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平成20年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成21年３月、６月 担当部局名：総合食料局総務課

評価書公表時期：平成21年７月

【施策名】
食品産業注１の競争力の強化 政策体系上の位置づけ 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＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
食料産業クラスター注２の取組による食品製造企業の おおむね有効
活性化

＜目標達成のための主な政策手段＞
【食料産業クラスター展開事業 609（609）百万円】

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。

＜目標に関する分析結果＞
20年度の食品産業の景気動向は、売上高動向指数注３でみると、上半期がプラス3.0、下半期がマイナス2.9と

なっている。このような中で、食料産業クラスター事業に参画している食品製造企業（119社）の平成20年度の
推計製品出荷額は対前年比1.6％増、出荷額動向指数はプラス32.0となっていることから、「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」という目標の達成状況は「おおむね有効」となった。
この要因は、

① 全国49カ所で設立された地域の食料産業クラスター協議会（以下「協議会」という。）を通じ、国産農林水
産物を活用した57の新商品開発に支援したこと（平成17年度：32商品、平成18年度：56商品、平成19年度：5
8商品、平成17～18年度に本事業を通じて開発された商品の平成19年度までの製品出荷額は、3.8億円程度）

② 全国的な商談会（ふるさと食品フェア（会場：東京ビックサイト、入場者数：約３万人））や、地域食品の
食味、パッケージデザイン等についてコンサルタント等の専門家によるアドバイスを行う商品改善支援会（全
国６カ所）を開催し、販路拡大や商品のリニューアル等を図ったこと

③ 協議会の会員が平成20年7月21日に施行された「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」（以下「農商工等連携促進法）」という。）に基づく支援措置を活用したこと

等が考えられる。
なお、効率的な事業の実施については、地域段階において食品産業を核とした産学官連携体制である協議会

の活動とともに、地域ブロックごとの食料産業クラスター連絡協議会において意見交換等を行うなど、地域の
食品産業及び農林水産業等のニーズに即した取組を行っているところである。

＜改善・見直しの方向性＞
「食品製造企業の経営基盤の強化」については、目標に対する達成状況は「おおむね有効」であることから、

引き続き、食品産業と農林水産業等との連携の構築による取組を強化するため、以下の施策を推進する。
① 食品産業、農林水産業、関連産業等のマッチング、新商品開発、マーケティング等の専門的なアドバイス
を行うコーディネーターの確保及び活動の強化

② 商品改善支援会を積極的に活用した既存商品のリニューアルと、「ふるさと食品フェア」を活用した販路拡
大

③ 農商工等連携促進法に基づく支援措置（債務保証、低利融資、設備投資減税等）の活用を促進
なお、効率的な事業の実施については、地域ブロックごとの食料産業クラスター連絡協議会における意見交

換を行うなど、地域の食品産業及び農林水産業等のニーズに即した取組を行うこととする。
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目標 ② 食品流通の効率化
＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

卸売市場の整備や、電子商取引注４、ユビキタス・コ 有効性の向上が
ンピューティング技術注５の活用など先進モデルの提 必要
示等を通じた食品流通の効率化

a．商物分離電子商取引を導入している中央 20％ 13％
卸売市場の割合（基準値：平成18年度：４％
→平成22年度：40％以上）

b．青果ネットカタログ「SEICA」注６の登録数 11,200件 11,765件
（基準値：平成19年度末：10,200件→平成24
年度15,000件）

＜目標達成のための主な政策手段＞
【強い農業づくり交付金のうち、卸売市場施設整備対策 24，914（34，067）百万円の内数】

卸売市場がこれまで以上に生産・消費両サイドの期待に応えられる安全で効率的な流通システムとして確
立するよう、適正な品質管理の推進、卸売市場の再編等に資する施設整備を推進。

【商物分離直接流通成果重視事業 141（145）百万円】
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。
【新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業 215（0）百万円】

食品流通における電子タグ注７などの新技術や通い容器注８の普及に向け、新技術を活用するビジネスモデル
や通い容器の新たな流通管理システムを構築。

＜目標に関する分析結果＞
以下の結果から、目標の達成状況は、「有効性の向上が必要」となった。
ａ．商物分離電子商取引を導入している中央卸売市場の割合
平成20年度目標値20％に対し、実績値は13％となり、目標値を達成できなかった。その要因としては、新たな

取引方法である商物分離電子商取引の導入に不可欠となるシステムの整備には初期投資が必要となることから、
市場関係者の合意形成が難しかったためであると考えられる。

ｂ．青果ネットカタログ「SEICA」の登録数
平成20年度目標値11,200件に対し、実績値は11,765件となり、目標値を達成した。その要因としては、取組の

紹介や、パンフレットの配布を行い、取組事例等を普及・啓発した結果、生産者側が青果・生産・産地情報をイ
ンターネット上で提供及び蓄積し、食品販売業者及び消費者に対して情報提供を行う機会を増加させようという
気運が高まったものと考えられる。

この他に、平成20年度は、
① 中央卸売市場整備計画に基づく施設整備（10市場）を実施し、卸売市場流通の効率化等を推進
② 全国３カ所において電子タグなどの新技術を活用したビジネスモデルを実証し、その効果と導入にあたって
の課題を分析するとともに、通い容器を利用する事業者の負担を軽減するためのインターネットを利用した通
い容器の入出荷を管理する新たなシステムを構築

③ 産地の周辺や近隣の中小消費地の範囲で、流通業者のノウハウや知見を用いた効率的な農林水産物の流通モ
デルの実証を全国３カ所で行い、その効果や課題を分析し、地域における効率的な食品流通モデルを構築
等を実施したことによって、食品流通の効率化を推進してきた。
なお、効率的な事業の実施については、新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業等の実施に関する検討や実

施結果の評価において、民間有識者の意見を取り入れること、強い農業づくり交付金においてポイント制による
実施効果の高い交付先の選定等を行っているところである。

＜改善・見直しの方向性＞
「食品流通の効率化」については、「有効性の向上が必要」となったことから、商物分離電子商取引について

は、市場関係者に対して、商物分離電子商取引を導入した市場における経費削減等の効果について、一層の普
及を図り、システムの導入を推進する。
また、卸売市場がこれまで以上に生産・消費両サイドの期待に応えられる効率的な流通システムとして確立

するよう、卸売市場の再編を推進することは、流通の効率化に資することから、平成21年度は「再編措置に取
り組んだ中央卸売市場の数」を達成目標の指標として設定する。
さらに20年度に実施してきた施策に加え、食品流通分野における共同配送や受発注書類の統一化等を推進す

る上での問題点の調査・分析や解決方策の検討等を新たに支援する。
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なお、効率的な事業の実施については、引き続き、新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業等の実施に関
する検討や実施結果の評価において、民間有識者の意見を取り入れること、強い農業づくり交付金においてポ
イント制による実施効果の高い交付先の選定等を行うこととする。

目標 ③ 食品産業の国際競争力の強化
＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

東アジアにおける我が国食品産業の投資促進 618法人 588法人 66％（B）
（基準値：平成17年度：531法人（我が国食品産業の （基準値から
現地法人数）→目標値：平成22年度：690法人） 87法人増加）

＜目標達成のための主な政策手段＞
【東アジア産学官ネットワーク構築支援事業 58（58）百万円】

東アジア各国での、外資導入等の優遇措置、阻害要因、製造・販売条件等を調査・分析。また、東アジア
各国主要都市に協議会を設置し、我が国食品産業の現地法人へのきめ細かなサービスを実施。これらを通じ、
関係者間で東アジア各国での投資促進に必要となる情報の共有化・活用を推進。

【食品産業海外人材育成支援事業 41（50）百万円】
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。これら専門家の派遣等を通じ、

現地法人等の技術者・経営者等の人材育成・確保を図る。
＜目標に関する分析結果＞

平成20年度に東アジアにおける我が国食品企業の現地法人数は、588法人（目標618法人）であり、「Ｂランク」
となった。
その要因としては、以下の①～⑤の取組を進めたものの、我が国食品企業の進出が も多い中国における餃

子事件やメラミン混入事件の発生、また、中国に次ぐ投資先であるタイでの政治的対立による治安の悪化に加
え、世界的な経済の悪化により、投資計画の見直しや延期に繋がったためと考えられる。
① 「食品産業海外事業活動支援センター」によるホームページ、メルマガ等を通じた東アジアへの投資に必
要な各種情報の提供。

② 投資の検討、また、現地での事業拡大を行うに当たって必要となる現地の食品市場、原材料、コールドチ
ェーン等に関する調査の実施。なお、予定していたタイの海外展開支援マニュアル作成については、投資先
として関心の高いベトナムの食品市場及び原材料となる農産物についての調査に変更して実施。

③ 国内セミナーとして、海外投資情報及び知的財産に関するセミナー（東京、新潟、名古屋、大阪、福岡）、
また、マレーシア政府との連携の下、投資優遇策、ハラル食品市場等に関するセミナーを実施。

④ 「食品産業海外連絡協議会」（北京、上海、広州、バンコク、シンガポール、ホーチミン（20年度新設））
において、日系食品企業間の情報共有化等を図るとともに、現地の食品衛生規制上の手続きの円滑化等に関
するセミナーを開催。また、日系食品企業の現地での安全で安定的な原材料確保の観点から、日系企業が原
材料を調達している現地食品企業を対象として、食品の衛生管理に関するセミナー（開催地：広州、青島）
及びベトナムで大きな問題となっている排水問題に関するセミナー（開催地：ホーチミン）を実施。

⑤ 食品企業の持つノウハウや独自技術の流出を未然に防止する観点から、「食品産業の意図せざる技術流出対
策の手引き」の契約書案文の英文版の作成と普及の推進。

なお、効率的な事業の実施については、東アジアへの投資に関連する諸機関（食品産業界、関係省庁、ジ
ェトロ等）と連携して、効率的に情報の収集や提供をし、またセミナーの共催等の取組を実施していると
ころである。

＜改善・見直しの方向性＞
「食品産業の国際競争力の強化」については、「Ｂランク」となったことから、引き続き、20年度に実施した

取組を進めるとともに、新たに、

① 投資に前向きな業種・業界を選定して行う進出可能性調査
② 投資ミッション団の派遣
③ 現地研究者と連携して行う技術実証等の技術的サポート
の取組を支援する。
なお、効率的な事業の実施については、引き続き、東アジアへの投資に関連する諸機関（食品産業界、関係

省庁、ジェトロ等）と連携して、情報の収集や提供、セミナーの共催等の取組を実施することとする。
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【施策に関する評価結果】
食品産業の競争力の強化に当たっては、20年度において施策を進めたところ、各々の目標の達成状況は、「食

品製造業の経営基盤の強化」は「おおむね有効」であり、「食品流通の効率化」及び「食品産業の国際競争力の
強化」は「有効性の向上が必要」となり、一層の改善が必要である。
① 「食品製造業の経営基盤の強化」については、関連する取組を更に推進していくとともに、 近の食の安
全に対する要求の高まりに応えるため、HACCP手法注９の導入等、食品産業における品質管理を強化することが
必要である。

② 「食品流通の効率化」については、商物分離電子商取引の導入が目標どおり進んでいないことから、市場
関係者に対して商物分離電子商取引を導入した市場における経費削減等の効果について、一層の普及を図り、
システムの導入を推進する。また、基幹的流通拠点である卸売市場の再編や、食品販売業者と生産者との直
接取引の強化等を通じ、多様な食品を安定的かつ効率的に供給し、消費者の食品に対するニーズの多様化・
高度化に対応していくことが重要である。

③ 「食品産業の国際競争力の強化」については、東アジアへの投資促進において対象国の政治不安や世界的
な経済状況の悪化の影響を強く受けたものと考える。我が国食品産業の健全な発展を図る上での重要性を鑑
み、これまでの取組を拡充しつつ、日系食品企業の円滑な事業活動への重点的支援等の強化することが重要
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）
21世紀新農政2008 H20.５.７ Ⅱの２ 農林水産業と食品産業等の連携の強化
第169回国会内閣総理大臣 H20.１.18 製造業の技術や流通業のノウハウを農業に活用する「農商工連携」
施政方針演説 を強化するなど、地方の主要な産業である農林水産業の活力を高め

ます。
21世紀新農政2007 H19.４.４ Ⅰの２の(２) 東アジアを視野に入れた我が国食品産業の活性化
21世紀新農政2006 H18.４.４ Ⅰの３ 東アジア食品産業共同体構想
食料・農業・農村基本計 H17.３.25 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】
・ 食料産業クラスター関係の事業と農商工連携関係の事業は、同様な事業になると思われるが、無駄に同じよ
うな事業を実施していないのか整合性を図ること。（長谷川委員（第１回））

・ 18年度、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の仕入金額が減少しているが、理由は何か
教えて欲しい。（長谷川委員（第１回））
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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

※総原材料仕入金額に占める国産原材料仕入金額の割合が低下している要因
①外国産穀物等の高騰により国産原材料が不足したこと、②中国産食品等の影響により国産需要が増

え、国産原材料価格が高騰したため外国産へシフトせざるを得なかったこと、③前年度に仕入れた材料
を使用したこと等が挙げられる。

(1)食料産業クラスター参画した食品製造業企業の
製品出荷額の推移
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資料：総合食料局食品産業企画課調べ

(4)総原材料仕入金額に占める国産原材料仕入金額の割合の推移
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資料：総合食料局食品産業企画課調べ

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

(2)食料産業クラスターに参画した食品製造業
の国産原材料の仕入金額の推移
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資料：総合食料局食品産業企画課調べ
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※付加価値額が大幅に減少している要因
原油価格の高騰や、原材料価格の高騰など

が大きな要因と推察される。

（把握の方法）
上記(１)～(５)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、119社の

過去３ヵ年にわたるデータをとりまとめたもの。（20年10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度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）
食品産業動向調査（日本政策金融公庫）

(5)付加価値額(推計）の推移

3,702
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3,650

3,700

3,750

3,800

18年度 19年度 20年度

億円

資料：総合食料局食品産業企画課調べ
(注）：付加価値額(推計）を下記の算式により推計
　　　　付加価値額(推計）＝製造品出荷額－原材料使用額
　　　　※製造品出荷額：1年間における製造品出荷額(売上高）
　　　　※原材料使用額：1年間における原材料使用額(総原材料仕入額）
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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 も基礎的な物資である食品を効率的に消費者に供給するため、卸売市場の整備や、電子

商取引、ユビキタス・コンピューティング技術の活用など先進モデルの提示等を推進し、食品流通の効率化を図
ることが重要であることから、以下の２つを指標として設定する。

a. 商物分離電子商取引は、取引業務や市場内の仕分け・搬送業務等にかかる経費削減により物流の効率化に資
することから、平成22年度までに全中央卸売市場の40～50％の導入を目標として設定しており、これを指標と
したところである。

b. 青果ネットカタログ「SEICA」は、青果情報・生産者情報・産地情報の収集と蓄積により消費者ニーズに即
した生産や食品流通が可能となり、コスト削減が期待されることから指標としたところである。

＜目標値と実績値の推移＞
【基本データ】

○ 商物分離電子商取引を導入している中央卸売市場の割合（単位：％）

注：22年度の値については割合を40％とし作成した。

○青果ネットカタログ「SEICA」登録数（単位：件）

（把握の方法）
a.総合食料局流通課把握実績値による。
b.青果ネットカタログ「SEICA」上の登録数による。

＜目標達成状況の判定方法＞
商物分離電子商取引を導入している中央卸売市場の割合、青果ネットカタログ「SEICA」登録数を基

本としつつ、景気や需給動向を踏まえ、総合的に判断する。

目標値

カタログ登録件数の推移
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目標③食品産業の国際競争力の強化
＜目標設定の考え方＞
我が国食品産業の国際競争力の強化を図るため、東アジアと共に成長・発展するという視点に立ち、東アジア

主要都市と日本国内のネットワークの構築や海外における人材の育成、技術開発等による東アジア各国への事業
展開を支援することにより、我が国食品産業の東アジアへの投資促進を図ることが重要である。
21世紀新農政2006における東アジア食品産業活性化戦略の目標値は、「東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）を５年で３～５割上昇（平成17年度比）」としているが、平成20年度の当該売上高
に係る統計データの公表時期が平成21年度末頃となり、平成21年６月に実施予定の平成20年度の実績評価で活用
することはできない。
このため、東アジア食品産業活性化戦略の目標値を踏まえつつ、①現地法人数については、翌年度５月に「海

外進出企業総覧（東洋経済新報社）」により把握が可能であること、②売上高は、現地法人数の増加にともない
上昇する傾向にあることから、政策評価の目標値については、「東アジアに投資している我が国食品産業の現地
法人数を３割増（平成22年度）」と設定。
＜目標値と実績値の推移＞
【基本データ】

東アジアにおける我が国食品産業の現地法人数
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

(基準)
目標値 － － 585 618 653 690
実績値 531 553 577 588
達成率 － － 85% 66%

注）海外進出企業総覧（東洋経済新報社）をベースに算出。

（把握の方法）
５月に「海外進出企業総覧（東洋経済新報社）」により把握。

＜目標達成状況の判定方法＞
目標達成率にて判定

＊目標達成率（％）＝（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：達成率90％以上（610法人以上）
Ｂランク：達成率50％以上90％未満（609法人～575法人）
Ｃランク：達成率50％未満（574法人以下）

（基本的な指標）
海外進出企業総覧（東洋経済新報社）
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２ 用語解説

注１ 食品産業

食料の加工、流通、外食等のサービスを供給する産業（一次産業を除く）。

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 売上高動向指数

売上高について前年同期と比較して、食品製造業者の回答のうち「増加する」の構成比から「減

少する」の構成比を差し引いたもの。

注４ 電子商取引

受発注などの商取引に関する情報の全部又は一部を電子化し、コンピューターネットワークを用

いて行う商取引をいう。

注５ ユビキタス・コンピューティング技術

至る所に存在するコンピュータ（パソコンや電子タグ等）がネットワークを形成し、利用者の周

りの状況を把握・判断することで、利用者自身が意識しなくても物事を解決してくれる技術であり、

いつでも、どこでも、誰でも簡単にコンピュータを活用できる技術。

注６ 青果ネットカタログ「SEICA」

全国の青果物生産者が、栽培方法、特徴等の生産出荷情報について、インターネット上のSEICA

ホームページに登録することで、全国の流通業者をはじめとする実需者、消費者に商品情報、販売

情報等を広く提供するシステム。

注７ 電子タグ

IC チップとアンテナを内蔵したタグ。この中に個別の識別情報等を格納しておくことで、電波

を利用し、接触することなく近接した距離において格納されたデータを読み書きすることが可能と

なる。

注８ 通い容器

繰り返し利用が可能なプラスチックで作られた容器。複数回利用するため流通コスト・環境負荷

の低減が図られ、引っ越しやパンの輸送等にも使われている。

青果物流通においては、①箱作りの労力が減少、②ダンボール処理の省力化、③荷傷みの減少、

④商品の陳列・入替が簡便等の長所があるため、利用が進んでいる。

注９ HACCP手法
食品のすべての製造工程で、あらかじめ危害を予測し、危害防止につながるポイントで継続的に

監視・是正することにより、問題のある製品の出荷を未然に防止する管理手法。

（注）農林水産省政策評価基本計画
http://www.maff.go.jp/j/assess/pdf/kihonkeikaku.pdf


