
事業者名
サブファンド

の主な出資者

サブファンド
による出資決定額

（単位：百万円）
事業内容

出資同意

決定日

(株)OcciGabi Winery

(北海道 余市町) 北洋銀行

サブファンド 81(40.5)※

出資総額 162
H25.9.2

ジャパン

ホートビジネス(株)

(千葉県 富里市)

千葉銀行等
県内11金融機関

サブファンド 50(25)※

出資総額 100
H25.9.2

沖縄栽培水産(株)

(沖縄県 与那国町)
西日本
シティ銀行

サブファンド 40(20)※

出資総額 80
H25.9.2

西日本水産(株)

(福岡県 福岡市)
西日本
シティ銀行

サブファンド 60(30)※

出資総額 120
H25.10.9

(株)みらいトレーディング

(東京都 千代田区)
JAグループ

サブファンド 20(10)※

合計 40
H25.11.11

(株)あおもり海山

(青森県 深浦町)

みずほ銀行
荘内銀行
北都銀行
みちのく銀行
東北銀行

サブファンド 100(50)※

合計 200
H26.1.27

オチガビ ワイナリー
 余市産ぶどうのみを使用した高品質・高価格のワインを製造。

パートナーの都市部販売網も活用。
 ワイナリー内に併設するレストランと売店で、地場農水産物

やその加工品も販売。

 植木、盆栽の生産者と輸出経験が豊富なパートナーとで合弁
事業体を形成。千葉県を中心とした植木、盆栽生産者と連携
し、中国に加えＥＵ、北南米等の輸出も志向して新たな市場
を開拓。

 新しい技術を沖縄県与那国島に導入することにより、高品質
な車えびの周年販売を実現し、大口需要者の開拓等を通じて
大消費地に販売チャネルを拡大。

※：( )内はA-FIVE出資相当分

 シラス資源の逼迫により、通常のウナギ養殖がコスト高とな
る中、これまで有効に活用されていなかった未成熟なウナギ
を一定の条件下で再肥育することにより、成熟したウナギと
して出荷する加工販売事業。

平成26年2月10日現在

 まだ一般的でないレタスを新たに導入し、鮮度を保持できる
新包装で流通させ、消費者に届ける流通販売事業。

 青森県深浦町近海にて夏期に漁獲されるクロマグロを、柵加
工・冷凍加工して需要期に新たな販路拡大を推進する事業。

（4） Ａ－ＦＩＶＥによる出資案件について

２３

Ⅳ 食品の安全・消費者の信頼確保について

○ ＨＡＣＣＰについては、その導入には施設整備、人材育成が必要であることから、大規模層は相当程度導入が進んでいるが、大多数を占める中

小規模層の導入率は低位。

○ 食品のトレーサビリティは、現在、食品衛生法において、全ての農林漁業者、食品産業事業者等を対象に、入出荷記録の作成、保存について

「努力義務」が課されている。また、平成22年から米トレーサビリティ法において、米・米加工品を取り扱う事業者を対象に、入出荷記録の作成・保

存を義務化。

○ 農林水産省が要請した食品事業者団体において、傘下会員に対して「コンプライアンス」を指導するための「自主行動計画」を策定しており、個別

中小企業の「企業行動規範」の策定は約８割程度。

○ 食への信頼向上に向けた食品産業事業者の主体的な活動を促すため、食品産業事業者や関連事業者との間でネットワークを構築し、食品の品

質管理や消費者対応等の取組に関する情報の積極的な提供や、この取組の取引先や消費者による適正な評価を働きかけているところ。

（「フード・コミュニケーション・プロジェクト」）

HACCPの取組拡大 食品業界のコンプライアンスの確立

○ コンプライアンスの確立のためには、各食品事
業者における「企業行動規範」等の策定の取組が
有効

食品関係団体
自主行動計画の策定

指導

食品関係事業者
企業行動規範の策定

→Ｈ22年度目標：中小食品企業で7割以上
現状：８割程度
今後は、社内への周知徹底や見直しに向けた
取組が必要

支援

個別企業におけるコンプライアンスの確立を図るため、
・実践的なセミナーを全国で開催
・食品関係団体の要請に応じたセミナー講師派遣

○食品製造事業者のHACCPの導入率
・中小規模層（１～５０億円）は低位【16％】

このため

・工程管理の責任者養成研修の強化
・低コスト導入手法の構築・普及

・HACCPの導入の前提となる施設・設備、従事者の
衛生管理など一般的衛生管理の徹底

○ＨＡＣＣＰ手法導入上の問題点

・施設整備に一定のコスト

・製造現場でＨＡＣＣＰを導入・実践できる人材が不足

○中小規模層でのHACCP導入を加速化

○HACCP導入が困難な零細規模層等への対策

○目標：中小規模層のHACCP導入率を
１６％（’06年度）→５０％（’23年度）に拡大

食品のトレーサビリティの取組拡大

・米トレーサビリティ法の趣旨、内容の関係事業者への浸透
・行政の巡回指導体制の整備

・ 「食品衛生法」では、全ての農林漁業者、食品事業者
等を対象として入出荷記録の作成・保存が「努力義
務」（2003．８施行）

・ 「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」の公布により、米及び米加工品へ
のトレーサビリティの導入が決定 （Ｈ２２．１０施行）

米・米加工品について、トレーサビリティを導入

２０１０.１０～

食品トレーサビリティの確立

・施行上の課題、米以外の品目の取組実態の把握

米トレーサビリティの実施状況を把握

・ 米トレーサビリティ法の施行の状況を踏まえ、入出荷記録
の作成・保存の取組の拡大について検討

トレーサビリティの取組拡大に向けた方策の検討

２４



（参考１）HACCPの導入支援策

○ 日本産食品の安全と国際的な信頼の向上を図るため、国内の食品製造事業者の衛生・品質管理体制の強化を図るとと

もに、HACCP等の国際標準の導入促進に係る取組を支援。

食品の品質管理体制に係る課題

● 一般的衛生管理の重要性が認識されていない
（食中毒のほとんどは一般的衛生管理への対応
が不十分なため発生）

● ＨＡＣＣＰによる衛生・品質管理を求める世界的
潮流があるにもかかわらず、中小事業者におい
てＨＡＣＣＰの導入が進まない

（輸出先国が求める衛生・品質管理水準に
未対応）

【ＨＡＣＣＰ導入が進まない要因】

Ⅰ コストへの支援 【HACCP支援法】

・法の期限を１０年延長
・高度化基盤整備の取組への支援拡大
・輸出促進の位置付けの明確化

① 人材育成支援等
・ 高度化基盤整備の徹底やHACCP導入促進のための責任者・

指導者養成研修等の開催支援
・ 高度化基盤整備の定着・普及に対する取組の支援
・ 輸出対応に向けた対応を円滑化するための研修会の開催支

援

１．事業者向け対策（人材確保支援）

Ⅱ 人材確保・消費者理解への支援 【予算事業】

２．消費者向け対策（理解醸成への支援）

② 専門家現地派遣
・ HACCP導入を加速度的に進展させ、輸出の促進を図るため、

製造現場に専門家を派遣し、助言・ 指導する取組を支援
・ HACCPを適切に維持・運用できているかを確認し、助言・指導

を行う取組を支援

① 消費者セミナー等の開催
・ 製造現場での体験を含めた消費者セミナーの開催を支援

② パンフレットによる普及啓発
・ 小売現場におけるＨＡＣＣＰ等の普及の取組を支援

• コストがかかる
• 人材確保が困難（科学的・技術的知識が不足）

（危害要因の科学的分析能力等を有する
責任者、指導者等の確保）

• ＨＡＣＣＰが消費者に理解・評価されない
ためインセンティブにならない

中小事業者へのHACCP導
入が伸び悩み

２５

○ 食品事業者による不適切な表示や製造等、食に対する消費者の信頼を揺るがす事件が相次いで発生している。

○ 消費者の信頼を回復するため、食品企業のコンプライアンスの徹底を図る必要がある。

○ 近の主な消費者の信頼を揺るがす事件 ○ 食品自主回収件数

資料：農林水産省調べ

○ 要因別の食品自主回収件数

（件）

(60.3件/月)(25.2件/月)

(19.8件/月)

(64.2件/月)

(70.4件/月)

※この他、2008年1月、10月に輸入冷凍食品等における薬物中毒事案が発生。同年9月に
輸入食品から乳製品由来の食品汚染が発覚。2013年12月冷凍食品における薬物中毒
事案が発生。

（参考２） 食品産業のコンプライアンスの確保
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723 701 

894 921 922 
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(76.8件/月)

(58.4件/月)

(74.5件/月)

(76.8件/月)

2013年
合計922件

資料：（独）農林水産消費安全技術センター

時期 概 要

2007年1月 •消費期限切れ原料（牛乳）を使用してシュークリームを製造、細菌数基準を超えた製品を出荷

6月 •食肉加工製品の虚偽表示の他、他商品での意図的な異種製品の混入、賞味期限の改ざん等

•上記の行為を不正と認識した上で、社長もしくは幹部社員の指示により常態的に実施

10月 •和菓子製品の解凍・再包装、製造年月日及び消費期限表示の改ざん、原材料の不適正表示

•店頭売れ残り返品の原材料を新たに同一製品に再利用・関連会社に販売

11月 •製品の消費期限等の改ざん、食肉原材料の原産地の偽装、調理食品の再利用

2008年6月 •販売先から返品された手延素麵を包装し直し、新たな賞味期限を表示して再出荷・販売

7月 •鰻蒲焼の産地偽装、偽装するため製造や販売実績のない架空会社を経由し販売

•事実と異なる不適正な表示がされたものを認識していながら販売

9月 •事故米を食用米として販売、偽装するため実態のない架空会社を経由し販売

12月 •中国から輸入したタケノコ水煮に国産を混ぜて袋詰めし、「熊本県産」「鹿児島県産」に偽装

•一部商品では罐詰メーカー社員の写真を使い、「農家の皆さん」と生産者のように表示

2009年5月 •干しそば製品の原材料表示において、そばと小麦粉の順番を逆に表示。是正指導も無視

5⽉ •蜂蜜の濃度を偽装し、異性化液糖などで薄めた製品を販売

6月 • 原材料に「ベニズワイガニ」を使用していたにもかかわらず、原材料名、商品名等に「ズワイガ
ニ」と表示して販売

7月 •中国産を原料に使った塩蔵ワカメを「鳴門産」と偽って販売

2010年5月 •未検査米に「徳島県産」と表示。事実と異なる販売者、精米年月日を表示して販売

•トマト、なす他10品目以上の青果品に事実と異なる販売者を表示して販売

2010年6月 •台湾産、中国産のうなぎを国産と偽って表示して販売

2013年9月 •中国産米や加工用米を国産主食用米として、弁当・おにぎりメーカーに販売

10月 •ホテルや百貨店のレストラン等で、メニュー表示と異なる食材を使用して客に料理を提供

資料：（独）農林水産消費安全技術センター ２６
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■ 東京コメ ■ 大阪コメ

２７

●１日平均出来高の推移

※出来高：市場で成立した売買契約の数 ※東京コメ：１枚６トン、大阪コメ：１枚３トン

３月８日
東京穀物商品取引所（25年３月解散）及び関西商品取引所
（現・大阪堂島商品取引所）が試験上場の認可申請

７月１日 試験上場認可

８月８日 取引開始

平成23年

７月８日 大阪堂島商品取引所が２年間の試験上場の延長を申請

８月７日
試験上場の２年間の延長を認可
食料産業局長名で「留意事項」を通知

●価格の推移（期先限月の終値）

８月７日
試験上場期間(４年間）終了（ただし、４年間経過前に取引を
開始している限月に限り取引の継続が可能）

Ⅴ 米の先物取引の試験上場について

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000

東京コメ

（円/玄米60kg）

大阪コメ

（円/玄米60kg）

とうもろこし

（円/1,000kg）

（単位：円）

平成25年

平成27年

１ 先物取引とは
●米の先物取引に関するこれまでの経緯

○ 先物取引は、「半年後に米を100俵、13,000円/俵で
売る（又は買う）」というように、将来の価格をあらかじ
め決めて行う取引。

○ あらかじめ、出来秋の段階の価格を固定して取引を
行うことにより、作況による価格変動のリスクを回避す
る手段として利用することが可能。

10月
（収穫期）

4月
（田植え前）

11,000円

13,000円

13,000円で売る約束

今年は豊作！
価格が11,000円に・・

約束どおり13,000
円で売れる

２ 総合取引所の実現に向けた整備

○ 「総合取引所」とは、証券・金融・商品先物を一つの取引所で取り扱うもので、利用者の利便性の向上、国際競争力の強化を

目的としている。

○ 平成24年９月に金融商品取引法の改正法が成立（施行は26年3月予定）。今後、「総合取引所」が創設された場合には、規

制・監督の権限の窓口が金融庁に一元化されることとなっている。

平成19年6月19日
「経済財政改革の基本方針２００７」閣議決定

取引所において株式、債券、金融先物、商品先物など総合的に幅広い品揃えを可能とするための具体策等を検討し、結論を得る。

平成24年2月24日 総合的な取引所検討チーム取りまとめ（農水省・経産省・金融庁の３省庁合意事項を公表）

平成24年9月6日
金融商品取引法等の一部を改正する法律成立（９月１２日公布）

■証券・金融・商品を一体として取り扱う総合的な取引所については、金商法に基づき、 内閣総理大臣（金融庁）が一元的に監督。
■取引所への商品の上場・取引停止などは、内閣総理大臣（金融庁）と農林水産大臣・経済産業大臣で協議。

平成25年6月14日

「規制改革実施計画」閣議決定

平成26年3月予定
（公布から1年半以内）

金融商品取引法等の一部を改正する法律施行

事項名 規制改革の内容 実施時期 所管省庁

総合取引所の実現に
向けた取組の促進

昨年９月に成立した改正金商法の着実な実施を始め、総合的な取引
所の実現に向けて所要の整備に積極的に取り組む。

平成25年度
検討・結論

金融庁
農林水産省
経済産業省
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日本の「食文化・食産業」の海外展開
（Made BY Japan）

① ビジネス環境の整備
② 人材育成
③ 出資による支援

日本の農林水産物・食品の輸出
（Made IN Japan）

国別・品目別輸出戦略の実行
（全国協議会の枠組みを活用した検証・見直しを実施）

日本食文化の普及
日本食の普及を行う人材育成、

メディアの効果的活用等を各省連携して実施

世界の料理界で日本食材の活用推進
（Made FROM Japan）

日本食材と世界の料理界とのコラボレーション
※世界中のシェフが日本のゆずをメニュー化
※中華料理の高級食材として輸出されるホタテ

Ⅵ 輸出促進等の展開について
１ 食文化・食産業のグローバル展開

○ 日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海外展開と日本の農林水産物・食品の輸出促進を一体的に展開す

ることにより、グローバルな「食市場」（今後10年間で340兆円から680兆円に倍増）を獲得。

○ このため、世界の料理界で日本食材の活用推進（Made FROM Japan）、日本の「食文化・食産業」の海外展開

（Made BY Japan）、日本の農林水産物 ・食品の輸出（Made IN Japan）、の取組を一体的に推進。

２９

(1) 日本の農林水産物・食品輸出の現状

○ 巨大な食の世界市場規模に対し、日本の輸出金額は５千億円前後の壁に当たっていたところ。
○ 平成25年の輸出額は、5,506億円となり過去 高額となったが、さらなる輸出拡大には、この市場を取り込むことが不可欠。

現在340兆円の世界の食の市場規模は、
2020年には680兆円に倍増との推計

 近年、平成23年３月の原発事故に伴い

多くの国が日本産農林水産物・食品の

輸入規制を強化したことなどにより、農

林水産物・食品の輸出額は、５千億円

の壁に当たっていたところ。

 未だに多くの国が輸入規制を解除しな

い中、平成25年の輸出額は5,506億円と

なり、過去 高を記録。

(2) 「食」への評価と農林水産物・食品輸出額の相関

○ ジェトロの調査によると、「食」の人気が一番高いのは日本だが、「食」への支持が輸出に結びついていない。
○ 日本の輸出先は、関税が低く、非関税措置も厳しくない地域が中心。

イタリアの農林水産物・食品輸出額の内訳(2011) 日本の農林水産物・食品輸出額の内訳(2011)

・ （ｎ＝）は回答個数。
・ 本設問においては、実施国の料理

は選択肢から除外。
・ 複数回答可としており、総回答数

に対する回答個数の割合を示した。

【好きな外国料理】 質問：『好きな料理かつ外食で食べる外国料理はどれですか』

出典：ジェトロ「日本食品に対する海外
消費者調査（中国、香港、台湾、韓国、
米国、フランス、イタリア）」

壁

２ 農林水産物・食品の輸出促進に向けて
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○食品産業のアジアにおける現地法人数（業種別） ○食品産業のアジアにおける国別現地法人数(2012)

○国内法人数に対する現地日系法人数の比率

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

食料品製造業 329 327 357 379 387 404 401 413

飲食店 41 48 46 53 57 62 68 73

流通、貿易（物流含） 163 179 174 156 168 187 198 208

計 533 554 577 588 612 653 667 694

出所：東洋経済新報社「海外進出企業総覧」を基に農水省作成
対象国・地域：中国、香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、台湾、韓国、ﾏﾚｰｼｱ、ﾀｲ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ、ｲﾝﾄﾞ

世界（ｂ） アジア（ｃ） （ｂ／ａ） （ｃ／ａ）
食品製造業 33,621 474 401 1.4% 1.2%

その他製造業 199,565 9,369 6,831 4.7% 3.4%

国内
法人数（ａ）

現地日系法人数 比率

出所：国内法人数は、総務省・経済産業省「平成24年経済センサス‐活動調査
製造業(産業編)」を基に農水省作成
現地日系法人数は、東洋経済新報社「海外進出企業総覧」を基に農水
省作成

出所：東洋経済新報社「海外進出企業総覧2013」(2012年実績)
を基に農水省作成

３ 食品産業の海外への展開状況

○ 我が国の食品産業の海外展開は、今世紀に入ってからアジア市場を中心に本格化し、アジアにおける現地法人数は、2012  
年で６９４社となっている。

○ しかしながら、国内法人数に対するアジアの現地法人数の比率をみると、食品製造業の割合は、その他製造業と比較して、
３分の１と低い。
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出所：東洋経済 海外進出企業総覧2013をもとに農水省作成

アジア
欧州

北米

中南米

オセアニア

アフリカ

694
78

39
5

2

中東

42

全地域1032法人に対して694法人・・・約2/3がアジア

172

業種：食料品製造、食料品卸売、小売(百貨店、スーパー）、飲食・外食

（参考１） 日本の食品関連企業の海外現地法人分布(2012年)
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（参考２）主な食品企業の進出実績及び注目する国（30社ｱﾝｹｰﾄ結果）

ASEAN

アジア･オセアニア ヨーロッパ 北米 中南米

○ 既進出国で注目するのは中国、インドネシア、タイ。
○ 進出拡大対象としてはミャンマー、インド、ベトナム。

３３

※ は本社所在地の属する地域 空欄は不明のため「不明・その他」欄へ

○欧米及び日本の主な食品メーカーの地域別売上高構成比○日米欧上位３社の売上規模・収益率比較

出所：日本食糧新聞 世界食品メーカー売上高ランキング（2011年度）

（2013年7月8日 10859号 6面）をもとに農水省作成

※対ドルレート：79.8円で計算

(収益率)

売上高(10億円)

は米国企業
は欧州企業

出所：各社直近のＩＲ資料等をもとに農水省作成

大塚ＨＤ分については医療関連分の売上を除いたもの

企業名 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 米州 欧州
その他地域
未分類地域

日本

ネスレ 16.0% 43.0% 38.0% 0.6% 2.4%

ペプシコ 67.0% 20.0% 13.0%

ユニリーバ 33.5% 27.3% 39.2%

コカコーラ 42.7% 12.6% 44.7%

ダノン 26.0% 27.0% 41.0% 6.0%

キリンＨＤ 19.5% 10.9% 69.6%

味の素 17.9% 10.5% 8.1% 63.5%

サントリーＨＤ 9.5% 3.8% 7.4% 79.3%

日本ハム 5.1% 6.3% 3.2% 85.4%

アサヒグループＨＤ 10.3% 89.7%

キッコーマン 5.5% 34.5% 4.7% 1.1% 54.2%

日本水産 1.7% 13.0% 9.0% 76.3%

大塚ＨＤ 18.9% 19.0% 62.1%

ヤクルト本社 13.3% 12.2% 2.5% 72.0%

マルハニチロＨＤ 3.6% 5.1% 1.9% 89.4%

海
外

国
内

（参考３）グローバル化企業の経営状況

○ 食品企業のグローバル化が進む中、米国・欧州の上位企業と比較すると、売上高、収益率とも大きな格差が存在。

○ また、我が国企業が、国内市場での売上げに大きく依存しているのに対し、欧米企業はグローバルに事業展開を進めてい

る。
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78.8%

21.2% 何らかの対策が必要（あ

る程度必要を含む）

対策は必要ない（あまり必

要ないを含む）

出典：農林水産政策研究所（平成25年6月3日公表）

出典：農林水産省｢食料品アクセス問題に関するアンケート調査｣
(平成24年11月実施)

0

200

400

600

800

1000

全国 三大都市圏 東京圏 名古屋圏 大阪圏 地方圏

全年齢 65歳以上

64.8%

11.2%

24.0%

対策を実施している

対策を検討している

実施も検討もしていない

850

380

Ⅶ 食料品アクセス問題について

１ 現状
○ 飲食料品店の減少、大型商業施設の郊外化等に伴い、都市部においても、高齢者を中心に食料品の購入や飲食に不

便や苦労を感じる「食料品アクセス問題」が顕在化。
○ 農林水産政策研究所の推計によれば、生鮮食料品店までの距離が500m以上、かつ自動車を持たない人口は850万

人、うち65歳以上は380万人にのぼり、特に高齢者に大きな負担。
○ 全国の市町村を対象に行ったアンケート調査によれば、全国の市町村の約８割が現時点で「何らかの対策が必要」と考

えており、そのうち対策を実施している市町村は約 65％。また、２4％の市町村が対策の検討にさえ着手できていない状
況。

■生鮮食料品店までの距離が500m以上で、かつ自動車を持た
ない人口

■対策を必要とする市町村の割合

■対策を必要とする市町村の対策の実施状況

万人
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２ 対応

■関係府省・団体の施策や取組についてもワンストップで閲覧可能に

農林水産省（補助事業）

食料品小売店、農協、
商工会、ＮＰＯ法人等
が、市町村等と連携し
て企画検討会を開催

宅配・配送サービス

移動販売

買い物代行

空き店舗利用販売

配食サービ
ス

取組事例

事業実施主体

支援

■民間事業者等が市町村等と連携して開催する企画検討会の経費を支援

○ 農林水産省は、全国の地方公共団体や民間事業者等が、食料品アクセス問題の解決に向けた取組に役立てられるよう「食

料品アクセス問題ポータルサイト」を開設(H24年６月)。農林水産省の施策や調査結果等の紹介のほか、関係府省・団体の施策

や取組等について、ワンストップでの情報提供を実施。

○ また、民間事業者等が市町村等と連携して地域の実態に応じた改善策を策定するための企画検討費を支援(H24、H25)。

農林水産省

食料品へのアクセス
満足度を指標化

（500mメッシュ）、先
進事例集等 経済産業省

先進事例とその工
夫のポイントをまと
めた「買い物弱者

応援マニュアル」等

厚生労働省

「見守り・買物支
援」を必要とする人
へのサポート体制
を構築（安心生活

創造事業）等内閣府、総務省、
関係団体等の関

連施策・取組

国土交通省

ニーズに応じた交通
手段の確保・維持を
支援（地域公共交通
確保維持事業）等

農林水産省（農林

水産政策研究所）

「食料品アクセス

マップ」（直線距離で

500m以上の人口を

表示）等
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■ 食品廃棄物等の発生量（平成2３年度） ■ 食品循環資源の再生利用等実施率（平成2３年度）

資料： 「食品廃棄物等の発生量が年間１００トン以上の食品関連事業者からの定期報告結果」及び「食品リサイクルに関する事例調査」による農林水産省統計部の推計結果より計算

■ 登録再生利用事業者(178社)による再生利用事業種別内訳
(平成2６年２月25日現在)

■ 食品廃棄物等の再生利用等実施量（平成2３年度）

（注）「再生利用以外」とは、食品リサイクル法で定める再生利用手法以外のもので、セメント、きのこ菌床、暗渠疎水材、かき養殖用資材等である。

（単位：万トン）

○ 食品廃棄物等の発生量は、平成23年度で1,996万トンとなっており、このうち食品製造業が約８割を占めている。
○ 食品循環資源の再生利用等実施率は、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなることから、食品製造業の再生利用等

実施率は高いものの、食品卸売業、食品小売業、外食産業の順に低下している。
○ また、再生利用の内訳を見ると、飼料、肥料の割合が高く（特に食品製造業においては、飼料の割合が高い）、登録再生

利用事業者も肥飼料化で85％となっている。

発生量合計
1,996万ﾄﾝ

食品製造業
1,658万ﾄﾝ

(83%)

外食産業
188万ﾄﾝ

(9%)
食品小売業

127万ﾄﾝ
(6%)

食品卸売業
22万ﾄﾝ
(1%)

業 種
年 間
発生量

業種別
実施率
目 標

再生利用等実施率(％)

発生
抑制

再生
利用

（用途別仕向先）

熱回収 減量
飼料 肥料 その他

(万t) (%)

食品製造業 1,658 85 95 9 71 78 17 5 2 13
食品卸売業 22 70 57 7 46 26 48 26 3 1
食品小売業 127 45 41 11 30 45 34 21 0 1
外食産業 188 40 23 4 16 26 37 38 0 3

食品産業計 1,996 - 84 8 63 75 18 7 2 11

31 

43 

11 

1292 

1377 

0.2 

44 

46 

6 

1 

0.2 
228 

235 

1 

1 
1 

39 

42 

149 

82 

9 

55 

296 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外 食 産 業

食品小売業

食品卸売業

食品製造業

食品産業計

再生利用 熱回収 減量 再生利用以外 処分量

1

1

(注)一事業者が複数の再生利用事業を実施しているケースがあるため、
種別の件数の計と事業者数とは合致しない。

Ⅷ 食品産業における環境対策
１ 食品リサイクル （1）食品廃棄物の発生・再生利用の状況

（参考）食品リサイクル制度における取組の優先順位
①発生抑制 ②再生利用（飼料化を優先） ③熱回収 ④減量
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再生利用事業 件数

肥料化事業 １２０

飼料化事業 ５8

油脂・油脂製品化事業 ２２

メタン化事業 ９

○ 小売店などが設定するメーカーからの納品期限及び店頭での販売期限は、製造日から賞味期限まで

の期間を概ね３等分して商慣習として設定される場合が多く（いわゆる３分の１ルール）、食品ロス発生の

ひとつの要因とされ、フードチェーン全体での取組が必要。

いわゆる３分の１ルールによる期限設定の概念図
（賞味期限６ヶ月の場合）

●店頭から
撤去、廃棄
(一部値引き

販売)

店頭で
の販売

２ヶ月 ２ヶ月２ヶ月

製造日 納品期限 販売期限 賞味期限

卸

売

ス
ー
パ
ー

メ
ー
カ
ー

●卸・小売から
メーカーへの返品、

受取拒否
年間：1,139億円

●小売から卸売
への返品

年間：417億円

資料：「加工食品・日用雑貨業界全体の返品額推計（2010年度）」（財）流通経済研究所

●欧米の納品期限

国 納品期限
（賞味期限ベース）

アメリカ １／２残し

英国 １／４残し

フランス １／３残し

イタリア １／３残し

ベルギー １／３残し

（参考）日本 ２／３残しが平均

（2）食品メーカー、卸、小売店における商習慣

３８



食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム（18名）

【参加企業】

■食品製造業 （９社） ■食品卸売業 （３社）

・味の素㈱ （風味調味料協議会） ・国分㈱ （日本加工食品卸協会）

・江崎グリコ㈱ （全日本菓子協会） ・三菱食品㈱ （日本加工食品卸協会）

・キッコーマン食品㈱ （日本醤油協会） ・㈱山星屋 （全国菓子卸商業組合 連合会）

・コカ・コーラカスタマー
マーケティング㈱

（全国清涼飲料工業会）

・サントリー食品
インターナショナル㈱

（全国清涼飲料工業会） ■食品小売業 （４社）

・日清食品㈱ （日本即席食品工業協会） ・イオンリテール㈱ （日本チェーンストア協会）

・ハウス食品㈱ （全日本カレー工業協同組合） ・㈱イトーヨーカ堂 （日本チェーンストア協会）

・㈱マルハニチロ食品 （日本缶詰協会） ・㈱東急ストア （日本ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ協会）

・雪印メグミルク㈱ （日本乳業協会） ・㈱ファミリーマート （日本ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ協会）

検討経緯

(平成24年)
10月3日 第１回ＷＴ開催
11月2日 第２回ＷＴ開催
(平成25年)
１月18日 第３回ＷＴ開催
２月22日 第４回ＷＴ開催
３月５日 中間とりまとめ公表

＜H24年度の取組内容＞
食品ロス削減のための商慣習を検

討するため、アンケート調査やヒアリン
グ調査を実施して業界の実態把握を
行い、認識の共有を図り、商慣習見
直しに向けて中間とりまとめ。（

【目的】食品ロス削減のための商慣習について検討、【構成】食品製造業、食品卸売業及び食品小売業の企業、学識経験者
【事務局】流通経済研究所（農林水産省補助事業）

○過剰在庫や返品等によって発生する食品ロス等は、個別企業等の取組では解決が難しくフードチェーン全体で解決していく

ことが必要。このため食品業界において、製造業・卸売業・小売業の話し合いの場である「食品ロス削減のための商慣習検

討ワーキングチーム」を設置するとともに、その取組を支援。

（3）食品ロス削減のためのフードチェーン全体の取組

１．基本的考え方
現在、食品の流通現場で食品ロス発生の原因となりうる返品等の商慣習が存在するが、食品ロス削減という観点からは可能な限りこれを見直し、経済的ロ

スを経済成長につなげていく必要があり、製・配・販各社の壁を越えつつ、消費者の理解を得ながら、優先順位をつけた取組を進めていくことが必要である。
平成24年度のワーキングチームの活動として次の事項を決定し、平成25年度以降も順次取組を進めるとともに、業界団体の協力を得て、業界団体の会員企業
に取組の輪を広げ、食品業界全体に普及推進していく。

２．取組の内容
(1) 卸売業・小売業の多くで取引条件として設定されている納品期限の見直し・再検討に向けたパイロットプロジェクトの実施
(2)賞味期限の見直し、(3)表示方法の見直し、(4)食品ロス削減に関する消費者理解の促進、(5)その他の食品ロス削減に向けた取組

食品ロス削減のための商慣習検討ＷＴの中間とりまとめ【H25.3.5公表概要】
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２ヶ月 ２ヶ月２ヶ月

製造日 納品期限 販売期限 賞味期限

メーカー

3ヶ月

返
品

納品期限切れ在庫、
返品、廃棄／転送の変化

販売期限切れ
在庫の変化

返品、未出荷
廃棄の変化

購買行動
の変化

消費者

【飲料】
アサヒ飲料、伊藤園、キ
リンビバレッジ、サント
リー食品インターナショ
ナル、日本コカコーラ

【菓子】
江崎グリコ、亀田製菓、
不二家、ブルボン、明
治、森永製菓、ロッテ

伊藤忠食品、加藤
産業、国分、コン
フェックス、昭和、高
山、トモシアホール
ディングス、ドル
チェ、ナシオ、日本
アクセス、ハセガワ、
三井食品、三菱食
品、山星屋

メーカー 卸 売

○ ｢食品ロス削減のための商慣習検討ＷＴ｣の中間とりまとめに基づき､平成25年８月から半年程度､特定の地域で飲料･菓子の一

部品目の店舗への納品期限を現行より緩和(賞味期限の1/3→1/2以上)し､それに伴う返品や食品ロス削減量を効果測定。本年３

月に 終報告予定。

卸 売 スーパー

店頭での販売

店頭から撤去、廃棄
(一部値引き販売)

販売期限については、
各小売において設定

製造日 納品期限 賞味期限

3ヶ月

現

行

【スーパー】
イオンリテール、 イズ
ミヤ、イトーヨーカ堂、
東急ストア、ユニー

【コンビニ】
セブン-イレブンジャ
パン、ファミリーマー
ト、ミニストップ、ローソ
ン

スーパー等
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（賞味期限６ヶ月の場合）

※販売期限は小売店が商品管理の必要性から独自
に設定する店頭で商品を販売する期限のこと。

（4） 納品期限見直しパイロットプロジェクト
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【容積比】

○ 主な食品の容器包装廃棄物の種類

○ リサイクル（再商品化）の方法

○ 家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合（２０１２年度）

○ 家庭から排出されるごみのうち、容器包装廃棄物は容積比で約５割を占めている。

○ 容器包装リサイクル法が本格施行された平成１２年をピークに家庭ゴミを含む一般廃棄物の排出量は減少傾向を示し

ている。

資料：環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」

容器包装
53.9%

容器包装以外
46.1%

ガラス製容器 紙製容器包装 プラスチック製容器包装ペットボトル

紙
13.1%

プラス
チック
36.5%

ガラス
1.3%

金属
2.9%

その他
0.1%

４１

5,483
5,427

5,202

4,625
4,536 4,539

1,185 

1,163 

1,115 

994 

976  975 

800

900

1,000

1,100

1,200

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

H12 H15 H18 H21 H22 H23

総排出量 1人1日当たり排出量

（万トン） （グラム／人日）

○ 一般廃棄物の排出量

出典：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」

２ 容器包装リサイクル

ペ ッ ト ボ ト ル

ペットボトル

ガ ラ ス 製 容 器

製紙原料化

○ 我が国の２０１１年度の温室効果ガスの総排出量は１３億８００万トンで、京都議定書の規定による基準年（１９９０年）比
＋３．７％、前年度比＋４．０％となっている。前年度と比べて排出量が増加した要因としては、東日本大震災との影響等に
よる、火力発電の増加に伴い、化石燃料消費量が増加したことなどが挙げられる。

○我が国の温室効果ガス排出量の内訳

資料：(独)国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス

○ 部門別の排出量は産業部門が も多く、総排出量の約１／３を占めているが、基準年から温室効果ガスの排出量を
も多く削減している。

○温室効果ガス総排出量の部門別内訳（２０１１年度）

2011年度総排出量
13億800万トンCO2

（単位：百万トンCO2、％）

基準年比
②/①

エネルギー起源CO2 1,059 1,075 1,123 1,173 10.8

産業部門 482 388 421 419 ▲ 13.1

うち食品製造業 17 15 16 17 ▲ 2.2

家庭部門 127 162 172 189 48.1

業務その他部門 164 216 217 248 50.9

運輸部門 217 230 232 230 5.9

エネルギー転換部門 68 80 81 87 28.8

85 66 68 68 ▲ 20.5

33 21 21 20 ▲ 39.2

33 23 22 22 ▲ 33.7

51 22 24 25 ▲ 50.9

1,261 1,207 1,257 1,308 3.7

2010年 2011年
②

非エネルギー起源CO2
※廃棄物の焼却等により発生するCO2

CH4(メタン）

N2O（一酸化二窒素）

2009年

代替フロン等３ガス

合         計

基準年
①

３ 地球温暖化防止・省エネ対策
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Ⅸ 特定農産加工法
１ 概要

平成元
～

20年度

21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

合計

件数 1,244 48 38 35 51 1,416

（単位：件）

○ 農産加工品等の関税引下げ等による経営環境の変化に対処するため、国内の農産加工業者が行う経営改善措置等
について、金融・税制上の支援措置を講ずる制度。

○ 昭和６３年の日米合意（牛肉・かんきつ、農産物１２品目）による輸入品の増加等の影響を被る特定農産加工業
者の経営の改善を促進するため、平成元年に制定。その後、４回にわたり延長。

○ 承認計画数は、平成元年からの合計で１，４１６件。最近は年４０件程度で推移。
○ 法を５年間延長するための法案を平成２６年２月２１日閣議決定。

特定農産加工法の仕組み

特定農産加工業者の経営の改善

特定農産加工業を営む事業者

都道府県知事の承認

・（株）日本政策金融公庫等に
よる長期低利融資

・所得・法人税の特別償却（３０％）

・事業所税の課税標準の特例

支援措置

・（株）日本政策金融公庫等によ
る長期低利融資

支援措置

経営改善計画
（新商品・新技術の利用等）

事業提携計画
（生産等の共同化、合併等）

かんきつ果汁製造業
非かんきつ果汁製造業
パインアップル缶詰製造業
こんにゃく粉製造業
トマト加工品製造業
甘しょでん粉製造業

特定農産加工業種

馬鈴しょでん粉製造業
米加工品製造業
麦加工品製造業
乳製品製造業
牛肉調製品製造業
豚肉調製品製造業

（１２業種）

年度別承認計画数

４３

乳製品製造業

トマト加工品製造業

米加工品製造業

非かんきつ果汁製造業

こんにゃく粉製造業

豚肉調製品製造業

乳製品製造業

かんきつ果汁製造業

牛肉調製品製造業

甘しょでん粉製造業

雇用など地域経
済の振興

～新商品の開発や新技術の導入等の施設整備や機械の取得を支援

経営基盤
の強化

製造工場の建設、製造設備（クリー
ム、濃縮乳）の導入

製造工場、チーズ熟成庫の建設、
製造機械の導入

コンピュータースライサー、ロースハム
のパック製造ラインの導入

こんにゃくミガキ機の導入

工場増設、加圧殺菌設備を含む自動充填システ
ムの導入 包あん機、バーナー焦げ目付き機の導入

包装米飯製造設備の導入

パスタソース製造ラインの導入

工場建設、果汁殺菌、冷却装置の導入

遠心分離機の導入

農業及び農産加工業
の健全な発展

地域農産物
の利用

２ 特定農産加工法による支援を受けて整備した施設・設備の例
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食品の流通部門の構造改善を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化を図り、
あわせて一般消費者の利益の増進と農林漁業の振興に資することを目的とする。

目 的

資金の貸付け

㈱日本政策金融公庫の低利融資制度

税制上の措置

国 税：土地の譲渡所得の特別控除

食品流通構造改善促進機構による支援事業
①債務保証事業
②食品流通構造改善緊急対策事業

その他の支援措置

構造改善計画の策定
食品販売事業協同組合、農業協同組合、第３セクター等は
以下の構造改善計画を作成し、農林水産大臣が認定。

（平成３年法律第５９号）

認定後

基本方針 第１次：平成３年11月29日策定
第２次：平成９年５月27日策定 平成11年９月27日変更

平成12年８月４日変更
第３次：平成14年４月８日策定 平成16年10月１日変更
第４次：平成19年４月12日策定
第５次：平成26年４月策定予定

基本方針は、食品の流通部門の構造改善の基本的方向を示すものであり、農林水産大臣が
食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、おおむね５年ごとに食品の特性に応じた流
通の対象を勘案して策定

農林水産大臣は、食品流通の構造改善を
目的とする民法法人を食品流通構造改善
促進機構として指定（平成３年10月22日）

食品流通構造改善促進機構の指定

①債務保証、事業参加、事業受託
②コンサルティング、情報、ノウハウの提供
③販売設備等の開発、普及
④地域特産品等の流通、消費の増進
⑤調査研究等

機構の業務

①食品生産製造等提携事業
生産者と提携した安定取引関係の確立、食品の品質保持施設の整備等生産から小売に至るまでの一連の食品流通の改善を行う事業

②卸売市場機能高度化事業
食品の品質保持施設、物流施設の整備、流通機能の向上、卸売市場事業者の資質の向上等卸売市場の機能の高度化を行う事業

③食品販売業近代化事業
共同仕入れ・共同配送の実施、食品の品質保持施設の整備、販売業務施設の整備、食品販売業者の経営の改善等を行う事業

④食品商業集積施設整備事業
食品情報の提供等消費者の利便の増進を図る施設を併設した食品販売業者の店舗の集積施設の整備を行う事業

⑤新技術研究開発事業
鮮度保持等の品質管理、品質の優れた食品の開発等食品流通の円滑化に係る新技術の研究開発を行う事業

ア．食品生産製造提携事業
食品製造業者と生産者との提携

イ．食品生産販売提携事業
食品販売業者と生産者との提携

Ⅹ 食品流通構造改善促進法の概要
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（１） 農林漁業成長産業化ファンドの本格展開 【財投資金】

［農林漁業成長産業化ファンドを通じた６次産業化の取組に対する
出資等の支援（別に政府保証枠３５０億円）］

（２） ６次産業化支援対策
［農林漁業者と多様な事業者が連携した６次産業化の取組を支援］

（３） 医福食農連携の推進
［医福食農連携のためのコンソーシアム形成や疫学調査、

介護食品の商品開発・普及等を支援］

（１） 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業
［農林漁業者・団体が主導する地域還元型の再エネ発電事業の取組を支援］

（２） 地域バイオマス産業化推進事業
［バイオマス産業都市の構築］

（３） 食品ロス削減等総合対策事業
［食品ロス削減国民運動の展開、新たな食品リサイクルループの構築を支援］

等

（１） 日本食・食文化魅力発信プロジェクト
① 国内外メディアの活用等により日本食・食文化の魅力を

国内外に発信
② 学校給食における地域農林水産物の利用拡大等の地産地消の

取組等を支援

（２） 輸出戦略実行事業
［輸出促進の取組の司令塔を設置し、オールジャパンの輸出促進

施策を実施］

（３） 輸出倍増プロジェクト
［「国別・品目別輸出戦略」を踏まえた総合的な実務サポート体制

の構築、産地間連携による取組等を支援］

（４） 食品産業グローバル展開インフラ整備事業
［グローバル展開のための人材育成や阻害要因の解決を支援］

（５） ミラノ国際博覧会政府出展委託事業
［ミラノ国際博覧会への政府出展に向けた開催準備等を実施］

等

（１） クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム確立委託事業
［ＩＣＴを活用した汎用性の高いトレーサビリティ・システムの構築を支援］

（２） 食品の品質管理体制強化対策事業
［食品製造業者のＨＡＣＣＰ導入を支援］

（３） 食料品アクセス環境改善対策総合事業
［買い物不自由地域におけるサプライチェーン形成の支援］

等

（１） 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業
［豊富な資源と異業種との連携による新産業創出を支援］

（２） 知的財産の総合的活用の推進
［知的財産の発掘・保護・活用を推進］

（３） 植物新品種の育成者権保護及び種苗生産基盤等の強化・活用事業
［植物新品種の保護強化・活用促進を支援］

（４） 東アジアにおける植物品種の保護強化・活用促進
［「東アジア植物品種保護フォーラム」の開催］

福島産農産物等のブランド力の回復 ［産地と連携しつつ、出荷時期に合わせ戦略的かつ効果的にＰＲ活動を展開］

２７（３６）億円
（補正２０億円）

４ 食品産業の強化 ４（４）億円

４（－）億円

２（１）億円

１８（１７）億円

２（－）億円
（補正２億円）

１（－）億円

１０（１３）億円

２（２）億円

０．１（－）億円

２（３）億円

２（１）億円

３（４）億円

０．２（－）億円

５ 成長産業化のための政策シーズの構築 ５（６）億円

◆ 東日本大震災からの復旧・復興（復興庁計上）

１ 農林水産物・食品の高付加価値化等の推進 ３１（３６）億円

２ 日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進 ４４（３６）億円

３ 再生可能エネルギーの導入促進等 ２３（２６）億円

補正１６億円

１１（６）億円
０．３（０．４）億円

１５０（３５０）億円

※25当初：3億円、24補正：13億円

０．３（－）億円

１１（－）億円
（補正３億円）

１５億円の内数

（－）

農林水産省 食料産業局

XI 平成２６年度 食料産業局関係予算 概算決定の概要
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