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徳之島において製造されるもの
t当たり　４万9,521円

沖永良部島において製造されるもの
t当たり　６万3,766円

与論島において製造されるもの
t当たり　９万2,360円

ｂ　沖縄県
沖縄本島において製造されるもの

（沖縄本島内において販売されるものを除
く。）

t当たり　５万7,630円
伊是名島において製造されるもの

t当たり　11万1,492円
久米島において製造されるもの
t当たり� ７万6,794円
南大東島において製造されるもの�

t当たり　９万2,136円
北大東島において製造されるもの

t当たり　13万61円
宮古島において製造されるもの

t当たり　５万2,002円
伊良部島において製造されるもの

t当たり　７万3,445円
石垣島において製造されるもの

t当たり　６万6,885円
沖縄本島内において製造されるもののうち沖

縄本島内において販売されるもの　　　　　　
t当たり　４万8,530円

（平成25年９月27日農林水産省告示第2485号）
⑶　でん粉の需要及び価格の動向

ア　でん粉の需給
平成25でん粉年度（平成25年10月〜 26年９月）

におけるでん粉の需要量は、263万7,000t（前年比
110.5％）となった。

また、供給量については、国内産いもでん粉では
かんしょでん粉４万2,000t（同110.5％）、ばれいしょ
でん粉18万5,000t（同97.9％）となり、コーンスター
チ226万6,000t（同100.4％）、輸入でん粉14万t（同
100.4％）、小麦でん粉１万7,000t（同94.4％）を加
えたでん粉の総供給量は、267万4,000t（同101.1％）
となった。

イ　とうもろこしの価格の動向
シカゴ商品取引所公表のとうもろこし相場（先物、

期近）における平成25でん粉年度平均のとうもろこ
し相場は、ブッシェル当たり430,06セントとなった

（前年度656,41セント）。

また、同期のとうもろこしのCIF価格は、t当た
り２万9,230円であった（前年度３万5,090円）。

ウ　糖化製品の生産及び価格の動向
鉉　異性化糖

平成25でん粉年度における異性化糖の生産量は
81万2,000t（標準異性化糖ドライベース）であり、
価格は141,4円／㎏（果糖55％もの、東京市中相場）
であった。

鉤　ぶどう糖
平成25でん粉年度におけるぶどう糖の生産量は

８万8,000t（うち、規格ぶどう糖５万8,000t）で
あり、価格は178.5円／㎏（含水結晶ぶどう糖、
東京市中相場）であった。

⑷　でん粉の価格調整
ア　でん粉調整基準価格等

平成25でん粉年度に適用されるでん粉調整基準価
格等については、価格調整法第26条及び第31条の規
定に基づき、次のとおり定められた。

　　でん粉調整基準価格　　　　t当たり14万8,170円
　　（平成25年９月27日農林水産省告示第2484号）
　　指定でん粉等調整率　　5.099％
　　（平成25年９月27日農林水産省告示第2484号）
イ　でん粉原料用いも交付金単価

価格調整法第34条第２項の規定に基づき、平成26
年１月１日から12月31日までに植付けされるでん粉
の製造の用に供するでん粉原料用いも交付金の単価
は、次のとおり定められた。

でん粉原料用ばれいしょ
t当たり　１万2,170円

（平成25年12月27日農林水産省告示第3244号）
でん粉原料用かんしょ　
アリアケイモ、コガネセンガン、コナホマレ、こ

なみずき、サツマアカ、サツマスターチ、シロサツ
マ、シロユタカ、ダイチノユメ、ハイスターチ及び
ミナミユタカ

t当たり　２万6,000円
その他の品種

t当たり　２万3,410円
（平成25年12月27日農林水産省告示第3244号）

ウ　国内産いもでん粉交付金単価
価格調整法第36条第２項の規定に基づき、平成25

でん粉年度に適用される国内産いもでん粉交付金の
単価は、次のとおり定められた。

ばれいしょでん粉
t当たり　１万6,113円

かんしょでん粉
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t当たり　２万4,590円
　（平成25年９月27日農林水産省告示第2485号）

11　鳥獣による農作物被害対策

平成25年度における鳥獣による農作物被害面積は、
7万9千ha、被害金額は199億円であった。このうち獣
類による被害面積は6万6千ha、被害金額は164億円と
被害金額の約8割を占めた。作物別の被害金額では、
野菜が約46億円、イネが約43億円、果樹が約42億円で
あった。獣種別の被害では、シカ（被害金額約76億円）、
イノシシ（同約55億円）及びサル（同約13億円）の3
獣による被害が全体の被害金額の約7割を占めている。
　このため、「鳥獣被害防止特措法」（平成19年法律第
134号）に基づく、市町村における被害防止計画の作成
及び鳥獣被害対策実施隊の設置を推進し、平成25年10
月末では、1,369市町村において被害防止計画が作成さ
れ、745市町村において鳥獣被害対策実施隊が設置され
た。
　また、「鳥獣被害防止総合対策交付金」の当初予算に
より、計画に基づく鳥獣の捕獲体制の整備、箱わなの
導入、侵入防止柵の設置、緩衝帯の設置、捕獲鳥獣の
地域資源としての利活用等の総合的な取組を支援した。
　平成25年12月には、環境省と共同で「抜本的な鳥獣
捕獲強化」を策定し、シカ及びイノシシについて、平成
35年度までに生息頭数を半減させるために捕獲対策を
強化することとした。これを踏まえ、平成25年度補正予
算において新たに、捕獲の担い手である狩猟者の確保
と技術向上のための捕獲技術高度化施設（射撃場）の
整備やICTを用いたわなと侵入防止柵の一体的な整備
等の取組を支援した。
　これに加え、平成24年度補正予算で措置した「鳥獣
被害防止緊急捕獲等対策」（基金）により、被害防止対
策の更なる強化のため、緊急捕獲活動や侵入防止柵の
機能向上の取組を支援した。
　この他、各地域の鳥獣被害対策の取組を支援するた
め、鳥獣被害対策の専門家をアドバイザーとして登録し、
被害地域の要請に基づいて紹介する取組を推進すると
ともに、優良活動表彰により鳥獣被害を防止する先進的
な取組を広く周知した。

第４節　�米穀の需給及び価格の安
定を図るための措置

１　食料・農業・農村政策審議会食糧部会

　主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成

６年法律第113号）、米粉の新用途への利用の促進に関
する法律等の規定により審議会の権限に属させられた
事項を処理することを所掌事務とする食糧部会が、食
料・農業・農村政策審議会の下に設置されている。
（開催状況）

平成25年７月26日� ・�米穀の需給及び価格の安定に関
する基本指針の策定について

11月28日� ・�米穀の需給及び価格の安定に関
する基本指針の変更について

平成26年３月26日� ・�麦の需給に関する見通しの策定
について

� ・�米穀の需給及び価格の安定に�
関する基本指針の変更について

（所属委員等）
（委員）
◎中 嶋 康 博� �東京大学大学院農学生命科学研

究科農業・資源経済学専攻教授
藤 井 千 佐 子� 福岡大学経済学部非常勤講師
横 　 田 　 友� 秩父市農業委員
� 埼玉県女性農業委員協議会会長

（臨時委員）
　大 枝 宏 之� �（株）日清製粉グループ本社取締

役社長
� 日清製粉（株）取締役社長
　尾 畑 留 美 子� 尾畑酒造（株）専務取締役
　木 村 　 良� 木徳神糧（株）取締役会長
� �全国米穀販売事業共済協同組合

理事長
　相 良 律 子� 栃木県農村女性会議会長
� 栃木県女性農業士
　田 沼 千 秋� �（株）グリーンハウス代表取締役

社長
� �（一社）日本フードサービス協会

元会長
　津 田 廣 喜� �早稲田大学公共経営大学院客員

教授
　平 石 　 博� （有）グリーン代表取締役
　廣 瀬 　 博� �東日本高速道路（株）代表取締

役社長
� �（一社）日本経済団体連合会前

農政問題委員会共同委員長
　冨 士 重 夫� �全国農業協同組合中央会専務理

事
　椋田哲史� �（一社）日本経済団体連合会常

務理事
　村松真貴子� 食生活ジャーナリスト
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� �フードアクションニッポン応援
団

◎部会長
（平成26年3月26日現在）

２　米の需給に関する動向

⑴　国内需給（平成25/26年の需給見通し）
平成25年産米については、全国の作況が「やや良」

の102となり、水稲収穫量は860万tとなった。
このうち主食用等に818万tが仕向けられるものと見

込まれた。
これを踏まえ、平成25/26年（平成25年７月〜平成

26年６月）の需給については、平成25年11月の「米穀
の需給及び価格の安定に関する基本指針」（以下「基
本指針」という。）において次のとおり見通した。

表６　平成25/26年の主食用米等の需給見通し

⑵　備蓄の運営
備蓄については、米穀の生産量の減少により、その

供給が不足する事態に備えるため、６月末時点での在
庫量100万t程度を適正水準としている。

なお、備蓄運営手法については、平成23年度から棚
上備蓄方式に移行した。

棚上備蓄方式による備蓄運営の基本的な考え方
①　適正備蓄水準は100万トン程度（６月末）
②　国内産米を一定期間（５年間程度）備蓄
③　備蓄米の買入れは、出来秋の市場価格に影響を与

えないよう事前契約によることを基本に、公平性・
透明性を確保する観点から一般競争入札により実施

④　備蓄米は、備蓄後に飼料用等の非主食用として販
売

⑤　大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著
しく低下するなどの米が不足する時における備蓄米
の放出については、食料・農業・農村政策審議会食
糧部会において、放出の必要性に関し、作柄、在庫
量、市場の状況、消費動向、価格及び物価動向等に
ついて総合的な観点から議論を行い、これを踏まえ

て、農林水産大臣が備蓄米の放出等を決定
⑶　国産米の流通

平成24年産については、水稲収穫量852万tのうち、
市場流通量（農家消費等を除く。）が604万tとなって
いる。
　この中で、生産者から農協等（農協・全集連系業者）
へのうるち米の出荷数量（373t）のうち、全国出荷団体

（全農・経済連、全集連）への販売委託数量については、
279万tと23年産（265万t）と比べ14万t増加している。
　また、農協等（農協・全集連系業者）の直販数量は
94万tとなっており、23年産（107万t）に比べ13万t減少
している。
　なお、生産者の直販数量については、23年産と比べ
９万t増加している。

表７　米の流通の状況（16 〜 24年産米）（推計）

⑷　外国産米
　ミニマム・アクセス米については、国家貿易の下、基
本的に政府が買い入れ、加工用を中心に販売し、販売
残については、食糧援助用や飼料用に活用している。
ミニマム・アクセス米の在庫は導入後徐々に増加し、平
成18年10月末には189万tに達したが、同年から飼料用へ
の販売を開始したため、平成26年３月末で89万tとなっ
ている。


