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野菜等の加工・業務用への取組について

資料３
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資料：総務省他９省庁「産業連関表(平成12年)」を基に農林水産省で試算 平成17年は、平成21年３月に公表予定
注 ：国内生産及び生鮮品の輸入には、加工品である特用林産物(きのこ類等)、精穀(精米、精麦等)、と畜(各種肉類)及び冷凍魚介類を
含む。

１． 生産から流通までの流れ

○ 国内の農林漁業の生産は12兆円であるが、流通段階での市場規模は８０兆円となっており、加工・流

通段階での付加価値の増加が大きくなっている。

１

【 】は、輸入品を示す。



64.2％ 24.1％ 11.8％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（7.8兆円） （2.9兆円） （1.4兆円）

直接消費仕向 食品産業仕向 35.8％

加工仕向 外食仕向

○ 国産農水産物の３分の１強が食品産業仕向けとなっており、また、食品産業が利用する原材料（農水産物・
加工品）のうち、６割強が国産農水産物となっているなど、食品産業と国内農業は相互に強い関係にある。

○ このため、国内農水産物の需要の拡大、地域農業の活性化と食品産業の健全な発展がバランスのとれた
形で図られるよう、食品産業と国内農業の連携を積極的に推進しているところである。

63.3％ 25.6％ 11.1％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（2兆9,190億円） （1兆1,800億円） （5,110億円）

○ 国産農水産物の用途別仕向割合
括弧内は仕向額

資料：「産業連関表」(平成12年）を基に農林水産省で試算。

○ 食品製造業の加工原材料調達割合（国産・輸入）
括弧内は調達額

＜平成２１年度予算による措置＞

○ 国産原材料の新たな供給連鎖（サプライチェーン）構築
多様なニーズに対応した国産原材料の安定的なサプライチェーン構築に

向け、産地・食品流通・製造業者等による一体的な取組を支援。また、食品
製造業者等が国産原材料に転換するための取組を支援。

【国産原材料供給力強化対策 （５，５６４百万円）】

○ 食品小売等商店街機能の強化
中小食品小売業者が、農家との直接取引等による国産農林水産物の活

用を増大させるとともに、利便性の高い商店街の振興に向け、①食品販売
サービスの機能強化②販売商品の付加価値向上の取組を支援。

【食品小売機能高度化促進事業（３３０百万円）】

○ 新商品開発や販路拡大等の推進
地域の食品産業が中核となった、農林水産業やその他関連産業等との連

携の構築を促進し、国産農林水産物を活用した新商品開発や販路拡大、専
門的なアドバイスを行うコーディネーターの確保等の取組を支援。

【食農連携促進事業（８００百万円）】

＜平成２０年度第２次補正予算による措置＞
○ 食品流通機能合理化・高度化支援事業 ５億円
食品小売業者等が行う農業者等と連携した産地からの直接調達の共同

化、物流拠点施設利用の共同化、出張型販売を支援。

国産農水産物 輸入農水産物 輸入一次加工品

２

２．農業と食品産業との連携強化



・定時・定量・定価格・定品質の供給がなされていない
・流通経路における一貫した品質管理ができない

出荷
(委託)

販売

これまでの供給体制

卸
産 地

・食品製造業
・外食産業 等

新たな供給体制

産地Ａ 食品企業Ａ

中間事業者産地B

産地C

食品企業B

食品企業C

連携

連携

・ニーズの伝達、産地の選定と育成
・産地間連携のアレンジ

・通年安定供給
・ニーズに応じた規格・量の原材料供給

契約取引 契約取引

食品企業

産 地

競争

・加工・業務用に対応した生産体制に
なっていない（品種、コスト、品質管理）
・単独の産地では、必要な数量・品質を
供給できない場合がある

中間事業者を介した契約に基づく安定供給体制
（サプライチェーン）の構築

仲卸

卸売市場

・加工・業務用品種の導入
・省力低コスト化のための施設・
機械の導入

・ＧＡＰの導入
・トレーサビリティの取組
（出荷記録の保存）

・加工・業務用に対応するため
の園地再編 等

・産地指導、育成
・産地間連携の推進
・種子・種苗の供給体制整備
・実需者ニーズに応じた一次加工
・安定出荷のための体制整備 等

・試作品開発
・販路開拓
等

・消費者ニーズの把握
・衛生・品質管理の高度化
（ＨＡＣＣＰ対応）

・トレーサビリティの取組
（入出荷記録等の保存）

等

・低コスト流通システムの導入
・流通の完全コールドチェーン化
・衛生・品質管理の高度化
・トレーサビリティの取組
（入出荷記録等の保存） 等

新たな
取組

・消費者ニーズに対応した国産原材
料を安定的に調達できない
・国産原材料の特長を活かした商品
開発、販路開拓等が遅れている

問題点

契約取引

産地間リレーによる安定供給

実需者ニーズに応じた一次加工 ３

３．「中間事業者」を介した契約に基づく安定供給体制の構築



○ Ｎ農協は、平成４年から冷凍えだまめの契約取引を実施している。

○ 平成４年に液体窒素による急速冷凍装置を備えた加工処理施設を整備（平成17年に増改築：処理1,800t/
シーズン）し、実需者等のニーズに合わせた安定供給を行っている。

○ 収穫から４時間以内に急速冷凍処理し、品質の高さが実需者や消費者に評価され、現在は需要に冷凍処
理能力が追いつかない状態である。このため、21年度に施設を能力増強する予定である。

○農協が主体的に契約取引に取り組む事例（冷凍えだまめ）

Ｎ農協における加工・業務用野菜の契約取引の取組

1．えだまめに適性な品種を

導入。

2．収穫適期が短いえだまめ
（概ね5～7日間）を、計画

的な播種と産地内のリレー
出荷により長期収穫。

3．収穫機の導入と、トラックの

荷台バラ積みでの出荷によ
り、収穫から短時間で加工
処理施設へ搬入。

生産者

1．液体窒素を利用して収穫から4時間以内に急速冷

凍処理することで、甘味やうま味があり、さやが鮮
緑色でぬめりがない冷凍えだまめを生産。

2．冷凍処理することで1年間の冷凍保管が可能とな

り、実需者の希望する量と荷姿で安定供給を実施。

3．酪農・畜産農家と連携し地域で算出される有機物

による土づくりと、減農薬・減化学肥料栽培の推進。

Ｎ農協

実

需

者

等

45
社

生協
・

卸業者

等

冷凍えだまめの作付、販売状況

H15
49ha
72㌧

H17
138ha
877㌧

H19
255ha

1,134㌧

新鮮な
えだまめ
の出荷

栽培講習
会等の実
施

書面による
契約取引

品質の評価
と取引量の
増加希望

４

４．事例 ①



○ Ｓ農協では、平成18年より冷涼な気候を生かした加工・業務用キャベツの大規模生産を実施している。

○ 機械化一貫体系の導入による労働力の軽減を図り、経営規模の拡大や大型プラスチックコンテナを活用
した輸送コストの低減に向けての取組を行っている。

○農協が主体的に契約取引に取り組む事例（カット用キャベツ）

Ｓ農協における加工・業務用需要に対応した大規模生産への取組

1．加工・業務用ニーズの把握

2．業界初のキャベツ収穫機の導

入による機械化一貫体系に適
した加工・業務用品種の導入

3．共同育苗施設の整備により、

自動定植機による定植可能な
苗の安定供給

4．自動定植機の導入による定植
作業の省力化

5．通い容器の導入による流通コス

トの削減

Ｓ農協
（Ｓ出荷組合）

1．加工・業務用に適したキャベツ

の品種特性の提示・指導

2．出荷規格の簡素化
（Ｌ→M～2L）

3．書面での契約取引実施に必要

な情報の提供

4．産地からの工場見学の受入

加工・業務用キャベツの生産状況

H18
０㌧

H19
550㌧

H21（目標）
2,400㌧ 食品製造業者

〈両者が行う検討内容〉

・加工・業務用に適した品種特性等について
意見交換

・収穫機、調製機の導入による収穫調製作業
の省力化の検討

・輸送効率の高い「通い容器」による輸送状況
調査

・口頭契約から書面契約への切り替えに向け
た検討

契約取引

５

４．事例 ②



Ｋ荷受組合〈卸売市場内に設置〉

○バーコードによる生産者別、商品別
管理

○完全コールドチェーン化に対応でき
る施設、配送体制の整備

Ｍ農協

流通・卸の専門機能 カット野菜工場

〈流通・卸部門〉 〈カット野菜工場〉

書面による
契約取引

水菜部会
（27戸）

ほうれんそう

部会
（13戸）

ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ
部会

（58戸）

園芸流通センター

○部会ごとの勉強会、普及センター

の指導による規格・品質の徹底
○集荷の効率化による鮮度保持
○規格・包装の簡素化

ラップなし包装
ほうれんそうの40cm規格 等

・原料確保リスクの負担

・実需者ニーズへの対応

・生産者と情報の共有

・産地間リレーによる周年

安定供給

※契約産地数：M農協を含む35産地

・処理量：15㌧/日
・ISO22000への取組

・カット残渣の堆肥化

・殺菌洗浄施設の整備

売買
契約

※契約取引率：約40％

○ 産地からカット工場までの一貫したコールドチェーンの
確立

○ 産地訪問し、生産者への要望を伝達、産地の指導・助言

冷蔵保管

デパ地下
スーパー
コンビニ

等

約80社
と契約

実需者
ニーズ
の伝達

○ 平成10年から全国に先駆け、卸売業者が市場内に野菜加工センターを設置し、契約取引を実施している。

○ 地方市場を拠点とした新しい市場の活用形態として高いモデル性を有している。

○卸売業者が主体的に契約取引に取り組む事例（カット水菜、カットほうれんそう等）

Ｍ農協の出荷量の推移

H18
水菜： 290㌧
ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ：278㌧
ほうれんそう：337㌧

H19
484㌧
291㌧
359㌧

Ｋ荷受組合における加工・業務用需要に対応した契約取引の取組

６

４．事例 ③



○農業生産法人が自ら加工し、契約取引に取り組む事例（冷凍ほうれんそう）

○ 加工用ほうれんそうを大規模（作付面積：50ha）に生産するＳ農業生産法人は、これまで自社加工せず生鮮用のみを
出荷してきたが、実需者から産地での一次加工を強く求められていたため、平成18年度より、洗浄、カット、冷凍等の
機能を有する一次加工施設を整備し、契約取引を実施している。

○ これにより、契約取引量が400トン（平成17年度）から1,610トン（平成20年度目標）に増大する見込み。

Ｓ農業生産法人における加工・業務用ほうれんそうの契約取引の取組

∧
17 全 量

年
度 原料出荷 原料出荷 １,６００㌧

∨ 委託加工 ４００㌧ 量販店

課題
販売量、販売価格が不安定

課題
生ゴミ処理コスト増
二重の流通コストが必要

課題
産地が見えない
トレーサビリティが不十分

∧

20
年
度

量販店、外食、中食、給食などの
目

⇒ ⇒ 業務用主体
標
∨

契約取引

２,２００㌧に増産

外部の加工場

冷凍、カット野菜

⇒

⇒
契約取引

⇒

契約取引
自社加工 １,１７０㌧（５３％)

ほうれんそうの生産

２,０００㌧
契約取引

ほうれんそうの生産
委託加工 ４４０㌧（２０％）

原料出荷 ５９０㌧（２７％） 実需者
⇒

実需者

平成18年度

加工施設を整備

自社加工によるメリット
1．契約取引の拡大による販売量・販売価格の安定化
2．流通コストの低減
3．生産（収穫）即加工による品質の向上（鮮度、トレーサビリティ、ポジティブリスト対応）
4．野菜の可食部分のみ出荷、残さは産地で畑に還元 ７

４．事例 ④



○ 生食用とは異なる省力化生産技術を導入して、加工用のりんご（紅玉）の生産・契約取引を実施している。
○ 機械化・園地整備等により単収向上、労働時間の短縮、経営規模の拡大を実現している。

○農業生産法人が主体的に契約取引に取り組む事例（果汁用りんご）

加工・業務用需要に対応したりんご（紅玉）の生産への取組

【Ａ農業生産法人】

【収量アップに向けた取組】

・栽植密度を低くし（慣行栽培の約1/2）、その分枝葉を伸長させ
て樹勢を強め、生産を安定

・弱摘果により玉数を確保(慣行栽培の約４倍)し、収量を増加

【省力化の取組】

・着色管理の省略、薬剤による摘果等の省力化

・作業の機械化（ＳＳ、昇降台運搬車等）とそれに適した園地整備

・手取り収穫ではなく、機械で木を揺すって一斉収穫

契約取引

【ジュース製造業者】

【ジュースの品質向上に向けた取組】

・苗木購入の助成やニーズ等の情報提供により生産量

の少ない紅玉を安定的に確保

・一斉収穫したりんご（紅玉）を即日搾汁することで原

料ロス・保管コストを削減

・紅玉果汁の特性（低ｐＨ）により、ジュースの低温殺菌

（８０℃）が可能になり、品質が向上
・長年に渡る取引の継続

・通常の加工用りんご（ふじ）

より高価格での契約取引

【生産者のメリット】

①玉数増加・出荷規格の簡素化による収量向上。

単収：4,000㎏/10a (慣行：2,190㎏/10a)

②機械化、着色管理省略等の作業の軽減により規
模拡大が可能。

年間労働時間：38時間/10a (慣行：267時間/10a)

③隔年結果が無く、販売価格が予め決まっているた
め、経営が安定。

生産性の向上 （慣行栽培と比較して）

①単収が約２倍

②労働時間が約７分の１

③経営規模の拡大が可能

８

４．事例 ⑤



市場価格より有利な単価（定額制）で契約
（JAを窓口として部会の栗を加工業者と契約取引）

加工業者のメリット
・基準を高位統一することで、品質の高い原料を入手
（原料ロス率の低下、選別の時間及び人件費の節約）
・栗を出荷している農家も栗きんとんを宣伝
（産地一体的に、栗＋栗きんとんを振興）

原料入手を他産地から地元へ切替え、
栗きんとんに合う高品質な果実を高単価で買取

栗振興協議会（２００戸）

生産部会（８４戸）
基準に該当する者が部会員となり、
「超特選栗」として加工業者へ契約出荷、
低樹高・超低樹高栽培の実行、
品種、収穫・出荷時期の徹底 等

超特選栗・契約出荷

地元の栗生産が衰えることに対して危機感

加工業者の取組

地元産の栗を新鮮なうちに加工する
ことで上質な栗きんとんの製造が可能

生産者のメリット

・契約出荷による安定した所得の確保
・生産意欲の向上

超特選栗を使用した上質の
栗きんとんを製造・販売

○ 平成１０年より生産部会を結成し、地元の加工業者とくりの契約栽培を実施している。

○ 「超低樹高栽培」の実施を始めとする厳格な栽培・出荷基準の設定・遵守により高品質の「超特選栗」
を安定的に出荷している。

○ 加工業者は、名産品の栗きんとんを「超特選栗」を原料として製造するほか、観光・地域おこしと組み
合わせて産地のＰＲを行っている。

○高品質果実で契約取引に取り組む事例（加工用くり）

加工・業務用需要に対応したくりの高品質生産への取組

植えて７～１４年の生産が盛んな樹 １５年過ぎると大きな栗がとれなく
なるため、超低樹高栽培へ移行

樹高を抑えるため、
主幹をカット

植えて４～６年の若樹

生産力が落ちたら、
主枝をカット

その年に結果
した枝をカット

若い母枝を生長させ、翌年結果させる

低樹高・超低樹高栽培

これを繰り返して樹勢を維持し、
大粒のくりを安定生産する

・剪定法により樹高を抑えるため、低コストでのわい化と省力的な栽培が可能
・樹体を小さくし樹勢を維持することで、経済寿命の延長と高品質な果実の多収化を実現

樹高3.5m 樹高2.5m

「超低樹高栽培」により
高品質なくりを栽培

超特選栗の生産状況

H15:57㌧ H19:107㌧
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