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平成22年度に実施した政策（政策手段シート）

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

・構造改善計画の認定及び推進により、農
林漁業者等と食品製造業者等の連携による
消費者ニーズに対応した食品供給等に寄
与した。
・構造改善計画認定件数：22件（22年度末）

食品流通構造改善促進法 －

施策

実績

①
フードチェーンの適切な機能
の発揮

　食品事業者等に対し制度の普及啓発を図
るとともに、計画認定に係る個別相談に国土
交通省とも連携し対応した。
　なお、22年10月末現在、３省（国土交通
省、経済産業省、農林水産省）合計で146計
画が認定された。

　農商工等連携事業の計画認定数：434件
（23年３月31日時点）

中小企業者と農林漁業者との連携によ
る事業活動の促進に関する法律（農商
工等連携促進法）

　中小企業の経営の向上及び農林漁業経
営の改善を図るため、農林漁業者と食品産
業等の中小企業者の連携による新事業の
展開を支援

－

・　卸売市場の整備・運営の基本的な定め
である卸売市場整備基本方針（第９次）を策
定した（22年10月）。
・　中央卸売市場の整備を図るための計画
である中央卸売市場整備計画（第９次）を策
定した（23年３月）。
・　第８次中央卸売市場整備計画において
再編に取り組むこととされた中央卸売市場
のうち、22年４月に山形市中央卸売市場、
松山市中央卸売市場中央市場花き部、23
年３月に松山市中央卸売市場水産市場が
地方卸売市場へ転換した。

　食品流通部門の構造改善を促進し、食品
に係る流通機構を合理化するとともに、流通
機能を高度化

卸売市場法
－

　卸売市場の整備を促進するとともに、卸売
市場の適正かつ健全な運営を確保

目標

流通業務の総合化及び効率化の促進
に関する法律

　立地上最適な物流拠点施設の活用による
効率的で環境負荷の小さい物流の実現

－

政策分野名 ３．食品産業の持続的な発展

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容



３手段－2

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

６次産業化推進人材育成事業
（再掲：政策分野９）

　農林漁業者等による農山漁村の６次産業
化を推進するため、６次産業化に取り組む
農林漁業者等をサポートする人材を育成

50 　６次産業化に関する専門的知識を取得さ
せる実務研修及び民間企業や農林漁業者
等のもとで学ぶ実地研修会を10カ所で開催
した。47

　国産農林水産物を活用した新商品・メ
ニュー等の開発とともに販路拡大のための
交流会を全国１3地区で開催した。165

　地域経済を活性化するため、地域の資源
である「食」を核とした地域興しの取組を支
援

　22年度は、７市で７計画が認定された。（23
年３月末時点）

　９事業者に対し低温保管倉庫、卸売場の
低温化に必要な設備・機器のリース方式に
よる導入について支援を実施した。

　食品事業者等に対し、新商品等の事業化
のための食品加工や農業生産機械・施設等
の整備（事業実施34地区）を支援した。688

　卸売市場における現地調査等を通じ、品
質管理システムの導入効果の分析と課題整
理を行った上で、システムの導入に当たって
の指針を作成

　卸売市場における現地調査等を実施し、
コールドチェーンシステム導入に当たっての
指針を作成した。また、卸売市場関係事業
者に対するブロック説明会を実施した。（８カ
所で説明会開催）

　中心市街地の都市機能の増進及び経済
活力の向上を総合的かつ一体的に推進

752 　国産農林水産物を活用した商品の商談会
の開催（５回）や新商品の開発に必要な試
作やパッケージデザイン設計（63品目）等を
支援した。

　卸売市場においてコールドチェーン体制
を確保するためのリース方式による設備・機
器の導入の取組を支援

18

18

23

638

食品流通効率化・高度化支援事業のう
ち一貫したコールドチェーン体制の整
備
（再掲：政策分野９）

未来を切り拓く６次産業創出総合対策
（地産地消・販路拡大・価値向上）のう
ち農商工等連携促進施設整備支援
（再掲：政策分野９）

　農商工連携の本格的な事業化を促進する
ため、農林漁業者と食品事業者が安定的な
取引関係を確立して行う食品の加工・販売
施設や農林漁業用機械施設の整備等を支
援

中心市街地の活性化に関する法律

食品流通効率化・高度化支援事業のう
ち食品流通高度化推進調査
（再掲：政策分野９）

食を核とした地域活性化支援事業
（再掲：政策分野９）

未来を切り拓く６次産業創出総合対策
（地産地消・販路拡大・価値向上）のう
ち農商工等連携支援
（再掲：政策分野９）

　農商工連携の一層の推進のため、専門的
なアドバイスを行うコーディネーターの活
動、様々な異業種とも連携した新商品開発
や販路拡大等の取組に対して支援

－

915

185

23



３手段－3

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

食品流通効率化・高度化支援事業のう
ち次世代流通情報インフラ調査
（再掲：政策分野９）

　加工食品のフードチェーンの各段階にお
ける事業者の流通情報インフラの活用実態
やニーズについて調査し、商品管理の更な
る効率化を推進する手法を検討

36

33

　バーコードや電子商取引システム、その他
の流通情報インフラ技術の活用実態や新た
な活用ニーズ等について、製・配・販の各段
階の事業者を対象とした、ヒアリング調査(21
企業）やアンケート調査（140企業)を行い、
フードチェーンの各段階の事業者が、加工
食品の商品管理の更なる効率化を図る上で
の課題の整理、課題解決方策等を取りまと
め、報告書を配布した。

(1)【共同配送】卸売市場の仲卸業者を中心
とした共同配送、共同保管等の取組につい
て、全国の中央・地方市場（82市場）の仲卸
組合を対象に、アンケート・現地事例調査を
実施し、輸配送効率化のための共同の取組
を推進する上での課題整理等を実施し、報
告書を作成・配布した。

(2)【包装・荷役】我が国生鮮品流通の大宗
を占める卸売市場流通を前提とした通い容
器の導入について、全国の中央・地方市場
（71市場）の卸売業者等を対象に、品目別
の利用実態や管理回収の手法等について
調査し、フードチェーン全体としての導入を
推進する上での課題整理等を実施し、報告
書を作成・配布した。

(3)【農業者所得向上】大都市近郊の直売
所、インショップ産直コーナー等について、
各種調査データ収集、消費者アンケート、
生産者ヒアリング等を行い、運営上の課題、
農業者の流通・販売コスト等を調査し、農業
者所得向上へ向けた販売方法ごとの課題
や農業者のメリット・デメリットについて整理
し、調査結果の公表、報告書の配布等を実
施した。

88

86

食品流通効率化・高度化支援事業のう
ち食品流通効率化推進調査
（再掲：政策分野９）

　フードチェーンの各段階における関係者
が連携して行う輸送行程の効率化や包装・
荷役作業の効率化などの取組について調
査・検討



３手段－4

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

－

－

－

－

生鮮食料品等小売業近代化貸付制度

地域商店街等活性化支援事業
（再掲：政策分野９）

　地域の食料品小売店の機能の維持・強化
を図るため、食品販売機能の強化や付加価
値の創出に係る事例の調査を実施

14

　地域の食料品小売店の機能の維持・強化
を図るため、過去に実施した事業（食品小売
機能高度化促進事業、食品小売業コスト縮
減・機能強化構造改善事業、食品流通高付
加価値モデル推進事業及び地域流通モデ
ル構築支援事業（商店街活性化タイプ））の
取組実態調査及び、他の先進事例・消費者
意識調査を実施した。

14

食品流通構造改善貸付金

　生産者と食品販売業者の連携に必要な施
設、卸売市場・食品販売業者の近代化に必
要な施設等の整備（(株)日本政策金融公庫
（農林水産事業））

(1)近代化施設
　融資実績：7件270百万円
(2)食品生産販売提携事業施設
　融資実績：18件2,770百万円
　（以上、23年３月末現在（確定値））

　食品小売業の近代化等に必要な施設の
整備（(株)日本政策金融公庫（国民生活事
業）

　融資実績：747件　3,744百万円
　（23年３月末現在（確定値））

農商工等連携促進法に係る資金
（再掲：政策分野９）

9

9

強い農業づくり交付金のうち卸売市場
施設整備対策

22,664の内数

・中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動に必要な設備及び長期運転資金
融資実績：58件　1,063百万円
・共同利用施設
融資実績：なし－

　電子タグの食料品等に係る取組事例（26
件）について、ヒアリング・文献調査を行い、
青果物流通における導入上の課題整理や
導入可能性について検討を行い、産地での
導入メリットも含めた取りまとめ等を実施し、
報告書を作成・配布した。

　中央卸売市場整備計画に基づく施設整備
（８市場）及び都道府県卸売市場整備計画
に基づく地方卸売市場（２市場）の施設整備
を実施し、卸売市場流通の効率化を推進し
た。

21,486の内数

－

食品流通効率化・高度化支援事業のう
ち食品流通効率化・高度化推進
（再掲：政策分野９）

　中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動に必要な設備及び長期運転資金
や、農林水産物の生産、流通、加工又は販
売に必要な共同利用施設の取得等に対す
る金融措置（（株）日本政策金融公庫（中小
企業事業等））

　中央卸売市場における卸売場の低温化等
の取組を推進し、安全で効率的な流通シス
テムを確立

　食品流通の効率化等に係る事例の調査
や、その成果のとりまとめを通じて、食品流
通の効率化等を推進する方策を検討



３手段－5

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

農商工等連携促進法に係る特例措置
・事業基盤強化設備を取得した場合の
特別償却又は特別税額控除制度
［所得税・法人税：租税特別措法第10
条の4、第42条の7、第68条の12］

　農商工等連携促進法の認定計画に基づ
き取得する機械装置等の取得価格の30％
の特別償却又は7％の税額控除

＜29＞
　中小企業の経営を向上させるための設備
投資促進に寄与した。
　22年度実績：１件

＜1＞

卸売市場及びその他機能を補完する
一定の施設に係る事業所税の非課税
措置
［事業所税：地法第701条の34第14号］

　卸売市場の用に供するために土地収用法
の規定に基づき収用された場合、5,000万
円までの所得の控除又は特別勘定を設け
経理し損金に算入

＜0＞

　22年度実績：なし

＜0＞

＜0＞

　事業の用に供する施設等に係る資産割、
従業者割に係る事業所税の非課税

＜1,155＞ 　都市毎に異なる税負担の差異が解消さ
れ、全国一律な生鮮食料品の安定供給に
寄与した。
　22年度実績：272件＜1,155＞

農業協同組合、同連合会、農業組合
法人等が、日本政策金融公庫（食品流
通改善資金-卸売市場近代化施設）の
貸付を受けて取得した共同利用の機
械及び装置についての課税標準の特
例措置
［固定資産税：地方税法第349条の3第
4項］

　農業協同組合等が取得する共同利用の
機械及び装置について、課税標準の1/2を3
年間控除

＜2＞
　共同利用を目的とした資本装備の充実が
図られ、卸売市場の機能高度化、活性化等
に寄与した。
　22年度実績：１件

＜１＞

農業協同組合、中小企業等協同組合
等が政府の補助又は農業近代化資金
等の貸付を受けて取得した、農林業業
者等の共同利用に供する施設に対す
る課税標準の特例措置（卸売市場関
係）
［不動産取得税：地方税法第73条の14
第6項］

　農業協同組合等が取得する共同利用施
設に係る課税標準は、貸付又は交付金額を
もとに計算した一定額を価格から控除

＜2＞

　22年度実績：なし

収用等に伴い特別勘定を設けた場合
の課税の特例（卸売市場）
［所得税・法人税：租税特別措置法第
33条の4、第64条の2、第68条の71



３手段－6

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

　経営改善計画の承認件数：28件

①
食品産業の国内生産額の維
持

（
２

）
国
内
市
場
の
活
性
化

　中小企業の経営の向上及び農林漁業経
営の改善を図るため、農林漁業者と食品産
業等の中小企業者の連携による新事業の
展開を支援

中小企業者と農林漁業者との連携によ
る事業活動の促進に関する法律（農商
工等連携促進法）

　特定農産加工業者等の経営の改善の促
進

特定農産加工業経営改善臨時措置法

未来を切り拓く６次産業創出総合対策
（地産地消・販路拡大・価値向上）のう
ち農商工等連携支援
（再掲：政策分野９）

　農商工連携の一層の推進のため、専門的
なアドバイスを行うコーディネーターの活
動、様々な異業種とも連携した新商品開発
や販路拡大等の取組に対して支援

752 　国産農林水産物を活用した商品の商談会
の開催（５回）や新商品の開発に必要な試
作やパッケージデザイン設計（63品目）等を
支援した。638

産業活力の再生及び産業活動の革新
に関する特別措置法

　経営資源の有効活用による産業活力の再
生

・資源生産性革新計画の認定数：１件
・事業再構築計画の変更認定数：２件

中小企業地域資源活用促進法

　各地域の「強み」である産地の技術、地域
の農林水産品、観光資源等の地域資源を
活用して新商品開発等を行う中小企業を支
援

　地域産業資源活用事業の計画認定数：95
件

－

－

中小企業新事業活動促進法
　中小企業の経営革新、異分野連携新事業
分野開拓等による事業活動の促進

・経営革新の計画承認数：4,436件
・異分野連携新事業分野開拓の計画認定
数：46件

特定住宅地造成事業等のために土地
等を譲渡した場合の譲渡所得の特別
控除（食品流通構造改善促進法）
［所得税・法人税：租税特別措置法第
34条の2、第65条の4、第68条の75］

　農商工等連携事業の計画認定数：434件
（23年３月31日時点）

　食品流通構造改善促進法に基づく認定を
受けた食品商業集積施設整備事業の用に
供するために、地方公共団体が出資する法
人等に譲渡した土地等の譲渡益について、
年1,500万円を上限に特別控除

　22年度実績なし

－

－

＜2＞

＜0＞

－



３手段－7

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

食品安定供給施設整備資金
　食料の安定供給の確保に資する事業への
金融措置（㈱日本政策金融公庫（農林水産
事業））

－

　融資実績：５件 620百万円

－

食品流通構造改善資金のうち
　食品生産製造提携事業施設

　食品製造業と農林漁業との連携に対する
金融措置（㈱日本政策金融公庫（農林水産
事業））

－

　融資実績：12件  8,970百万円

－

新規用途事業等資金
　特定農林畜水産物の新規用途の採用等
の事業に対する金融措置（㈱日本政策金融
公庫（農林水産事業）

－
　融資実績：１件  10百万円

－

特定農産加工資金
　特定農産加工業者等の行う経営改善に対
する金融措置（㈱日本政策金融公庫（農林
水産事業）

－

　融資実績：68件　19,240百万円

－

６次産業化推進人材育成事業
（再掲：政策分野９）

　農林漁業者等による農山漁村の６次産業
化を推進するため、６次産業化に取り組む
農林漁業者等をサポートする人材を育成

50 　６次産業化に関する専門的知識を取得さ
せる実務研修及び民間企業や農林漁業者
等のもとで学ぶ実地研修会を10カ所で開催
した。47

食を核とした地域活性化支援事業
（再掲：政策分野９）

　地域経済を活性化するため、地域の資源
である「食」を核とした地域興しの取組を支
援

185 　国産農林水産物を活用した新商品・メ
ニュー等の開発とともに販路拡大のための
交流会を全国13地区で開催した。165

未来を切り拓く６次産業創出総合対策
（地産地消・販路拡大・価値向上）のう
ち農商工等連携促進施設整備支援
（再掲：政策分野９）

　農商工連携の本格的な事業化を促進する
ため、農林漁業者と食品事業者が安定的な
取引関係を確立して行う食品の加工・販売
施設や農林漁業用機械施設の整備等を支
援

915
　食品事業者等に対し、新商品等の事業化
のための食品加工や農業生産機械・施設等
の整備（事業実施34地区）を支援した。

688



３手段－8

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

産業活力の再生及び産業活動の革新
に関する特別措置法に係る特例措置
①事業革新設備を取得した場合の特
別償却
［所得税・法人税：租税特別措置法第
11条の3、第44条の3、第68条の21］
②登記の税率の軽減措置
［登録免許税：租税特別措置法第80
条、第81条第６項］
③営業の譲渡をした場合の軽減措置
［不動産取得税：地方税法附則第11条
の4第5項］

①所得税・法人税関係：事業再構築計画
等　20％又は経営資源融合計画25％の特
別償却
②登録免許税関係：会社の設立、資本金
の額の増加0.7%→0.35%等
③不動産取得税関係：税額の1/6相当額
を控除

農商工等連携促進法に係る特例措置
・事業基盤強化設備を取得した場合の
特別償却又は特別税額控除制度
［所得税・法人税：租税特別措法第10
条の4、第42条の7、第68条の12］

　農商工等連携促進法の認定計画に基づ
き取得する機械装置等の取得価格の30％
の特別償却又は７％の税額控除

＜29＞
　中小企業の経営を向上させるための設備
投資促進に寄与した。
  22年度実績：１件

＜1＞

特定農産加工業経営改善臨時措置法
に基づく事業用施設に係る特例措置
①課税標準の軽減措置
［事業所税：地方税法附則第33条第5
項］
②事業基盤強化設備を取得した場合
の特別償却又は特別税額控除制度
［所得税・法人税：租税特別措法第10
条の4、第42条の7、第68条の12］

①資産割 1/4相当額を控除
②特定農産加工業経営改善臨時措置法の
認定計画に基づき取得する機械装置等の
取得価格の30％の特別償却又は7％の税
額控除

＜①40＞
＜②79＞

＜計119＞

　農産加工業者の設備投資の促進に寄与し
た。
件数：
①24件
②16件
計40件

＜①29＞
＜②141＞
＜計170＞

＜①57百万円＞
＜②228百万円＞

＜③2百万円＞
＜計287百万円＞ ①１件

②０件
③０件
計１件

＜①368百万円＞
＜②　－円＞
＜③　－円＞

＜計368百万円＞

農商工等連携促進法に係る資金
（再掲：政策分野９）

　中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動に必要な設備及び長期運転資金
や、農林水産物の生産、流通、加工又は販
売に必要な共同利用施設の取得等に対す
る金融措置（（株）日本政策金融公庫（中小
企業事業等））

－ ・中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動に必要な設備及び長期運転資金
融資実績：58件　1,063百万円
・共同利用施設
融資実績：なし－



３手段－9

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

　22年度実績：なし

＜0＞

中小企業新事業活動促進法に係る特
例措置
・事業基盤強化設備を取得した場合の
特別償却又は特別税額控除制度
［所得税・法人税：租税特別措法第10
条の4、第42条の7、第68条の12］

　中小企業新事業活動促進法の承認経営
革新計画に基づき取得する機械装置等の
取得価格の30％の特別償却又は７％の税
額控除

中小企業地域資源活用促進法に係る
特例措置
・事業基盤強化設備を取得した場合の
特別償却又は特別税額控除制度
［所得税・法人税：租税特別措法第10
条の4、第42条の7、第68条の12］

　中小企業地域資源活用促進法の認定計
画に基づき取得する機械装置等の取得価
格の30％の特別償却又は7％の税額控除

中小企業新事業活動促進法による経
営基盤強化事業の用に供する施設に
係る事業所税の非課税措置
［事業所税：地方税法第701条の34第3
項第18号］

　事業の用に供する施設等に係る資産割、
従業者割に係る事業所税の非課税

＜21＞

　22年度実績：なし

0

＜420＞

＜90＞
　中小企業が経営革新を図るための設備投
資の促進に寄与した。
　適用件数：１４件

＜65＞

試験研究を行った場合の特別税額控
除制度
（研究開発促進税制）
［所得税・法人税：租税特別措置法第
10条、第42条の4、第68条の9］
[住民税：地方税法附則第8条]

　支出した試験研究費を基に算出した一定
の金額を支出した年度の所得税額又は法
人税額から控除
①　試験研究費の総額の８～10％の額を税
額控除
②　産学官連携の共同研究・委託研究を
行った場合、特別試験研究費の12％の額か
らⅠの税額控除
　割合を差し引いた割合を乗じた額を税額
控除
③　中小企業者等については試験研究費
の額の
　12％を税額控除
④　試験研究費が増加した場合の税額控除

＜2,402＞

　食品産業及び農薬製造業、技術研究組
合の研究開発を促進させることにより、我が
国の農林水産業及び食品産業等の技術基
盤や競争力の強化に寄与した。

＜2,857＞



３手段－10

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

事業協同組合等の貸倒引当金の特例
措置
［法人税：措法第57条の10、第68条の
59］

　貸倒引当金の繰入限度額を法定繰入額
の16％増しとすることができる。

＜41＞ 　見込件数：1,300件
(22年度実績は、23年10月以降に取りまとめ
予定）－

沖縄の特定中小企業者が経営革新設
備等を取得した場合の特別償却又は
特別税額控除制度

（機械・装置等)
　取得価格の34％の特別償却又は15％の
税額控除
（建物等）
　取得価格の20％の特別償却又は8％の税
額控除

②
食品関連企業としての社会
的責任に関する取組の強化

食品循環資源の再生利用等の促進に
関する法律

　食品廃棄物の排出抑制と食品循環資源の
再生利用の推進

・食品廃棄物等の再生利用等実施率（21年
度）
　食品製造業：93％
　食品卸売業：58％
　食品小売業：36％
　外食産業　 ：16％
・リサイクル・ループ認定者数：29件（23年３
月末現在）
・登録再生利用事業者数：169件（23年３月
末現在）

集積区域における集積産業用資産の
特別償却制度（企業立地促進法）（農
林水産関連業種）
［所得税・法人税：特別措置法第11条
の5、第44条の2、第68条の20］

（機械・装置等）
　取得価格の15％の特別償却
（建物等）
　取得価格の８％の特別償却

＜1,494＞ 　地域の産業集積の形成及び活性化のた
めの設備投資の促進に寄与した。
適用件数：33件＜1,048＞

－

＜32＞
　中小企業が経営革新を図るための設備投
資の促進に寄与した。
適用件数：６件

＜103＞

中小企業者等（食品産業）が機械等を
取得した場合の特別償却制度又は税
額控除制度
（中小企業投資促進税制）
［所得税・法人税：措法第10条の3、第
42条の6、第68条の11］

（機械・装置等）
　取得価格の30％の特別償却又は7％の税
額控除

＜6,470＞ 　中小企業の生産性を向上させるための設
備投資促進に寄与した。
(22年度実績は、23年10月以降に取りまとめ
予定）－



３手段－11

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

食品産業品質管理向上推進事業費
（再掲：政策分野９）

食品産業信頼性向上対策支援事業
（再掲：政策分野９）

　食品事業者のコンプライアンスの徹底等を
通じ、食品業界に対する消費者の信頼確保
を図る

135

　食品製造事業者のＨＡＣＣＰ手法の導入
の加速化及び一般的衛生管理の徹底を図
るための研修や専門家による助言・指導体
制の構築等を支援

194

【食品企業信頼確保対策支援事業】
　企業行動規範の策定等、食品関係事業者
の信頼性向上に向けた取組の参考となるよ
うな内容で研修会を開催した。（啓発研修会
25回、実務者研修会30回、トップマネジメン
ト実践研修会10回）

【食品産業表示推進支援事業】
　「食」への信頼確保に向け、企業担当者を
原産地表示アドバイザーとして育成するた
めの研修会等を開催した。（原産地表示アド
バイザー育成研修会３回、事業者・消費者
等との意見交換会を３回開催)

135

地球温暖化対策の推進に関する法律
　京都議定書目標達成計画の策定等により
温室効果ガス排出抑制を促進

　環境自主行動計画策定団体20団体につ
いて21年度実績のフォローアップを実施し
た。

　低コスト導入手法を構築し普及する取組
や、人材育成に係るＨＡＣＣＰ責任者・指導
者養成研修を全国21カ所で開催した。ま
た、一般衛生管理の徹底を図るための研修
等を全国２カ所で開催するとともに、零細な
食品製造事業者向けの従業員教育ツール
を作成するなど、ＨＡＣＣＰ手法の導入促進
に寄与した。

184

容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律

　容器包装廃棄物の減量及びリサイクルの
推進

　容器包装廃棄物の排出抑制及び適正なリ
サイクルを促進するため、全国の農政局及
び農政事務所において事業者への点検指
導（5,531件）を実施した。

エネルギーの使用の合理化に関する
法律

　工場等におけるエネルギー使用の合理化
を推進

　エネルギー使用の合理化を図るため、農
政局において事業者への現地調査（213件）
を実施した。

－

－

－



３手段－12

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

実績

目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

　公害防止体制の整備の促進、循環型社会
への発展に寄与した。（件数：82件）

公害防止用設備を取得した場合の特
例措置
課税標準の軽減
［固定資産税：地方税法附則第15条
第2項］
［事業所税：地方税法第701条の41第1
項表3］

・固定資産税関係：汚水又は廃液処理施
設：2/3控除等
・事業所税関係：資産割3/4相当額を控除

①
アジアにおける我が国食品
産業の活動規模拡大

（
４

）

そ
の
他

その他
農山漁村６次産業化対策共通経費
（再掲:政策分野９） ―

　固定資産税関係：22年度取得分　３年間、
1/4控除
23年度取得分　３年間、1/5控除

―

195

188

195

（
３

）
海
外
展
開
に
よ
る

事
業
基
盤
の
強
化

＜28.2＞

＜37.7＞

東アジア食品産業海外展開支援事業
（再掲:政策分野９）

　我が国食品産業の投資・事業展開を促進
するため、アジア各国の食品・投資関連法
規制や原料農産物の調達等に関する情報
収集・提供、国内の食品技術を現地に適用
する際の技術改良等の取組を支援

204
　海外情報の共有化、アジア市場展開上の
課題解決のための取組や、市場動向調査
等の海外進出可能性調査の実施した。ま
た、海外進出企業の事業活動円滑化のた
めの取組や食品規格基準・残留農薬基準
等の分析方法調査を実施した。
　これらの事業を実施するため、13事業者に
対し交付決定済み。

＜0.02＞

　循環型社会の形成推進及び食品リサイク
ルの推進に寄与。（件数：3件）

＜0.7＞

食品リサイクル設備を取得した場合の
課税標準の特例措置
［固定資産税：地方税法附則第15条第
11項］

農山漁村６次産業化対策事業のうち
食品産業環境対策支援事業
（再掲：政策分野９）

　食品リサイクルループの構築、食品ロス削
減及び温室効果ガス排出削減等に向けた
具体的取組の検討を行うとともに、フードバ
ンク活動の推進、食品廃棄物の新規利用の
ための技術改良等を推進

330
・食品廃棄物の肥飼料化設備の導入：５件
・食品廃棄物の有効利用のための技術改
良：２課題
・研修会：29回（食品廃棄物発生抑制６回、
CO2排出削減９回、容器包装コンプライアン
ス17回）

235
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