
平成23年度政策の事前評価書

評価実施時期：平成22年８月
評価書公表時期：平成22年８月

政策分野名 食品産業の持続的な発展 政策分野番号 ③

主担当部局庁 総合食料局 関係部局庁 －

政策分野の 国内外の原料の調達リスクの高まりや人口減少・高齢化等による国内市場の構造変化等の課
目指すべき姿 題がある中、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し
（必要性） ている食品産業注１の持続的な発展を図る。

このため、フードチェーン
注２
における連携した取組の推進、国内市場の活性化、海外展開によ

る事業基盤の強化のための施策を行う。

内閣の重要 ○ 食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議決定）
政策上の 第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
位置付け １ 食料の安定供給の確保に関する施策

⑶ 食品産業の持続的な発展と新たな展開

○ 新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）
第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果

⑷ 観光立国・地域活性化戦略
～農林水産分野の成長産業化～

施策① フードチェーンにおける連携した取組の推進

担当課名 総合食料局流通課/食品産業企画課/食品産業振興課

施策の 国内外の原料の調達リスクの高まりや人口減少・高齢化等の下、食品の生産から消費
目指すべき姿 に至るフードチェーン全体において、様々な問題が生じてきている中、食料を安定供給
（必要性） し、国民が安心を実感できるよう、フードチェーンの各段階における連携した取組を推進

する。
このため、食品産業による国内農業との連携強化、フードチェーンの各段階間で連携

した食品流通の効率化・高度化に係る取組、卸売市場の機能強化の取組等を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

フードチェー ① 農商工等連携事業の計画 370件 500件 457件
ンの適切な機 認定数 （21年度） （24年度）
能の発揮

② 外食・中食事業者と農業者 ６件 50件／年 50件／年
の連携による商談・成約件数 （成約（21 （23年度）

年度））

③ １中央卸売市場当たりの 557億円 557億円 557億円
取扱金額（下降傾向にある （20年度） （26年度）
取扱金額を維持）

23年度の実績値は、24年
度４月に把握が困難なこと
から、22年度実績値をもっ
て評価を行う
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④ 食料品の買い物が困難・ 平成23年 前年度より 前年度より
不便な住民に対して対策が 度 か ら 調 増加 増加
とられている市区町村の割合 査予定 （各年）

評 有効性 食品産業による国内農業との連携強化やフードチェーン各段階で連携した食品流通
の効率化・高度化に係る取組等を推進することは、国民への食料の安定供給などに有
効な施策である。

また、最近は、高齢者を中心に食料品購入や飲食のアクセス機会が確保できない事
価 態が顕在化してきていることから、民間事業者による多様な配達サービスの健全な展開

等を推進することは、消費者への食料の円滑な提供などに有効性が期待される。

効率性 農商工等連携促進事業については、６次産業化を一層推進させるため、農業者が加
工・販売分野に進出する取組と一体的に実施することとし、内容が重複・類似する事業に
ついては整理・統合する。

反映の方向性 フードチェーンの適切な機能の発揮を図るため、食品事業者や農業者等の総合的サ
ポートを行う人材・体制の確保、新商品の開発や販路開拓の取組支援等による食品産
業と国内農業との連携強化や、卸売市場におけるコールドチェーン体制の整備などによ
る食品流通の効率化・高度化に関して、フードチェーン各段階での連携した取組等を推
進する。

また、新たに食料品へのアクセス困難度を客観的に推計するための指標の開発に取り
組み、民間事業者による多様な配達サービスの健全な展開等を推進する。

施策② 国内市場の活性化

担当課名 総合食料局食品産業企画課/食品産業振興課

施策の 人口減少・高齢化等により国内市場が縮小していくことが見込まれる中、消費者の多
目指すべき姿 様なニーズに適応し、国内市場の活性化を図る。
（必要性） このため、国内農業との連携による地域資源の活用とともに、消費者のニーズに合っ

た新商品・メニューの開発等を推進する。
また、温室効果ガスの排出削減、食品廃棄物の削減と資源の有効利用及びコンプライ

アンスの取組等を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

【①】 ① 食品産業の国内生産額の 対前年度 対前年度 対前年度
食品産業の国 維持 減少率1.1 減少率0％ 減少率0.8
内生産額の維 ％（過去5 （26年度ま ％未満
持 23年度の実績値は、24年 年平均） でに下降

度４月に把握が困難なこと 傾向を解
から、2１年度実績値をもっ 消）
て評価を行う。

② 農商工等連携促進事業に － 前年度より 前年度より
参画し、商品開発に取り組んだ 増加 増加
食品製造企業の製品出荷額 （各年）

【②】 ① 中小食品関係事業者にお 72％ 80％ 77％以上
食品関連企業 ける企業行動規範の策定割合 （21年度） （24年度）
としての社会
的責任に関す ② 食品製造業の中小企業に 477万トン 382万トン 401万トン
る取組の強化 係るCO2排出量 CO2 CO2（19年 CO2（19年
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(19年度) 度比▲20%） 度比▲16%）
23年度の実績値は、24年 (24年度)
度４月に把握が困難なこと
から、22年度実績値をもっ
て評価を行う。

評 有効性 人口減少・高齢化等により国内市場の構造が変化する中で、食品産業の国内生産額
の維持を図るため、国内農業との連携による地域資源の活用や、消費者のニーズに合っ
た新商品・メニューの開発の取組を推進することは、新たな価値を創造し、質が高く多様
性に富んだ国内市場の維持・回復を進めるために有効な施策である。

価 また、環境配慮や法令遵守等への企業の取組姿勢に対する国民の関心が高まる中、
企業における温室効果ガスの排出削減やコンプライアンスの確立等企業としての社会的
責任を果たすための取組として有効である。

効率性 農商工等連携促進事業については、６次産業化を一層推進させるため、農業者の加
工・販売分野に進出する取組と一体的に実施することとし、内容が重複・類似する事業に
ついては、整理・統合する。

食品企業における消費者の信頼確保を目的とした複数の事業については、類似の研
修会の開催等について見直しを行い、整理・統合の上、必要な予算を要求する。

食品産業における環境対策については、行政事業レビューの指摘を踏まえ、食品廃
棄物の発生抑制及びＣＯ２排出削減に係る事業を一体的に実施するとともに、設備導入
等に関する事業については、事業対象の絞り込み等を行う。

反映の方向性 食品事業者や農業者等の総合的サポートを行う人材・体制の確保、新商品の開発や
販路開拓の取組支援等により、食品産業と国内農業との連携による地域資源の活用と
新商品・メニューの開発の取組を推進する。

また、食品事業者のコンプライアンス確立等を通じた消費者の信頼の確保を図るた
め、企業行動規範の策定等の取組を推進するとともに、温室効果ガスの排出削減や食
品廃棄物の削減と資源の有効利用の取組を推進する。

施策③ 海外展開による事業基盤の強化

担当課名 総合食料局食品産業企画課

施策の 国内市場が縮小していくことが見込まれる中、アジア諸国と気候風土、生活様式、食
目指すべき姿 習慣等について立場を共有できるメリットを十分活かしながら、海外展開による事業基盤
（必要性） を強化を図る。

このため、経済発展に伴い拡大するアジア市場を中心に、我が国の食品産業の海外
展開を促進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

アジアにおけ ① アジアにおける我が国食 1.2兆円 ２兆円 1.4兆円
る我が国食品 品産業の現地法人の活動規 （20年度） （32年度） (23年度)
産業の活動規 模（売上高）
模拡大

23年度の実績値は、24年
度４月に把握が困難なこと
から、22年度実績値をもっ
て評価を行う。

② アジアにおける我が国食 612法人 800法人 639法人
品産業の現地法人数 （21年） 試算値）
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（32年）

評 有効性 国内の食品市場規模が縮小している中、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、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は有効な施策である。

アジア各国の投資・食品関連情報の不足、国内で開発された製造技術を進出先の製
造環境に適応させるための技術の改良、現地の法令解釈や運用などへの対応などが大

価 きな課題となっていることから、情報の収集・提供、技術的な課題の解決等の取組は有
効である。

また、これまでの取組に加え、イスラム市場への対応等我が国食品企業が遅れている
分野への取組を推進することにより、新たな投資や事業拡大が期待されることから、更な
る有効性が見込まれる。

効率性 これまでの事業実績等を参酌し、費用対効果が低いメニュー（投資ミッション派遣）や
一定の成果が得られたメニュー（合弁・提携等の形成要因分析、技術流出防止マニュア
ル作成等)を事業内容から削除・縮減する。

反映の方向性 引き続き、我が国食品産業のアジアへの投資促進、事業拡大を推進していくため、各
国の食品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、技術的な課題
の解決等の取組を推進し、特に、ボリュームゾーン

注３
やハラル食品

注４
等に関する情報収

集・提供の取組の強化を図る。

第三者委員会 ・ 買い物が困難者に対して対策が講じられている市町村の割合が前年度より増加とあるが、１市町
委員の意見 村でも増えれば目標達成となるため、目標として良いのか疑問。（山本委員）

・ ３つの施策の体系（事業者、国内市場、海外市場及び各対策）が、重複のない関係になってお
り、分かりやすい点は評価。

出来得れば、３施策間の優先順位・注力度合いについての情報が欲しい。（高崎委員）

総合的評価 必要性、有効性、効率性を鑑みて、予算要求することは妥当。
特に、６次産業化の施策と連携を図って当施策を推進すること。


