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平成18年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：総合食料局食品産業企画課、流通課

【施策名】
食品産業の競争力の強化 政策体系上の位置付け Ⅰ－①

【施策の概要＜目指す姿＞】
国民に対し、安全で安心な食料の安定供給を確保するため、食品産業の競争力の強化を図る。

【施策に関する目標】
① 個々の食品企業の自由な経済活動を基本としつつ、食料の安定供給を確保する観点から、食品産業の経営基
盤の強化や流通の効率化等に資する取組について一定の支援を行うことにより、食品産業の競争力の強化を図
る。
目標 ① 食品製造業の経営基盤の強化

＜達成目標＞ <18年度目標値> ＜実績値＞ ＜達成状況＞
食料産業クラスターの取組による食品製造企業の活 概ね有効
性化

＜目標に関する分析結果＞
平成 18年の我が国経済は、回復基調にあるものの、個人消費は概ね横ばいであるなど消費に弱さが見られ、
食品産業全体の売上高ＤＩ注１についても、平成 18年上期マイナス 3.1、下期マイナス 0.2となっている。また、
平成 18年の食品製造企業全体の製品出荷額を推計し、前年と比較すると、0.4％の減が見込まれる。
しかしながら、食料産業クラスター注２事業に参画している食品製造企業（51社）を対象に平成 18年度の売
上高を調査したところ、対前年比 0.9％の増となっており、前年度実績を上回った。また、本調査によれば、
平成 18 年度の総原材料仕入れ金額に占める国産原材料の仕入れ金額は対前年度比 4.1 ％増となり、国産農林
水産物の利用拡大も図られている。
したがって、食料産業クラスター事業は、食品産業の活性化及び国産農産物の使用拡大に一定の効果を示し
ているものであり、本政策分野の達成目標である「食料産業クラスターの取組による食品製造企業の活性化」
の達成状況としては概ね有効であると考える。
このような達成状況であるものの、我が国の食品製造業については、未だ、原材料供給の不安定性、中小零
細な産業構造といった特質を有している。食品製造業は、食料の安定供給や地域経済の活性化において重要な
役割を果たしているとともに、国産農産物の重要な供給先となっているため、引き続き、食品製造業の競争力
の強化を図ることが重要である。
平成 17 年度より、食品産業の経営基盤の強化を推進するため、食料産業クラスター事業により、地域の食
品企業、農業、試験研究機関等が連携した食料産業クラスターの協議会の設立、食料産業クラスターを通じた
国産農水産物を活用した製品開発、人材育成の取組等を推進してきたところであり、こうした取組の結果、ほ
とんどの都道府県(42ヵ所)で協議会が設立され、産学官が連携した体制づくりが進められるとともに、本協議
会を通じ、国産農林水産物を活用した計 85品目の製品を開発したところである。
今後は、食料産業クラスター事業の更なる展開を図るため、他省庁の施策との連携や地域の戦略食品となり
得る地場の農水産物を活用した製品の開発・販路拡大等が重要な課題となっている。

＜改善・見直しの方向性＞
上記の分析結果を踏まえ、食料産業クラスターの活性化を図るため、地域の食料産業クラスターの共有する
課題に対応した取組として以下を推進することとする。
① 開発製品の販路開拓を図るため、全国各地の食品卸会社等の商談会情報等を収集し、地域の食品企業に効
果的に発信する体制を構築する。
② 中小企業庁との共管法として、今通常国会で成立した「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動
の促進に関する法律」に基づき中小企業施策で実施しているマーケティング支援、ブランド育成支援等の施
策を活用するほか、地方農政局においても、都道府県及び地方出先機関との連携を図りながら、食料産業ク
ラスター展開事業の加速化を図る。
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目標 ② 食品流通の効率化
＜達成目標＞ <18年度目標値> ＜実績値＞ ＜達成状況＞

卸売市場の整備や、ユビキタス・コンピューティン 有効性の向上が必
グ技術注３、電子商取引の活用など先進モデルの提示 要である
等を通じた食品流通の効率化

＜目標に関する分析結果＞
平成 16 年をピークとした総人口の減少、少子高齢社会等により、食料・非アルコール飲料の最終家計消費
支出が減少傾向にある中で、食品卸売業では労働生産性の向上が見られる一方、食品小売業では見られなかっ
たことから、目標に対する達成状況としては有効性の向上が必要であると考えられる。
・食品卸売業：「飲食料品卸売業者１人・１時間当たりの販売額」が増加（対前年比 1.3％増）
・食品小売業：「飲食料品小売業者１人・１時間当たりの販売額」が減少（対前年比 1.0％減）
これの理由としては以下のような要因が挙げられる。
① 食品卸売業については、販売額が近年減少傾向で推移してきたところであるが、物流コスト削減等の大手
量販店等のニーズに応えるため、業界再編に取り組みつつ、フルライン一括物流や共同配送、広域配送等を
行う物流センターの整備、ＩＴの導入等による物流の効率化を進め、また、取扱商品の幅を広げ、外食・中
食業者との取引拡大に積極的に取り組んだ結果、18 年は販売額が増加に転じたことが労働生産性の向上し
た主因と考えられる。
なお、食品卸売業のうち、中央卸売市場における卸売業者従業員１人当たりの取扱金額は、ここ数年横ば
いで推移している。一方、仲卸業者従業員１人当たりの取扱金額は、17 年度は上昇した。これは、仲卸業
者の統廃合が進んだことが主因と考えられる。
② 食品小売業については、労働生産性の向上は見られなかったが、これは販売額が減少したことに加え、生
き残りをかけた競争が激化する中で、新業態を含めた積極的な出店による店舗の増加・大型化が進み、従業
員数が増加したことが主因と考えられる。

＜改善・見直しの方向性＞
食料の安定供給や流通構造の合理化等の観点から、電子タグと EDI 注４を組み合わせた物流効率化の実証、
次世代のＥＤＩ標準化の検討、物流拠点の再編などの取組や、新たな卸売市場制度下での安全で効率的な卸売
市場流通への改革等を推進しているところである。
また、食品専門小売店等に対して、経営相談、教育研修等の実施、人材育成マスターバンクの整備・活用、
生産者団体等と連携して地域農水産物を活用したブランド化、オリジナル商品開発等付加価値の向上を図るモ
デル的取組への支援等の取組を推進してきたところである。
さらに、昨年４月に決定された「21 世紀新農政 2006」に基づき、生産と流通の両面におけるコスト縮減に
向けた取組を強力に推進するため、「食料供給コスト縮減検証委員会」を設置するとともに、昨年９月に「食
料供給コスト縮減アクションプラン」を策定し、流通面のコスト縮減に向け、本年３月に工程表を策定したと
ころである。
上記の分析結果を踏まえ、食品流通の効率化を推進するために、今後は、食品産業界等と問題意識を共有し
ながら、工程表に基づき以下の施策に計画的に取り組んでいくこととする。
① 卸売市場法等に基づく卸売市場の再編・合理化、電子商取引によるダイレクト物流の普及、手数料の弾力
化、市場施設の整備や管理への民間活力の導入等を推進し、一層効率的な卸売市場流通の実現を図る。
② 通い容器の普及、電子タグ等のＩＴ技術の活用等による物流作業の効率化、物流拠点の再編や配送の共同
化等による効率的な物流ネットワークの実現、食品小売業の低コストビジネスモデルの普及定着等を推進す
る。
③ 食と農の連携強化、地産地消の推進等による多様な流通チャネルの形成を推進する。

【施策に関する評価結果】
食品産業は、基本的には個々の食品企業の自由な経済活動で成り立つとともに、農林水産物供給の不安定性、
中小零細な産業構造といった特質を抱えているが、我が国では、食料の安定供給や地域経済の活性化において
重要な役割を果たしているので、その役割が引き続き十分発揮されるよう、競争力の強化を図るとともに、国
内農林水産業に対してプラスの影響を及ぼすよう政策的に配慮していくことが重要である。
これを踏まえ、食品製造業の経営基盤の強化に関して、食品産業が中核となって農林水産業と関連産業を含
めた連携構築を図る食料産業クラスターを核とした製品開発、販路開拓等を推進している。これに係る目標の
達成状況は、概ね良好であるが、引き続き国産農水産物を活用した製品開発等を支援するとともに、開発製品
の全国的な販路拡大等地域の食料産業クラスターに共通する課題に取り組むことが重要である。また、食品流
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通の効率化に関しては、電子タグを活用した物流の効率化、卸売市場における商物分離直接物流の仕組みの開
発、卸売市場施設整備等を推進している。これに係る目標の達成状況は、食品卸売業の労働生産性は向上した
が、食品小売業の労働生産性は低下している。この低下は、食料・非アルコール飲料の最終家計消費支出の減
少傾向や企業間の競争を背景とした積極的な出店による店舗数の増加・大型化が進み従業者数の増加となった
ためである。食品流通の効率化に向け、改善・見直しの方向性に沿った事業を効果的・効率的に展開していく
ことが必要である。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
第 166 回国会施政方針演 H19.1.26 その地域にある技術、農林水産品や観光資源などを有効活用し、新
説 たな商品やサービスを生み出す中小企業の頑張りを応援します。
食料・農業・農村基本計 H17.3 第３の１の（５）食品産業の競争力の強化に向けた取組
画

【政策評価会委員の意見】
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（別紙）

１ データ、資料等

目標①食品製造業の経営基盤の強化
＜目標設定の考え方＞
多様化・高度化する消費者ニーズ、国際化の進展等の中、消費者の多様な需要に的確に対応した安全な食料の
安定供給という食品産業の役割を強化するため、地場の農産物、人材、技術等の地域資源を活用するなど特色あ
る取組を実施する食品企業の創出・実践を支援することにより、食品製造業の経営基盤の強化を図ることが重要
である。
＜目標値と実績値の推移＞
【基本データ】
○ 食料産業クラスターに参画している食品製造企業の製品出荷額等

○ 我が国全体の食品製造業の製品出荷額

注：上記(1),(2),(3)のデータは、食料産業クラスター事業に参画している食品製造企業を抽出し、５１社の
過去４ヶ年にわたるデータをとりまとめたもの。（１９年２月調査）

なお、全国における食料産業クラスター協議会の末端会員企業数は約３万社。

＜目標達成状況の判定方法＞
食料産業クラスターに参画している食品製造企業の製品出荷額等が前年実績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。
（主な参考指標）

食料産業クラスターに参画している食品製造企業における製品出荷額等（抽出調査）
工業統計表（経済産業省）、法人統計調査（財務省）

（１）　食料産業クラスターに参画した食品製造業の
売上高の推移

1,626
1,641

1,746
1,761

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

平成15年度 16年度 17年度 18年度

（億円）

資料：総合食料局食品産業企画課調べ。

対前年

0.9％増

対前年

6.4％増

対前年
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（２）　食料産業クラスターに参画した食品製造業の
国産原材料仕入金額の推移
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資料：総合食料局食品産業企画課調べ。

対前年

1.4％増

対前年

3.2％増

対前年
4.1％増

（３）　食料産業クラスターに参画した食品製造業の
総原料仕入金額の推移
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資料：総合食料局食品産業企画課調べ。

対前年

0.2％増

対前年

4.7％増

対前年

4.6％増

（４）　食品製造業の製品出荷額の推移
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資料：「工業統計（経済産業省）」

注：平成17・18年については、「工業統計（経済産業省）」、「法人企業統計調査

（財務省）」を基に推計。

対前年

1.3％減

対前年

2.3％減
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0.4％減
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目標②食品流通の効率化
＜目標設定の考え方＞
国民生活を営む上で最も基礎的な物資である食品を安定的かつ効率的に消費者に供給するため、卸売市場の整
備、集出荷・流通システムの高度化等や食品小売業の物流に係る共同化等の活性化対策を推進し、食品流通の効
率化を図ることが重要である。
＜目標値と実績値の推移＞
【基本データ】
食品流通業の労働生産性
○ 飲食料品卸売業者１人・１時間当たり販売額の推移（単位：円）

資料：「商業統計、商業販売統計（経済産業省）」、「毎月勤労統計（厚生労働省）」を基に算出

注１：１人・１時間当たりの販売額＝販売額／（従業員数×年間労働時間）

注２：統計データは、暦年値を使用している。

○ 飲食料品小売業者１人・１時間当たり販売額の推移（単位：円）

資料：「商業統計、商業販売統計（経済産業省）」、「毎月勤労統計（厚生労働省）」を基に算出

注１：１人・１時間当たりの販売額＝販売額／（従業員数×年間労働時間）

注２：統計データは、暦年値を使用している。
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（基本データの内訳）
①飲食料品卸売業者 関係

（単位：１０億円、人、時間）

12年 13年 14年 15年 16 年 17年 18年
商業販売額 86,807 85,365 84,456 83,210 84,817 84,368 86,749
従業者数 907,081 875,333 851,699 849,996 840,646 837,283 836,446

年間労働時間 1,932 1,928 1,903 1,926 1,910 1,883 1,913
資料：「商業統計、商業販売統計（経済産業省）」、「毎月勤労統計（厚生労働省）」を基に算出

注１：「従業員数」は、パートアルバイト８時間換算値を基に常用雇用指数により推計

注２：「年間労働時間」は、実労働時間数を年間換算し使用

②飲食料品小売業者 関係
（単位：１０億円、人、時間）

12年 13年 14年 15年 16 年 17年 18年
商業販売額 41,828 41,444 40,766 40,820 40,345 40,022 39,865
従業者数 2,226,426 2,304,351 2,366,568 2,404,433 2,450,117 2,486,869 2,496,817

年間労働時間 1,481 1,454 1,392 1,384 1,392 1,398 1,400

資料：「商業統計、商業販売統計（経済産業省）」、「毎月勤労統計（厚生労働省）」を基に算出

注１：「従業員数」は、パートアルバイト８時間換算値を基に常用雇用指数により推計

注２：「年間労働時間」は、実労働時間数を年間換算し使用

＜目標達成状況の判定方法＞
食品流通業における労働生産性の向上等に関する指標値が過去の実績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。
【基本データ】
・飲食料品卸売業の労働生産性の向上
「飲食料品卸売業の１人・１時間当たりの販売額」、「卸売市場における卸・仲卸業者従業員１人当
たりの取扱金額」
※「商業統計、商業販売統計（経済産業省）」、「毎月勤労統計（厚生労働省）」等を基に推計

・飲食料品小売業の労働生産性の向上
「飲食料品小売業等の１人・１時間当たりの販売額」
※「商業統計、商業販売統計（経済産業省）」、「毎月勤労統計（厚生労働省）」を基に推計
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【参考データ】
卸売市場における卸・仲卸業者の労働生産性
○青果・水産卸売業者従業員１人当たりの取扱金額の推移

（内訳）青果・水産卸売業における取扱金額及び従業員の推移
（単位：億円、人）

12年度 13年度 14年度 15年度 16 年度 17年度
青果 取扱金額 22,519 22,232 22,232 21,321 20,185 20,038

従業員数 9,889 9,639 9,156 8,949 8,550 8,414
水産 取扱金額 27,204 26,290 25,384 24,481 23,906 23,668

従業員数 7,659 7,414 7,204 6,925 6,721 6,772
資料：総合食料局流通課調べ

注：取扱金額は消費者物価指数で修正している。青果は、生鮮野菜・果実の各ウェイトで加重平

均している。

○青果・水産仲卸業者従業員１人当たりの取扱金額の推移

（内訳）青果・水産仲卸業における取扱金額及び従業員の推移
（単位：億円、人）

12年度 13年度 14年度 15年度 16 年度 17年度
青果 取扱金額 16,157 16,079 15,728 15,018 13,888 14,347

従業員数 25,359 26,164 26,228 26,079 24,073 23,499
水産 取扱金額 17,189 16,651 15,790 15,203 14,692 14,922

従業員数 29,204 28,706 27,717 27,180 26,287 26,036
資料：総合食料局流通課調べ

注：取扱金額は消費者物価指数で修正している。青果は、生鮮野菜・果実の各ウェイトで加重

平均している。
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5,965
5,843

5,674 5 ,675

5 ,909
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２ 用語解説

注１「売上高ＤＩ」

ＤＩは Diffusion Index（動向指数）の略。売上高の前年同期に比べ、「増加した」の構成比から「減少し
た」の構成比を差し引いた値である。

注２「食料産業クラスター」

クラスターとは、もともとは「ぶどうの房」の意味で、群や集団を意味するもの。食品産業が中核とな

って農林水産業と関連産業を含めた連携ネットワークを構築すること。

注３「ユビキタス・コンピューティング技術」

いつでも、どこでもコンピュータが使える情報技術のこと。この技術を活用し、身の回りの様々な物に

電子タグを埋め込み、その情報を読み取ることにより、必要な情報を入手することが可能となる。

注４「ＥＤＩ」

Electronic Data Interchange（電子データ交換）の略。取引に関する情報の交換を通信回線を介して電子的
に行うこと。EDI により、従来電話や FAX が主流であった受発注や請求、納品など取引に伴う情報交換
・処理業務を効率化・省力化できる。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20070402press_1b.pdf



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

① 食品製造業の経
営基盤の強化

食料産業クラスター推進
事業費

食料産業クラスターの取
組による食品製造企業
の活性化
（食料産業クラスターに
参画している食品製造
企業の製品出荷額等が
前年実績を上回るかどう
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。）

609

　食料産業クラスターに参画
している食品製造企業の売
上高が対前年0.9％上回っ
た。
「食料産業クラスターの取組
による食品製造業の活性化」
の達成状況としては概ね有
効であると考える。

食品産業経営基盤強化
対策事業費

食品産業の健全な発展
(食品企業における行動
規範策定状況100％（19
年）)

16

・消費者対応指導推進事業、
CSR経営実態調査研究等を
もとに報告書を作成した。食
品企業･団体、調査協力先等
に報告書を700部配布。
・一部の企業では事故等があ
るものの、本事業も含めた取
組により、中小企業を中心と
した食品企業のＣＳＲ経営の
強化等の推進に有効的に活
用されるものと考えられる。

外食産業総合調査研究
事業費

－ 14

・外食産業に係る基礎調査を
実施し、これを「季刊外食産
業研究」、「外食産業月次売
上動向調査」、「外食関連企
業動向調査等」等としてとりま
とめ、外食企業等に配布し
た。
・これらは、各企業の事業の
実施に当たって適切に活用
され、外食産業の経営基盤
の強化に大きく寄与した。

・実態調査に基づいた企業の優良事
例の収集・分析
・ CSR経営が遅れている中小食品企
業を主として、直面している課題や企
業間取引での問題点について、アン
ケート調査を実施し取りまとめる。

外食産業の経営環境、産業構造等基
礎的データの調査、分析及び公表

競争力のある高付加価値食品の供給
を図るため、地域における食料産業ク
ラスターの形成(食品産業・農業・関係
業種による連携構築(ネットワークづく
り)を推進し、地域食材を活用した新商
品開発や需要の創出、市場開拓の支
援等を実施

政策手段の内容

(関連する目標）

実績評価（政策手段シート）

食品産業の競争力の強化

実績及び実績に対する所見
分野の目標等
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

緊急事態等対応事業費

緊急時における外食事
業者の経営安定（緊急
時においてマニュアル
等の活用度：100％（緊
急時発生年度））

19

・ＢＳＥ、鳥インフルエンザ等
緊急事態の発生時における
外食事業者の対応事例につ
いて調査・分析を実施。報告
書を作成し関係者に配布し
た。
・これにより、外食事業者に
緊急時の対応方策等が適切
に周知され、緊急事態の発
生時に適切に活用されること
となる。

大豆備蓄対策費補助金 － 533

・大豆関連の食品産業の経
営安定及び事業基盤の強化
に寄与した。
・不測の事態に備えるため、
過去の事例等から食品用大
豆の需要量の約２週間分
（3.9万トン）を備蓄した。

大豆製品流通調査事業
費

－ 10

・実態調査、製品科学分析等
をもとに報告書を作成し、生
産者団体、流通業者等に評
価・分析報告書を配布した。
　これにより、豆腐等製造業
者のニーズにあった国産大
豆生産の取組が促進されるこ
とが期待される。

大豆製品製造業者、卸売業者、大豆
製品納入業者等の大豆に対する実態
調査及び製品成分分析結果の公表

緊急時対応実態調査、緊急時対応マ
ニュアル策定、緊急時対応の円滑化
を図るため施設整備等に係るコスト及
び経費構造の解析を実施した上で事
業者へ普及

一定数量の備蓄大豆の保管寄託及
び第三者機関による定期的な確認、
不測事態発生時の供給体制について
の周知の徹底

①－10



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

外食産業原産地等表示
対策事業費

全国展開をしている大
手外食事業者（ファミ
リーレストラン、ハンバー
ガー店、牛丼店）におけ
る原産地表示の実施率
が概ね１００％

29

・ガイドラインの普及・啓発に
向けて、パンフレット20万部、
マニュアル２万部を配布し、
事業者団体において全国４
８ヶ所で関係業者等への説
明会を行った。
・外食関係事業者団体（中小
事業者も含む）を対象とした
「外食事業者における原産地
表示の実施状況」調査結果
では、実施率は42.6％（事業
者ベース）。
・日本経済新聞社による「第３
２回日本の飲食業調査」に掲
載されている企業のうちファミ
リーレストラン、ハンバーガー
店、牛丼店それぞれの売上
高上位５位の企業における
原産地表示の実施率は概ね
100％（事業者ベース）。

食料安定供給対策基本
調査等事業費

－ 23

・月報（260部）及び報告書
（320部）として整備。
・関係部局への配布等によ
り、食品産業の事業基盤の強
化等に関する施策の推進に
有効的に活用されるものと考
えられる。

特定農産加工資金 － －

・ 着実な融資実績があり、特
定農産加工業の経営改善や
地域農業の発展に寄与。
・ 融資実績：57件21,879百万
円

新規用途事業等資金 － －

・ １８年度実績はないものの、
新規用途の企業化等を通じ
た国産農林畜水産物の需要
増進を一層推進する必要が
ある。

外食事業者が原産地表示を適切に行
うために、パンフレット・マニュアルを
作成するとともに、外食事業者団体に
おいて、表示の有識者の育成や指
導・相談会を開催。

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（農林
漁業金融公庫）

食品産業分野全体にわたる生産・出
荷等の基礎的データの調査やPOS情
報等の活用による食品産業需給動向
の把握、海外の穀物等の需給動向の
把握・分析

特定農産加工業者等の行う経営改善
に対する金融措置（農林漁業金融公
庫）
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

食品流通改善資金のう
ち
食品生産製造提携事業
施設

－ －

・着実に融資実績を伸ばして
おり、食品産業と農林漁業と
の連携が図られ、国産農林
水産物の利用拡大に寄与。
・融資実績：15件3,134百万
円

食品安定供給施設整備
資金

－ －

・ 融資実績は少ないものの、
他の食料となる基礎食料素
材（穀類、糖類、油脂、飼料
等）の製造、加工施設等への
支援を一層推進する必要が
ある。
・融資実績：１件４９０百万円

日本政策投資銀行融資
  産業活力再生支援

－ －

・ 融資実績は少ないものの、
事業の再構築等のための資
金であり産業活力の再生に
は必要である。
・ 融資実績：１件５00百万円

日本政策投資銀行融資
  地域産業立地促進

－ －

・ １８年度実績はないものの、
地域に根ざした食品産業の
高度化を図り地域経済の活
性化を一層推進する必要が
ある。

日本政策投資銀行融資
  新産業創出・活性化

－ －

・ １８年度実績はないものの、
資金調達が困難なベン
チャー企業や中堅企業等が
有する高度な技術力等を支
援し、新産業の創出等を一
層推進する必要がある。
・実績なし

中小企業新事業活動促
進法に係る経営革新資
金、異分野連携新事業
分野開拓資金

－ －

平成18年度実績は、平成19
年７月下旬に取りまとめ予
定。

創業、新規事業分野開拓に関する事
業への金融措置（日本政策投資銀
行）

中小企業の行う経営革新、異分野連
携新事業分野開拓に関する事業への
金融措置（中小企業金融公庫等）

食料の安定供給の確保に資する事業
への金融措置（農林漁業金融公庫）

事業再構築等に必要な施設整備、設
備廃棄等への金融措置（日本政策投
資銀行）

地域産業の体質強化に必要な施設の
整備への金融措置（日本政策投資銀
行）

食品製造業と農林漁業との連携に対
する金融措置（農林漁業金融公庫）
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

特定農産加工業経営改
善臨時措置法

－ －

平成18年度実績は、平成19
年７月下旬に取りまとめ予
定。

中小企業新事業活動促
進法

－ －

平成18年度実績は、平成19
年７月下旬に取りまとめ予
定。

産業活力再生特別措置
法

－ －

・ 中核的事業の選択・集中
と、未活用の事業分野の再
生により生産性の向上に寄
与。
・ 事業再構築計画認定件
数：２件
   経営資源再活用計画認定
件数：１件

所得税・法人税（共通） － －

(1)原材料の安定供給に寄
与。　減税見込額：３１百万円
(2)減税見込額：平成18年度
実績は、平成19年７月下旬に
取りまとめ予定。
(3)18年度実績はないものの
事業再構築等を図る上で必
要。
(4)減税見込額：平成18年度
実績は、平成19年７月下旬に
取りまとめ予定。
(5)18年度実績はないものの
事業再構築等を図る上で必
要。
　

経営資源の有効活用による産業活力
の再生

(1)穀物サイロ、冷蔵倉庫等原材料の
安定供給に資する設備投資に係る割
増償却
(2)特定農産加工法に基づき事業基
盤強化設備を取得した場合等の特別
償却又は税額控除
(3)産業活力再生法に基づき事業革
新設備を取得した場合の特別償却
(4)中小企業新事業活動促進法に基
づき事業基盤強化設備（機械・装置
等）を取得した場合等の特別償却又
は税額控除
(5)産業活力再生法に基づく設備廃棄
等に伴う欠損金の繰戻しによる税の還
付

特定農産加工業者等の経営の改善
の促進

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
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

登録免許税 － －

事業の再構築等により経営
基盤の強化に寄与。
減税見込額：３７７百万円

不動産取得税 － －
１８年度実績はないものの事
業再構築等を図る上で必
要。

固定資産税・都市計画
税

－ －
原材料の安定供給に寄与。
減税見込額：１３６百万円

特別土地保有税 － －
・１５年度以降課税停止
･実績なし

事業所税 － －

(1)減税見込額：平成18年度
実績は、平成19年７月下旬に
取りまとめ予定。
(2)減税見込額：平成18年度
実績は、平成19年７月下旬に
取りまとめ予定。

強い農業づくり交付金の
うち
卸売市場施設整備対策

効率的な市場流通（目
標年度における取扱数
量の増加率等）

40,506百万
円の内数

・ 中央卸売市場の卸売業者
１人当たりの取扱数量は横ば
いで推移している。
・ 中央卸売市場整備計画に
基づく施設整備（９市場）、事
業協同組合等による卸売市
場（３市場）の施設整備を推
進した。

倉庫等原材料の安定供給に資する施
設投資に係る軽減措置

特定農産加工法に基づく経営改善計
画の事業の用に供する土地に係る非
課税の特例

(1)特定農産加工法に基づく経営改善
計画の事業に供する事業所に係る軽
減措置
(2)中小企業新事業活動促進法に基
づく経営基盤強化に供する事業所に
係る軽減措置

産業活力再生法に基づき行う会社設
立・分割の登記に係る税率の軽減措
置

産業活力再生法に基づく事業再構築
等のための営業譲渡に係る軽減措置

・　中央卸売市場の計画的な施設の
整備
・　地域の特性を活かした中央卸売市
場の再編に係る施設の整備
・　ＰＦＩ法の適用を受けて行う卸売市
場の施設の整備や市場機能の強化
等に資する施設の整備
・　地方卸売市場が地域拠点市場とし
て取り組む他の卸売市場との統合又
は連携に必要な施設の整備
に対し支援

② 食品流通の効率
化
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

卸売市場整備新基本方
針実施状況実態調査事
業

卸・仲卸業者従業員１人
当たりの取扱金額の対
前年比の向上

17

　卸売業者1人当たりの取扱
金額は、ここ数年横ばいで推
移している。
　一方、仲卸業者1人当たり
の取扱金額は、平成17年度
においては上昇した。

物流管理効率化新技術
確立事業

・ 物流コスト４分の１程度
削減可能な青果物の効
率的物流システムモデ
ルの実証と課題の整理
（17年度）
・ 物流コスト４分の１程度
削減可能な水産物の効
率的物流システムモデ
ルの実証と課題の整理
（18年度）
・ 上記課題を踏まえた
物流コスト４分の１程度
削減可能モデルの構築
（卸売市場で活用できる
実用モデルを開発する）
（19年度）

95

　平成１７年度については青
果物分野、平成１８年度につ
いては水産物分野での物流
作業コスト４分の１程度削減
可能モデルを構築することが
できた。

卸売市場連携物流最適
化推進事業

飲食料品卸売業１人・１
時間当たりの販売額の
対前年比が過去の実績
を上回る

65

・ 飲食料品卸売業者1人・1
時間当たりの販売額は
54,220円/人・時間（対前年
度比1.3%増）となり、増加傾向
にある。
・ 5地区において卸売市場関
係者による物流の最適化の
ための実証試験を実施し、そ
の結果、コスト縮減や収益の
向上等の効果が期待された
ことから、食品卸売業者の労
働生産性の向上に寄与する
ものと考えられる。

効率的な流通システムへの転換等に
関して取組の遅れている中央卸売市
場に対し、取組の進んでいる他市場
や市場外流通における実態を示すこ
とにより、同様の取組を促し、市場関
係業者の経営強化を推進

地方又は大都市近郊の卸売市場の
集荷力向上を図るとともに、出荷者の
出荷コストの軽減や消費者に対する
鮮度の高い地域農産物の供給機能
の向上等を図るため、産地、卸売市
場、実需者等地域の流通関係者によ
る物流最適化のための連携手法と共
同集荷等の連携した取引システムに
基づく最適な物流システムのための
実証試験を実施

生鮮食品物流業務の実態調査・分析
及び電子タグを活用した効率的作業
プロセスの作成
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

食品専門小売等構造改
善推進事業

飲食料品小売業１人・１
時間当たりの販売額の
対前年比が過去５年間
の平均増減率を上回る
（各年度）

72

・飲食料品小売業者１人・１
時間当たりの販売額は
11,401円/人・時間（対前年
比0.96％減)となり、引き続き
減少しているものの、過去５
年の平均増減率（1.6%減）に
比べ減少率は縮小しており、
過去３年の減少率も縮小傾
向にあることから、改善の方
向にあると考えられる。
・食品専門小売店等の労働
生産性の向上のため、経営
活性化対策として、経営改善
相談員による経営相談（全国
で５７回）、経済・流通・接客
技術等に関する教育研修
（受講者数２０５名）等を実施
した。

食品流通高付加価値モ
デル推進事業

飲食料品小売業者１人・
１時間当たりの販売額の
対前年比が過去５年間
の平均増減率を上回る
（各年度）

41

・飲食料品小売業者１人・１
時間当たりの販売額は
11,401円/人・時間（対前年
比0.96％減)となり、引き続き
減少しているものの、過去５
年の平均増減率（1.6%減）に
比べ減少率は縮小しており、
過去３年の減少率も縮小傾
向にあることから、、改善の方
向にあると考えられる。
・モデル事業の実施による販
売額の増加を通じ、食品小
売業の労働生産性の向上に
寄与するため、全国１１地区
において、地域農水産物の
ブランド化や商品開発等のた
めのモデル事業を実施した。

食品小売業者や商店街振興組合等
が生産者団体等と連携して、地域農
水産物を活用したブランド化、オリジ
ナル商品開発等　付加価値の向上を
図るモデル的取組を支援

食品専門小売店等に対して、経営相
談、教育研修等の実施、構造改善計
画の検討会等の支援、人材育成マス
ターバンクの整備・活用
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

商物分離直接流通成果
重視事業

・電子商取引を導入する
中央卸売市場の数：40
～50％（22年度）
・モデル地区での電子
商取引の取扱量シェア：
10～25％（事業開始後２
年以内）
・中央卸売市場の卸売
業者従業員１人当たりの
取扱数量及び取扱金額
の対前年比：過去５年間
の平均伸び率以上

145

・平成18年度の導入市場数
の目標値３％達成
・平成18年度のﾓﾃﾞﾙ地区３カ
所での事業開始後１年以内
における取扱量シェアは、
0.003%､0.008%､2.2%である。
今後はﾓﾃﾞﾙ地区での関係業
者間の調整を更に図ることが
重要であり、初年度以上に強
力に事業遂行や取扱品目の
増加等をﾌｫﾛｰしていく必要
がある。
・平成１８年度実績は、平成１
９年７月下旬に取りまとめ予
定。

物流コスト改革推進調査
事業

－ 13

  関係者による検討会や産
地・消費地での協議会を開
催すると共に鉄道輸送による
実証試験を行い、ロットの確
保や帰り荷の確保等に関す
る課題を抽出・整理。
　青果物輸送におけるモーダ
ルシフトの推進に寄与した
が、一層の推進のためには
引き続き取組の継続が必要。

卸売市場における、電子商取引の導
入による生産者から小売業者等への
ダイレクト物流の仕組みの開発・実証
を通じ、取引業務や物流コストの縮減
等を図るモデル的取組を支援

モーダルシフトやクールコンテナの効
率的利用などにより、青果物等の長距
離輸送におけるコスト低減の仕組み
作りの可能性などを調査・検討する。
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

米流通高度化事業 － 31

精米工場（約630工場）のうち
品質・工程管理を導入してい
ない精米工場（約490工場）を
対象にした品質・工程管理の
研修会を開催し、84名が参
加、49名が品質･工程管理の
ためのマニュアル作成を行っ
た。
　また、米穀専門小売店
7,600業者のうち米穀販売業
者として発展しようとする意欲
のある者を「お米マイスター」
として認定（18年度末現在約
3,800名）した。
　これらにより、消費者･実需
者のニーズに対応した米の
円滑な流通に寄与している。

生鮮食料品等小売業近
代化貸付制度

－ －

・ 着実な融資実績があり、食
品小売業の近代化・合理化
の推進に寄与。
・ 融資実績：1,350件6,383百
万円

食品小売業の近代化等に必要な施
設の整備（国民生活金融公庫）

消費者及び実需者のニーズに的確に
対応した米流通の確保を図るため、
精米工場における品質・工程管理の
向上や米穀販売業者の人材育成を
実施
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

食品流通構造改善貸付
金

－ －

・ 着実な融資実績があり、消
費者ニーズに適確に対応し
た食品の供給、生産者と食品
販売業者の連携、卸売市場
等の近代化に寄与。
(1)近代化施設（農林公庫）
　融資実績：11件1,241百万
円
(2)機能高度化施設（農林公
庫）
　融資実績： 1件  199百万円
(3)食品生産販売提携事業施
設（農林公庫）
　融資実績：45件6,536百万
円
(4)食品販売業近代化事業
（中小公庫、国民公庫）
　実績なし
(5)食品商業集積施設整備事
業（中小公庫、国民公庫）
　実績なし

日本政策投資銀行融資
地域経済振興枠

－ －

・融資実績は少ないものの、
食品の流通機能の高度化、
高品位流通の整備は一層推
進していく必要がある。
・実績なし

卸売市場法 － －

・ 第８次中央卸売市場整備
計画（17年11月）において再
編に取り組むこととされた12
中央卸売市場すべてが、平
成19年３月で再編措置の内
容が決定している。

・　食品の流通機能の高度化及び高
品位流通設備の整備
（日本政策投資銀行）

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（農林
漁業金融公庫等）

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
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

食品流通構造改善促進
法

－ －

・１９年４月に新たな基本方針
を策定・公表。
・構造改善計画の認定及び
推進により、消費者ニーズに
適確に対応した生産者と食
品販売業者との連携、卸売
市場等の近代化に寄与。
・構造改善計画認定件数：52
件

流通業務の総合化及び
効率化の促進に関する
法律

－ －

 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
国土交通省等とも連携し対
応。
   なお、平成１９年3月末現
在、３省（国土交通省、経済
産業省、農林水産省）合計の
計画認定件数は51件と順調
に推移。

中心市街地の活性化に
関する法律

－ －

・法律改正により１８年８月に
施行された新たな枠組みの
下で、新たな基本計画が２件
認定された。

所得税・法人税 － －

・ 利用実績が低調であるが、
都道府県卸売市場整備計画
に基づく地方卸売市場の整
備等の推進が必要である。
・ 実績なし

・　都道府県卸売市場整備計画に基
づき地方卸売市場の整備を行う場合
の事業用資産の買換・交換の譲渡所
得の課税の特例
・　食品流通構造改善促進法に基づく
食品商業集積施設整備事業のための
土地を譲渡した場合の譲渡所得の特
別控除

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

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

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
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

登録免許税 － －

・ 食品流通の効率化に資す
る卸売業者等の合併等に寄
与。
・ 減税見込額：1.3百万円

固定資産税・都市計画
税

－ －

・ 食品流通の機能高度化に
資する卸・仲卸売場や食品
等の保管所等の整備に寄
与。
・ 減税見込額：89.3百万円

特別土地保有税 － －
・ 15年度以降課税停止
・ 実績なし

事業所税 － －

・ 91市場が軽減措置の対象
となっており、附帯集団売場
や生鮮食料品等の保管施設
等が整備され、食品流通の
機能の高度化に寄与。

その他 事業活動に伴う
環境への負荷の
低減

食品資源循環形成推進
事業費

食品関連事業者による
食品循環資源の再生利
用等の実施率を52％に
向上（18年度）

28

・ 17年度の再生利用等の実
施率は52％となり、前年度
（45％）と比べ増加しており、
18年度の目標達成に向け着
実に進展。
・優良な食品リサイクルの取
組を認証する仕組みについ
て、次年度に試行的な認証
を実施するために用いる試案
を作成。

容器包装リサイクル法制
度円滑化推進事業費

－ 56

・セミナーの開催（23回）、マ
ニュアル（20,000部）、パンフ
レット（85,000部）の作成・配
布等により、容器包装リサイク
ル法制度見直し内容につい
ての周知徹底、排出抑制の
取組の促進等を図った。

食品リサイクル法に基づく再生利用等
の実施率目標を達成した事業者を適
正に評価するため、第３者機関による
認証事業の仕組みやルールを検討

容器包装リサイクル法制度見直し内
容についての普及啓発を行うととも
に、ただ乗り事業者対策の強化、事業
者及び消費者へのリターナブル容器
の利用推進、中小零細が多い関連事
業者に対する容器包装の排出抑制等
の取組の促進等

卸売市場の土地及び附帯集団売場
等、食品販売業近代化事業等の事業
の用に供される土地に係る非課税の
特例

卸売市場関係業者に係る軽減措置

食品流通構造改善促進法の構造改
善事業を行う地方卸売市場の業務用
家屋及び償却資産の課税標準の特
例

卸売業者等が合併等を行った場合の
登記税率の軽減措置
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

日本政策投資銀行融資
  廃棄物・リサイクル
  事業支援

－ －

・ １８年度実績はないものの、
時代の要請として環境負荷
の低減及び資源の有効利用
が求められており、制度の普
及とともに本措置を一層推進
する必要がある。

食品循環資源の再生利
用等の促進に関する法
律

－ －

・ 17年度の再生利用等の実
施率は52％となり、前年度
（45％）と比べ増加しており、
18年度の目標達成に向け着
実に進展。
・ 登録再生利用事業者数：
32業者

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
化、ﾘｻｲｸﾙ率が着実に進展。
・ 飲料用容器の実績(ﾘｻｲｸﾙ
率)
   ガラスびん
    H16:90.7%、H17:91.3%
   ＰＥＴボトル
    H16:62.3%、H17:65.6%
   飲料用紙容器
    H16:24.9%、H17:25.8%

廃棄物・リサイクル施設整備への金融
措置（日本政策投資銀行）

容器包装廃棄物の減量及びリサイク
ルの推進

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
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容

(関連する目標）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等

所得税・法人税（共通） － －

(1)着実な利用実績があり、公
害に対する規制値の強化等
に対応した公害防止体制の
整備の促進に寄与。
減税見込額：１２５百万円
(2)着実な利用実績があり、オ
ゾン層の保護に資するため、
特定フロン等の効率的な削
減に寄与。
減税見込額：１５百万円
(3)着実な利用実績があり、循
環型社会の形成推進に寄
与。
減税見込額：１７３百万円
(4)利用実績が低調である
が、公害集中地域における
環境負荷の低減に資するた
め、当該地域からの事業所
移転の推進は必要。
減税見込額：実績なし

固定資産税・都市計画
税

－ －

着実な利用実績があり、公害
防止体制の整備の促進、循
環型社会への発展に寄与
減税見込額：１１７百万円

事業所税 － －

(1)着実な利用実績があり、公
害に対する規制値の強化等
に対応した公害防止体制の
整備の促進に寄与。
減税見込額：１０百万円
(2)利用実績は低調である
が、循環型社会の形成推進
に寄与。
減税見込額：０．２百万円

公害防止施設、廃棄物再生処理施設
の整備(空びん、食品循環資源再生）
に係る課税標準の特例措置

(1)公害防止用施設の課税標準の特
例措置
(2)産業廃棄物処理等事業者用施設
の課税標準の特例措置

(1)公害防止設備に係る特別償却
(2)特定フロン等を使用しない代替設
備への転換の推進に係る特別償却
(3)再商品化設備等に係る特別償却
（食品循環資源再生)
(4)公害関係における特定の事業用資
産の買換・交換の場合の譲渡所得の
課税の特例
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