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平成２０砂糖年度（下半期）甘味に関する協議会議事概要

１ 日 時：平成２１年３月１７日（火）１４：００～１５：１０

２ 場 所：第１特別会議室

３ 出席者

委 員：別紙のとおり

事務局：道上審議官、天羽生産流通振興課長、酒井砂糖類調整官、高橋課

長補佐、松下課長補佐、後藤課長補佐、森木課長補佐、細川課長

補佐

４ 議事概要

冒頭、道上審議官の挨拶、高橋座長から欠席委員（大木委員、多胡委員）

の報告がなされた。その後、天羽課長から配布資料の説明が行われた後、各

委員より以下の意見等があった。

赤松委員： 今回の需給見通しについては異存ない。

説明のあったとおり、今、全世界的な消費の落ち込みの中で、

食料品はあまり影響を受けないだろうと言われつつも、かなり販

売は苦戦している。このことを踏まえ、ここまでの落ち込みで済

むのか、個人的な希望的観測としては、この程度で食い止められ

ればいいと考えている。

いかなる時でも食は一番大事なものであることから、美味しい

ものを食べて元気を出さないと景気は回復しない。今は休止して

いるが、消費拡大キャンペーンを行って消費の促進を図るべきで

はないか。

私たち日本甘蔗糖工業会は、前回報告したとおり、大きな気象

災害もなく、ここ３年間はさとうきび増産プロジェクト計画を上

回る勢いで増産している。しかし、本年は糖度、歩留まりがやや

低くなっているため、粗糖生産量はおおよそ８５，０００トンと

なる見込みである。

日頃から、砂糖を効率よく生産し、コストを下げることで皆様

の負担にならないよう努力しているところであるが、今後とも糖

価調整制度を維持していけるよう、また、今年最大の課題である

ＷＴＯ農業交渉について、日本の立場を理解してもらえるよう尽

力をお願いしたい。



- 2 -

有田委員： 今回の需給見通しについては異存ない。

参考までに私の会社では化学品もやっており、取引先は自動車、

エレクトロニクス、半導体等であるが、こういった業界では操業

率が３割、４割という状況であり、それからみると食品業界は別

世界といったところ。このような需給見通しでやっていければ何

も言うことはないだろう。景気の方はじわじわ後退してきており、

自動車も６月くらいまでは駄目だろうし、いろいろと波及してく

る可能性があり考えておかなければならない。

上江洲委員： 今回の需給見通しについては異存ない。

今期の沖縄県におけるさとうきび生産量は、気象条件に恵まれ

たため増産プロジェクトにおける計画数量は達成出来た。しかし、

生産基礎となる収穫面積が昨年に引き続き減少している。現在の

収穫面積では平年作でも増産プロジェクトの目標数値に足りない

状況であり、今後とも糖業を守るためには天候に左右される単収

のみに頼るのではなく、収穫面積の維持、拡大が必要になる。こ

の問題は農家個々の問題ではなく、地域、県全体の問題であると

考えている。

また、ＷＴＯ農業交渉については、砂糖が重要品目に指定され、

糖価調整制度が維持されるよう最善を尽くさないといけない。ま

た、我が国の主張が通ったとしても、厳しい状況になると認識し

ており、さとうきびを南西諸島で栽培することで、地域社会が維

持され、ひいては国益に通じるということを広く一般国民に理解

してもらい、さとうきび農家が誇りを持って農業に取り組めるよ

うな環境を作らなければならないと考えている。

内山委員： 他の産業の生産量・販売量の落ち込みと比較すれば、砂糖の消

費量がこの程度の落ち込みで止まれば良いのではないかという感

じを受ける。

食品については、高価格品から低価格品にシフトしているが、

全体としての消費量はそれほど変わっていない状況である。

年度間という長い目で見れば、上半期の落ち込みを下半期でカ

バーして回復するという見方も出来ると思うが、上半期の落ち込

みを見ると若干の期待も入っているのだろうという印象を受け

た。いずれにせよ、年度間で消費量が前年をやや下回るという今

回の需給見通しについては異存はない。
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小笠原委員： 今回の需給見通しについては異存ない。

生産見込みについては先に説明があったとおり、２０年産は作

付面積で約６００ ha 減少しているが、単収・糖分ともに平年を

上回ったことにより、産糖量は７０万トンをオーバーすると見込

んでいる。しかしながら、交付対象数量は６４万トンに設定され

ており、一定量を超える分については市場隔離されることとなっ

ているので、この方向に沿って適切に対応してまいりたい。

また、バイオエタノール実証事業用原料として帯広市の近くの

清水町にあるバイオエタノール工場に糖液の供給を開始し、てん

菜生産者が将来的展望を見据え国と一体となって取り組んでいる

新事業について協力をしているところである。このことは、砂糖

の需給のアンバランスの解消や新たな分野への事業展開に繋がる

ものと大きな期待をもっている。

てん菜糖の製造経費については、１９年産からの新制度にあた

り標準的な製造経費が決定されているが、御承知のとおり燃料費、

製糖副資材価格の上昇等の影響により、製造経費は大変厳しい実

情にあることは御理解いただいているところ。このような中にあ

って、私どもてん菜糖業としては、調整金収支の状況に鑑み、合

理化計画に沿って更なるコスト削減に取り組んでまいりたい。

なお、砂糖は地域農業・地域経済上重要品目である。今後のＷ

ＴＯ農業交渉並びに日豪ＥＰＡ交渉等において国境措置が撤廃さ

れることとなれば、国内産糖はもとより砂糖業界全体が壊滅的な

状況となり、地域農業・地域経済の崩壊に繋がりかねないので、

砂糖を重要品目と位置づけるとともに、関税割当新設に対する代

償措置が過大なものにならないよう、また、糖価調整制度の根幹

が維持できるよう、引き続いての尽力をお願いしたい。

金城委員： ＷＴＯ農業交渉については皆さんがおっしゃったとおりである。

今の土俵の中で砂糖が生産・販売されている以上、たとえ交渉が

合意に達してもその影響は極めて大きいと予想されるため、これ

らを見据えた交渉と対策をお願いしたい。

沖縄県の今期のさとうきび生産については、さとうきび増産プ

ロジェクトを２年連続で生産量を達成した。これは記録的な暖冬

と小雨が重なり、極めて高水準の単収・歩留まりが追い風となっ

たためである。今期のさとうきびの豊作は、昨年来の肥料・原油

高騰により農家が不安を持っている中において一服つく形とな

り、農家は喜んでいるとともに肥培管理意識の向上につながった。

新たな経営安定対策が２年目に入っているが、農林水産省にお
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いては今夏、見直しに向けての検討を開始すると承知している。

先般、平成２０年の９月に沖縄県のさとうきび農家１３，６０

０戸にアンケートを実施したところ、県内の９割近くの農家が面

積要件の緩和等の見直しを要望しているとともに、さとうきび生

産の継続と拡大を希望している。とりわけ宮古島については、９

９％の農家が制度の見直し・要件の緩和を要望しているとともに、

さとうきび生産の継続と拡大を希望している。先ほど上江洲委員

からもさとうきびの収穫面積は簡単には増えないとのお話があっ

たが、これは他の要因も含まれているかもしれないが、制度や要

件が関係していると考えている。いずれにせよ、さとうきびの生

産意欲が強いほど制度見直し・要件緩和の要望が強い状況である。

なお、平成２０年１２月には基幹作業としている収穫作業に刈

り倒し及び搬出を含める解釈の弾力化が行われ、農家は高く評価

するとともに感謝している。宮古島においては農家の９割がすく

えた。ちなみに先ほどのアンケートは、基幹作業の解釈の弾力化

の前に実施したものである。今後も地域の実態に合わせた緩やか

な改革を確実に行うことが必要であり、同時に農家のモチベーシ

ョンを維持することが重要である。

今回の需給見通しについては異存ない。

西藤委員： 今回の需給見通しについては異存ない。

２点分析願いたい。

１点目は、需要の動向について。砂糖年度は１０月から始まる

が、経済動向も１０月以降大きな変化で推移している。価格の動

向を見ると、国際糖価の変動の中で１９砂糖年度に価格が引き上

げられたことが重なっているのかもしれないが、第１回における

見通しあるいは前年の実績と比較して、上半期で５％程度の消費

量が減少している状況である。資料４頁における過去の総需要量

の推移を見ると、昭和５５年にもかなり大きな変動があったが、

当時は前後にも大きな変動があった。現時点は上半期終了時点の

見通しであるが、年度終了時点において５％を超える変動につい

ては過去に例を見ないのではないか。これは価格動向の変動の中

での現象なのか、あるいは他の要因があるのか。また、内山委員

からもお話があったが、他品目の消費動向においては低価格志向

による価格の変動は見られるものの、砂糖ほどの大きな量的変動

はないことから、消費動向について要因分析をお願いしたい。

２点目は参考資料として配付のあった「国別の輸入数量」につ

いてであるが、韓国は日本よりも輸入量が多い。資料８頁におけ
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る国別の一人当たりの砂糖消費量の比較を見ると、１９９２年に

おいて韓国と日本の数値がクロスした状況であったが、その後１

５年の間に韓国の消費量が２倍になった一方で、日本の消費量が

半分に減少している。制度的な要因であるのかもしれないが、こ

れを分析できれば消費拡大のヒントが隠されているのかもしれな

いので、要因分析をお願いしたい。

永井(司)委員：お示しいただいた数字について、特に異性化糖の需給見通しに

ついては、このようなところだろうと納得している。ただ、これ

からの需要見通しについては、異性化糖の用途別販売数量を見て

いただければ分かるが、清涼飲料、乳製飲料、酒類、冷菓、この

４つの用途を足せば、異性化糖の３分の２以上がこれらに使われ

ており、夏場の天候次第で大きく上にも下にもぶれる可能性があ

る。

ただ、それを別にして、夏の天候が平年並みとした場合、４月

以降はもう少し不況の影響を受ける可能性があることは考えてお

かなければならない。簡単に言えば、工場が減らされたり、残業

が無くなれば、工場にて自動販売機で清涼飲料を購入して飲む人

はいなくなり、それだけでも需要は減る。そういった点について

も次のこの協議会の時には十分考慮していただきたい。

永井(則)委員： 関係者の皆様には尽力いただいており、感謝を申し上げる。

また、 今回の需給見通しについては異存ない。

２０年産のてん菜の生産実績について、作付面積は近年減少傾

向にあり１３年産以来７年ぶりに６６，０００ｈａを下回る実績

であった。単収・糖分はほぼ平年並みであり、生産量は４２５万

トン、産糖量ベースでは７３万トン程度と見込んでいる。また、

２１年産てん菜の生産見通しについては、作付け意欲が減退傾向

であるため作付面積の減少はさらに続くと想定しており、大変心

配している。

糖価調整制度の維持に向けた取組みとしては、てん菜生産者は

制度の仕組みの中で誠心誠意努力して生産に取り組んでいるとこ

ろである。先ほど小笠原委員からもお話があったが、２０年産か

らはバイオエタノール生産に向けて、砂糖ベースで７，５００ト

ン程度のてん菜の供給を開始している。今後とも生産者サイドと

して制度維持のために生産者も一層努力していくので、理解いた

だきたい。

てん菜原料糖制度の維持については、糖価調整制度の維持のた
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めに先ほど申し上げたような取組みを行っているところである

が、生産者個々の生産努力の結果として、原料糖の在庫が増加し

ていることは事実である。生産者の努力が報われるよう原料糖の

計画的な取扱いに向けた関係者による十分な協議の実施等につい

てお願いしたい。

ＷＴＯ農業交渉については、砂糖をはじめとした農業分野にお

ける我が国の厳しい立場は何ら変わっていないと理解している。

特に砂糖が重要品目から除外されれば、輪作体系を基本とした北

海道の畑作農業そのものが崩壊してしまうため、大きな危機感を

持っている。国においては、今後とも議論に臨む際には毅然とし

た態度を貫き通していただき、地域農業・地域経済を最大限守っ

ていただきたい。

久野委員： 需給見通しについては２１２万トンでいいと思うが、今の経済環

境を考えるともっと減ってくるのではないかと思う。いずれにし

ても減るのを止めないと糖価調整制度は維持出来ない訳であり、

この厳しい環境の１年間、何としても２１２万トンを越える状況

をそれぞれ業界団体の人達が秩序を守って、しっかり危機管理を

持っていくことが重要であると思う。そうしないと糖価調整制度

が維持出来なくなってしまうのではないかと思う。

市場の現状については、ユーザーの方は価格の問題に非常に敏

感で、価格を動かすのは非常に難しい環境にあると思う。そうい

う中で、ユーザーの方も甘ければいいと、加糖調製品を使ってい

けばいいんではないかという風潮が出てきていると思う。先ほど

西藤委員からもお話のあった韓国の件であるが、加糖調製品の取

り扱いが原因ではないかと推測をしている。また、ユーザー側か

らすれば、価格の値上がりについては受け入れられないという状

況にあると私は考えているし、今後、もっと厳しくなると思う。

したがって、価格を維持しながら糖価調整制度を維持して、２１

２万トンを維持していかねばならないことは、この砂糖業界にと

っては危機管理の状況にきているのではないかと思う。皆様が秩

序を維持して、とにかくこの１年間はお互いに協調と協力をして

前に進んでいく時が来たのではないかと思う。

砂糖の消費をどうやったら２１２万トンから増やすことができ

るのか、そして、調整金収支の赤字を解消出来るのかどうか、こ

の２つの矛盾を抱えている訳であるから、糖価調整制度維持のた

めの需要拡大を積極的にやっていく必要があると思う。そのため

には、先ほど赤松委員からお話があったように、今こそ甘いもの
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を食べて、頭にカロリーを持ってきて、この苦境を脱していくと

いうアピールが重要であると思う。不景気なときこそ砂糖を食べ

て、頭から元気を出していかないといけない。頭がしぼんではし

ょうがない訳であり、新たな１年を啓発をしていくと決めた訳で

あるが、何とかしてこれを起点にしながら需要拡大に努めてまい

りたい。また、皆様方の理解と協力を心からお願いしたいと思う。

前田委員： 今回の需給見通しについては異存ない。

消費の減少が心配である。全国のＪＡグループで「良い食プロ

ジェクト」を展開しているわけであるが、鹿児島は原料となるさ

とうきびを生産する地帯であることから、生産現場でも消費拡大

的な運動が展開できないか内部で検討しているところである。

農家の話を聞くと、単収がどうだ、面積がどうだ、手取りがど

うだという話は聞くが、砂糖の消費に関する話は生産現場では出

てこない。それで良いのかと思うところはあるが、そういう積み

重ねが消費の維持なり拡大につながっていくのではないかと考え

ている。

生産状況については、先ほど赤松委員のお話にもあったが、鹿

児島県は真剣に、前向きに増産プロジェクトを進めているところ

であり、収穫面積を含め全て達成しているところである。また、

ここ一年、農家のさとうきびに対する意識が相当見直されてきた

なという実感がある。どうしても花や野菜へ面積がシフトする傾

向であったが、ここ最近、やはり台風にも強いさとうきびが良い

という意欲が出てきていると感じている。増産プロジェクトの仕

掛けもそうであるし、新しい制度、政策を農家が理解できるレベ

ルまで浸透してきたのではないか。

ただ、金城委員のお話にもあったが、みんなが心配しているの

は平成２２年度以降の政策支援の対象者をどうするのかという問

題である。今回はこの話はしないが、頑張ろうという意欲を産地

としてどう維持、拡大していくか悩ましいところ。今後議論して

いきたい。

ＷＴＯ農業関係については、政府の方針である守るべきものは

守るという中の一つは間違いなく砂糖であると認識している。た

だ、ＪＡグループの中で砂糖の話をするのは３道県しかない。間

違いなくローカルであり、マイナーな作物である。農林水産省の

努力もあって新聞等にも大きく取り挙げられているが、まだまだ

マイナーイメージがあり、鹿児島県の農家からは、国を守るため

に砂糖を犠牲にするのかという現場の声や懸念がある。守るべき
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ものは守るということを徹底して欲しい。

我々農業団体は関係する団体と連携して運動しているが、原料

ベースでは無く、より製品ベースの業界、団体とも戦線を張って

いかなければローカルな規模で、南だけで行動しても話にならな

い。そういう道も探らなければならないと考えている。

宮下委員： 今回の需給見通しについては厳しい数字だと思うが異存はない。

１１月以降、砂糖の先安を見通して当用買いがあったと言われ

ているが、実態は景気減退による需要減というのが大きいと、販

売の前線にいるものとしてはそう感じているところである。

一層の需要拡大・販売促進ということで、関連する方々と連携

しながら砂糖代理店会として協力・努力をしていきたいと思う。

矢田委員： 今回の需給見通しについては異存ない。

今まで皆さんがお話してきたように、砂糖の消費そのものが減

少していることについて大変危惧している。宮下委員からお話が

あった昨年秋以来、値下げ機運の中で需要減退と実質経済のマイ

ナスが相まって、消費が減少したのが現実だと思う。

先週、メーカーの建値がマイナス３円／ kg 引き下がったことで、

先々については若干の買い安心が出て、この３月の彼岸需要、ま

たゴールデンウイークの需要に向けて、我々流通としては大いに

期待をしているところ。

また、消費をいかにして増やしていくかであるが、久野委員か

らもお話があったが、精糖工業会と菓子工業会がタイアップして

消費を大いにキャンペーンして盛り上げようとしているところで

あり、大いに期待していきたいと思う。

先程から話に出ているＷＴＯ農業交渉の行方については、日本

農業の中での砂糖業の立場、国内産糖業者、輸入糖メーカーの存

亡にも関わる訳であり、しいては我々特約店組合という国内の流

通を担う立場の者に対しても、その立場が危うくなりかねないと

危惧してる。我々としては砂糖を生業として代々受け継いだ商売

を継続していきたいと思っていることから、今後ともＷＴＯ農業

交渉の行方を注目しているところ。また、砂糖というもの自身を

食することによって、明るく楽しい家庭が出来るということであ

るから、砂糖は米・麦に続いて生活必需品であることを大いに行

政側にも理解してもらい、ＷＴＯ農業交渉にも当たってもらいた

い。



- 9 -

山地委員： 今回の需給見通しについては異存ない。

それに関連して皆様の現状分析や真摯なお話を受け、敬意を表

する。若干、感想めいたことを申し上げたい。

リーマンショックを受けて半年経ったところで広く回顧と展望

が行われているが、主要国の政策展開は中国を含めスピーディー

で、世界的に企業の在庫調整も手早く行われ、いろいろ問題はあ

るとしても、まだ２番底、３番底があるのかと言えばその可能性

は少ないと思う。大きな波はひとまずここで調整されて、次の動

きのための準備が始まっているのではないかと思う。

今度の草案では最終消費が２１２万トンに減少していることに

ついて、当用買いか需要減かというお話があったが、やはり相場

に伴う問題が大きいと思う。残業手当が付かなくなって、あるい

は心理的な動揺で消費を控えるということはあると思うが、逆に

外食を押さえて、実際の食卓はしっかりやっていこうという動き

もある訳で、心理的な側面が解消されるにつれて、夏以降はもう

少し２１２万トンという見通しに近いものになってくるのではな

いかと思う。

麻生政権も新しい景気対策の策定作業に入っているが、米国の

ワシントンで資本注入とか国有化とかということが公然と論じら

れ、実施されているという革命的な時代環境である。

新しい食料・農業・農村基本計画の策定といっても担い手がい

ないことにはどうにもならない訳である。そのためには財政的な

援助も必要である。また、近年は農林水産省の一般の人に対する

説明の仕方も変わってきて、各国先進国の一人当たりの耕地面積

が日本は先進各国の中で格段に低いということを言うようになっ

てきた。もっとこういうことがきちんと伝えられれば農林水産行

政への理解も大きく進むと思う。

消費の問題についてだが、以前、甘味資源部会の際に、赤堀委

員が「調理の際に、小さじ一つの砂糖をもっと入れる必要がある

ということをアピールすれば消費は大きく変わると思う。」という

コメントを話されたことを覚えているのだが、このような地道な

ことも頭に入れて、砂糖の位置づけのために、政府は業界も含め

て努力していって欲しいと思う。

天羽課長： たくさんの有意義な御意見をいただき感謝する。私の方から何点

か回答したい。

まず、第１点、ＷＴＯ農業交渉について多くの委員の方から御意

見、御要望をいただいたところであるが、私が現在の任に就いて、
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ＷＴＯ農業交渉に臨むことは大きな課題の一つであると認識して

いる。より多くの品目を重要品目に指定できるよう、また、関税

割当の新設が認められるよう交渉に全力を尽くしてまいりたい。

２点目として、分析をしっかりするようにというお話があった。

消費動向の要因、それから韓国の数字についての背景について御

指摘を頂いたところであるが、これらについてはさらに調査等し

てまいりたい。

３点目として、国内産糖の製造経費が非常に厳しいというお話が

あった。私どもとしては、物価上昇の要素については、さまざま

な方法で織り込んでいるつもりであるが、さらに足りない部分が

あるのかどうか勉強してまいりたい。

それから生産地サイドから、経営安定対策の担い手要件について

お話があった。昨年の１２月に、３年目となる今年度の適用に関

して運用を見直したが、その内容について、今、農林水産省のホ

ームページを改訂してＰＲをしなければいけないと考えていると

ころであり、是非、近いうちに現地での説明会を開催させて頂き

たいと計画している。今年が３年目であるので、担い手要件の運

用改善を踏まえ、また、産地の皆様にも精一杯の御努力をして頂

くようにお願いをしたい。それと平行して、今年の夏には来年以

降の仕組みについて検討していく必要があり、留意点を踏まえ検

討を進めてまいりたい。

最後に、このような局面だからこそ消費の拡大をというお話を頂

いた。役所として何ができるのかということを勉強してまいりた

い。昨今、役所が行う消費拡大については大変評判が悪いが、そ

ういった中で何ができるのか考えてまいりたい。

その後、高橋座長により、「本日の議題である需給見通しについては、各委

員の意見を集約すれば原案で妥当である。」との話があり、道上審議官の挨拶

が行われた後に閉会した。


