
参考資料

１．達成目標の設定理由等

施策（１） フードチェーンにおける連携した取組の推進

目標① （目標設定の考え方）
人口減少・高齢化等による国内市場の構造変化等の課題に対応し、国民への食料フードチェーンの適切な

の安定供給や国産農産物の最大の需要先として重要な役割を果たしている食品産業機能の発揮
が持続的に発展し、その役割を果たしていくためには、「フードチェーンの適切な機能
の発揮」が重要であることから、これを目標として設定した。

（各年度の目標値の考え方）
（ア）農商工等連携事業の計画認定数

中小企業者と農林漁業者が連携し行う事業活動を促進し、中小企業の経営の
向上･農林漁業経営の改善を図ることを目的として、農商工等連携促進法が成立
（平成20年５月）した際に、「５年間で500件の優良事例（農商工等連携事業計画）
を創出すること」としたところである。21年度までに認定した370件と最終年度の目
標である500件の差の130件（年間約44件）を各年度に上乗せし、22年度の目標
値を設定したところである。

農商工等連携事業計画認定数 単位：件
21年度 22年度 23年度 24年度

目標値 ― 414 457 500
実績値 370 434

資料：農林水産省調べ

（イ）外食・中食事業者と農業者の連携による商談・成約件数
中小・零細の事業者が多い外食・中食事業者と農業者の両者の契約成立件数

を増加させることが、フードチェーンにおける連携の強化に繋がることから目標値
として設置した。なお、目標値は50件と設定したところであるが、これは、22年度
は17箇所の開催を予定している産地交流会１箇所３件（平均参加数：外食・中食
事業者、農業者それぞれ30事業者の約１割）の商談・契約成立（商談中含む）を
目標値としたもの。

（ウ）１中央卸売市場当たりの取扱金額
中央卸売市場における１市場当たりの取扱金額は減少傾向にあり、過去５年

（16年度～20年度）の対前年度比の平均で年率0.5％の減少となっている。
食料・農業・農村基本計画において、卸売市場の機能強化を図るとされたとこ

ろであるが、このことにより取扱金額の減少傾向を解消し、26年度まで20年度実
績値以上を維持することを目標とした。

（エ）食料品の買い物が困難・不便な住民に対して対策がとられている市区町村の割合
「高齢化の進展等に対応し、民間事業者による多様な配達サービスが健全に展

開されること等により、消費者への食料の円滑な提供を図る」という基本計画上の施
策目的の達成度合を総合的に評価するためには、地域住民の現状と課題を公的立
場から詳細に把握している地方公共団体からの回答が最も客観的な指標になるも
のと考え、「食料品の買い物が困難・不便な住民に対して対策がとられている市区
町村の割合」を指標として設定した。なお、対策は、地方公共団体のとる対策に限ら
ず、民間事業者等の行う対策も含む。

（参考：22年度の取組概要）
22年度は、対策の基礎情報の収集を目的として、食料品へのアクセス改善に

向けて関係主体が取り組むべき課題と対応方向を明らかにするために、農林水
産政策研究所の協力を得てプロジェクト研究を実施。
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（把握の方法）
（ア）農商工等連携事業の計画認定数

地方農政局等からの聞き取りにより把握

（イ）外食・中食事業者と農業者の連携による商談・成約件数
総合食料局食品産業振興課調べ

（ウ）１中央卸売市場当たりの取扱金額
総合食料局流通課調べ

（エ）食料品の買い物が困難・不便な住民に対して対策がとられている市区町村の割合
23年度以降、総合食料局流通課が全市区町村に対してアンケート調査を実施

（達成度合の判定方法）
（ア）農商工等連携事業の計画認定数

達成度合＝（当該年度実績値－基準値）／（当該年度目標値－基準値）×100
Ａランク：90％以上（410件以上）、Ｂランク：50％以上90％未満（392件以上～

410件未満）、Ｃランク：50％未満（392件未満）

（イ）外食・中食事業者と農業者の連携による商談・成約件数
達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

（ウ）１中央卸売市場当たりの取扱金額
Aランク ５５７億円以上
Bランク 下記a以上b未満

(ａ) 過去５年の減少傾向（毎年度、前年度より年率0.5％減少）によ
る推計値

20年度実績値×（１－0.005） ※Ｔは評価年度－20年度T

（例）22年度実績の評価の場合
T＝22－20＝２
a＝557億円×0.995×0.995＝551億円

(b) 557億円
Cランク 上記a未満

（エ）食料品の買い物が困難・不便な住民に対して対策がとられている市区町村の割合
達成度合＝Aランク：前年度より増加した場合

Ｂランク：前年度と同じ場合
Ｃランク：前年度より減少した場合

施策（２） 国内市場の活性化

目標① （目標設定の考え方）
人口減少・高齢化等により国内市場が構造変化等の課題に対応し、新たな価値を食品産業の国内生産額

創造し、質が高く多様性に富んだ国内市場の維持・回復を進めることは、国民への食の維持
料の安定供給や国産農産物の最大の需要先として重要な役割を果たしている食品産
業が持続的に発展し、その役割を果たすために重要であることから、「食品産業の国
内生産額の維持」を目標として設定した。

（各年度の目標値の考え方）
（ア）食品産業の国内生産額の維持

食品産業の国内生産額は、10年度の94.2兆円をピークに19年度の81.5兆円ま
で断続的に減少している。この減少傾向に歯止めをかけることが必要であるた
め、国内生産額の減少傾向を解消することとしている。

このため、食品産業の国内生産額の減少傾向を26年度までに徐々に解消する
こととし、21年度は対前年度減少率0.8％（対前年度比99.2％）、22年度は同0.7
％（対前年度比99.3％）、23年度は同0.5％（対前年度比99.5％）、24年度は同0.3
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％（対前年度比99.7％）、25年度は同0.2％（対前年度比99.8％）、26年度は同０
％（対前年度比100％）とする。

資料：農林水産省大臣官房情報評価課「農業・食料関係産業の経済計算」

（イ）地域農商工等連携促進対策事業に参画し、商品開発に取り組んだ食品製造企
業の製品出荷額

地域農商工等連携促進対策事業を活用して新商品開発に取り組んだ事業者
の製品出荷額が前年に比べて増加したかを指標とすることにより、当該予算の活
用による事業者の売上高等の変化を把握するものである。

（把握の方法）
（ア）食品産業の国内生産額

「農業・食料関連産業の経済計算」（農林水産省大臣官房情報評価課）の国内
生産額（食品工業、飲食店及び関連流通業の合計）により把握する。

（イ）地域農商工等連携促進対策事業に参画し、商品開発に取り組んだ食品製造企
業の製品出荷額

地域農商工等連携促進対策事業を活用して新商品開発に取り組んだ事業者
へのアンケート調査を23年度に実施することにより把握。

（達成度合の判定方法）
（ア）食品産業の国内生産額の維持

評価にあたっては、以下を基本としつつ景気や物価水準等の動向を踏まえ、
総合的に判断する。
達成度合＝Ａランク：各年度において目標としている対前年度比以上

Ｂランク：過去５年平均の対前年度比（98.8％）以上～各年度におい
て目標としている対前年度比未満

Ｃランク：過去５年平均の対前年度比（98.8％）未満
（注）当該年度の実績値は、翌年春時点での把握は困難なことから、
20年度実績値を用いて評価を行う。

（イ）地域農商工等連携促進対策事業に参画し、商品開発に取り組んだ食品製造企
業の製品出荷額

評価にあたっては、23年度が22年度を上回るかどうかを基本としつつ、景気や
需給等の動向を踏まえ総合的に判断する。

目標② （目標設定の考え方）
国民への食料の安定供給や国産農産物の最大の需要先として重要な役割を果た食品関連企業の社会的

している食品産業が持続的に発展していくためには、食品産業が環境配慮への対応責任に関する取組の強
や消費者とのコミュニケーションの強化することが重要であることから、「企業の社会的化
責任への取組の推進」を目標として設定した。

（各年度の目標値の考え方）
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（ア）中小食品関係事業者における企業行動規範の策定割合
企業行動規範の策定割合は、21年度の72％を基準として、補助事業終了予定

年度である24年度までに、食品を扱う企業に対して、保健所を中心に策定指導
が行われている衛生管理マニュアルの策定割合（21年度：80％）と同程度を目標
として設定。目標値の達成に向けて、22年度は74％、23年度は77％以上を目標
とする。

【企業行動規範策定状況調査（アンケート）結果（うち中小企業分）】
21年度 22年度

調査回答企業数 1,639社 1,276社
策定企業数 1,180社 943社
策定割合 72％ 74％

資料：総合食料局調べ

（イ）食品製造業の中小企業に係るCO2排出量
研修会参加者によるCO2削減への取組実践と研修会で使用したCO2削減方策

に関する成果物を事業者が集まる全国各地の勉強会や会合等で機動的に広く有
効活用することによる波及効果を勘案して、各年度４％程度の削減を目標値とす
る。

京都議定書において約束する我が国の温室効果ガス排出量６％削減の達成に
資するため、食品産業におけるCO2削減促進に係る事業の実施前の19年度におけ
る中小企業のCO2排出量を基準値として、事業終期の24年度までの５カ年で中小
企業のCO2排出量を基準値比20％（４％程度×５年）削減する。

※ 食品産業におけるCO2排出削減事業については、
・ 行政事業レビューの指摘を踏まえ、23年度における事業について統廃合を行

うとともに、事業対象を取組が遅れている中小企業への支援に重点化するなど、
事業内容を大幅に見直したことから、中小企業のCO2排出量の削減に着目した
目標を23年度目標として設定。

・ 22年度事業実施に当たっては、当初から事業成果として研修会参加企業に
おけるCO2削減の実践を重視して事業を実施したことから、22年度の評価に当
たっては、研修参加企業におけるCO2削減の計画づくり及び具体的実践の取
組割合で評価。

（ウ）食品産業CO2削減促進対策事業の研修会参加企業におけるCO2削減の計画づ
くり及び具体的実践の取組割合

食品産業CO2削減促進対策事業の実施効果として、22年度は研修会参加企業
の50％以上にCO2削減取組への動機付けを与えることを目標とする。

【22年度研修会参加企業アンケート結果】
アンケート回答企業数 ：24社
研修会を受けて取組を実施又は検討：14社（58％）
研修会を受けて取組を行っていない ：10社（42％）

（把握の方法）
（ア）中小食品関係事業者における企業行動規範の策定割合

総合食料局食品産業振興課調べ

（イ）食品製造業の中小企業に係るCO2排出量
食品製造業の排出量（温室効果ｶﾞｽｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ(独)国立環境研究所）から省エネ法

に基づく指定工場の排出量を引いた数値で中小企業の排出量を推計（※各年度の
データは翌年度末頃に集計予定）

（ウ）食品産業CO2削減促進対策事業の研修会参加企業におけるCO2削減の計画づ
くり及び具体的実践の取組割合

食品産業CO2削減促進対策事業の研修会参加企業に対し、CO2削減への取組
状況のアンケート調査を実施。
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（達成度合の判定方法）
（ア）中小食品関係事業者における企業行動規範の策定割合

達成度合（％）＝（23年度の実績値－基準値（21年度））／
(23年度の目標値－基準値(21年度））×100

Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

（イ）食品製造業の中小企業に係るCO2排出量
評価に当たっては、目標値達成を基本としつつ、電気事業者における電力CO2排

出係数の状況や景気動向に伴う生産状況等を踏まえ総合的に判断する。
（注）当該年度の実績値は、翌年春時点での把握は困難なことから、前年度の実績
値を用いて評価。

（ウ）食品産業CO2削減促進対策事業の研修会参加企業におけるCO2削減の計画づ
くり及び具体的実践の取組割合

達成度合（％）＝（取組企業数／研修参加企業のうち有効回答企業数）
※ 取組企業数は、研修後にCO2削減に向けた計画の策定や具体的取組
（取組予定を含む。）を行った企業。

Ａランク：50％以上、Ｂランク：30％以上50％未満、Ｃランク：30％未満

施策（３） 海外展開による事業基盤の強化

目標① （目標設定の考え方）
食品産業の事業基盤を強化し、我が国の食料の安定供給の確保等を図るためにアジアにおける我が国食

は、食品製造・流通業の現地生産・販売の取組や外食産業の進出を促進することが品産業の活動規模拡大
重要であることから、「アジアにおける我が国食品産業の活動規模拡大」を目標として
設定した。

（各年度の目標値の考え方）
（ア）アジアにおける我が国食品産業（食品製造業）の現地法人の売上高

18年度以降、増加傾向で推移。今後ともこれまでの増加傾向を維持することが
重要であるため、過去10年間の我が国食品企業（食品製造業）の売上高データ
を用いて、線形回帰分析により32年度（10年後）の売上高を２兆円と推計した。

目標年度の２兆円に向け、毎年度一定額（650億円）の売上高増を図る必要が
あることから、21年度の目標値を1兆2,710億円とした。

資料： 海外事業活動基本調査 （経済産業省）を基に総合食料局が作成「 」
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（イ）アジアにおける我が国食品産業の現地法人数
15年以降、増加傾向で推移。今後ともこれまでの増加傾向を維持することが重

要であるため、過去10年間の我が国食品企業（食品製造業）の売上高データを
用いて、線形回帰分析により32年（10年後）の法人数を800法人と推計した。

海外進出企業総覧 （東洋経済新報社）を基に総合食料局が作成資料：「 」

（把握の方法）
（ア）アジアにおける我が国食品産業の現地法人の活動規模（売上高）

「海外事業活動基本調査」（経済産業省）により把握する。

（イ）アジアにおける我が国食品産業の現地法人数
「海外進出企業総覧」（東洋経済新報社）により把握する。

（達成度合の判定方法）
（ア）アジアにおける我が国食品産業の現地法人の活動規模（売上高）

達成度合（％）＝（当該年度の前年度の実績値※－基準値）／
（当該年度の目標値－基準値）×100

（注）当該年度の実績値は、翌年春時点での把握は困難なことから、前年度の実
績値を用いて評価。

（イ）アジアにおける我が国食品産業の現地法人数
達成度合（％）＝（当該年度の実績値－基準値）／

（当該年度の目標値－基準値）×100
＊判定（①、②いずれも同様）

Aランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

２．用語解説

食品小売業・卸売業、食品製造業、外食・中食産業の総称。注１ 食品産業

一次生産から消費までの食品及びその材料の生産、加工、配送、保管及び取扱に注２ フードチェーン
係わる一連の段階及び活動。
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