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○　食品産業は、農水産業と消費者の間に位置し、消費者ニーズに沿った食料の安定供給に大きな役割を担っている。

○　昭和６０年以降の１５年間で、加工品・外食が大きく伸びている一方、生鮮品がやや減少しており、食の外部化の進展等を
　反映している。

（単位：兆円）
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資料：産業連関表をもとに農林水産省で試算

１　食料供給における食品産業の位置付け
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○　食品産業においては、消費者の食の安全に対する高い関心、品質等の厳しい商品選択に対応するため、商品の差別化、
　消費者への情報提供等を進める動きがある。

○　一部の食品企業においては、国産原料を活用した差別化食品の開発や原料農産物の安定的な調達のため、契約栽培や　
　農業との提携・参入等をはじめとして農業サイドとの結びつきを強めている。

○　農業サイドにおいては、安定的なロット、品質の確保等の食品産業サイドのニーズに十分対応できていない面も見られる。

○　食品産業と農業の連携を推進するためには、原料農産物の周年調達を可能とするコーディネーターの育成、食品産業向け
　の加工適性に優れた品種の開発、産地と実需者の交流会や意見交換等による相互理解を推進する必要がある。

課　　題 推進のための対応方向

○食品産業サイドと農業サイド

　の相互理解の推進

○食品産業と農業の双方を熟　

　知したコーディネーターの育成

○食品産業と農業の共同による

　商品・ブランド開発

○加工適性に優れた品種の導

　入、技術の移転等の取組の推
　進

課題解決のための手法

（農業サイドの課題）

○原料農産物の数量面・品質　

　面での安定供給

○生産物の販売活動への取組

（食品産業サイドの課題）

○消費者の食の安全に対する　

　関心の高まりへの対応

○品質等に対する厳しい商品　

　選択への対応

○商品の差別化

○長期的かつ安定的な契約取引

○食品産業と農業との提携・参入

　

○　生産者団体の直接販売等の流
　通チャネルの多様化

２　食品産業と農業の連携の推進のための対応方向

（連携加速のための対応方向）
○ 効率的・安定的な経営体が農業生産の大宗　
　を担う農業構造の実現
（新規参入の円滑化、担い手の幅広い育成
　確保等）
○ 創意工夫を生かした農業経営の展開
○ 加工適性等実需者のニーズに応じた農業生産
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○　食品製造業者である愛知県の株式会社Ａ社は、安定的原料調達を図るため、北海道のわさびの生産者と契約栽培（契約取引）
　を実施。西洋わさびの新品種の開発、生産者への種苗の提供、収穫機械の開発及び農家への貸出等を行うことにより、効果的
　な連携が図られ、原料の安定供給が可能となった。
　　また、製品を米国等へ広く輸出しており、今後とも生産の拡大を検討。

１．連携の契機

課題：原料となるわさびの価格変動が大きく、また、原料わさ
　　　　びの量的な確保が困難なため安定的な商品供給が　
　　　　困難となっていた。

２．連携を進める上での課題と対応

（課題）
①品質確保の上での農家の技術力が不足
②農家が新たな作目に取り組むための資本装備が不十分
③加工施設等の整備

３．連携の成功要因

（食品産業）
○技術開発ノウハウの活用、収穫機の開発及び農家への貸与等に
　よる農家負担の軽減
○一部有機農産物を原料とした高付加価値な商品の生産
（生産サイド）
○農協による地域での作付け数量の割当てによる計画的な生産
○食品産業サイドからの栽培技術指導を受けながらの各畑地ごとの
　作柄調査、病害虫管理、土壌検査等の実施により食品産業サイド
　のニーズに対応

　この課題を克服し、安定供給実現のため、契約取引を実施
（契約取引の内容）
①関係する４農協が組織する協議会と交渉して価格、数量

　等の条件を決定し契約。
②その際、食品産業サイドが開発した種苗を生産者に販売

　し、栽培委託を行い全量買い取り。

（対応）
①食品企業と大学との共同研究によるウィルスフリー苗の　

　開発、農家に対する技術指導の実施
②食品企業が収穫機の開発を実施。また、その収穫機を農

　家に貸与する等の資本装備の補完
③設備投資資金の政策金融（農林漁業金融公庫）からの調

　達

食品企業が開発したわさび収穫機
わさび加工施設

４．今後の課題

○　今後、さらに欧州等への市場にも輸出を行うなどして生産を拡大
　する意向であり、原料わさびの更なる品種改良に取り組み、反収の
　向上等を図ることとしている。
○　また、台風等の災害に対するリスクヘッジの観点から、契約農家
　の分散化も検討している。

（参考１） 食品製造業と農業の連携事例
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○　卸売市場の仲卸業者であるＢ社は、子会社を通じて、大根をコンビニエンスストアＣ社に周年的に納入するため、複数産地　
　（北海道及び鹿児島）の農家と契約取引を実施することによって、原料大根を年間を通じて安定的に確保。また、食品の品質　
　管理を図るため、低温倉庫及び加工施設の改善も実施。

１．連携の契機

課題：　Ｂ社は、おでん用の加工大根をコンビニエンスストア
　　　　Ｃ社に納入する事業を行っていたが、おでんが年間を
　　　　通じて販売されるようになったことから、これに対応し
　　　　て周年的に高品質の原料大根を確保することが必要
　　　　となっていた。

２．連携を進める上での課題と対応

３．連携の成功要因

（食品産業）
○　鹿児島県においては、標高差を利用した計画的な収穫（１０月～
　６月）を行い、その他の時期（７月～９月）においては、北海道の生　
　産者と連携することによって、年間を通じて原料大根を確保。
○　規格外のものは、切り干し大根や大根おろしとして商品化。
○　全国の産地を熟知している仲卸業者が、産地との間でコーディネー
　トしていること
（生産サイド）
○　安定的な出荷を目指し、計画的な作付けを実施。
○　食品産業サイドからの栽培技術指導を受けながら各畑地ごとの
　作柄調査、病害虫管理、土壌検査等の実施により食品産業サイド
　のニーズに対応。
　

（課題）
①　コンビニエンスストアに対して、年間を通じて一定品質の
　大根を安定的に供給すること。
②　収穫後から加工までの間、食品の鮮度保持、品質管理
　を適確に行うための施設等の整備が必要。

　このため、日本列島が南北に細長いという地理的条件を活
かし、鹿児島県及び北海道の生産農家と安定的取引関係を
確立。

（対応）
①　年間を通じ、加工大根の品質を確保するため、新技術を
　活用した冷蔵倉庫を設置するとともに、加工施設の高度化
　を図った。
②　設備投資の政策金融（農林漁業金融公庫）からの調達。

生産者 仲卸業者Ｂ社

品質管理が図られた加工施設契約農家の農場

４．今後の課題

○　トレーサビリティの充実を図るとともに、適期処理・適期防除を行
　い減農薬に努める。
○　土壌改良等によって、商品への歩留まりを高める。

（参考２）仲卸業者と農業の連携事例
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１．連携の契機

２．連携を進める上での課題と対応

○　小売業者である食品スーパーＤ社は、消費者に対して、新鮮で安心な生鮮食品（青果等）を供給するため、生
　産者団体との契約取引を実施し、産地直送の生鮮食品の流通ルートを確保。また、商品発注業務の効率化・迅
　速化、流通過程での鮮度維持の向上、店頭における鮮度管理システムの充実強化等の取組を実施。

課題：①　野菜などの青果物については、天候による作柄の
　　　　　変動（品質の変動）が大きいため、消費者に対して、
　　　　　一定品質の商品を安定的に供給すること
　　　　②　競合店との競争が激しくなったため、競合店との　
　　　　　差別化を図ることが必要となっていたこと

（課題）
①　新鮮で安心な商品を提供するため、生産者と安定的取　
　引関係を結ぶこと
②　このため、食品の鮮度保持、品質管理を適確に行うため
　の施設等の整備

３．連携の成功要因

（食品産業）
○　契約農家とは、単年での事業として考えるのではなく、長期的な
　視野に立ち、信頼関係が結ばれたこと
○　店頭において「八ヶ岳高原朝どり野菜」等という独自のブランド　
　化を図り、特設売場を設置。
（生産サイド）
○　生産者団体が、食品産業サイドの要望（安定供給、品質等）に　
　応える商品提供にこまめに対応。
○　生産者団体における品質管理の徹底。

　差別化した生鮮食品の供給のため、Ｄ社と生産者団体と
の間で契約取引を実施

（対応）
①　生鮮食品の鮮度を保持するために、流通段階では冷蔵
　車で配送するとともに、バックヤードにおいては、保鮮庫、
　カット、パック等処理施設にはオゾン発生器を設置。
②　設備投資資金の政策金融（農林漁業金融公庫）からの　
　調達　

生産者団体 食品小売業者（Ｄ社）

産地での品質管理

４．今後の課題

○　トレーサビリティへの対応。

（参考３）食品小売業と農業の連携事例

店頭に並べられた青果物
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○　外食事業者Ｅ社は、消費者の安全志向を踏まえ、新鮮で高品質な国産食材を入手するため、コーディネーターを介して、年
間を通じ全国各地からキャベツを安定的に調達。

　

連 携

産地紹介・納入 連絡調整・集荷

Ｅ社ホームページでの産地の紹介

　 消費者の健康や安全志向を踏まえ、新鮮で高
品質な野菜を安定的な価格で安定的に調達す
るため、メイン野菜であるキャベツについて全量
国産を使用する方針を決定。

連携の契機

（外食事業者）
・産地の事情に詳しいコーディネーター
の利用。
・生産者を集め、品質や生産状況等に
　ついて意見交換会を開催。
（産地）
・農協等が生産者をよく束ね、外食事
業者が求めるニーズをよく理解。

（外食事業者）
・リスク分散を図るため、取引産地の拡
大。

　 各産地の生産者や品質等の事情に詳しい納品業者（仲卸業者）
が産地を外食事業者に紹介。
契約に基づき産地から食材を調達し外食事業者に納入。

　産地、納品業者との交流会を毎
年開催し、出荷スケジュールや品
質等を十分に話し合うともに、産地
を視察。

農協等が意欲的に生産者を束
ね調整・出荷を指導。

キャベツ産地

コーディネーター

（外食事業者）
・年間を通じた安定的な食材の調達システムの
構築。
（産地）
・外食事業者のニーズ(規格、品質等）への対応。

連携にあたっての課題

成功要因

今後の対応

外食事業者Ｅ社

（参考４）外食産業と農業の連携事例
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（参考５）食品産業における課題と今後の対応方向

　（改革の方向）
○効率的・安定的な経営体が農業生産の大宗
　を担う農業構造の実現
　（新規参入の円滑化、担い手の幅広い育成確保等）

○創意工夫を生かした農業経営の展開

○需要に即した農業生産　

　（改革の方向）
○効率的・安定的な経営体が農業生産の大宗
　を担う農業構造の実現
　（新規参入の円滑化、担い手の幅広い育成確保等）

○創意工夫を生かした農業経営の展開

○需要に即した農業生産　

�単独世帯の増加、高齢化比率の上昇等の社会情勢の変化による食の外部化の進展
�ＢＳＥ発生等を契機とした消費者の食の安全・安心志向の高まり
�食料消費支出の減少（低価格志向）と外食及び調理食品の支出割合の増加

�単独世帯の増加、高齢化比率の上昇等の社会情勢の変化による食の外部化の進展
�ＢＳＥ発生等を契機とした消費者の食の安全・安心志向の高まり
�食料消費支出の減少（低価格志向）と外食及び調理食品の支出割合の増加

　（今後の対応方向）
○新たなニーズに対応した技術開発や設備投資等
　を通じた事業基盤の強化

○食品産業と生産者との連携強化や食品流通改革
　の推進を通じたコストの低減、高付加価値化

○食品リサイクル等の推進による環境負荷の低減・
　資源の有効利用

　（今後の対応方向）
○新たなニーズに対応した技術開発や設備投資等
　を通じた事業基盤の強化

○食品産業と生産者との連携強化や食品流通改革
　の推進を通じたコストの低減、高付加価値化

○食品リサイクル等の推進による環境負荷の低減・
　資源の有効利用

消費者の新しいニー
ズに対応した農産物
の供給

消費者の新しい
ニーズ

国　内　農　業

消　費　者　（食をめぐる状況の変化）

食　品　産　業

�加工品・半加工品の輸入の
　増加
�食品事故等の経営リスク、
　環境問題への関心の高まり
　　　

�加工品・半加工品の輸入の
　増加
�食品事故等の経営リスク、
　環境問題への関心の高まり
　　　

海外産品との競合の進展等

消費者の新しいニー
ズに対応した加工食
品・サービス等の供
給

消費者の新しい
ニーズ

国民のニーズに対応した食料の安定供給の実現、食料自給率向上への寄与

○　国民のニーズに対応した食料の安定供給を確保し、食料自給率の向上に資するためには、農業及び食品産業の両者がそれぞれ課題　
　を克服し、競争力の強化を図ることが必要である。

○　このため、食品産業サイドでは、海外産品との競合の進展や食をめぐる状況の変化等に対応して、①新たなニーズに対応した技術開発　
や設備投資等を通じた事業基盤の強化、②食品産業と生産者との連携強化や食品流通改革を通じたコストの低減や高付加価値化、③食　
品リサイクル等の推進による環境負荷の低減等を推進していくことが重要ではないか。

○低コスト、安全・安心な　
　原材料を求めての農業
　との連携・参入等

○加工・外食等のニーズ　
　に応じた品質の農産物を、
　より低コストで安定的に　
　供給
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