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鉈　契約野菜安定供給事業
野菜生産出荷安定法に基づいて、加工業者、外

食業者、量販店等の実需者との契約取引を行う生
産者に対して、契約取引に係る価格・収量変動の
リスクを軽減するため、独立行政法人農畜産業振
興機構が契約指定野菜安定供給事業を実施し、国
は、この資金の造成に要する経費について助成を
行った。また、野菜価格安定法人が契約特定野菜
等安定供給事業を実施し、国は、これに要する経
費について、独立行政法人農畜産業振興機構を通
じて助成を行った。

加工・業務用需要に対応した契約取引において、
豊凶にかかわらず収入が確保されるセーフティー
ネット支援のため、独立行政法人農畜産業振興機
構が契約野菜収入確保モデル事業を実施し、国は、
これに要する経費について、独立行政法人農畜産
業振興機構を通じて助成を行った。
銕　野菜価格安定制度の拡充について

ａ　野菜の生産及び出荷の実態に合わせた対象出
荷期間の延長等の運用改善を図った。

ｂ　加工・業務用野菜の増産に向けた運用改善と
して、指定野菜価格安定対策事業における最低
基準額を引き下げる特例に係る負担割合の見直
しや契約野菜収入確保モデル事業における補て
んタイプの追加を実施。

（所要額
　　　　野菜価格安定対策事業

　　　16,020百万円）
⑷　消費拡大対策

食育の推進と併せ、地場産野菜の消費拡大を図るた
めに産地が実施する①消費者ニーズの把握、②伝統野
菜の魅力を消費者にアピールする活動、③健康増進効
果等付加価値に係る情報発信等の取組を支援するとと
もに、全国団体による①野菜を活用した郷土料理を学
校栄養士を通じて普及する活動、②企業との連携によ
る社員食堂メニューの提案、③スーパー従業員を対象
とした野菜の販売促進セミナー等の取組を推進した。

（予算額
日本の食を広げるプロジェクト

　　　　　　　　　　　　　　3,984百万円の内数）

５　果 樹 対 策

⑴　生産・輸出入動向
ア　果樹の生産動向

平成25年産の果樹栽培面積は前年に比べ3,300ha
減少し、237千haとなった。主な品目については、

みかん（900ha減）、りんご（500ha減）、かき（300ha
減）をはじめ、全般的に減少した。

また、平成25年産の果実生産量は、前年産とほぼ
同じ304万t（前年比99％）となった。

表４　平成25年度産主な果実の栽培面積、収穫量及び出荷量

イ　果実の輸出入動向
平成25年の輸出金額は、前年比167％の13,129

百万円と増加した。このうち、生鮮果実の輸出金
額は、台湾及び香港向けのりんごや香港及びタイ
向けのなしが増加したことにより、前年比186％の
10,220百万円となった。また、果実加工品の輸出金
額も前年比123％の2,909百万円と増加した。

平成25年の輸入量は、前年比94％の257万tとなっ
た。このうち、生鮮果実の輸入量は、バナナ、オレ
ンジ、グレープフルーツ等が減少したことにより、
前年比92%の185万tとなった。

また、果実加工品の輸入量は、前年比97％の72万
tとなった。

⑵　果樹産地の強化
果樹産地の構造改革を進めるため、目指すべき産地

の姿とそれを実現するための戦略を内容とする「果樹
産地構造改革計画」の産地自らによる策定を推進した。
また、平成19年度から始まった果樹経営支援対策事業
により、果樹産地構造改革計画に基づき、担い手や産
地が行う前向きな取組（優良品目・品種への転換、園
地整備、大苗育苗ほの設置等）を支援したほか、平成
23年度から果樹未収益期間支援事業を実施し、産地ぐ
るみで改植を実施した際の未収益期間に対し、肥料・
農薬代等の育成経費への支援を行った。

また、果樹産地の競争力強化を図るため、強い農業
づくり交付金や産地活性化総合対策事業により、農産
物処理加工施設、集出荷貯蔵施設等の整備等を支援し
た。

（予算額　 果樹・茶支援対策事業
6,830百万円の内数
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強い農業づくり交付金
24,422百万円の内数

産地活性化総合対策事業
2,271百万円の内数

燃油価格高騰緊急対策
平成25年度末基金残高　38,361百万円の内数）

⑶　需給安定対策
果実の需給安定を図るため、次の事業を実施した。

ア　果実計画生産推進事業
うんしゅうみかん及びりんごについて、生産出荷

計画の作成、摘果等による生産量の調整による需給
安定対策を実施した。

平成25年産は、うんしゅうみかんはおもて年を勘
案し、りんごは平年並みの水準と見込み、適正生
産出荷見通し（適正生産量：うんしゅうみかん93万
t、りんご80万t）を策定した。これをもとに、全国、
道府県、産地の段階でそれぞれ生産出荷目標を策定
するとともに、各産地では、摘果等による適正生産
量の達成に向けた取組が推進された。

（予算額　果樹・茶支援対策事業
　　　　　　　　　　　6,830百万円の内数）

イ　緊急需給調整特別対策事業
緊急需給調整特別対策事業は、うんしゅうみかん

及びりんごについて、適切な需給調整を実施したに
もかかわらず、一時的な出荷集中により、価格が低
下した場合等において、生産者団体主導により生食
用に集荷された果実を加工用に仕向ける際に要する
経費を助成するものであるが、平成25年産について
は、著しい価格低下がなかったことから、本事業は
発動されなかった。

（予算額　果樹・茶支援対策事業
　　　　　　　　　　　6,830百万円の内数）

⑷　消費拡大対策
食育の推進と併せ、地域食材としての果実の消費拡

大を図るために産地が実施する①地場産果実を活用し
たスイーツ等の新商品や新メニューの開発、②異業種
連携により取り組む現代の消費スタイルに合わせた購
買促進、③果実の食べ方等の知識の普及等の取組を支
援するとともに、全国展開を図る①働く世代向けの果
実の消費スタイルの提案、②食文化の情報発信等の取
組を推進した。

（予算額
日本の食を広げるプロジェクト

　　　　　　　　　　　　　　3,984百万円の内数）

６　花きの産業振興対策

⑴　生産動向
平成24年産の花きの生産の動向は表５のとおりであ

る。
表５　平成24年産の花きの生産の動向

⑵　産業振興対策
平成22年4月に見直しを行った「花き産業振興方針」

に即して次の諸対策を実施した。
ア　花きの生産・流通に関する施策

花き産地の生産・流通コストの低減、ブランド花
きの生産供給体制の構築等の取組を推進するため、
低コスト耐候性ハウスの整備等の取組を支援した。

（予算額　
強い農業づくり交付金

24,422百万円の内数）
産地活性化総合対策事業

2,271百万円の内数）
イ　花きのある生活の実現に向けた取組の推進

無購買層・低購買層に消費を促すため、花きの効
用等の知識の普及を図るとともに、子どもが花きに
触れる機会を通じて、やさしさや美しさを感じる気
持ちを育む「花育」の推進に必要なマニュアルの作
成や研修会の開催等の取組に対する支援を行った。

（予算額　
産地活性化総合対策事業

2,271百万円の内数）
ウ　国産花きの強みを活かせる生産・出荷体制の構築

消費者の関心が高い「日持ちの良さ」を取り入れた

（103）

（105）（124）

「花き生産出荷統計」「花木等生産状況調査」「生産農業所得統計」
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販売方法の実証を踏まえ、日持ち保証販売を拡大する
ため、日持ち試験室で活用する試験の統一マニュアル
を作成するとともに、品質の高さ等の商品情報を消費
者に的確に提供できるようなネットワーク構築整備等
を実施した。

（予算額　
産地活性化総合対策事業

2,271百万円の内数）
エ　花き産業振興総合調査

花き関係の基礎データの整備のための調査・分析を
行った。

（予算額
花き産業振興総合調査

4百万円）

７　甘味資源作物の生産対策

⑴　甘味資源作物の生産動向
てん菜の生産は、昭和60年以降、北海道農業団体に

よる作付指標面積の設定等により、需要の動向に即し
た計画生産が行われているものの、作付面積の減少が
続いており、平成25年産の作付面積は、５万8,200ha（前
年比98.1％）であった。また、10a当たり収量は、４
月中旬から５月中旬における低温及び多雨により定植
作業が遅延したため、5.9t（同93.1％）、生産量は343
万5,000ｔ（同91.4％）となり、平年を下回る（平年比
89.8％）水準となった。

さとうきびについては、平成25年産の収穫面積は
２万1,900ha（前年比95.2％）となった。10a当たり収
量は、夏場の干ばつや秋の台風の影響で低迷した地
域がある一方、不作からの脱却に向けた関係者一体と
なった病害虫防除、かん水作業等の取組の成果が現れ、
鹿児島県、沖縄県両県平均で5.4t（前年比112.9％）

（鹿児島県：5.42t（同125.5％）、沖縄県：5.46t（同
105.0％）、生産量は、119万t（前年比107.5％）に回復
したものの、平年を下回る（平年比86.3％）水準となっ
た。

⑵　てん菜生産振興対策
てん菜は、北海道畑作農業における基幹的な輪作作

物であるとともに、地元のてん菜糖製造事業者で製糖
されるなど地域経済上重要な役割を担っているが、近
年、高温多湿な気象条件が続いていることに加え、農
家の高齢化や規模拡大により、労働時間の長いてん菜
が敬遠されており、作付面積は減少傾向で推移してい
る。
　このため、平成24年度に造成したてん菜振興基金等
を活用して、作業の外部化や省力化に必要となる農業

機械等の導入、てん菜生産者が実施する病害虫防除の
取組に対して支援を行った。
　　　　　　⑶さとうきび生産振興対策
　さとうきびは、台風、干ばつ等の自然災害の常襲地
帯にある鹿児島県南西諸島及び沖縄県の農業における
基幹作物であるとともに、さとうきび産地に立地した甘
しゃ糖製造事業とも相まって地域経済上重要な役割を
担っているが、近年度重なる台風の襲来や病害虫の発
生等により不作が続いていることから、不作の悪影響を
早急に断ち切るため、さとうきびの効率的かつ持続的な
生産体制を確立し、地域経済の活性化を図ることが必
要となっている。
　このため、平成24年度に造成したさとうきび増産基金
等を活用して、機械化一貫体系確立のためのハーベス
ター等の導入、さとうきび生産者が実施する土づくり、
防除等の増産・生産性向上に向けた取組への支援を行っ
た。

８　特産農産物の生産振興対策

　特産農産物は地域農業において極めて重要な地位を
占めているが、その多くは加工原料用需要であるため、
海外産品との競合等により需要が伸び悩んでいるもの
が多いこと等から、需要の動向に沿った計画的生産を
推進し、生産性及び品質の一層の向上を図ることが重
要な課題となっている。
　これら特産農産物の生産動向及び振興対策は次のと
おりである。

⑴　特産農産物の生産動向
ア　いも類

平成25年産かんしょの作付面積は、3万8,600ha（前
年比99.5％）となった。また、主産地の鹿児島県、
宮崎県において、生育期の台風や干ばつによる被害
もなく、生育が良好であったため、10a当たり収量は、
2,440kg（同108.0％）と前年産を上回り生産量は94
万2,300ｔ（同107.6％）となり、平均収量比は103％
となった。

平成25年産ばれいしょの作付面積は、７万9,700ha
（前年比98.2％）となった。また、主産地である北
海道において、植付作業の遅れや７月の小雨の影響
が見られたことなどから、10a当たり収量は、3,020kg

（同98％）と前年産を60kg下回り、生産量は241万t（同
96.3％）となり、平均収量比は99％となった。

なお、地域別の生産量は、北海道産187万6,000ｔ
（同96,8％）、都府県産53万1,800ｔ（同94.7％）となっ
た。

イ　茶
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平成25年の茶栽培面積は、前年に比べ500ha減の
４万5,400ha（前年比98.9％）となった。

また、輸出は3,048t（同126.6％）で、うち緑茶が
2,942t（同125.1％）であった。一方、お茶の輸入は
３万6,152t（同95.8％）で、うち緑茶が4,875t（同
89.1％）、紅茶が１万5,648t（同94.0％）、その他の茶

（部分的発酵茶）が１万5,629t（同100.0％）であった。
ウ　その他の特産農産物

平成25年のその他の特産農産物の生産量は、そば
が３万3,400t（前年比74.9％）、なたねが1,770t（同
95％）、いぐさが主産県（熊本県、福岡県）で１万
1,800t（同111.3％）、こんにゃくいもが主産県（群
馬県、栃木県）で６万2,230t（同97.7％）であった。

⑵　特産農産物振興対策
特産農産物の生産性及び品質の向上等を図るため、

作業の省力化・外部化を図るための取組や、付加価値
向上のための取組等を推進した。
ア　いも類

かんしょ、ばれいしょの安定的な生産と供給体制
の確立のため、持続的な生産システムの構築、消費
者・実需者が望む品質への向上及び低コスト化を推
進した。　

また、かんしょについては、機械化一貫体系の確
立、ばれいしょについては、省力化・高品質化生産
体系の確立を推進した。

イ　茶
茶改植等支援事業により、茶園の若返りや優良品

種への転換による生産量・品質向上を支援した。
ウ　そば、なたね、いぐさ、こんにゃくいも等地域特

産物
地域特産物の安定的な生産・供給や輸入品との差

別化を図るため、ブランド産地の確立を推進し、地
域特産物産地の育成を図った。

そば・なたねについては、経営所得安定対策にお
いて、畑作物の直接支払交付金（数量払）、水田活
用の直接支払い交付金を交付し、農業経営の安定と
国内生産力の確保等支援した。

エ　薬用作物
薬用作物の生産振興のため、農林水産省、厚生労

働省、関係団体との共催により、生産者と実需者の
マッチングのためのブロック会議を全国８カ所で開
催し、情報交換や栽培希望調査を実施した。

９　蚕糸業振興対策

⑴　蚕糸業の動向
我が国の養蚕業は中山間・畑作地域の農業経営にお

ける重要な作目として、また、製糸業は養蚕業と絹業
を結ぶ仲立ちとして、ともに地域経済に重要な役割を
果たしている。

しかしながら、養蚕農家数、繭の生産量は大幅に減
少し、それに伴い生糸生産量も減少してきている。ま
た、長期にわたる「きもの」離れに加え、安価な絹製
品の輸入の増加等により、生糸価格は低迷している。
ア　養蚕概要

養蚕農家の高齢化、後継者不足による労働力事情
の悪化、生糸価格の低迷等により、飼育を中止する
農家や掃立規模を縮小する農家が増加したため、平
成25年度の収繭量は168t（前年比83.2％）であり、
蚕期別にみると春繭は61t（同76.3％）、初秋繭は41t

（同82.2％）、晩秋繭は67t（同91.2％）であった。
イ　生糸需給

平成25年度の生糸供給量は、期初在庫数量2,432
俵（ 前 年 比98.6 ％） に、 国 内 生 産 量407俵（ 同
85.9％）、輸入数量8,743俵（同83.7％）を加え、１万
1,582俵（同86.5％）であった。他方、需要量は、国
内生糸引渡数量9,411俵（同89.9％）、輸入数量180俵

（同35.4％）であったため、期末在庫数量は1,991俵（同
81.9％）となった。

⑵　蚕糸・絹業提携支援緊急対策
川上（蚕糸業）と川下（織物業、流通業等）の連携

による、蚕糸・絹業双方の持続的な発展に向けて、平
成19年度補正予算において、35億円を措置し、公募に
より決定した（財）大日本蚕糸会に蚕糸・絹業提携支
援緊急対策基金を造成するとともに、これを取り崩し、
平成19年度（平成20年２月）から、「蚕糸・絹業提携
支援緊急対策事業」を実施しているところである。

この事業では、①各事業者が提携グループ作りの
準備をし、平成23年度末までに提携システムに移行す
ること、②移行して３年間（25年度末まで）は、各グ
ループが行う純国産絹製品の試作品の作成、販売促進、
繭・生糸の生産から最終製品の販売までの品質向上や
ブランド化のための取組等に必要な助成金を交付する
こと、③養蚕農家が提携グループに移行するまでの間、
経過措置として従来と同様、繭代を補填することとし
ており、平成25年度の事業終了時には全ての養蚕農家
が提携システムに参画し、持続的な蚕糸業を確立する
こととしていたが、東日本大震災等の影響により、絹
製品の売り上げが落ち込んだことから、提携グループ
の自立を支援するため、平成28年度まで同事業を延長
することとした。

⑶　繭・生糸の国境措置
繭・生糸の国境措置については、関税割当制度の運
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用により実施しており、平成25年度の関税割当枠（無
税）は798t（繭、生糸を合わせた数量で生糸換算であ
る。）に設定した。

また、二次税率については、平成７年４月のWTO
協定の実施以降、平成12年までの６年間で15％引き下
げられ、平成25年は、繭が2,523円/kg、生糸が6,978円
/kgとなっている。

10　砂 糖 類 対 策

⑴　砂糖の需要及び価格の動向
ア　砂糖の需給

我が国の砂糖の需要量は、平成３砂糖年度（平成
３年10月〜平成４年９月）までは260万t台でほぼ横
ばいで推移してきたが、平成４砂糖年度以降加糖調
製品の輸入、消費者の低甘味嗜好等を背景として減
少傾向が続いており、平成17砂糖年度以降は220万t
を下回って推移し、平成25砂糖年度は201万tとなっ
た。

国内産糖については、てん菜糖は、平成24年産の
てん菜の作付面積が５万9,300haとなり、小麦、そ
ば等への転換等により、前年産に比べて1,200ha減
少（△1.98％）し、夏から秋にかけての著しい高
温及び褐斑病の被害が多発したこと等から産糖量
は55万6,000t（前年比98.5％）となった。なお、供
給量は、平成24砂糖年度には55万6,000t（前年度比
98.5％）となった。甘しゃ糖は、さとうきびの収穫
面積が２万3,000haとなり、前年産に比べて400ha増
加（＋1.8％）し、前年に被害を受けたさとうきび
からの株出栽培の不調等前年の不作の影響、メイ
チュウの発生、８月下旬からの度重なる台風襲来等
により、さとうきびの生産量は平年を大幅に下回る
111万t（平年比79.3％）、産糖量は12万7,000t（前年
比116.5％。鹿児島５万1,700t、沖縄７万2,200t）と
なった。なお、供給量は、平成24砂糖年度には12万
9,400t（前年度比116.5％。鹿児島４万9,400t、沖縄
７万2,200t）となった。

イ　糖価の動向
砂糖の国際相場は、平成22年６月以降は、ブラジ

ルの降雨不足や豪州の洪水による減産懸念等から上
昇し、平成23年１月には約36セント/ポンドとなっ
たが、その後インド等主要生産国の増産等により低
下し、５月には約27セント/ポンドとなった。同年
６月に、ブラジルでの天候不順による減産懸念等に
より一旦上昇したが、同年８月以降は、主要生産国
において概ね生産が順調に推移していることから、
平成25年度においても低下傾向になっている。

一方、国内卸売価格は、エネルギーコストの高騰
による製造コストの上昇を受け、平成25年11月に上
白糖1kg当たり186円（東京）で推移している。

⑵　砂糖の価格調整
ア　砂糖調整基準価格等

平成25砂糖年度に適用される砂糖調整基準価格等
については、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する
法律」（昭和40年法律第109号。以下「価格調整法」
という。）第３条、第９条、第11条及び第15条の規
定に基づき、次のとおり定められた。

砂糖調整基準価格� t当たり15万3,200円
（平成25年９月27日農林水産省告示第2484号）

指定糖調整率� 37.00％
（平成25年９月27日農林水産省告示第2484号）

異性化糖調整基準価格� t当たり17万1,686円
（平成25年９月27日農林水産省告示第2484号）

異性化糖調整率� 15.06％
（平成25年９月27日農林水産省告示第2484号）

イ　甘味資源作物交付金単価
価格調整法第20条第２項の規定に基づき、平成26

年産てん菜及びさとうきびに係る甘味資源作物交付
金単価は、次のとおり定められた。
鉉　てん菜

t当たり　7,060円
※糖度が16.3度のものについて適用
（平成25年12月27日農林水産省告示第3244号）

鉤　さとうきび
t当たり　16,420円

※糖度が13.1度以上14.3度以下のものについて適
用

（平成25年12月27日農林水産省告示第3244号）
ウ　国内産糖交付金単価

価格調整法第22条第２項の規定に基づき、平成25
砂糖年度に適用される国内産糖交付金単価は、次の
とおり定められた。
鉉　てん菜糖

t当たり　２万2,657円
（平成25年９月27日農林水産省告示第2485号）

鉤　甘しゃ糖
ａ　鹿児島県

種子島において製造されるもの
t当たり　５万1,743円

奄美大島において製造されるもの
t当たり　８万2,999円

喜界島において製造されるもの
t当たり　５万3,938円




