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食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針
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○農林水産省告示第八百七十号
食品流通構造改善促進法（平成三年法律第五十九号）第三条第一項及び食品流通構造改

善促進法施行令（平成三年政令第二百五十六号）第五条の規定に基づき、食品の流通部門
の構造改善を図るための基本方針を次のように定めたので、同法三条第五項の規定により
公表する。
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

農林水産大臣 藤本孝雄

食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針

食品の流通部門は、国民生活を営む上で最も基礎的な物資である食品について、消費者
の多様なニーズを充足させることを目的として全国各地の農林漁業者等が生産する多種多
様な食品を、安定的かつ効率的に消費者に供給するという国民生活の安定向上を図る上で
極めて重要な役割を果たしている。
我が国の食品の流通部門は、保存性が低く経時的な品質劣化が著しい食品を取り扱って

おり、家族経営が主体の零細で商圏が狭小な小売店が多数存在する一方で、ワンストップ
ショッピングの進展等に伴い多様な小売業態が伸展している。生鮮食品については、全国
各地の農林漁業者等から供給される多種多様な品目を集荷して多数の小売業者への適切か
つ迅速な分荷を行うとともに、需給を反映した迅速かつ公正な価格形成と情報の収集・伝
達を行う拠点として卸売市場が存在すること等の特性を有している。また、加工食品につ
いては、農林漁業者等、食品製造業者等及び食品販売業者等がその原材料農林水産物の生
産から加工食品の製造・小売に至る一連の流通行程を形成している。
近年の消費者のライフスタイルの変化等を反映して、食品に対する消費者ニーズは、多

様化・高度化の傾向にあり、女性の社会進出、高齢化の進行、単身世帯の増加、自由時間
の増大等社会構造の変化がこうした変化を助長している。このような中で、鮮度志向、本
もの志向、健康・安全志向、利便性志向等が強まり、これらと価格とのバランスに対する
消費者の関心も高まるとともに、高次加工食品、外食・中食等サービスに対する需要が増
大しており、消費を起点とした食品の流通部門の諸機能を充実することが求められている。
一方、農水産物やその加工品・半加工品の輸入の増大、ＷＴＯの下でのコーデックスの進
展等の食品流通の国際化が更に進んでおり、流通部門内においては、このような状況変化
を踏まえて、より低コストでの流通を可能とする取組が課題となっている。特に中小小売
業者等については、経営者の高齢化と後継者の確保難、競争の激化等の問題を抱え、商店
数も減少しており、地域社会と共生する中小小売業者等の活性化が課題となっている。ま
た、食料消費支出に占める加工食品等の割合が高まる中、原材料農林水産物の流通の合理
化と消費者及び食品製造業者のニーズの農林漁業者への伝達の強化が課題となっている。
このような状況を踏まえ、食料・農業・農村基本法（平成十一年法律第百六号）に基づ

いて策定された食料・農業・農村基本計画（平成十二年三月二十四日閣議決定）において
は、食品産業の食料供給に果たす役割の重要性にかんがみ、�その役割が十分に発揮され
るよう、技術力の向上等を通じた生産性の向上等による事業基盤の強化を図ること、�食
材の供給、商品の開発等に関する食品産業と国内農業との連携等を推進すること、�食品
流通の合理化を図るため、卸売市場の機能及び体制の改善・強化を図るとともに、取引の
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電子化の進展等を踏まえ、集出荷・流通システムの高度化や産地直販、地場流通等の多様
な取組を推進すること、�食品産業の事業活動に伴う環境への負荷の低減及び資源の有効
利用を図るため、食品残さの発生の抑制及びリサイクルの促進等の取組を推進することと
している。
また、産業競争力の強化の観点から策定された国家産業技術戦略において、今後、食品

産業における技術開発について、�高品質な食品等を求める消費者ニーズへの対応、�食
の安全・安心を求めるニーズへの対応、�環境と調和した循環型経済社会の構築への対応、
�食品産業の持続的な発展の基盤となる競争力の強化への対応に向けた研究開発の推進が
必要であるとされている。
我が国の食品の流通部門が今後ともその機能を十全に発揮していくためには、食品及び

その流通の特性に配慮しつつ、食品の流通を取り巻く環境の変化に積極的に対応しようと
いう意欲を持った事業者を支援し、食品の流通部門の構造改善を促進することが重要であ
る。すなわち、情報ネットワーク化、食品流通の特性を踏まえたロジスティクスの構築、
事業の共同化、組織化、新技術の開発・導入等を行うことにより、生産から小売に至る流
通行程の各段階を通じてコスト低減、効率化を進める等の流通機構の合理化を図るととも
に、生産から小売まで一貫した品質管理機能の向上、消費者及び農林漁業者に対する情報
提供機能の充実、食品の適確かつ効率的な品質管理及び品質の優れた食品の開発に資する
新技術開発の推進等の流通機能の高度化を図る必要がある。また、これらの措置を通じて
消費者に信頼される食品流通システムの確立と農林漁業の振興に資することが重要である。
食品の流通部門は、農林漁業者、卸売市場、食品製造業者、食品販売業者等の関係者が

相互に連携しつつそれぞれの役割を適確に果たすことにより、全体として有効に機能する
ことから、その構造改善の促進に当たっては、生産から小売に至る食品の流通行程を一体
として捉え、各段階を有機的に関連付けつつ食品の流通部門全体を改善していくことが不
可欠である。
以上の考えに立脚して、食品の流通部門の構造改善を促進するための指針を定めるもの

とする。

第１ 食品の流通部門の構造改善の基本的な方向

１ 流通機構の合理化
食品の流通部門は生産から小売までの多数の関係者によって担われていることから、

各段階の流通行程の効率化とともに、各段階の円滑な連携を図り、公正で安定的な取
引関係を構築することが重要であり、この点に十分留意して流通機構の合理化を図る
こととする。

（１）情報ネットワーク化の推進
消費者の多様なニーズの把握・分析機能の充実、生産・製造・販売段階へのフィ

ードバック機能の充実、取引に係る種々の情報をオンラインで伝達する仕組みの構
築等により、消費者の多様なニーズ、多品目少量購入等の購買行動に適合し流通の
各段階における主体が合理的な経営行動を可能とする効率的な食品流通情報ネット
ワークシステムの形成に努めるものとする。
ア 生鮮食品等については、商品コード等の標準化を進めるとともに、取引の電子
化のために必要となる各種の標準化に努めるものとする。

イ 伝票等フォーマットの標準化、食品の商品コードの付番のルール化等により、
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加工食品の情報ネットワークの効率化を進めるものとする。
ウ 卸売市場については、情報受発信基地としての整備を進め、関係事業者のロー
コスト経営の徹底、販売力の強化のために必要な開設者業務の電子化、情報公開
の促進及び情報システムを活用した効率的物流の実現に努めるものとする。

（２）ロジスティクス（戦略的物流）の構築
ア 生産から小売に至る物流システムの全体の効率化を図るため、物流に係る関連
情報を情報ネットワークを活用して共有し、作業の標準化等を併せて行うロジス
ティクスの形成に努めるものとする。
イ 共同配送センターの整備等共同配送網の整備、一貫パレチゼーションの導入、
輸送容器の統一化等を図るとともに、物流コスト等の把握に努めるものとする。

ウ 生鮮食品等の流通拠点としての中央及び地方卸売市場の施設の近代化とその効
率的な利用を図るものとする。

エ 食品の仕入れ、荷さばき又は配送の合理化を図るため、食品の流通の円滑化に
資するための技術開発に努めるものとする。

（３）食品販売業者の経営の合理化
ア 商品開発、仕入れ、販売、会計処理等における情報化を進めるとともに、労務
等における近代的管理手法の導入、施設及び情報の充実等に努めるものとする。

イ 小売業者間、卸売業者間又は小売業者と卸売業者との提携等による事業の組織
化及び共同化を積極的に進めるほか、食品商業集積施設の整備を進め、その活用
を図るものとする。

２ 流通機能の高度化
消費者の生活様式及び価値観が多様化する中で、消費者ニーズ、購買行動等を適確

に把握し、これを迅速にフィードバックできるようなシステムの形成を進めていくこ
とが重要であり、この点に十分に留意して流通機能の高度化を図ることとする。

（１）多様な流通形態の形成
価格、品揃え、サービスの提供等の面で多様な業種、業態が共存、競争する流通

形態の形成に努めるものとする。
（２）品質管理機能の向上

ア 生産から小売までの各段階の連携を密にしつつ、食品の特性を踏まえた品質管
理施設を効果的に導入するとともに、ＨＡＣＣＰ（危害分析・重要管理点）方式
やＩＳＯ９０００等の新しい品質管理システムの考え方を導入することにより、
生産から小売まで一貫した品質管理システムの整備に努めるものとする。

イ 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための技術開発
に努めるものとする。

（３）情報提供機能の向上
ア 品質、原料等に係る総合的な食品表示を推進するほか、生鮮食品等については、
産地紹介、栽培状況、出廻り状況等の産地側の情報を、消費者に対して積極的に
提供するものとする。

イ 食を楽しみ、さらには食を通じて豊かな生活文化を作るという志向の高まりに
対応して、調理方法、メニュー提案、生活提案等の情報提供の充実に努めるもの
とする。

ウ 情報ネットワークの活用等により消費者の多様なニーズ、購買行動の変化等を
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適確に把握し、これを迅速に生産者に対してフィードバックできるようなシステ
ムの形成に努めるものとする。

３ 食品の流通部門の各段階における構造改善の基本的方向
（１）小売

ア 消費者の多様なニーズに応える業態の多様化
（ア）顧客のニーズ、店舗の立地条件等を勘案し、消費者の生活様式、購買行動等

に適確に対応し得る個性と特色ある経営形態の確立を図るものとする。このた
め、次代を担う後継者の育成を推進するものとする。また、特に、今後、一層
の進展の見込まれる経済社会の情報化に対応した経営形態の導入に努めるもの
とする。

（イ）外食事業にあっては、店舗形態、立地条件等を勘案し、メニューの総合化、
専門化、サービスの高度化等特徴を活かした店舗運営に努めるものとする。

イ 経営管理の合理化
（ア）情報化の推進や近代的管理手法を導入し効率的な店舗管理等を行うことによ

り、経営コストの削減、経営基盤の強化等に努めるものとする。
（イ）青果店、鮮魚店、食肉店、花き小売店等品質劣化の著しい食品を扱う小売店

にあっては、食品の特性に応じた品質管理施設や新しい品質管理システムの導
入等により品質管理機能の向上に努めるものとする。

（ウ）特に生鮮食品専門小売店にあっては、青果店は電話注文、配達、移動販売等
の販売方法・サービスの工夫・充実、鮮魚店は商品管理の徹底、調理サービス
の充実、活魚販売の拡充等による専門店としての機能の充実、食肉店は品質管
理、調理加工技術の向上等による付加価値の高い食品の提供、花き小売店はフ
ラワーデザイン技術の向上、花のある生活の魅力の普及等に努めるものとする。
さらに、地域の消費者とのつながりを重視しつつ、情報ネットワーク等を活

用した新しい業態の導入に努めるものとする。
（エ）外食事業にあっては、調理加工技術の向上、食材の調達の合理化、前処理の

合理化、省力的な調理加工機器、キッチンシステムの導入等に努めるものとす
る。
また、農林漁業者等と相互に協力することにより、外食の食材事情等の情報

交流を促進し、食材の開発改良に努めるものとする。
ウ 事業の組織化及び共同化の促進
（ア）経営の近代化に必要となる情報の収集・管理のための情報ネットワークの形

成、商品開発等の研究開発、後継者育成、福利厚生等を共同で推進するととも
に、情報ネットワーク等を活用した商品の購入、保管、配送、調理、宣伝、イ
ベントの開催その他の業務の共同化を図るものとする。

（イ）特に中小事業者にあっては、組織化、共同化、連鎖化等を積極的に推進し、
流通コストの低減、サービスの充実等に努めるものとする。

エ 情報提供機能の向上
価格、品質等の表示のほか、保存性、料理方法、食生活のあり方等についての

情報提供、メニュー提案等の充実に努めるものとする。
また、「食生活指針の推進について」（平成十二年三月二十四日閣議決定）に

基づき、食生活指針の普及・定着に努めるものとする。



- 6 -

さらに、情報提供機能の一層の向上を図るため、苦情処理体制等消費者対応機
能の強化に努めるものとする。

（２）卸売
ア 卸売市場
（ア）今後とも生鮮食品等流通の中核を担う社会的システムとしての期待に応えて

いくため、第六次卸売市場整備基本方針等に即しつつ、卸売業者等関係事業者、
開設者及び関係行政機関が一体となって、卸売市場を取り巻く環境の変化に積
極的かつ柔軟に対応し、個性と活力ある市場づくりを推進するものとする。

（イ）卸売市場の施設については、食品の安全性に対する社会的関心の増大に対応
した衛生管理機能の向上、効率的物流システムの導入、情報化の推進等により
集荷機能、分荷機能、価格形成機能、決済機能、情報受発信機能等の卸売市場
の機能の高度化を図るものとする。特に、情報受発信機能に関しては、卸売市
場を幅広い関係者が参加した情報センターとして整備し、取引の透明性の確保
と活性化に努めるものとする。
また、容器・包装、廃棄物等の再利用、再資源化等環境問題にも配慮した環

境面での水準の向上に努めるものとする。
さらに、周辺環境と調和し、多様な機能を発揮しうる施設としての整備を進

めるものとする。
（ウ）卸売業者については、合併等による統合大型化、関係業者間の提携関係の強

化等により経営体質の強化を図るとともに、集荷機能の強化に努めるものとす
る。仲卸業者については、業者数の大幅な縮減を図ることを基本とし、経営移
譲及び合併による統合大型化、関係業者間の提携関係の強化を図るとともに、
販売機能の強化に努めるものとする。

（エ）地方の卸売市場にあっては、引き続き統合整備を進めるとともに、地域需要
にあった多様な品揃え、加工・配送サービス、情報提供、周辺産地との連携に
よる需要動向に即した地場産品の開発・集荷等に努めるものとする。

イ 卸売業
（ア）ロジスティクスの構築

生産者及び小売業者との連携による省力的な物流施設及び物流システムを導
入した仕入配送センターの設置、効率的な受発注システムの整備、共同配送等
の推進を図るとともに、食品流通の特性を踏まえたロジスティクスの構築に努
めるものとする。

（イ）小売支援等卸機能の高度化
顧客となる小売店の業態、経営形態等に応じて、品揃えの多様化・総合化等

による仕入代行機能の強化、受発注の自動化、商品情報の提供、加工処理等の
サービス提供等の充実に努めるものとする。

（ウ）特に、中小卸売業者にあっては、組織化、共同化等を積極的に推進し、品揃
えの多様化等による小売支援等卸機能の高度化に努めるものとする。

（３）食品製造
ア 消費者の多様なニーズに応える商品開発及び情報提供
（ア）地域食品、旬の食材を利用した商品や消費者の健康・安全志向に配慮した商

品の開発及び農林漁業者との提携による地域農林水産物の新規用途の開発に努
めるものとする。
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（イ）消費者の適切な選択に資するよう、品質表示、料理方法、メニュー提案、食
生活のあり方等についての情報提供に努めるものとする。
また、「食生活指針の推進について」に基づき、食生活指針の普及・定着に

努めるものとする。
イ 事業基盤の強化
（ア）農林水産物の調達の合理化及び新技術の開発により、食品製造業の事業基盤

の強化に努めるものとする。特に、地域農林水産物の加工を通じて、地域農林
漁業及び地域経済に重要な役割を果たしている中小食品製造業については、地
域の農林漁業者及び消費者とのつながりを重視しつつ、事業基盤の強化に努め
るものとする。

（イ）食品の品質管理を図るため、ＨＡＣＣＰ（危害分析・重要管理点）方式の導
入等により、食品の製造過程の管理の高度化に努めるものとする。

（ウ）食品の容器・包装、廃棄物等の再利用、再資源化等に配慮し、食品製造にお
ける環境面での水準の向上に努めるものとする。

ウ 農林水産物の調達の合理化及び取引の安定化
（ア）農林漁業者との提携を強化することにより、農林漁業の生産事情、食品製造

業の農林水産物の調達事情等の情報交流を促進し、農林水産物の取引の安定化
と合理化に努めるものとする。

（イ）特に、中小食品製造業者にあっては、組織化、共同化等を積極的に推進し、
農林水産物の取引の安定化と合理化に努めるものとする。

（４）農林漁業生産
ア 品質管理施設の整備

卸売市場、食品販売業者等との連携を図りつつ、消費者の多様なニーズに即し
た食品の生産体制を確立するとともに集出荷段階において食品の特性に応じた予
冷、保冷施設等の品質管理施設を、費用効果に十分留意して、整備するよう努め
るものとする。

イ 農林水産物生産安定施設の整備
食品製造業者等との提携を図ることにより、消費者の多様なニーズに即した加

工食品の製造に向けて、農林水産物の品質向上と生産の安定に必要となる施設を、
費用対効果に十分に留意して整備するよう努めるものとする。

ウ 卸売市場、食品製造業者等、食品販売業者等との提携の促進
情報交換の機会の増加及び情報ネットワーク化により、品質管理の充実を図る

とともに消費者の多様なニーズに即した食品の効率的な供給に努めるものとする。
エ 消費者との交流の促進

消費者の産地見学会の開催等により、農林水産物の販売促進、消費者ニーズの
把握等に努めるものとする。

第２ 構造改善事業の実施に関する基本的な事項

１ 食品生産製造等提携事業
（１）目標

鮮度、熟度等の品質及び安全性に対する関心の高まり等食品に関する消費者ニー
ズの多様化・高度化に対応するため、農林漁業の生産活動と食品の製造活動・販売
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活動を直接結びつけ、併せてこのために必要となる施設の整備を行うことにより、
食品の製造・販売段階における消費者ニーズの適確、迅速な把握及び農林漁業の生
産段階への提供、消費者ニーズに対応した食品の生産及び販売等を図ることを目標
とする。

（２）内容
ア 食品製造業者等と農林漁業者等が、（ア）及び（イ）の措置を実施するととも
に、必要に応じて（ウ）の措置を実施するものとする。
（ア）食品製造業者等と農林漁業者等との間における食品の安定的な取引関係の確

立
食品製造業者等と農林漁業者等との間において、取引の対象とする農林水産

物の種類、量、価格決定方法、取引期間、消費者の評価等の情報の伝達方法、
取引に伴い必要となる施設等に関する事項を盛り込んだ農林漁業投資に関する
取決めを締結する。

（イ）食品の生産の用に供する施設の整備その他食品の生産の安定を図るための措
置であって、（ア）の措置を実施するために必要な措置であるもの
農林水産物生産施設若しくは農林水産物生産共同利用施設の整備、農業生産

法人への出資、食品製造業者等と農林漁業者等とが共同して行う農林漁業関連
事業法人の設立のための出資又は農林漁業者若しくは農業協同組合等の所有す
る食品製造用資産の取得を行う。

（ウ）（イ）の措置と併せて実施する食品の生産の用に供する施設の整備その他食
品の生産の安定を図るための措置又は品質の優れた食品に対する消費者ニーズ
に適確に対応するために必要な食品の製造若しくは加工業務用施設の整備であ
って、（ア）の措置を実施するために必要な措置であるもの
（イ）の措置を行う場合に当該措置を効果的に実施するために必要かつ不可

欠な施設を整備する。
イ 食品販売業者等と農林漁業者等が、（ア）及び（イ）の措置を実施するととも
に、必要に応じて（ウ）の措置を実施するものとする。
（ア）食品販売業者等と農林漁業者等との間における食品の安定的な取引関係の

確立
食品販売業者等と農林漁業者等との間において、取引の対象とする食品の

種類、量、価格決定方法、取引期間、消費者の評価等の情報の伝達方法、取
引に伴い必要となる施設等に関する事項を盛り込んだ取決めを締結する。

（イ）食品の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備であって、
（ア）の措置を実施するために必要な措置であるもの
食品の鮮度等の品質を生産から小売に至る一連の流通行程において保 持

・管理するために必要となる集出荷施設、処理加工施設、保管・配送施設、
販売施設、情報処理施設等を整備する。

（ウ）（イ）の措置と併せて実施する品質の優れた食品に対する消費者ニーズに
適確に対応するために必要な食品販売業務用施設の整備であって、（ア）の
措置を実施するために必要な措置であるもの
食品販売業者が多様化・高度化する消費者ニーズを適確に把握し、対応す

るために必要となる処理加工施設、情報処理施設又はアンテナショップ、冷
蔵ショーケース等の販売施設を整備する。



- 9 -

２ 卸売市場機能高度化事業
（１）第１号の事業

ア 目標
消費者ニーズの多様化・高度化、物流技術の発展、労働力不足、生産・出荷構

造の大型化、量販店、外食需要等の拡大による大口需要者の比重の高まり等卸売
市場をめぐる環境の変化に対応するため、品質管理の強化、物流の合理化、卸売
市場業務の処理体制の整備等により、卸売市場の機能の高度化を図ることを目標
とする。

イ 内容
次の措置のすべて又は相当部分を実施するものとする。

（ア）食品の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備、食品の荷さば
き業務用施設の整備その他卸売市場の施設の近代化を図るための措置
定温倉庫、定温卸売場の設置等食品の品質管理保全施設を整備するとともに、

品質点検施設の充実等により、卸売市場の品質管理の向上を図る。
また、産地、卸売市場、小売段階を通じた流通の合理化を通じた産地から小

売までの流通コストの低減のために必要となる自動仕分搬送保管施設、一貫パ
レチゼーション等を導入する。

（イ）せり売又は入札に係る業務の集中的かつ効率的な処理体制の整備その他 卸
売市場の流通機能の高度化を図るための措置
せりの機械化等卸売市場の業務の処理体制の合理化及び卸売市場に集積され

る種々のデータの分析・提供等を通じた産地・小売への利便の増進等のための
施設の導入等を図る。

（ウ）卸売市場の業務を行う者の資質の向上を図るための措置
研修施設等の整備、研修会の実施等により、卸売市場の業務を行う者の知識、

技術等の向上を図る。
（エ）卸売業者及び仲卸業者の経営規模の拡大、経営管理の合理化等を図るための

措置
他の卸売業者若しくは仲卸業者からの営業権の譲受け、異なる卸売市場の卸

売業者間の資本提携による支配関係の構築又は仲卸業者の共同事業による営業
権の買取り若しくは残存する事業者の事業の多角化により、経営の改善・強化
を図る。

（２）第２号の事業
ア 目標

一定の流通圏において、そこに所在する卸売市場全体として業務運営の効率化
や合理化等を推進し、地域における生鮮食料品等の円滑かつ効率的な流通体制を
整備するため、地域における生鮮食料品等の中核的な流通拠点となる地方卸売市
場の開設者が、当該地域の他の卸売市場の開設者と連携してこれらの卸売市場の
機能の高度化を図るものとする。

イ 内容
（ア）以下の要件に該当する地方卸売市場の開設者（以下「事業主体」という。）

が、（イ）の措置を実施するものとする。
ａ 直近の取扱金額が100億円以上であるか又は卸売場面積が5000�以上であ
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り、かつ、供給人口20万人以上である地方卸売市場であって、都道府県卸売
市場整備計画において地域における生鮮食料品等の円滑な流通のための中核
的拠点となるべき地方卸売市場に位置付けられているものであること。
ｂ 第２号の事業と併せて第１号の事業が実施される地方卸売市場であること。
ｃ 次の事項を業務規程において定め、都道府県条例で定めるところにより、
新規開設の場合にあっては都道府県知事の開設の許可を、変更の場合にあっ
ては都道府県知事の承認を得ることにより、地域の中核的卸売市場としての
条件を整備している地方卸売市場であること。
（ａ）純資産基準額、流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率、

資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率その他卸売業者が
遵守すべき財産の状況に関する基準
なお、その基準は、中央卸売市場と同等の水準とすることを基本とし、

純資産基準額については、「卸売業者の純資産基準額」(昭和４６年６月
３０日農林省告示第１０２８号)に、流動資産の合計金額の流動負債の合
計金額に対する比率等については、卸売市場法施行規則(昭和４６年農林
省令第５２号)第３２条の２に定める基準額等に準じたものとすること。

（ｂ）毎事業年度の業務及び財産の状況を記載した書類の備付け及び閲覧 に
関する事項、帳簿の区分経理に関する事項、販売の委託の申込みに対する
引受けの拒否の禁止に関する事項、毎日の卸売の数量及び価格の公表に関
する事項その他卸売業者が遵守すべき事項

（イ）事業主体は、中核的卸売市場としてのリーダーシップを発揮しつつ、周辺の
地域に所在する卸売市場と連携して、（１）のイの（ア）から（エ）までに掲
げる措置のうち一又は二以上のものを実施することにより、当該地域の卸売市
場全体の機能の高度化を図るものとする。

３ 食品販売業近代化事業
（１）目標

経営者の高齢化と後継者の確保難の問題を抱える事業者が多数存在することに加
え、後継者不足、施設整備の遅れ、環境問題への対応等のほか、大店法の廃止等に
よる競争の激化が進行するなど厳しい状況の下にある食品販売業の近代化を助長す
るため、事業の共同化及びこのために必要となる施設の整備、施設の近代化、経営
の改善等を行うことにより、食品の流通コストの低減、食品販売業の業務の合理化、
消費者ニーズに対応した機能の高度化等を図ることを目標とする。

（２）内容
ア及びイの措置を実施するとともに、必要に応じてアの措置と併せてウ又はエの

措置を実施するものとする。
ア 食品の販売に係る業務の一部の共同化

仕入れ、仕分、処理、加工、保管、配送、廃棄物処理、受発注処理、電子デー
タ交換、後継者育成、宣伝等食品の販売に係る業務のうちいずれかの業務につい
ての共同化を図るものとする。

イ アの措置を実施するために必要な施設の整備
共同仕入配送センター、共同処理加工施設、共同倉庫、共同冷蔵庫、共同冷凍

庫、共同廃棄物処理施設、共同情報処理施設、共同研修施設、共同会議施設等の
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施設を整備する。
ウ 食品品質管理施設の整備、食品の荷さばき業務用施設の整備その他食品の販売
に係る業務用施設の近代化を図るための措置
冷蔵庫、冷凍庫、多温度帯輸送車、活魚槽等の品質管理施設、自動荷さばき施

設、荷受け施設等の荷さばき業務施設、廃棄物処理施設等の環境への負荷の低減
及び資源の有効利用の確保を図るための施設等を整備する。

エ 経営管理の合理化、取引関係の改善その他食品の販売の事業の経営の改善を図
るための措置
情報機器の導入等による在庫管理、品揃えの適正化等経営管理の合理化、適正

な価格による取引の確立等取引関係の改善、食品に関する情報提供等消費者ニー
ズに対応した機能の高度化その他後継者の育成、職員の福利厚生の充実等を図る。

４ 食品商業集積施設整備事業
（１）目標

消費者のワンストップショッピング志向の増大、消費者の食品に関する情報提供
等付加的サービス機能へのニーズの増大、食品の小売市場の老朽化等に対応するた
め、消費者利便施設、食品情報提供施設、地域特産食品の展示販売施設等を備えた
食品商業集積施設を整備することにより、消費者の利便の増進、食品販売業の業務
の合理化、地域開発等に資することを目標とする。

（２）内容
以下の各号に該当する食品商業集積施設を整備するものとする。

ア 食品販売業者の店舗が十店舗以上集積していること。
イ 生鮮食品（青果、鮮魚又は食肉をいう。）の販売業者の店舗が存在すること。
ウ 当該食品商業集積施設における食品の販売の事業を主たる事業として行う者の
店舗数の割合が三分の二以上であること。
エ 中小販売業者の施設への入居に充分な配慮がなされていること。
オ 駐車場、駐輪場、休憩所、広場、緑化施設等の利用者の利便の増進に資する施
設が、原則として、店舗が集積する施設と同一の敷地内に設置されていること。
カ 食品情報提供施設、料理教室等消費者利便施設及び地域特産食品に関する展示
販売施設を備えていること。

５ 新技術研究開発事業
（１）目標

食品の品質に対する関心、健康・安全志向の高まり等の消費者ニーズの多様化等
に対応するため、国家産業技術戦略を踏まえ、食品の品質管理の適確化・効率化、
品質の優れた食品の開発及び食品の流通の円滑化等に資する新技術の研究開発を行
うことにより、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化を図ることを目標
とする。

（２）内容
次に掲げる新技術（未だ企業化されていない技術（技術上のノウハウを含む。）

をいう。）の研究開発を行うものとする。
ア 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための新技術の
研究開発
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高精度な温度・湿度管理技術、流通履歴確認技術、機能性成分等の保持技術、
非加熱殺菌技術、有害微生物・微量有害物質等の検出及び制御技術、バイオセン
サーによる品質の管理技術等の食品の品質の管理を適確かつ効率的に行うための
技術の研究開発を行うものとする。

イ 品質の優れた食品の開発に必要な新技術の研究開発であって、アの研究開発と
併せて実施するもの
機能性成分等の分離・抽出技術、アレルゲンの失活・除去技術、バイオリアク

ターによる食品の加工技術等の品質の優れた食品の開発に資する技術の研究開発
であって、アの研究開発と併せて行うものとする。

ウ 食品の仕入れ、荷さばき又は配送の合理化その他食品の流通の円滑化に資する
新技術の研究開発
食品の出荷の効率化を図るための仕分け自動化技術、多品目の生鮮食品の一括

輸送を図るための多温度帯一括輸送技術、野菜流通・販売における一貫ばら輸送
技術、生鮮食品等における取引情報の効率化を図るための受発注システム等食品
の流通の円滑化に資する技術の開発を行うものとする。

第３ 食品の流通部門の構造改善の促進に関する重要事項

１ 取引関係の改善
（１）リベート、返品、労務提供、協賛金、センターフィー負担等の取引慣行について

は、取引の透明性が確保され、競争秩序が維持されるよう取引内容に応じた公正な
ものとなるよう努めるものとする。

（２）多頻度小口配送及び日付管理については、食品流通全体のコスト低減を図る視点
に立ってその改善に努める。特に、情報ネットワーク化等に伴う新しいシステム形
成やその運用に当たっては、取引関係者がそれぞれの機能分担を明確化しつつ、そ
の負担と受益が公平に配分されるよう努めるものとする。

２ 環境問題への取組
食品の容器・包装を含め、食品の流通部門から生じる廃棄物について、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（平成七年法律第百十二号）、食品
循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律第百十六号）等関係法令
に基づき、排出の抑制、再利用、再資源化、散乱防止及び適正処理等に努めるものと
する。
また、環境問題についての啓発に努めるものとする。
なお、構造改善事業において、容器・包装、廃棄物等の処理、再利用、再資源化等

を行う事業が行われる場合にあっては、当該事業に係る構造改善計画が関係地方公共
団体の一般廃棄物処理計画又は産業廃棄物処理計画と整合性がとれたものとなるよう
配慮するものとする。

３ 地域環境との調和
（１）卸売市場、食品商業集積施設等の整備に当たっては、消費者、小売業者等の利便

性とともに、地域の交通事情、生活関連施設、街並み等の地域環境との調和を十分
考慮するものとする。
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（２）卸売市場、食品商業集積施設等の整備及び配送センター等の立地、配送頻度、配
送ルート等配送システムの設定に当たっては道路交通の安全と円滑の確保に十分配
慮するとともに、卸売市場、食品商業集積施設等においては集客の規模等に応じて
十分な駐車スペースを確保するよう努めるものとする。

第４ 食品の流通部門の構造改善に際し配慮すべき重要事項

１ 消費者の利益の増進
（１）多様なニーズへの対応

多様な業種、業態が共存、競争するための条件整備、情報化の推進、物流施設の
整備、農林漁業者、食品製造業者及び食品販売業者の経営の合理化努力等により、
価格、品質、規格、品揃え、サービス提供等の面で消費者の多様なニーズに応える
よう努めるものとする。
この場合、高齢化の進展等社会構造の変化に適確に対応するとともに、有効競争

を実現する上で不可欠な多様な流通チャネルを共存させるため、地域社会と共生す
る中小小売業者等の活性化についても十分配慮するものとする。

（２）施設の整備、立地等
食品商業集積施設等の整備に当たっては、周辺の住宅の分布状況、道路及び交通

網の整備状況、周辺の小売店の立地状況、防災対策等に十分配慮するとともに、各
種コミュニティ施設、情報提供施設、駐車場等の生活利便施設の総合的な整備に努
めるものとする。特に、高齢者、障害者等が利用しやすいものとなるよう施設のバ
リアフリー等に十分配慮するものとする。

（３）表示の適正化
国際的に調和のとれたルールの下で、食品の原材料、日付表示、原産国等品質に

ついて適正かつ明確に表示するように努め、消費者の合理的な食品の選択に資する
ものとする。

（４）安全性の確保
食品は他の商品と異なり、生命及び健康に直接係わるものであることから、新し

い品質管理システムの導入等により、その安全性の確保に努めるものとする。

２ 農林漁業の振興
（１）生産・製造等の提携の促進

食品製造業者及び食品販売業者は、消費者ニーズ、販売状況等を生産者に適確に
フィードバックし、農林漁業者と協力して新商品開発、需要開拓等を行う等、農林
漁業者との連携に努め、農林漁業の振興に資するものとする。

（２）農林水産物等の消費者ニーズに即した生産・供給の促進
農林漁業者は、食品製造業者及び食品販売業者と協力して農林水産物のブランド

化等による販売促進、表示の適正化等を図り、消費者ニーズに即した農林水産物の
生産・供給の促進に努めるものとする。

３ その他
（１）適正な競争の確保

構造改善事業等の実施に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
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る法律（昭和二十二年法律第五十四号）を遵守するとともに、公正かつ自由な競争
を阻害することのないよう十分留意するものとする。
特に食品販売業近代化事業により取引関係の改善を図る場合にあっては、食品販

売業者が個別かつ自主的に行うことを旨とし、事業に参加する食品販売業者の事業
活動が拘束されることのないよう十分配慮するものとする。

（２）都市計画との整合
卸売市場機能高度化事業及び食品商業集積施設整備事業が都市計画区域内におい

て行われる場合にあっては、当該事業に係る構造改善計画が都市計画と整合性がと
れたものとなるよう配慮するものとする。


