
Ⅲ 砂糖関係業務 

 

１ 甘味資源作物交付金の交付 

（１）甘味資源作物交付金単価 

甘味資源作物交付金単価は、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律（以下「価格

調整法」という。）第20条第２項に基づき、対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資

源作物の標準的な生産費の額から対象国内産糖製造事業者への標準的な売渡の価格に

相当する額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が糖度別に定めることとな

っている。 

平成23年産については、平成22年12月28日に次のように告示された。（表29） 

  甘味資源作物交付金単価 

   糖度13.2度以上14.4度以下のもの 

1,000キログラムにつき   16,000円 

（単位：円／トン）

砂糖年度 さとうきび 備　　　考

23 16,000 　基準糖度帯(13.2度～14.4度)

（注）品質に応じ糖度が13.2度を下回る場合は、0.1度につき100円/ﾄﾝを減額、

　　14.4度を上回る場合は0.1度につき100円/トンを増額する。

表29　甘味資源作物交付金単価

 

（２）甘味資源作物に関する業務 

平成23事業年度における甘味資源作物生産者交付金交付業務については、平成23年

４月から６月までは平成22年産分、12月から平成24年３月までは平成23年産分の交付

決定を行った。 

平成22年産分の平成23年４から６月までの交付決定数量は、鹿児島県産は９万4159

トン、沖縄県産は２万7146トン、平成23年産分の平成23年12月から平成24年３月まで

の交付決定数量は、鹿児島県産は37万9018トン、沖縄県産は45万5510トンであった。 

この結果、平成23事業年度の交付決定数量は95万5833トン、交付決定金額は152億

8133万円であった。（表30） 



鹿児島県産 沖縄県産

注）四捨五入の関係で合計は必ずしも一致しない。

834,529 

計 473,177 482,656 955,833 

　

（単位：トン、千円）

項　　　　　目
さとうきび

計

平成22年産 94,159 27,146 121,305 

表30　　甘味資源作物交付金交付決定数量及び交付決定金額

交付決定数量

7,459,394 7,821,936 15,281,330 
甘味資源作物交付金交付決定金額

（平成23年４月～平成24年３月）

平成23年産 379,018 455,510 

 

 



２ 国内産糖交付金の交付 

（１）国内産糖交付金単価 

国内産糖交付金の単価は、価格調整法第22条第２項に基づき、農林水産省令で定め

る国内産糖の種類に応じて、対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準

的な買入れの価格に相当する額に、甘味資源作物の買入れおよびこれを原料とする国

内産糖の製造に要する標準的な費用の額を加えて得た額から、政令で定めるところに

より、輸入に係る粗糖につき同法第９条第１項第１号の規定に基づいて定められる機

構の売戻しの価格を基礎として算出される額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出

される額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定めることとなっている。 

平成23年産については、てん菜糖及び甘しゃ糖の国内産糖交付金単価は、ともに平

成23年９月30日に次のように告示された。（表31） 

ア てん菜糖 

1,000キログラムにつき   13,442円 

  イ 甘しゃ糖 

  （ア）鹿児島県産       

種子島     1,000キログラムにつき   46,561円 

奄美大島    1,000キログラムにつき     76,073円 

喜界島     1,000キログラムにつき     46,337円 

徳之島          1,000キログラムにつき     40,808円 

沖永良部島      1,000キログラムにつき     54,608円 

与論島          1,000キログラムにつき     78,598円 

 

  （イ）沖縄県産 

         沖縄県本島   1,000キログラムにつき     48,560円 

         沖縄本島内   1,000キログラムにつき     39,460円 

         伊是名島 1,000キログラムにつき  102,424円 

 久米島 1,000キログラムにつき 67,558円 

南大東島 1,000キログラムにつき 86,110円 

北大東島 1,000キログラムにつき 122,212円 

宮古島 1,000キログラムにつき 45,059円 

伊良部島 1,000キログラムにつき 62,974円 

石垣島 1,000キログラムにつき 57,471円 

 



（２）国内産糖に関する業務 

 ア 国内産糖交付金交付業務 

平成23事業年度における国内産糖交付金交付業務については、平成23年４月から

平成24年３月まで平成21年産分から平成23年産分の交付決定を行った。 

（ア）てん菜糖 

平成21年産分の平成23年４月から10月までの交付決定数量は3,957トン（うちて

ん菜原料糖1,479トン）、平成22年産分の平成23年４月から平成24年３月までの交

付決定数量は35万4291トン（うちてん菜原料糖３万369トン）、平成23年産分の平

成23年11月から平成24年３月までの交付決定数量は13万2806トン（うちてん菜原

料糖３万8558トン）であった。 

この結果、平成23事業年度の交付決定数量は49万1054トン（うちてん菜原料糖

７万406トン）、交付決定金額は75億3069万１千円（うちてん菜原料糖10億5044万

８千円）であった。（表32） 

（イ）甘しゃ糖 

平成22年産分の平成23年４月から６月までの交付決定数量は、鹿児島県産は１

万3222トン、沖縄県産は7,030トン、平成23年産分の平成23年12月から平成24年３

月までの交付決定数量は、鹿児島県産は４万1314トン、沖縄県産は４万6082トン

であった。 

この結果、平成23事業年度の交付決定数量は10万7647トン、交付決定金額は56

億1043万８千円であった。（表32） 

イ 国内産原料糖入札取引業務 

国内産原料糖の入札取引に係る業務規程及び業務細則に基づき、平成23事業年度

における売り手（８者）及び買い手（22者）の登録を行うとともに、国内産原料糖

価格形成施設において、取引監視委員立ち会いの下、入札取引を３回行った。結果

については、全量が落札されており、再入札は行われなかった。（表33） 

砂糖年度 てん菜糖

22 16,709

23 13,442

種子島 奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

22 50,181 79,559 50,553 45,116 58,250 82,120

23 46,561 76,073 46,337 40,808 54,608 78,598

沖縄本島 沖縄本島内 伊是名島 久米島 南大東島 北大東島 宮古島 伊良部島 石垣島

22 52,395 45,045 105,574 71,274 88,800 124,593 49,326 66,823 61,362

23 48,560 39,460 102,424 67,558 86,110 122,212 45,059 62,974 57,471

表31　国内産糖交付金単価

 （単位：円／トン）

砂糖
年度

甘しゃ糖

沖縄県産

（単位：円／トン）

（単位：円／トン）

砂糖
年度

甘しゃ糖

鹿児島県産



（単位：トン、千円）

鹿児島県産 沖縄県産 合計

(1,479)

3,957        

(30,369)

354,291      

(38,558)

132,806      

(70,406)

491,054      

(1,050,448)

7,530,691    

（注）てん菜糖の上段（　　）は、てん菜原料糖に係るもので内数である。

表32　国内産糖交付金交付決定数量及び交付決定金額

- -

平成22年産

平成21年産

項　　　　　目 てん菜糖

交付決定数量

甘しゃ糖

-

41,314

54,535 53,112

46,082

計

平成23年産

5,610,438

107,647

87,395

20,252

国内産糖交付金交付決定金額
2,698,427 2,912,011

（平成23年４月～平成24年３月）

13,222 7,030

 

 

 

①    てん菜原料糖

              区分 上場数量

（売り手数） 最高 最低 平均

    　     　　　　単位 トン

   　   回 （者）

平成２２砂糖年度

第3回　　　 （中止） - - - - - - - - - - -

平成22年産

第4回　平成23年 7月7日 9,000.000 20 24,840.000 2.8 20 9,000.000 0.000 100.0 97,200 97,200 97,200

平成22年産 (1)

平成２３砂糖年度

第1回  平成23年10月13日 10,500.000 20 28,980.000 2.8 20 10,500.000 0.000 100.0 102,800 102,800 102,800

平成23年産 (1)

第2回 平成24年 1月12日 4,620.000 20 12,751.200 2.8 20 4,620.000 0.000 100.0 96,580 96,580 96,580

平成23年産 (1)

（注）１ 不落札数量は、（上場数量－落札数量）である。

      ２ 落札価格は、消費税及び地方消費税を含まない。

②    甘しゃ分みつ糖

             区分 上場数量

（売り手数）

               　  単位 トン

　 　 　回 （者）

平成２３砂糖年度

第1回 平成23年10月13日 - - - - - - - -

第2回 平成24年 1月12日 2,200.000 5 5,600.000 2.5 2 2,200.000 0.000 100.0

(2)

（注）１ 不落札数量は、（上場数量－落札数量）である。

      ２ 落札価格は、消費税及び地方消費税を含まない。

-

131,673

落札価格平均

者 トン 倍 者 トン トン ％ 円／トン

円／トン 円／トン 円／トン

申込者数 申込数量 申込倍率 落札者数 落札数量 不落札数量 落札率

不落札数量 落札率
落札価格

者 トン 倍 者 トン トン ％

申込者数 申込数量 申込倍率 落札者数 落札数量

表33　平成23事業年度における国内産原料糖の入札結果
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