
政策分野

政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （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展開事業
費

609

・食料産業クラスター事業に参画している食品製造企業
の製品出荷額が対前年比2.8％増となった。
・事業目標の食品製造業の活性化に一定の効果を示し
ているものと考え、達成状況としてはおおむね有効であ
ると考える。

外食産業緊急事態等対応事
業費

31

・ 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、関係者（外食・
中食企業、関係団体、関係省庁、マスコミ等）に毎月300
部配布した。
  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。
・ 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。
緊急時の対応マニュアル「食肉を使用する外食・中食事
業者のための手引き」5,000部及び補足調査報告書
1,500部を作成し、関係者（外食・中食企業、関係団体、
関係省庁、マスコミ等）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 340

・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（3.5万トン）を備蓄した。

大豆製品流通調査事業費 10

　豆腐等製造業者の国産大豆に対する要望や大豆生
産者との連携事例等をまとめたパンフレットを作成し、生
産者団体・地方自治体等に配布した。
　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。

・ 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
・ 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

平成19年度政策の実績評価（政策手段シート）

分野の目標等

食品産業の競争力の強化

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

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

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

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

外食産業原産地等表示対策
事業費

27

・ガイドラインの普及啓発に向けて、パンフレット５万部、
マニュアル1万部を作成し配布。
・外食事業者団体において、全国31ヶ所で関係事業者
等へ指導・相談会を行った。
・原産地表示アドバイザー育成セミナーを全国２ヶ所（東
京都、大阪府）で開催した。
・大手外食事業者が会員の（社）日本フードサービス協
会の調査によると平成19年８月現在、原産地表示の実
施割合は
90.2％（事業者ベース）。
・各外食事業者関係団体が行った原産地表示実施調査
によると平成19年12月現在、原産地表示の実施割合は
62.7％（事業者ベース）。
・引き続き、外食事業者の大半を占める中小事業者に
対する「外食における原産地表示に関するガイドライン」
の普及啓発を推進していく。

食料安定供給対策基本調査
等事業費

23 平成19年度実績は、平成20年7月に取りまとめ予定

特定農産加工資金 － ・ 融資実績：57件17,844百万円（平成20年3月末現在）

新規用途事業等資金 －
平成19年度実績は、平成20年７月以降に取りまとめ予
定

食品流通改善資金のうち
　食品生産製造提携事業施設

－ ・融資実績：10件3,442百万円（平成20年3月末現在）

食品安定供給施設整備資金 － 平成19年度実績は、平成20年７月以降確定予定

日本政策投資銀行融資
  産業活力再生支援

－ 平成19年度実績は、平成20年７月以降確定予定
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）

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）

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）

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）

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

日本政策投資銀行融資
  地域産業立地促進

－ 平成19年度実績は、平成20年７月以降確定予定

日本政策投資銀行融資
  新産業創出・活性化

－ 平成19年度実績は、平成20年７月以降確定予定

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19年度実績は、平成20年７月以降確定予定

中小企業地域資源活用促進
法に係る資金

－ 平成19年度実績は、平成20年７月以降確定予定

特定農産加工業経営改善臨
時措置法

－ 平成19年度実績は、平成20年７月以降確定予定

中小企業新事業活動促進法 － 平成19年度実績は、平成20年７月以降確定予定

産業活力再生特別措置法 － 平成19年度実績は、平成20年７月以降確定予定

中小企業地域資源活用促進
法

－ 平成19年度実績は、平成20年７月以降確定予定

食品製造工程管理高度化促
進事業費

93

人材育成に係るHACCP研修の開催が14カ所、参加人
数は1,146人。また、関連する技術情報等をデータベー
ス化し、インターネットを通じて提供しており、ＨＡＣＣＰ
手法の導入促進に寄与している。

中小食品事業所等のHACCP導入促進のための人材
育成及び技術データベース構築による環境の整備

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）

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）

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）

中小企業による地域に存在する産業資源を活用した
事業活動に必要な設備及び長期運転資金に対する
金融措置（中小企業金融公庫等）

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

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

経営資源の有効活用による産業活力の再生
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

食品産業品質管理高度化促
進資金

－
融資実績は1件、130百万円（20年２月末現在）
※実績の最終値は７月に取りまとめ予定。

食品の製造過程の管理の高
度化に関する法律

－

HACCP手法支援法に基づく高度化計画認定件数は、
平成18年度末累計250件→平成19年度末累計267件
（20年３月末現在）となっており、件数は確実に増加して
いる。

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特定農産加工業経営改善臨時措置法
着実な利用実績があり、特定農産加工業の経営改
善や地域農業の発展に寄与。
・減税額：19年度実績　７月確定予定
②中小企業新事業活動促進法
着実な利用実績があり、中小企業の経営革新、異
分野連携による新事業分野開拓等に寄与。
・減税額：19年度実績 ７月確定予定
③中小企業地域資源活用促進法
　中小企業の地域産業資源を活用した事業活動の
促進に寄与。
・減税額：19年度実績 ７月確定予定

産業活力再生特別措置法に
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9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事業再構築の促進に寄与。
・減税額：19年度実績 「事業革新設備」を含む
「事業再構築計画」を1件認定。（20年度に事業革
新設備を稼働させるため、固定資産計上された20
年度に特別償却の適用を受けることになる）
②事業再構築等により経営基盤の強化に寄与
・減税額：19年度実績 ７月確定予定
③19年度実績はないものの事業再構築等を図る上
で必要。

食品製造業におけるHACCP手法に対応した高度な
衛生・品質管理施設の整備に対する金融措置（農林
漁業金融公庫）

食品の製造過程の管理の高度化の促進、食品の適
正な品質の確保

以下の法律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
　①特定農産加工業経営改善臨時措置法
　②中小企業新事業活動促進法
　③中小企業地域資源活用促進法

①所得税・法人税関係：事業再構築計画等
20％又は技術活用事業革新計画等　30％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%→0.25%等
③不動産取得税関係：税額の1/6相当額を控除
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

倉庫用建物に係る特例措置
①割増償却
［所得税・法人税：租税特
別措置法第15条、第48条、
第68条の36］
②課税標準の特例措置
［固定資産税・都市計画
税：地方税法附則第15条第2
項］

―

①原材料の安定供給に寄与。
・減税額：19年度実績 ８月確定予定
②原材料の安定供給に寄与。
・減税額：19年度実績 ８月確定予定

経営基盤強化計画を実施す
る指定中小企業者の機械等
の割増償却
［所得税・法人税：租税特
別措置法措法第13条の2、第
46条、第68条の30］

―

税制特例を活用することにより、設備の近代化等
に向けた投資が円滑に行われ、経営の効率化に貢
献。
・減税額：19年実績　48百万円

特定農産加工業経営改善臨
時措置法に基づく事業用施
設に係る課税標準の軽減措
置
［事業所税：地方税法附則
第32条の8］

―

着実な利用実績があり、特定農産加工業の経営改
善や地域農業の発展に寄与。
・減税額：19年度実績 ７月確定予定

事業協同組合等の貸倒引当
金の特例措置
［法人税：租税特別措置法
第57条の10、第68条の59］

―

共同経済事業等を実施している事業協同組合にお
ける取引先の貸倒の回避に寄与
・減税額：19年度実績 ８月予定

事業協同組合等の留保所得
の特別控除
［法人税：租税特別措置
法：第61条］

―

事業協同組合の健全な財務基盤の維持に寄与
・減税額：19年度実績 ８月予定

貸倒引当金の繰越限度額を法定繰入額の16％増
しとすることができる。

①所得税・法人税関係：普通償却限度額の10％
の割増償却（5年間）
②固定資産税関係：特定倉庫：5年間、1/2控
除、付属機械設備：5年間、1/4控除

普通償却限度額の27％の割増償却（5年間）
（沖縄振興特別措置法に基づく経営基盤強化計
画）

資産割及び従業者割1/4相当額を控除

留保所得の32％相当額を損金算入
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

鉱工業技術研究組合等が取
得した試験研究用固定資産
の圧縮記帳
［法人税：租税特別措置法
第66条の10、第68条の94］

―

①鉱工業技術研究組合制度による協同体制での研
究開発の促進に寄与。
・減税額（H19実績）：調査中
②19年度実績はないものの、ＨＡＣＣＰ手法支援
法の推進に当たり、食品の安全性の確保と品質管
理の高度化を図る上で必要。

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
2、第68条の9］ ―

食品産業及び農薬製造業、鉱工業技術研究組合の
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。
○減税額（H19実績）
・食品産業及び農薬製造業：調査中
・鉱工業技術研究組合：７月予定

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］

―

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
・減税額：19年度実績 ８月予定

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
［所得税・法人税：租税特
別措置法第10条の5、第42条
の10、第68条の14］

―

沖縄の総合的かつ計画的な振興に寄与
・減税額：19年度実績 ７月確定予定

以下の法律に基づき、鉱工業技術研究組合等が
賦課金をもって取得又は製作した試験研究用固
定資産を1円まで圧縮記帳
①　鉱工業技術研究組合法
②　食品の製造過程の管理の高度化に関する臨
時措置法

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
Ⅰ　試験研究費の総額の8～10％の額を税額控除
Ⅱ　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％の額にから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
Ⅲ　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
Ⅳ　試験研究費が増加した場合の税額控除

（機械・装置等）
取得価格の30％の特別償却又は7％の税額控除

（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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

農業協同組合、中小企業等
協同組合等が資金等の貸付
けを受けて取得した製造等
の共同利用に供する施設に
対する不動産取得税の課税
標準の特例措置（HACCP法関
係）
［不動産取得税：地方税法
第73条の14第6項］

―

19年度実績はないものの、HACCP法の施行の推進に
当たり、食品の安全性の確保と品質管理の高度化
を図る上で必要

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18号］

―

着実な利用実績があり、中小企業の経営基盤強化
等に寄与。
・減税額：19年度実績 ７月確定予定

② 食品流通の効率化

強い農業づくり交付金のうち
　卸売市場施設整備対策

34,067の内数

中央卸売市場整備計画に基づく施設整備（10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
（３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。

卸売市場整備新基本方針実
施状況実態調査事業

15
卸・仲卸業者従業員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。

物流管理効率化新技術確立
事業

97
卸売市場内における実用的な生鮮食品物流コスト４分
の１程度削減可能モデルを構築できた。

生鮮食品等流通の大部分を占める卸売市場におい
て実証実験を行い、新技術を導入した市場におい
て、物流作業コストを４分の１程度削減することが可能
となる実用モデルを開発する。

HACCP手法支援法に基づき、高度化計画の認定を
受けた農業協同組合等が農林漁業金融公庫等か
ら資金を借り入れて不動産（製造または加工の
用に供する家屋）を取得した場合（増改築を含
む）、公庫からの融資割合分に相当する額を控
除

・ 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

卸売市場の先進的な取組事例を紹介することにより、
我が国の生鮮食料品等の流通に不可欠な卸売市場
の事業者の経営基盤の強化を図る

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
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

卸売市場連携物流最適化推
進事業

55

・ 卸売業者1人当たりの取扱量及び取扱額は、ここ数年
横ばいで推移している。
・ ４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、コスト縮減や収益の向上等
の効果が期待されることから、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。

食品小売業コスト縮減・機能強
化構造改善事業

74

全国６カ所において食品小売業者による経営コスト縮減
に向けた取組を実施し、経営コストの縮減効果がみられ
た。また、経営コストの縮減等の経営知識や技術等を向
上させるための講座（全国７カ所）の開催や、消費者へ
の食品に関する情報伝達力を強化するための取組（全
国４カ所）への支援により、食品小売業者等の経営技術
や消費者への情報伝達力の向上を図った。さらに、食
品流通構造改善計画の作成に関し、業界団体等への
指導（全国で50回）や電話等によるアドバイスを実施し
た。

食品流通高付加価値モデル
推進事業

28

全国１４地区において、食品小売業者等による、地域農
水産物を活用した、ブランド化やオリジナル商品開発等
付加価値向上を図るための、モデル的取組を実施し
た。また、取組を実証した地区のうち、食品小売業者の
実施した地区においては、取扱金額の向上がみられ、
販売額の増加を通じ、食品小売業者の活性化に寄与し
ているものと考えられる。

商物分離直接流通成果重視
事業

145

平成１９年度までに７地区において、電子商取引による
ダイレクト物流の実証試験を実施した。電子商取引を導
入する市場数及び電子商取引による取扱数量の増加を
図るため、更なる取り組みを促進する必要がある。

物流コスト改革推進調査事業 12

  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・整理し、青
果物輸送におけるモーダルシフトの推進に寄与した。

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、流通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

食品小売業におけるコスト縮減のためのモデル的取
組の支援、コスト縮減に必要な知識・技術の普及、食
の情報提供力の強化のための取組の支援、食品流
通構造改善計画の作成支援を実施

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

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 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

米流通高度化事業 20

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440工場）を対象にした品質・工程
管理の研修会を開催し、122名が参加、40名（19年度）
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」
として認定した。（19年度3,944名）
　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。

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：1,205件5,274百万円
（5月9日現在、速報値）

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：7件523百万円
(2)機能高度化施設（農林公庫）
　実績なし
(3)食品生産販売提携事業施設（農林公庫）
　融資実績：31件6,487百万円
(4)食品販売業近代化事業（中小公庫、国民公庫）
　融資実績：1件72百万円
(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
（以上　5月9日現在、速報値）

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

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）

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）

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

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）
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

卸売市場法 －

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、平成19年４月に川
崎市中央卸売市場南部市場、藤沢市中央卸売市場、
三重県中央卸売市場(水産物部)及び尼崎市中央卸売
市場が地方卸売市場へ転換した。

食品流通構造改善促進法 －

・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：19年度37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11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78件と順
調に推移。

中心市街地の活性化に関する
法律

－ ・19年度は、30の市で基本計画が認定された。

卸売市場法に基づく合併等
に係る登記の税率の軽減措
置
［登録免許税：租税特別措
置法第79条、第81条第9項］

―

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：0.02百万円

農業協同組合、同連合会、
農業組合法人等が、農林漁
業金融公庫（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］

―

卸売事業者の近代化と併せ、事業の共同化、協業
化を通じ構造の高度化を進めることに寄与。

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

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

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

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

会社の設立・増資： 7/1,000→ 5/1,000等

3年間、1/2控除
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

中核的地方卸売市場に係る
課税標準の軽減措置
［固定資産税：地方税法附
則第15条第26項］

―

食品流通の機能高度化に資する卸・仲卸売り場や
食品等の保管所等の整備に寄与
減税見込額：65.5百万円

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］

―

卸売市場の整理合理化のための事業に際し、協同
組合等による共同事業を進めることに寄与。

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］

―

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。

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］

―

計画的な卸売市場用地の確保に寄与。

特定の事業用資産の買換え
の場合の譲渡所得の課税の
特例
（卸売市場関係）
［所得税・法人税：租税特
別措置法第37条、第65条の
7、第68条の78］

―

民営の地方卸売市場の整備に際し、卸売市場整備
基本方針に基づく卸売市場の適正な計画配置に寄
与。

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

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

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

都市計画に示される卸売市場整備地区以外の土
地及び構築物を譲渡し、卸売市場整備地区内に
事業用資産を取得した場合、収入金額が取得価
額以下の場合には、収入金額の80%に相当する金
額を超える部分に課税

5年間、1/2控除
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

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］

―

実績なし

③ 食品産業の国際競
争力の強化

東アジア産学官ネットワーク構
築支援事業費

58

東アジアへの投資に関する情報ネットワークの中核とな
る、「食品産業海外事業活動支援センター」を設置し、
食品企業が必要とする各種情報を提供するとともに、海
外５都市（北京、上海、広州、バンコク、シンガポール）
に「食品産業海外連絡協議会」を設置し、現地法人との
意見交換や現地情報の収集・提供を実施した。
これら情報の提供等が、東アジアへの事業展開を検討
する食品企業に有効的に活用されたと考えられる。

食品産業海外人材育成支援
事業費

50

食品産業分野における専門知識・経験等を有する者を
人材バンクに登録した。また、海外現地法人等の人材
育成・確保を図るため、シンポジウム、セミナー（国内８
地区予定、海外３地区予定）、研修会（国内１地区）、海
外シンポジウム（２地区）を開催した。
これらは、食品企業の東アジアへの事業展開に寄与し
ていると考えられる。

食品産業技術海外展開実証
事業費

200

加工技術や検査技術・機器の実証活動課題10課題を
採択・実施中。中国やタイでの現地実証を進めている。
全てが２ヵ年計画の課題であることから、１年目の現時点
では結果はでていないが、本実証事業で確立された技
術は、その技術を用い製造された製品や検査等機器と
して、我が国食品企業の海外での事業展開に資するこ
とが期待される。

その他 事業活動に伴う環
境への負荷の低減

食品産業温室効果ガス排出削
減戦略調査事業費

8

環境自主行動計画を策定している食品産業の業界毎に
温室効果ガスの排出構造の問題点及び今後の排出削
減のための指針を取りまとめた報告書を作成し、関係団
体に配布した。これにより、事業者の排出削減の取組が
促進されることが期待される。

東アジア各国で事業展開を検討する上で、必要とな
る情報を収集・分析し、関係者間で投資促進に必要
となる情報の共有化・活用を支援

食品産業分野における専門知識・経験等を有した
方々の人材バンクへの登録、派遣を行い、海外現地
法人等の人材育成・確保を支援

食品産業の東アジアへの展開時のリスク軽減のた
め、我が国で開発された技術シーズの現地での有効
性の実証・定着を支援

・食品流通構造改善促進法に基づいて認定を受
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

食品産業における温室効果ガスの排出削減を図るた
め、排出構造の問題点を明確にし、排出抑制の検討
に資する調査を実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

食品資源循環形成推進事業
費

42

・平成18年度における食品循環資源の再生利用等の実
施率は、事業目標の59％に対して53％となり、目標の9
割は達成している。
・食品リサイクルの優良な取組を認証する仕組みの構築
が見込まれており、次年度以降は民間認証制度として、
国庫支援なしに運用されることが見込まれている。今後
は、本認証制度や次年度の構築を予定しているリサイク
ル製品の認証制度と相まって、再生利用等実施率の一
層の向上に貢献することが見込まれる。

食品循環資源経済的処理シス
テム実証事業費

70

・内容の異なる4種の実施地区を採択。
・いずれも２ヶ年以上の実施期間を予定しており、事業
目標（現在のリサイクルコストを10％以上削減又は現在
の焼却処理委託コストと比較した負担増150％以内）に
対する経済性の評価は次年度以降に実施する見込み。

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（20回）、マニュアル（10,000部）、パン
フレット（70,000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。

バイオマスプラスチック容器包
装再商品化システム検討事業
費

15
・バイオマスプラスチックを用いた鶏卵パック回収の実証
実験を実施するとともに、その結果を用いたLCA評価を
実施した。

日本政策投資銀行融資
  廃棄物・リサイクル
  事業支援

－ ・平成19年度実績は、平成20年７月以降取りまとめ予定

食品リサイクルの優良な取組、リサイクル製品の第３
者機関による認証・評価の仕組みやルールの検討、
試行を行うとともに、食品循環資源の再生利用等の促
進に関する法律（平成１２年法律第１１６号）に関する
制度見直しの内容についての普及啓発を行う。

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

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）

より効率的な食品リサイクルを目指す実験的な地域の
取組等の経済性を実証し、小規模事業者や店舗等
地域における新たな食品リサイクルのビジネスモデル
を提示

バイオマスプラスチック容器包装を用いた食品の販売
から回収、再商品化されるまでの実証実験を行い、そ
の結果を用いたLCA(Life Cycle Assessment)評価等
を行う
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

食品循環資源の再生利用等
の促進に関する法律

－

・平成18年度における食品循環資源の再生利用等の実
施率は53％となり、事業目標の9割は達成している。
・企業の取組状況を個別にみると、食品小売業や外食
産業を中心に20％未達成者も相当数いるものと見込ま
れる。
・このため、食品関連事業者に対する指導監督の強化と
再生利用等の取組の円滑等を内容とする食品循環資
源の再生利用等の促進に関する法律の一部改正が行
われ、平成19年12月に施行。
・登録再生利用事業者数：133（平成20年３月末現在）

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
    H17:91.3%、H18:94.5%
   ＰＥＴボトル
    H17:61.7%、H18:66.3%
   飲料用紙容器
    H17:25.8%、H18:26.4%

公害防止用設備を取得した
場合の特例措置
①　特別償却
［所得税・法人税：租税特
別措置法第11条、第43条、
第68条の16］
②　課税標準の軽減
［固定資産税：地方税法附
則第15条　第3・4、6・7
項］
［事業所税：地方税法第701
条の41第1項表3］

―

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。
・減税額：19年度実績 ７月確定予定
②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。
・減税額：19年度実績 ７月確定予定

①所得税・法人税関係：取得価格の14％の特別
償却
②・固定資産税関係：汚水又は廃液処理施設：
5/6控除等
　 ・事業所税関係：資産割3/4相当額を控除

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 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
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

食品リサイクル設備を取得
した場合の特例措置
①特別償却制度
［所得税・法人税：租税特
別措置法第11条の6、第43条
の6、第68条の21］
②課税標準の特例措置
［固定資産税：地方税法附
則第15条第17項］

―

①着実な利用実績があり、循環型社会の形成推進
に寄与
・減税額：19年度実績 150百万円
②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
・減税額：19年度実績 30百万円

空びん洗浄（リターナブル
びん）処理装置等を取得し
た場合の特例措置
・課税標準の軽減措置
［固定資産税：地方税法附
則第15条第17項］

―

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
・減税額：19年度実績 ７月確定予定

①所得税・法人税関係：取得価格の14％の特別
償却
②固定資産税関係：3年間、1/5控除

3年間、1/4控除
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