３８６（５，２８８）百万円の内数】

【甘味資源作物生産者等支援安定化対策

７，２３１（１０，０３９）百万円】

対策のポイント
・ 23年産さとうきびの不作からの早期生産回復に向けた生産現場の取組や

製糖工場の施設整備や機能強化の取組を支援

・ 甘味資源作物等産地の持続的発展に向けた効率的な生産体系の確立

・ 甘味資源作物生産者・国内産糖製造事業者の経営安定と砂糖の安定供給

の確保

・ いもでん粉の高品質化技術の確立等に向けた取組を支援

＜主な内容＞

１．生産回復に向けた取組への支援 ３，０３０（０）百万円

（１）生産現場の生産回復に向けた取組への支援
生産者が実施する土づくり、農薬とフェロモントラップを組み合わせた総合防除、

農地流動化や作業外部化などの生産回復や生産性の向上に向けた取組について、各

島・各地域ごとの気象条件等に応じて支援します。

補助率：定額

助成対象者：生産者、生産者組織等

（２）製糖工場の経営体質強化に向けた取組への支援
さとうきび生産者に対する支援を行っている製糖工場が、生産性向上や環境負荷

軽減に資する施設整備を行う場合に、それに要する経費を支援します。

また、気象災害等により産糖量が平年より減少した場合、工場の次期操業に向け

た圧搾裁断設備、ボイラー設備等の機能強化に要する経費を支援します。

補助率：定額（１／２、６／１０以内）

助成対象者：製糖工場

２．甘味資源作物等産地における安定的な生産体制の確立に向けた農業機械等の

導入を支援

産地活性化総合対策事業 ４，３８６（５，２８８）百万円の内数
（１）てん菜等における農業機械等の導入を支援

てん菜等の生産における労働力不足を補うため、作業の外部化や省力化に必要と

なる農業機械等のリース導入を支援します。

産地活性化総合対策事業のうち農畜産業機械等リース支援事業（地域作物支援型）

補助率：定額（物件相当額の１／２以内）

事業実施主体：民間団体、農業者団体等

（２）さとうきび産地における農業機械等の導入を支援

さとうきび産地において、効率的かつ持続的なさとうきびの生産体制を確立する

ために必要となる農業機械等のリース導入を支援します。



産地活性化総合対策事業のうち農畜産業機械等リース支援事業（地域作物支援型）

補助率：定額（リース料の６／１０以内）

事業実施主体：民間団体、農業者団体等

３．甘味資源作物生産者等支援安定化対策

７，２３１（１０，０３９）百万円
（１）甘味資源作物・国内産糖調整交付金

国内産糖と輸入糖との大幅な内外コスト格差を調整するため、（独）農畜産業振

興機構が甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者に対し交付する甘味資源作物

交付金及び国内産糖交付金の一部に相当する金額を（独）農畜産業振興機構に対し

て交付します。

７，１９４（１０，００２）百万円

補助率：定額

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構

（２）さとうきび及びでん粉原料用かんしょ経営安定対策推進事業

さとうきび及びでん粉原料用かんしょに係る生産者交付金の交付申請を円滑に行

うため、代理申請者の申請・支払事務経費への支援を行います。

３７（３７）百万円

補助率：定額

事業実施主体：生産者団体等

４．国内産いもでん粉の高品質化に向けた取組への支援

産地活性化総合対策事業 ４，３８６（５，２８８）百万円の内数
国内産いもでん粉の加工食品用等への販路を拡大するため、高品質でん粉の製造

技術等の確立に向けた取組、でん粉等の品質管理に必要な機器の整備の導入を支援

します。

産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向上支援事業（地域作物支援地区）

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体、農業者団体等

［お問い合わせ先：生産局農産部地域作物課（０３－３５０１－３８１４（直））］



41 さとうきび・甘しゃ糖生産回復対策事業［新規］
【３，０３０（－）百万円】

対策のポイント
23年産さとうきびの不作からの早期生産回復に向け、生産現場の取組や製

糖工場の施設整備や機能強化の取組に対し、途切れなく支援できるよう基金

を造成し、支援します。

＜背景／課題＞

・さとうきびは、台風常襲地帯である鹿児島県南西諸島及び沖縄県における基幹作物で

あり、製糖工場とともに地域経済を支える存在ですが、23年産のさとうきびについて

は未曾有の不作となったところです。

・さとうきびの不作は回復に３～４年かかると言われており、地域経済の長期的な停滞

を回避するため、継続的に支援する必要があります。

政策目標
鹿児島県南西諸島及び沖縄県のさとうきび生産を平年並みの生

産量水準（140万トン水準）に回復
（100万トン（23年産）→140万トン（27年産））

＜主な内容＞

１．生産回復に向けた取組への支援
生産者が実施する土づくり、農薬とフェロモントラップを組み合わせた総合防除、

農地流動化や作業外部化などの生産回復や生産性の向上に向けた取組について、各

島・各地域ごとの気象条件等に応じて支援します。

補助率：定額

助成対象者：生産者、生産者組織等

２．製糖工場の経営体質強化に向けた取組への支援
さとうきび生産者に対する支援を行っている製糖工場が、生産性向上や環境負荷

軽減に資する施設整備を行う場合に、それに要する経費を支援します。

また、気象災害等により産糖量が平年より減少した場合、工場の次期操業に向け

た圧搾裁断設備、ボイラー設備等の機能強化に要する経費を支援します。

補助率：定額（１／２、６／１０以内）

助成対象者：製糖工場

［お問い合わせ先：生産局地域作物課（０３－３５０１－３８１４（直））］

［平成25年度予算概算要求の概要］



さとうきび生産回復対策 

国 

県段階 

地域段階 

・事業計画承認 
・交付決定 

・取組計画承認 
・補助金交付（毎年） 

生産者・生産者組織等 

・補助金交付（毎年） 

○生産回復対策の実施 

○事業計画の作成（3ヶ年計画） 
生産目標（県レベル）、取組メニュー、支援単価の設定 

○基金造成 

○取組計画の作成（3ヶ年計画） 
生産目標（地域レベル）、取組メニューの選択 

＜取組メニュー例＞ 
・土づくり（堆肥・緑肥施用、心
土破砕等） 

・病害虫防除（農薬散布、フェ
ロモン剤による交信かく乱
等） 

・農地流動化及び作業外部化
（作業委託等） 

・肥培管理（基肥、追肥） 
・干ばつ対策（スプリンクラー、
かん水銃等） 

・苗の確保（採苗ほの設置、
ウイルスフリー苗の導入等） 

プラソイラによる心土破砕 ブームスプレイヤによる
農薬散布 

ハーベスタによる 
収穫作業委託 

かん水銃による干ばつ対策 

※製糖工場に対し
ては直接交付 



農畜産業機械等リース支援事業（地域作物支援型）
【産地活性化総合対策事業 ４，３８６（５,２８８）百万円の内数】

対策のポイント

てん菜、さとうきび等の産地の持続的発展に向け、効率的な生産体系の確

立に必要な機械導入を支援します。

＜背景／課題＞

・ てん菜、ばれいしょ、かんしょ及びさとうきびは、北海道、南九州地方及び沖縄県

における基幹作物であり、国内産糖・いもでん粉製造業等と合わせ、地域の産業・経

済を支える重要な役割を担っています。

・ しかしながら、これらの作物は、他作物に比べて特に長い労働時間を要するため、

規模拡大や生産者の高齢化に伴う労働力不足が大きな課題となっており、作付面積が

大きく減少しています。

・ このため、これらの作物について、将来にわたり安定的な生産を実施できるような

効率的かつ持続的な生産体制の確立が必要です。

＜主な内容＞

１．てん菜等の安定的な生産体制の確立に向けた取組を支援

てん菜等の生産における労働力不足を補うため、作業の外部化や省力化に必要と

なる農業機械等のリース導入を支援します。

補助率：定額（物件相当額の１／２以内)

事業実施主体：民間団体、農業者団体等

２．さとうきびの安定的な生産体制の確立に向けた取組を支援

さとうきび産地において、効率的かつ持続的なさとうきびの生産体制を確立する

ために必要となる農業機械等のリース導入を支援します。

補助率：定額（リース料の６／１０以内)

事業実施主体：民間団体、農業者団体等

（参考）

共同利用施設の整備を支援

産地における育苗施設等の共同利用施設の整備を支援します。

・強い農業づくり交付金 【２，０９３（２，０９３）百万円】

補助率：1／２以内、６／１０以内

事業実施主体：都道府県、市町村、農業協同組合等

お問い合わせ先：

１及び２の事業 生産局農産部地域作物課 （０３－６７４４－２１１５（直））

参考事業 生産局総務課生産推進室 （０３－３５０２－５９４５（直））





○労働力不足を補うため、作業の外部化や省力化を推進 

てん菜等の新たな生産体制を確立 

○てん菜、ばれいしょ等は、他作物と比較 して定植（植付）・収穫作業を中心に長い労 
   働時間を要するため、高齢化と相まって 労働力不足が深刻化 

課 題 

対策の内容 

農畜産業機械等リース支援事業（地域作物支援型） 
＜てん菜等生産支援＞ 

 

事業実施後 

新たな生産体制 

○作業の外部化による労働力確保！     
○省力化機械の導入による生産コスト 
 の低減！ 
○輪作体系の維持による生産性向上！ 

ハーベスタ 

※作業の外部化等による労働力の確保・ 
 安定作付による安定供給！ 

【北海道畑作（てん菜・ばれいしょ）】 
・ 作付面積の減少による輪作体系の乱れ 
・ 輪作体系の乱れによる生産性の低下 
・ 農家の40%以上が60歳以上 

北海道畑輪作作物の10a当たり労働時間 

てん菜 15 時間／10a （うち定植・収穫：57%)

ばれいしょ 8 .3 時間／10a （うち植付・収穫：57%)

小麦 3 .2 時間／10a （うちは種・収穫：20%)

大豆 9 .1 時間／10a （うちは種・収穫：18%)

プランター 

時間/10a 

○ てん菜作業受託による労働時間の低減（イメージ） 

6.15
（41.0%）

2.45
（16.3%）

0.00

5.00

10.00

15.00間接労働時間

収穫

管理

施肥

育苗・は種・定植

耕起整地

労働時間 
57％削減 

作業外部化 現状 

・ 定植（植付）・収穫作業等の作業受託に必要となる機械等のリース導入 

育苗機械（土詰・床土調整機・は種機） 定植機 茎葉裁断機 

【南九州畑作（かんしょ）】 
・ 重量作物であるため、長い労働時間が必要  
・ 農家の50%以上が65歳以上 

かんしょの10a当たり労働時間 

59 時間／10a （うち定植・収穫：64%)



○機械化一貫体系の確立による軽労化・低コスト化 
     ・ ハーベスタ、株出管理機等のリース導入 

 さとうきびの安定的な生産体制を確立 

○さとうきびは鹿児島県南西諸島及び沖縄県における基幹作物であるが、零細規模 
  の農家が多数を占め、高齢化と相まって生産構造が脆弱化 
    ・ 農家の７割以上がさとうきび栽培に従事 
    ・ 普通畑の５割以上でさとうきびを栽培 
    ・ 一戸当たりの収穫面積は約80a 
    ・ 農家の45%が65歳以上 

課 題 

対策の内容 

さとうきび生産農家の年齢構成の推移 
        Ｈ2年産  Ｈ12年産  Ｈ22年産 
（65歳以上） 23％    40％    45％ 

※担い手と高齢者等が共同して効率的かつ持続的な生産体制を再構築すること 
    が必要！ 

事業実施後 
将来 現状 

○担い手の作業能力が向上！     
○重労働は担い手に委託でき 
 生産が安定化！ 
○気象災害に強い生産基盤の確立！ 

○台風・干ばつ等の気象災害の常襲地帯 

○気象災害に強い生産基盤の整備による生産の安定化 
     ・干ばつ被害を軽減するための点滴チューブ、かん水  
  タンク等のリース導入 

ハーベスタ 株出管理機 

かん水タンク 

手刈り収穫 機械収穫 

※手刈収穫から機械収穫へ移行することに
より労働時間が大幅に削減！ 

農畜産業機械等リース支援事業（地域作物支援型） 
＜さとうきび生産支援＞ 

新たな生産体制 



９ 甘味資源作物生産者等支援安定化対策
【７，２３１（１０，０３９）百万円】

対策のポイント
甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者の経営の安定並びに砂糖の

安定供給の確保を図ります。

＜背景／課題＞
・ 独）農畜産業振興機構は、安価な輸入糖等から徴収する調整金と国からの交付（

甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者に対して交付金を金を財源として、
しています。交付する業務を実施

経営の安定並びに砂糖の安定供給・甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者の
です。の確保を図るため、この業務の継続的・安定的な運営が必要

政策目標
「食料・農業・農村基本計画」において設定された、需要に

応じた生産数量目標を達成
○てん菜の生産量

（ 74万ｔ（20年度）→ 64万ｔ（32年度 （精製糖換算 ）） ）
○さとうきびの生産量

（ 19万ｔ（20年度）→ 20万ｔ（32年度 （精製糖換算 ）） ）

＜主な内容＞
１．甘味資源作物・国内産糖調整交付金

７，１９４（１０，００２）百万円
国内産糖と輸入糖との大幅な内外コスト格差を調整するため、（独）農畜産業振興

甘味資源作機構が甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者に対し交付する
物交付金及び国内産糖交付金の一部に相当する金額を（独）農畜産業振興機

します。構に対して交付
補助率：定額

事業実施主体： 独）農畜産業振興機構（

２．さとうきび及びでん粉原料用かんしょ経営安定対策推進事業
３７（３７）百万円

さとうきび及びでん粉原料用かんしょに係る生産者交付金の交付申請を円
滑に行うため、 を行います。代理申請者の申請・支払事務経費への支援

補助率：定額

事業実施主体：生産者団体等

（関連措置）
甘味資源作物・国内産糖交付金等

（所要額） （５１，４１８）百万円５０，５０６
（（ ） ）１ 甘味資源作物・国内産糖調整交付金を含む

国内産糖と輸入糖との内外コスト格差等を調整し、さとうきび及びでん粉原料
用かんしょ生産者並びに国内産糖製造事業者及び国内産いもでん粉製造事業者の
経営安定のため、 交付金を交付します。（独）農畜産業振興機構が

[お問い合わせ先：生産局地域作物課 ]（０３－３５０２－５９６３（直））

［平成25年度予算概算要求の概要］
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