
施策 目標

700

６次産業総合推進事業
（再掲：政策分野⑨）

新商品開発支援等により農林漁業者等の６次産業化
を支援する。

平成23年度に実施しようとする政策（政策手段シート）

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

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

810

６次産業化推進整備事業
（再掲：政策分野⑨）

農業法人等が自ら加工・流通・販売に取り組む場合
や地産地消、農商工等連携による６次産業化の推進
に必要な機械・施設等の整備を支援する。

1,567

農商工等連携促進法
農林漁業者と食品産業等の商工業者の連携による新
事業の展開を支援

－

卸売市場法

高齢化社会に対応した豊かな食生活創造事業
(委託）
（再掲：政策分野⑨）

食料品へのアクセス困難度を客観的に推計するため
の指標の実用化に向けた取組を支援する。

20

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

－

食品流通構造改善促進法
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

－

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

－

中心市街地の活性化に関する法律
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

－

６次産業総合推進委託事業
（再掲：政策分野⑨）

サポート体制確保により農林漁業者等の６次産業化
を支援する。

フードチェーンの適切な機能の発
揮

①
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施策 目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

農業・食品産業強化対策整備交付金のうち、卸
売市場施設整備対策

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する。

3,138（内数）

101
卸売市場機能強化対策事業
（再掲：政策分野⑨）

卸売市場の機能強化を図るため、市場関係者が一体
となり経営戦略的な視点から経営展望を策定する取
組や、卸売市場における加工・調製、地場産品の流
通、低温管理施設の導入効果等の検証、コールド
チェーン体制の整備支援を行う。

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））

－

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））

－

生鮮食料品等小売業近代化貸付制度
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）

－

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

－

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］

3年間、1/2控除 －

農商工等連携促進法に係る資金
（再掲：政策分野⑨）

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］

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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施策 目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

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

＜0＞

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］

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

－

サポート体制確保により農林漁業者等の６次産業化
を支援する。

卸売市場機能強高度化設備等を取得した場合
の特別償却又は税額の特別控除

食品流通構造改善促進法に基づく卸売市場機能高
度化事業を実施し、卸売市場の品質管理の高度化に
資する設備等を取得した場合、取得価額の30％の特
別償却又は７％の税額控除

＜154＞

卸売市場機能強高度化設備等を取得した場合
の課税標準の特例措置

食品流通構造改善促進法に基づく卸売市場機能高
度化事業を実施し、卸売市場の品質管理の高度化に
資する設備等を取得した場合、当該設備に係る固定
資産税の課税標準を軽減

＜53＞

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］

700
６次産業総合推進委託事業
（再掲：政策分野⑨）

農商工等連携促進法
農林漁業者と食品産業等の商工業者の連携による新
事業の展開を支援

－

特定農産加工業経営改善臨時措置法 特定農産加工業者等の経営の改善の促進 －

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

－

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 －

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

－

【①】食品産業の国内生産額の維
持

②
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施策 目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実需者に対して安定的に大豆を供給するため、輸入
大豆の調達先の多角化及び諸外国における大豆安
定供給の取組みの調査を支援する。

27

６次産業総合推進事業
（再掲：政策分野⑨）

新商品開発支援等により農林漁業者等の６次産業化
を支援する。

810

６次産業化推進整備事業
（再掲：政策分野⑨）

農業法人等が自ら加工・流通・販売に取り組む場合
や地産地消、農商工等連携による６次産業化の推進
に必要な機械・施設等の整備を支援する。

1,567

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）

－

高齢化社会に対応した豊かな食生活創造事業
（補助）
（再掲：政策分野⑨）

安定的な高齢者向け加工食品の提供に向けたガイド
ラインを策定する。

15

大豆安定供給確保支援事業
（再掲：政策分野⑨）

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）

－

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））

－

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））

－

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））

－

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
　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5項］

　
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

－
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施策 目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（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

－

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
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

－

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

－

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

－

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

－

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

－

【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
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施策 目標

施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

食品産業品質管理・信頼性向上支援事業
（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。

277

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する。

230

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 －

－

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 －

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

－

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する。

155

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

－

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］

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

③ アジアにおける我が国食品産業の
活動規模拡大
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