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第一章

（目的）
第一条 こ の法律は、食品 等の流通が農林
漁業者と一般 消費者とを つなぐ重要な役
割を果たして いることに鑑 み、食品等の
流通の合理化を 図るため、農 林水産大臣
による基本方針 の策定及び食 品等流通合
理化計画の認定 、その実施に必 要な支援

○ 食品 等の流通の合理化 及び取引の適 正
化に関する 法律施行規則 （平成三年農林
水産省令第 三十八号）等

○ 食品 等の流通の合理 化に関する基 本方
針（平成 三十年農林水産 省告示第二千 二
百七十九 号）等
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措置その 他の措置を講ず るとともに、 食
品等の取 引の適正化を図 るため、農林水
産大臣によ る調査の実施 その他の措置を
講じ、もっ て農林漁業及 び食品流通業の
成長発展並び に一般消費者 の利益の増進
に資することを 目的とする 。

（ 定義）
第 二条 この法律 において「食品 等」とは
、次 に掲げる物を いう。ただし、 医薬品
、医療 機器等の品 質、有効性及び 安全性
の確保 等に関する法 律（昭和三十 五年法
律第百 四十五号）第 二条第一項に 規定す
る医薬 品、同条第二項 に規定する医 薬部
外品、 同条第三項に規定 する化粧品 及び
同条第 九項に規定する再 生医療等製品 に
該当する ものを除く。
一 飲食 料品
二 花きそ の他農林水産 省令で定める農
林水産物（ 前号に掲げる ものを除く。
）

三 農林水産物 を原料又は材料 として製
造 し、又は加工 したもの（第一 号に掲
げる ものを除く。 ）であって、 農林水
産省 令で定めるも の
２ こ の法律におい て「食品等の流 通」と
は、食 品等の輸送、 保管、販売そ の他の
取扱い の過程をいう。
３ この 法律において 「食品等の流 通の合
理化」 とは、食品等の流 通の経費を削 減
するため に行う食品等の 流通の効率化 そ
の他の措 置又は食品等の 価値を高め、若
しくは新た な需要を開拓 するために行う
食品等の流 通における品 質管理若しくは
衛生管理の高 度化その他 の措置をいう。
４ この法律 において「食 品等の取引の適
正化」とは、食 品等の取引が 適正に行わ
れるようにする ために行う食 品等の取引
条件の改善その 他の措置をいう 。

（食品 等に含まれる農林 水産物等）
第一条 食品 等の流通の合 理化及び取引の
適正化に関 する法律（平 成三年法律第五
十九号。以下「 法」という 。）第二条第
一項第二号の農 林水産省令で 定める農林
水産物は、飲食 料品の原料又 は材料とし
て使用される農 林水産物とする 。
２ 法第二条第一 項第三号の農 林水産省令
で 定めるものは 、飲食料品の原料 又は材
料 として使用さ れるものとする。
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食品等の流通の合 理化の
ための措 置
食品等の流通の 合理化
に関す る基本方針

（留意事 項）
第三条 食 品等の流通の合 理化のための施
策を講ずる に当たっては 、次に掲げる事
項に留意しな ければならな い。
一 食品等の流 通に関する 事業を行う者
（以下「食品 等流通事業者」 という。
）が、多様化 する需要に即し て、創意
工夫を発揮し て事業活動を積極 的に行
う ことができ るようにすること 。
二 食品等流通 事業者の行う事業 活動が
農林 漁業の成長発 展及び一般消 費者の
利益 の増進に寄与 するものとな るよう
にす ること。
２ 食品 等の取引の 適正化のための 施策を
講ずる に当たっては、 次に掲げる事 項に
留意し なければならない 。
一 食 品等の多くが短期 間で品質が低 下
しやすい 性質を有する ことから、その
取引の当 事者間の取引 上の地位に格差
が生ずる場 合があるた め、その取引の
適正化を図 る必要性が高 いこと。
二 食品等の 取引が適正か つ安定的に行
われることに より、農林漁 業者及び一
般消費者の利 益に資するもの となるよ
うにすること 。

第二章
第一節

第四条 農林水産大臣は、 食品等の流通 の
合理化に関 する基本方針 （以下「基本方
針」という 。）を定める ものとする。
基本方針 においては、 次に掲げる事項
２

第１ 食 品等流通合理 化事業を実施 しよう
とする 者が講ずべき措置
１ 食 品等の流通の合理 化の視点（法 第
１条 及び第３条第１項 関係）
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を定める ものとする。
一 食品 等の流通の合理 化を図る事業（
以下「食品 等流通合理 化事業」という
。）を実施 しようとする 者が講ずべき
次に掲げる措 置に関する事 項
イ 食品等の 流通の効率化 に関する措
置
ロ 食品等の 流通における品 質管理及
び衛生管理の 高度化に関する 措置
ハ 食品等の 流通における情報 通信技
術 その他の技術 の利用に関す る措置
ニ 食品等に係る 国内外の需要 への対
応 に関する措置
ホ イからニまでに 掲げるもの のほか
、 食品等の流通の合 理化のために 必
要な 措置
二 前 号に掲げるものの ほか、食品 等の
流通の 合理化に関し必 要な事項
３ 農林 水産大臣は、経済 事情の変動 その
他情勢の 推移により必要 が生じたときは
、基本方針 を変更するも のとする。
４ 農林水 産大臣は、基本 方針を定め、又
はこれを変更 しようとする ときは、関係
行政機関の長に 協議し、か つ、食料・農
業・農村政策審 議会の意見を 聴くものと
する。
５ 農林水産大臣 は、第一項の 規定により
基 本方針を定め 、又は第三項の 規定によ
り これを変更し たときは、遅滞な く、こ
れを 公表するもの とする。

食品 等の流通におい ては、消費 の面で
は、生 鮮品のままでの 需要が減少し 、加
工食品や 外食での需要が 拡大するほか 、
価格のみ ならず品質、衛 生等への関心が
高まってい る。また、流 通の面では、小
売店の大規 模化が進展し 、インターネッ
トでの通信販売 や産地直売の 拡大等の多
様化が進んでい るほか、人 手不足に伴い
輸送手段の確保 にも支障が生じ てきてい
る。
このため、国 民生活に欠かすこ とので
き ない食品等を 適正な価格で安 定的に供
給す るためには、 農林漁業者と一 般消費
者と をつなぐ重要 な役割を果たし ている
食品等 の流通につい て、食品等流 通事業
者の創 意工夫をいかし た合理化を 図り、
食品等 の付加価値 の向上や新たな 需要の
開拓を 実現することに より、農林 漁業及
び食品 流通業の成 長発展並びに一 般消費
者の利 益の増進に寄与 することが期 待さ
れてい る。

２ 措置 の方向性（法第 ４条第２項第 １
号関係 ）
食品等の 流通を取り巻 く最近の情勢に
鑑みると、 食品等流通事 業者は、その創
意工夫を発 揮し、必要に 応じて関係事業
者と連携して食 品等の流通 の合理化に取
り組む必要があ る。

⑴ 食品等の流通 の効率化に関 する措
置 （同号イ関係）
食品等の 流通は、主 にトラック輸
送に 依存しているが 、産地が消費 地
から 遠隔に位置して いるほか、出荷
量が天 候に左右され やすい、輸送段
階でも冷 蔵等の温度 管理が必要であ
る等、輸 送上の負荷が 大きい。特に
近年では、 産地での集 荷や消費地で
の荷降ろし の際のドライ バーの待ち
時間の長期 化、手積み、 手降ろし等
の荷役作業 の負担等が課題 となって
おり、トラ ックドライバーの 人手不
足と相まっ て、流通コストの 上昇要
因になるのみ ならず、食品等 の輸送
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自体が立 ち行かなく なるおそれがあ
る。
このため、 食品等流通事業 者は、
次のような 取組を実施し 、食品等の
流通の効率 化を図ることが 期待され
る。
① 産地で は、段ボールや紙 袋のば
ら積みから、段ボ ール等をパ レッ
トに載せた荷姿で 出荷し、消費 地
ま で一貫してパレ ット輸送を行う
よ う転換する。
また 、各産地の出 荷量が変動す
る中で も集荷量を 予測し、これに
合った トラックを手 配して効率的
なルート を通って集 荷できるよう
、情報通 信技術を活用 した効率的
な集荷シ ステムを構築す る。
② 産 地から消費地 への輸送に当た
っては、 集荷場、卸売市場 等の既
存施設を ストックポイント として
活用し、複 数の荷主の荷物 を共同
輸送するこ とによりトラッ クの積
載率を高め、 幹線輸送の効 率性を
高める。
また、産地から 消費地までが 遠
隔な場合には、ト ラック輸送 から
鉄道輸送又は船舶 輸送に切り替 え
て 長距離輸送を効 率的に行うモ ー
ダ ルシフトを実施 する。
③ 消費地では、 物流拠点で の荷降
ろしに 当たり、ト ラックドライバ
ーの待 ち時間を最小 化できるよう
、情報通 信技術を活 用したトラッ
ク予約受 付システムを 構築する。
また、 小売店等への多 頻度かつ
少量の輸 送に当たり、複 数の小売
店等の荷 物を共同輸送する ことに
より、輸 送の効率性を高め る。
④ 以上の ほか、イン ターネット通
販、宅配等 の販売ルートが 多様化
する中で、取 引自体は産地 が自ら
に有利な販売 ルートを選択 する一
方、物流は個別 輸送を抑制し て幹
線輸送に集約する ことにより 、輸
送の効率性を高め る。
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⑵ 食品 等の流通にお ける品質管理及
び衛生管理 の高度化に 関する措置（
同号ロ関係 ）
食品等に係る 消費者のニー ズは、
近年、価格 の安さや国産志 向のほか
、鮮度等の 品質、安全性等に 向かっ
ている。
このため、食品等 流通事業者は 、
食品衛生法（昭和 22
年法律第 233
号
） に基づきＨＡ ＣＣＰに沿っ た衛生
管 理等の実施が求 められてい るほか
、 次のような取組 を実施し、食 品等
の 流通における品質 管理及び衛 生管
理 の高度化を図るこ とが期待され る
。
① 産地の集荷場や 加工業者の加工
施設等に おいて、出荷物 を輸送す
る際に用 いるパレットや容 器に電
子タグ等 を添付し、冷蔵保 管施設
等での温度 管理、物流施設 等での
出荷管理等 を行う。
② 卸売市 場等の物流施設 において
、低温卸売場や 冷蔵保管施 設等を
整備し、コール ドチェーンを 確保
する。

⑶ 食品等の 流通における情報 通信技
術 その他の技術 の利用に関す る措置
（ 同号ハ関係）
近年、 情報通信技 術その他の技術
は急速 に進展し、人 工知能（ＡＩ
）、モノ とインター ネットを接続
して相互 に制御するモ ノのインタ
ーネット （ＩｏＴ）、 様々なデー
タを連結 して保管するブ ロックチ
ェーン技 術等の利用が進み つつあ
り、食品 等の流通において もＡＩ
による需要 予測に合わせた 商品提
供等が見込 まれる。
このため、食 品等流通事 業者は
、次のような 取組を実施し 、食品
等の流通におけ る情報通信技 術等
の技術の利用を図 ることが期 待さ
れる。
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① ＡＩ 、ビッグデ ータ等を通じた
需要予測 を活用し、食品等 の供給
時期、供給 先、供給量等の マッチ
ングを行う 。
② ＩｏＴ 等を活用し、効 率的な集
荷システムやト ラック予約 受付シ
ステムを構築す るほか、ロボ ット
等を活用すること により荷積 み、
荷降ろし等の荷役 作業の負担を 軽
減 する。
ま た、電子タグ を活用して受発
注、 在庫状況、決 済等の商品管理
を効率 化する。
③ 商品管理にブロ ックチェー ン技
術等を活 用し、誰が いつ関与した
か等を明 らかにするこ とにより、
食品等の トレーサビリテ ィを確保
する。
④ 画像 解析技術等 を活用し、個体
格差の大 きい生鮮食料品等 であっ
てもインタ ーネットでの通 販、宅
配等の事業 を効率化する。

⑷ 食品等に 係る国内外の 需要への対
応に関する 措置（同号ニ関係 ）
国内では、単身世 帯、高齢者 世帯
、共働き世帯 等の増加に伴い 生活様
式 が変化し、 外食、中食、加 工食品
等 へのニーズが 高まっている ほか、
小 売段階での食品 等の小分け 、少量
化 等が求められて いる。また、 国内
人 口が縮小傾向にあ る中で食品 等の
販 路を拡大していく ためには、食 品
等の 輸出に積極的に 取り組む必要 が
ある 。
このため 、食品等流通事 業者は、
次のよう な取組を実 施し、食品等に
係る国内 外の需要への 対応を図るこ
とが期待さ れる。
① 外食等 の原材料の需 要等に応え
るため、実需 者との契約取 引によ
る長期にわた る安定的な供 給を行
う。
単身世 帯、高齢者世帯等 の小分
け需要に応えるた め、生鮮食料 品

②
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等のカッ ト、食品等の少量 化等、
即消費さ れる形での供給を 行う。
③ 国外の 需要に合っ た品揃えでま
とまった量 の輸出を行うた め、保
冷施設等を備 えた輸出拠点 となる
物流施設の整備 等を行う。

⑸ その他食 品等の流通の合 理化のた
めに必要な措 置（同号ホ関係 ）
以 上のほか、食品 等の流通をめぐ
る 環境は急速に 変化している 。この
た め、食品等流通 事業者は、 次のよ
う な取組を実施し 、こうした変 化に
迅 速に対応すること が期待され る。
① 災害等に伴い食 品等の流通に 支
障が生じ る事態が発生 している。
緊急事態 に備え、事業継 続計画（
ＢＣＰ） の策定のほか、 地方公共
団体との 食品等の供給に関 する連
携協定の 締結等を行う。
② 訪日外 国人旅行客 の消費需要を
幅広く吸収 するとともに、 消費傾
向等をビッグ データとして 蓄積す
る等の手段とし て、キャッ シュレ
スの決済サービ スが注目を浴 びて
いる。食品等の流 通において も、
キャッシュレス決 済の進展によ り
、 レジ作業の効率 化、需要予測 に
基 づく品揃え等が 可能となる。こ
うし た変化を踏ま え、キャッシュ
レス決 済を積極的 に取り込むとと
もに、 業界ごとや課 題ごとに共通
のプラッ トフォーム として情報ネ
ットワー クを構築し、 早期かつ安
価に刷新 していく。
③ 国 際連合の持続 可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）では、 2030
年 までに
達成する 取組として、廃棄 物の発
生防止、削 減等を掲げてい る。こ
うした変化 を踏まえ、輸送 段階で
はコンテナ流 通、販売段階 ではパ
ッキングを省 略したばら売 り等を
通じてプラスチ ック利用を削 減す
る。
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第二節

食品等 流通合理化計画

（ 計画の認定）
第五 条 食品等流 通合理化事業を実 施しよ
うとす る者は、農 林水産省令で定 めると
ころに より、単独で 又は共同して 、その
実施し ようとする食 品等流通合理 化事業
に関す る計画（以下「 食品等流通 合理化
計画」 という。）を作 成し、これを 農林
水産大 臣に提出して、そ の認定を受け る
ことがで きる。
２ 食品 等流通合理化計画 においては、 次
に掲げる事 項を記載しな ければならない
。
一 食品等流 通合理化事 業の目標
二 食品等流 通合理化事業 の内容及び実
施時期
食品等流通 合理化事業を 実施するた
めに必要な資 金の額及びその調 達方法
三

（食品等流通合 理化計画の認定 の申請）
第二条 法第五条 第一項の規定 により食品
等 流通合理化計 画の認定を受けよ うとす
る者 （次項にお いて「申請者」と いう。
）は 、別記様式第 一号による申請 書を農
林水産 大臣に提出 しなければなら ない。
２ 前項 の申請書には 、申請者の直 近の事
業年度 の事業報告書、 貸借対照表 及び損
益計算 書（これらの書 類がない場合 にあ
っては 、当該事業年度 の事業内容 の概要
を記載 した書類）を添付 しなければな ら
ない。

第２ そ の他食品等の流通 の合理化に 関し
必要な事 項
食品等流通 合理化計画 の認定を受け
た者に対し 、次の支援措 置を講ずる。
① 株式会社 日本政策金融 公庫の資金
の貸付け（ 法第７条関係）
施設整備等に係 る長期かつ低 利の
資金調達を 支援する。
② 株式会社 日本政策金融公庫 の債務
保 証（法第８ 条関係）
海 外で事業を展開 する場合、海外
の 現地金融機関か らの資金調 達を円
滑 化する。
③ 株式会社農林漁 業成長産業 化支援
機構の出資等（法第９条から第 12
条
まで 関係）
食品等流 通合理化事業等 支援基準
に照ら して適切な食 品等流通合理化
事業を出 資等により 支援する。
④ 食品 等流通合理化 促進機構の債務
保証（法第 16
条から第 26
条まで関係
）
国内の民間金 融機関からの 資金調
達を円滑化 する。
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四 食品 等流通合理化事 業による食品 等
の流通の 合理化が農林 漁業の成長発展
及び一般消 費者の利益 の増進に寄与す
る程度
３ 農林水産 大臣は、第一 項の認定の申請
があった場合に おいて、当 該食品等流通
合理化計画が次 の各号のいず れにも適合
するものである と認めるとき は、その認
定をするものと する。
一 基本方針に 照らし適切なもの である
こ と。
二 当該食品等流 通合理化事業が 確実に
実施 されると見込 まれるもので あるこ
と。
三 当 該食品等流通 合理化事業の 実施が
農林 漁業の成長発展及 び一般消費者 の
利益 の増進に寄与する ものであるこ と
。
４ 農林 水産大臣は、第一 項の認定の 申請
があった ときは、遅滞な く、その内容を
当該申請に 係る食品等流 通合理化計画の
対象となる 事業を所管す る大臣（次項に
おいて「事業 所管大臣」と いう。）に通
知するものとす る。
５ 事業所管大 臣は、前項の 規定による通
知を受けた場合 において、必 要があると
認めるときは、 農林水産大臣に 対して意
見 を述べること ができる。
（計 画の変更等）
第六条 食品等流通 合理化計画につ き前条
第一項 の認定を受け た者（以下「 認定事
業者」 という。）は、 当該認定に 係る食
品等流 通合理化計画を 変更しようと する
ときは 、農林水産大臣の 認定を受けな け
ればなら ない。
２ 農林 水産大臣は、認定 事業者が前条 第
一項の認定 に係る食品等 流通合理化計画
（前項の規 定による変更 の認定があった
ときは、その 変更後のも の。以下「認定
計画」という 。）に従って 食品等流通合
理化事業を実施 していないと 認めるとき
は、その認定を 取り消すこと ができる。
前条第三項か ら第五項まで の規定は、
３

（食 品等流通合 理化計画の変更の 認定の
申 請）
第三条 法第六条第 一項の規定によ り食品
等流通 合理化計画 の変更の認定を 受けよ
うとす る認定事業者 は、別記様式 第二号
による 申請書を農林水 産大臣に提 出しな
ければ ならない。
２ 前項 の申請書には、 前条第二項 に規定
する書 類を添付しなけれ ばならない。 た
だし、当 該書類に変更が ないときは、 当
該申請書 にその旨を記載 して当該書類の
添付を省略 することがで きる。
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第一項の 規定による変更 の認定につい て
準用する 。
第三節 支 援措置
第一款 株式 会社日本政策 金
融公庫の行う 食品等
流通合理化事 業促進
業務
（ 資金の貸付け ）
第 七条 株式会社 日本政策金融公 庫（以下
「公 庫」という。 ）は、株式会社 日本政
策金融 公庫法（平 成十九年法律第 五十七
号。以 下「公庫法」 という。）第 十一条
に規定 する業務のほ か、認定事業 者であ
って次 の各号に掲げる 者に該当する もの
に対し 、食料の安定供給 の確保又は 農林
漁業の 持続的かつ健全な 発展に資する 長
期かつ低 利の資金であっ て認定計画に 従
って食品 等流通合理化事 業を実施するた
めに必要な ものであり、 かつ、それぞれ
当該各号に 定めるもの（ 他の金融機関が
融通すること を困難とする ものに限る。
）のうち農林水 産大臣及び 財務大臣の指
定するものの貸 付けの業務を 行うことが
できる。
一 中小企業者 （公庫法第二条 第三号に
規 定する中小 企業者をいう。次 条第一
項 において同じ 。） その償還 期限が
十年 を超える資金

○ 食品等の流通 の合理化及 び取引の適正
化に関する法 律第七条第一 項の農林水産
大臣及び財務大 臣が指定する 資金（平成
三年大蔵省・農 林水産省告示第 五号）

第一 この告示に おいて、次の各号 に掲げ
る用 語の意義は、 それぞれ当該各 号に定
めると ころによる 。
一 食 品等製造業者 食品等の製 造又は
加工 の事業を行う 者をいう。
二 食 品等製造事業協 同組合等 次 に掲
げる 法人であって食品 等製造業者 を直
接又 は間接の構成員（ 以下単に「構 成
員」と いう。）とする ものをいう。
１ 事 業協同組合、事 業協同小組合及
び協同 組合連合会
２ 協業 組合、商工組 合及び商工組合
連合会
３ 消費生活 協同組合連合 会
４ 水産加工 業協同組合連合 会
三 農業協同組 合等 次に掲げ る法人で
あっ て農林漁業者 を構成員とす るもの
をい う。
１ 農業協同組合、 農業協同組合 連合
会及 び農事組合法人
２ 漁業協同組合及び 漁業協同組合 連
合会
３ 森林 組合及び森林 組合連合会
４ １か ら３までに掲 げるもののほか
、農林漁業 者又はこれ らに掲げる法
人の出資又 は拠出に係る 法人であっ
て、農林漁 業の振興を図 ることを目
的とするも の
四 食品等販売 業者 食品等 の販売の事
業を行う者を いう。
食品等販売 事業協同組合等 次に掲

五
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げる法人 で食品等販売 業者を構成員と
するもの をいう。

１ 二の１ から４までに 掲げる法人
２ 生活衛生 同業組合、生 活衛生同業
小組合及び 生活衛生同業組 合連合会
六 卸売市場開 設者等 次に 掲げる者で
あって地方公 共団体以外のも のをいう
。
１ 卸売市場 （株式会社日本政 策金融
公 庫法（平成十 九年法律第五 十七号
） 別表第一第九号 の中欄に規 定する
付 設集団売場を含 む。以下同じ 。）
を 開設する者
２ 卸売業者（卸売 市場に出荷さ れる
食品 等について、そ の出荷者から卸
売の ための販売の委 託を受け、又は
買い受 けて、当該卸 売市場において
卸売をす る業務を行 う者をいう。以
下同じ。 ）
３ 仲卸業 者（卸売市 場において卸売
を受けた食 品等を当該卸 売市場内の
店舗におい て販売する者を いう。以
下同じ。）
４ 仲卸業者 を構成員とする 事業協同
組合及び事 業協同小組合
第二 食品等の流 通の合理化及 び取引の適
正 化に関する法 律（平成三年法 律第五十
九 号）第七条第 一項の農林水産大 臣及び
財務 大臣の指定す る資金は、次の とおり
とする 。
一 食 品等製造業者 又は食品等製 造事業
協同 組合等と農林漁 業者又は農業 協同
組合 等が食品等の安定 的な取引関 係を
確立 するために必要な 資金のうち、 次
に掲げ る事項を行うの に必要なもの
１ 農林 水産物の生産 に必要な施設の
改良、造 成又は取得
２ 農林水 産物の生産 に必要な共同利
用施設の改 良、造成又は 取得
３ 農地所有 適格法人へ の出資
４ 農林漁業 に関連する事 業を行う法
人の設立の ための出資であっ て、食
品等製造業 者又は食品等製造 事業協
同組合等と農 林漁業者又は農 業協同
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組合等と が共同して 行うもの
５ 農林 漁業者又は農 業協同組合等が
行う食品等 の製造又は 加工に係る事
業用資産の 取得
６ １から５ までに掲げる 事項を行う
場合に当該 事項を効果的に 実施する
ために必要 かつ不可欠な施設 の改良
、造成又は 取得
二 食品等販売 業者又は食品等 販売事業
協 同組合等と 農林漁業者又は農 業協同
組 合等が食品等 の安定的な取引 関係を
確立 するために必 要な資金のう ち、次
に掲 げる事項を行 うのに必要な もの
１ 食品等の鮮度の 保持その他 の品質
の 管理を適確かつ効 率的に行うの に
必要 な集出荷施設、 処理加工施設、
保管 配送施設、販売 施設又は情報処
理施設 の改良、造成 又は取得
２ 品質 の優れた食品 等の販売に係る
業務に必 要な処理加工 施設、販売施
設又は情報 処理施設の 改良、造成又
は取得で１ に掲げる事項 と併せて行
うもの
三 卸売市場開 設者等が卸 売市場の機能
の高度化を図 るために必要な 資金のう
ち、次に掲げ る事項を行うの に必要な
もの
１ 品質管理 保全施設、定温輸 送車、
自 動仕分け・搬 送保管施設、 加工・
調 製施設又は包装 ・こん包施 設の改
良 、造成若しくは 取得又は特別 の費
用 の支出若しくは権 利の取得
２ 情報処理施設の 改良、造成若 しく
は取 得又は特別の費 用の支出若し く
は権 利の取得
３ 卸 売業者が他の卸 売業者から、又
は仲卸業 者が他の仲 卸業者から営業
を譲り受 けることに伴 う当該卸売業
務又は仲卸 業務に係る 施設の取得又
は特別の費 用の支出若し くは権利の
取得
４ 卸売市場 の業者間（業 者は、卸売
業者及び仲 卸業者に限る。） の資本
提携による 支配関係の構築の ための
出資
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二 農林漁 業者又はその 組織する法人（
これらの者 の出資又は拠 出に係る法人
を含む。）で あって農林水 産省令・財
務省令で定め るもの これ らの者が資
本市場から調 達することが困 難な資金

掲げる業務

２ 前項に規 定する資金の 貸付けの利率、
償還期限及び据 置期間につ いては、政令
で定める範囲内 で、公庫が定 める。
３ 第一項の規定 により公庫 が行う同項に
規定する資金の 貸付けについて の公庫法
第 十一条第一項 第六号、第十二 条第一項
、 第三十一条第 二項第一号ロ、第 四十一
条第 二号、第五十 三条、第五十八 条、第
五十九 条第一項、 第六十四条第一 項第四
号、第 七十三条第三 号及び別表第 二第九
号の規 定の適用につ いては、次の 表の上
欄に掲 げる公庫法の規 定中同表の 中欄に
掲げる 字句は、同表の 下欄に掲げる 字句
とする 。
第十一
条第一
項第六
号

掲げる業務及
び食品等の流
通の合理化及
び取引の適正
化に関する法
律（平成三年
法律第五十九
号。以下「食

食品等の 流通の合理化及 び取引の適正化
に関する法律（ 平成三年法 律第五十九号）
第七条第二項の 政令で定める 利率、償還期
限及び据置期間 の範囲は、利 率については
最高年八分五厘、 償還期限につ いては据置
期 間を含め十五年 、据置期間につ いては三
年と する。

○ 食品 等の流通の合理化 及び取引の適 正
化に関する 法律第七条第 一項第二号の農
林水産省令・ 財務省令で 定める農林漁業
者の組織する 法人を定める 省令（平成三
十年財務省・農 林水産省令 第三号）

食品等の流通の 合理化及び取引 の適正化
に 関する法律第七 条第一項第二号 の農林水
産 省令・財務省令 で定める農林漁 業者の組
織す る法人は、次 に掲げる法人とす る。
一 農 業協同組合 、農業協同組合連 合会及
び農事 組合法人
二 漁業 協同組合及 び漁業協同組合 連合会
三 森林 組合及び森林 組合連合会
四 前三 号に掲げるもの のほか、農 林漁業
者又は これらの号に掲げ る法人の出資 又
は拠出に 係る法人であっ て、農林漁業 の
振興を図 ることを目的と するもの
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同項 第五号

同項第五 号

又は別表 第二
第二号に 掲げ
る業務

掲げ る業務

この法律 、食
品等流通法

食品等 流通法
第七条 第一項
に 規定する業
務並 びに第十
一条第 一項第
五号

食品等 流通法
第七条第一 項
に規定する 業
務並びに第十
一条第一項第
五号

若しく は別表
第二第 二号に
掲げる 業務又
は食品等 流通
法第七条第 一
項に規定す る
業務

掲 げる業務及
び食 品等流通
法第 七条第一
項に規定する
業務

品等流通 法」
という。 ）第
七条第一項 に
規定する業 務

この法律

第十二
条第一
項

第五 十
八条 及
び第五
十九条
第一項
又 は別表第二
第二 号に掲げ
る業 務

第五十
三条

第三 十
一条 第
二項 第
一号 ロ
及び 第
四十 一
条第二
号

第六十
四条第
一項第
四号

若しくは別表
第二第二号に
掲 げる業務又
は食 品等流通
法第七条第一
項に規定する
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第 七十
三 条第
三号
別表 第
二第 九
号

第十 一条

同項第五号

第十一 条及び
食品等 流通法
第七条 第一項

食品等 流通法
第七条第一 項
に規定する業
務並びに第十
一条第一項第
五号

業務

又は別表第 一
第一号から第
十四号までの
下欄に 掲げる
資金の貸 付け
の業務

若しくは 別表
第一第一号 か
ら第十四号 ま
での下 欄に掲
げる資 金の貸
付けの 業務又
は食品等流 通
法第七条第 一
項に規定する
業務

（債務 の保証）
第八条 公庫は、公 庫法第十一条の 規定に
かかわ らず、認定事 業者（中小企 業者及
び海外 におけるこれに 準ずるもの として
農林水 産省令・経済産 業省令・財務 省令
で定め るものに限る。） が認定計画に 従
って海外 において食品等 流通合理化事 業
を実施す るために必要な 長期の資金の借
入れ（外国 の銀行その他 の金融機関のう
ち農林水産 省令・経済産 業省令・財務省
令で定めるも のからの借 入れに限る。）
に係る債務の 保証（債務を 負担する行為
であって債務の 保証に準ずる ものを含む
。）を行うこと ができる。
前項に規定す る債務の保証 は、公庫法
２

○ 食品等の流通 の合理化及び取引 の適正
化 に関する法律 第八条第一項の 農林水産
省令 ・経済産業省 令・財務省令で 定める
海外に おける中小 企業者に準ずる もの及
び金融 機関を定める 省令（財務省 ・農林
水産省 ・経済産業省令 第一号）

（定 義）
第一条 この省令において 「子会社」と は
、中小企 業者がその発行 済株式の総数 、
出資口数 の総数若しくは 出資価額の総額
の百分の五 十以上に相当 する数若しくは
額の株式若し くは出資を 有する事業者又
は第一号若し くは第二号に 該当し、かつ
、当該中小企 業者の役員 若しくは従業員
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の適用に ついては、公庫 法第十一条第 一
項第二号 の規定による公 庫法別表第二第
四号の下欄 に掲げる業務 とみなす。

が、そ の役員の総数の 二分の一以上 を占
める事 業者をいう。
一 当 該中小企業者が、 当該事業者の 発
行済株式の 総数、出資口 数の総数又は
出資価額の総 額の百分の四 十以上百分
の五十未満に 相当する数又 は額の株式
又は出資を有 していること。
二 当該中小企 業者が、当該 事業者の発
行済株式の総 数、出資口数の総 数又は
出 資価額の総 額の百分の二十以 上百分
の 四十未満に相 当する数又は額 の株式
又は 出資を有して おり、かつ、 その有
する 発行済株式の 数、出資口数 又は出
資価 額が他のいずれ の者の有す るもの
をも 下回っていない こと。

（海外 における中小企業 者に準ずる もの
）
第二条 食品等の流通の合 理化及び取 引の
適正化に 関する法律（以 下「法」という
。）第八条 第一項の農林 水産省令・経済
産業省令・ 財務省令で定 める海外におけ
る中小企業者 に準ずるもの は、外国の法
令に準拠して設 立された法 人その他の外
国の団体（新た に設立される ものを含む
。以下この条に おいて「外国 法人等」と
いう。）であっ て、中小企業者 がその経
営 を実質的に支 配していると認 められる
も のとして次の 各号のいずれかに 該当す
るも のとする。
一 当 該中小企業 者が、その発行 済株式
若し くは持分又はこ れらに類似 するも
の（ 以下この条にお いて「株式等 」と
いう 。）の総数又は総 額の百分の 五十
以上 に相当する数又は 額の株式等を 有
する外 国法人等
二 次の イ又はロに該当 し、かつ、当 該
中小企業 者の役員又は 従業員が、その
役員その他 これに相当 する者（以下こ
の条におい て「役員等」 という。）の
総数の二分の 一以上を占 める外国法人
等
イ 当該中小 企業者が、当該 外国法人
等の株式等 の総数又は総額の 百分の
四十以上百分 の五十未満に相 当する
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数又は額 の株式等を 有していること
。
ロ 当該中 小企業者が 、当該外国法人
等の株式等 の総数又は総 額の百分の
二十以上百 分の四十未満に 相当する
数又は額の 株式等を有して おり、か
つ、その有 する株式等の数又 は額が
他のいずれ の者の有するもの をも下
回っていない こと。
三 当該中小企 業者の子会社若し くは前
二 号の外国法人 等（以下この条 におい
て「 子会社等」と いう。）又は 当該中
小企 業者及びその 子会社等が、 その株
式等 の総数又は総額 の百分の五 十以上
に相 当する数又は額 の株式等を有 する
外国 法人等
四 次 のイ又はロに該当 し、かつ、 当該
中小企 業者の子会社等 又は当該中小企
業者及び その子会社等 の役員等又は従
業員が、 その役員等の 総数の二分の一
以上を占め る外国法人 等
イ 当該中 小企業者の子 会社等又は当
該中小企業 者及びその子会 社等が、
当該外国法 人等の株式等の 総数又は
総額の百分 の四十以上百分の 五十未
満に相当す る数又は額の株式 等を有
していること 。
ロ 当該中小 企業者の子会社等 又は当
該 中小企業者及 びその子会社 等が、
当 該外国法人等の 株式等の総 数又は
総 額の百分の二十 以上百分の四 十未
満 に相当する数又は 額の株式等 を有
し ており、かつ、そ の有する株式 等
の数 又は額が他のい ずれの者の有 す
るも のをも下回って いないこと。

（金融機 関）
第三条 法第八条第一項の 農林水産省令 ・
経済産業省 令・財務省令 で定める金融機
関は、次に 掲げるものと する。
一 銀行法（ 昭和五十六 年法律第五十九
号）第二条第 一項に規定す る銀行（外
国において支 店その他の営業 所を設置
しているもの に限る。）
外国の法令 に準拠して外国 において
二
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第 二款

株式 会社農林漁業成
長 産業化支援機 構の
行う 食品等流通合 理
化事 業支援業務

（出資 等）
第九条 株式会社農林 漁業成長産業 化支援
機構（ 以下「支援機構」 という。） は、
株式会 社農林漁業成長産 業化支援機構 法
（平成二 十四年法律第八 十三号。第十 二
条におい て「支援機構法 」という。）第
二十一条第 一項第一号か ら第十五号まで
に掲げる業 務のほか、次 に掲げる業務を
営むことがで きる。
一 支援対象認 定事業者（ 認定事業者の
うち第十一条 第一項の規定に より支援
の対象となっ たものをいう。 以下この
条において同 じ。）に対する出 資
二 支援対象食 品等流通合理化 事業支援
団 体（認定事業 者に対し資金供 給その
他の 支援を行う団 体（以下「食 品等流
通合 理化事業支援 団体」という 。）の
うち 第十一条第一項 の規定によ り支援
の対 象となったもの をいう。次号 及び
第八 号において同じ。 ）に対する 出資
三 支 援対象食品等流 通合理化事業 支援
団体に 対する基金（一 般社団法人及び
一般財団 法人に関する 法律（平成十八
年法律第 四十八号）第 百三十一条に規
定する基金 をいう。） の拠出
四 支援対 象認定事業者 に対する資金の
貸付け
五 支援対象 認定事業者が 発行する有価
証券（金融商 品取引法（昭和 二十三年
法律第二十五 号）第二条第一 項に規定
する有価証券 及び同条第二項の 規定に

銀行法第 二条第二項に 規定する銀行業
を営む者 （同法第四条 第五項に規定す
る銀行等を 除く。）
三 外国の 政府、政府機 関又は地方公共
団体が主たる 出資者となっ ている金融
機関（前号に 掲げるものを 除く。）
農林中央金 庫
株式会社商 工組合中央金 庫
四
五

（支 援機構の予算 の添付書類）
第五条 株式会社 農林漁業成長産業 化支援
機構（ 以下「支援機 構」という。 ）は、
法第九 条各号に掲げる 業務を行う 場合に
おいて 、株式会社農林 漁業成長産業 化支
援機構 法（平成二十四年 法律第八十 三号
。以下 「支援機構法」と いう。）第二 十
八条第一 項の規定により 予算を提出する
ときは、 法第九条各号に 掲げる業務に係
る経理と他 の業務に係る 経理とを区分し
て整理した書類 を添付しな ければならな
い。

（支援機構の財 務諸表の添付 書類）
第六 条 支援機構 は、法第九条各号 に掲げ
る 業務を行う場 合において、支援 機構法
第三 十条の規定に より貸借対照表 、損益
計算書 及び事業報 告書を提出する ときは
、法第 九条各号に掲 げる業務と他 の業務
の区分 ごとの収支の 状況その他参 考とな
るべき 事項を記載し た書類を添付 しなけ
ればな らない。
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より有価 証券とみなさ れる権利をいう
。以下こ の号において 同じ。）及び支
援対象認定 事業者が保 有する有価証券
の取得
六 支援対象 認定事業者に 対する金銭債
権及び支援対 象認定事業者 が保有する
金銭債権の取 得
七 支援対象認 定事業者の発 行する社債
及び資金の借 入れに係る債務の 保証
八 支援対象食 品等流通合理化事 業支援
団 体が行う認定 事業者に対する 資金供
給そ の他の支援に 関する指導、 勧告そ
の他 の措置
九 食 品等流通合理 化事業を実施 し、又
は実 施しようとする 者に対する専 門家
の派 遣
十 食 品等流通合理化事 業を実施し 、又
は実施 しようとする者 に対する助言
十一 前 各号に掲げる業 務に関連して 必
要な交渉 及び調査
十二 食品 等流通合理化 事業及び認定事
業者に対し 資金供給その 他の支援を行
う事業活動（ 次条第一項に おいて「食
品等流通合理 化事業等」と いう。）を
推進するため に必要な調査及 び情報の
提供
十三 前各号に 掲げる業務に附 帯する業
務
（食 品等流通合理 化事業等支援 基準）
第十条 農林水産 大臣は、支援機構 が食品
等流通 合理化事業等 の支援（前条 第一号
から第 七号までに掲 げる業務によ りされ
るもの に限る。以下「 食品等流通 合理化
事業等 支援」という。 ）の対象とな る認
定事業 者又は食品等流通 合理化事業支 援
団体及び 当該食品等流通 合理化事業等 支
援の内容 を決定するに当 たって従うべき
基準（以下 「食品等流通 合理化事業等支
援基準」と いう。）を定 めるものとする
。
２ 食品等流 通合理化事業 等支援基準は、
食品等の流通の 合理化を通じ た農林漁業
及び食品流通業 の成長発展並 びに一般消
費者の利益の増 進に資すること を旨とし

○ 株式会社農林 漁業成長産業化 支援機構
食品等流通合理 化事業等支援 基準（平成
三 十年農林水産 省告示第二千三百 三十六
号）

支援機 構が食品等 流通合理化事業 等支援
の対象と なる認定事業 者又は食品等 流通合
理化事業 支援団体及び 当該食品等流 通合理
化事業等 支援の内容を決 定するに当た って
従うべき 基準は、次のとお りとする。

１ 支援の 対象となる食品 等流通合理化 事
業が満 たすべき事項
支援機 構及び支援機 構が行う出資の
対象とな る食品等流通 合理化事業支援
団体（以下 「支援機構等 」という。）
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て定める ものとする。
３ 農林 水産大臣は、食品 等流通合理化 事
業等支援基 準を定めよう とするときは、
あらかじめ 、食品等流通 合理化事業等支
援の対象とな る活動に係る 事業を所管す
る大臣（次条第 三項及び第 四項において
「事業所管大臣 」という。） の意見を聴
くものとする。
４ 農林水産大臣 は、食品等流 通合理化事
業 等支援基準を 定めたときは、こ れを公
表 するものとす る。

は、 認定計画に従っ て行われる 食品等
流通 合理化事業の うち、次に掲 げる全
ての 事項を満たす食品 等流通合理 化事
業を 支援するものとす る。
（１） 食品等流通事業 者が新たな技 術
を活 用して、情報処 理システム及び
物流設 備を整備し、 出荷事業者や販
売事業者 等の共用に 供することによ
り、食 品等の流通の 合理化を図るも
のであるこ と。
（２）公的支 援の性格を踏 まえ、かつ
、 民間資金のみで は資金の調 達が十
分 に行われない場 合であって、 支援
機 構等の支援により 、食品等流 通分
野 において一定の事 業規模からの 拡
大が 見込まれるもの であること。
（３ ）支援機構等が出 資した資金に つ
いて、 収益性を確保 した上で、支援
決定から 一定期間内 に回収が見込ま
れるもの であること。

２ 支援機 構等が実施する 支援の内容が満
たすべき基準 等
支援機構等 は、食品等流通 合理化事
業に対する支 援の内容を決定 するに当
たって、次に 掲げる事項を満 たすもの
とする。
（ １）支援機構 等が実施する支 援の内容
が 満たすべき基 準
当該 食品等流通合 理化事業につい て、出
資後 に事業の収益 性の向上が図 られる
よう 継続的な支援を 行う観点か ら、５
年か ら７年程度の期 間にわたって 出資
と経 営支援とを一体的 に実施する こと
。
（２） 支援機構等が支援 の内容を決定 す
るに当た って構築すべ き体制
① 出資 及び経営支援 の適正な実施
ア 食品等 の流通又は 金融に関する
知識及び経 験を有する者を 確保す
るとともに、 外部の専門的 知見を
活用するなど 、支援を確実 に実施
できる体制を整 備すること。
事業年 度ごとに進捗状況 を適宜
評価することによ り、出資全体 と

イ
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しての長 期収益性の確保に 努める
こと。
② 運用の 透明性
食品等流通 合理化事業に対 する支
援を行うに 当たっては、個 人及び事
業者に関す る情報の適正な 取扱いに
留意しつつ 、保有する情報の 公開に
努めること 等により、運用の 透明性
を確保するこ と。
③ 関係施策 等との連携
食 品等流通合理化 事業に対する支
援 を行うに当たっ ては、食品 等の流
通 の合理化に関連 する他の施策 との
連 携を図るとともに 、株式会社 日本
政 策金融公庫との連 携体制の整備 を
図り 、定期的な情報 交換や協調した
出融 資等の実施に努 めるほか、その
他の関 係する金融機 関との連携を図
ること。

３ 出資手 法に関する事項
（１）直接 出資に関する 事項
支援機構は 、食品等流通合 理化事業
に対し直接出 資を行う場合 には、次に
掲げる全ての 事項を満たすも のとする
。
① 民間事業 者等からの出資が 見込ま
れ るものに対 して支援を行う こと。
② 支援機構及 び支援対象食品 等流通
合 理化事業支援団 体並びにそ の他の
官 民ファンドが認 定事業者に対 して
有 する議決権の合計 を当該認定 事業
者 の総議決権の２分 の１以下とす る
こと 。ただし、２分 の１を超える こ
とが 一時的であると 認められる場合
は、こ の限りでない 。

（２）間 接出資に関する 事項
支援機構が 食品等流通 合理化事業に
対し間接出 資を行う場合 における食品
等流通合理化 事業支援団 体の選定又は
監督について は、株式会社 農林漁業成
長産業化支援機構支援基準（平成 24
年
月 11
日農林水産省告示第 2556
号）４
12
（１）の規定 を準用する。この 場合に
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（支援決定）
第十一条 支 援機構は、食 品等流通合理化
事業等支援を行 おうとすると きは、食品
等流通合理化事 業等支援基準 に従って、
その対象となる 認定事業者又は 食品等流

おいて、 株式会社農林 漁業成長産業化
支援機構 支援基準４（ １）①イ（イ）
ただし書中 「対象事業 活動が次に掲げ
る全ての事 項を満たす場 合において当
該対象事業活 動を行う対象 事業者に対
する出資を行 うとき又は対 象事業者」
とあるのは、 「認定事業者」 と読み替
えるものとす る。

４ 出資の回収等 に関する事項
出 資の回収等を 行う場合におい て、支
援機 構及び支援対 象食品等流通合 理化事
業支援 団体は、次 に掲げる事項の 実施に
努めな ければならな い。

（１） 認定計画の確実 な実施に配慮 した
議決 権の行使
認定事 業者に対して 有する議決権を
行使する に当たっては 、認定計画が確
実に実施 されることを 旨とするととも
に、事業の 確実な実施 を通じた投資収
益の最大化 についても配 慮すること。

（２）投資収益 の最大化が 確実に見込ま
れる出資回収
出資の回収 に当たっては、経 済情勢
、認定事業者 の事業の状況その 他の事
情 を考慮して 、当該出資に係る 株式又
は 持分について 、認定事業者そ の他の
第三 者に対し、株 式公開、第三 者への
一括 売却、自社株 買い等の方法 の中か
ら、 投資収益の最大 化が確実に 見込ま
れる 方法を選択して 譲渡すること 。

（注）こ の支援基準に おける用語の うち、
食品等 の流通の合理化及 び取引の適正 化
に関する法律（平成３年法律第 59
号） に
おいて定 義が定められて いるものについ
ては、その 例による。
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通合理化 事業支援団体及 び当該食品等 流
通合理化 事業等支援の内 容を決定するも
のとする。
２ 支援機 構は、食品等流 通合理化事業等
支援をするか どうかを決定 しようとする
ときは、あらか じめ、農林 水産大臣の認
可を受けるもの とする。
３ 農林水産大臣 は、前項の 認可の申請が
あったときは、 遅滞なく、その 内容を事
業 所管大臣に通 知するものとする 。
４ 事業所管大臣 は、前項の規定 による通
知を 受けた場合に おいて、当該認 定事業
者又は 食品等流通 合理化事業支援 団体の
属する 事業分野の実 態を考慮して 必要が
あると 認めるときは 、農林水産大 臣に対
して意 見を述べること ができる。

業務

（支援 機構法の適用）
第十二条 第九条の規定に より支援機 構が
営む同条 各号に掲げる業 務についての支
援機構法第 六条第一項第 六号、第十五条
第一項第一 号及び第二号 並びに第三項、
第二十一条第 一項第十六号 、第二十四条
、第二十五条第 一項及び第 二項、第二十
六条、第二十七 条、第三十四 条、第三十
七条、第三十九 条第一項、第 二項及び第
五項、第四十条 、第四十六条、 第四十七
条 並びに第四十 八条第五号及び 第九号の
規 定の適用につ いては、次の表の 上欄に
掲げ る支援機構法 の規定中同表の 中欄に
掲げる 字句は、同 表の下欄に掲げ る字句
とし、 支援機構法第 十五条第二項 の規定
は、適 用しない。
第六条
第一項
第六号

業務及び食品
等の流通の合
理化及び取引
の適正化に 関
する法律（ 平
成三年法律第
五十九号。以
下「食品等流
通法」という
。）第九条各
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第十五
条第一
項第一
号
第 十五
条 第一
項第 二
号

第 二十一条第
一項 第八号

第二十一条第
一 項第八号及
び 食品等流通
法第 九条第八
号

号に掲げ る業
務

内容

内容並 びに食
品等流 通合理
化事業 等支援
（食品 等流通
法第十 条第一
項に規 定する
食品等 流通合
理化事 業等支
援をい う。以
下この号 及び
第二十七 条に
おいて同じ 。
）の対象と な
る認定事業者
（食品等流通
法第六条第一
項に規定する
認定事業者を
い う。第二十
四 条第一項第
二号 及び第四
十条に おいて
同じ。 ）又は
食品等 流通合
理化事 業支援
団体（ 食品等
流通法 第九条
第二号に 規定
する食品 等流
通合理化事 業
支援団体を い
う。第四十条
において同じ
。）及び当該
食品等流通合
理化事業等支
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第十五
条第三
項

第二十
一条第
一項第
十六号
第 二十
四条 第
一項
第二 十
四条 第
一項第
一号

前条第 一項

前各 号

支 援対象事業
活 動支援団体

前条第 一項又
は食品 等流通
法第十 一条第
一項

前 各号及び食
品等 流通法第
九条 各号

支援対象事業
活動支援団体
並 びに食品等
流通法第九条
第一号に規定
する支援対象
認定事業者（
以 下「支援対
象 認定事業者
」と いう。）
及び同 条第二
号に規 定する
支援対 象食品
等流通 合理化
事業支 援団体
（以下 「支援
対象食品 等流
通合理化 事業
支援団体」 と
いう。）

援の内容

とき

とき又は 支援
対象認定事 業
者が食品等流
通合理化事業
（食品等 流通
法第四条第 二
項第一号に 規
定する食品等
流通合理化事
業をいう。第
二十七条及び
第四十条にお
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第二十
四条第
一項第
二号

いて同じ 。）
を行わな いと
き
とき

と き又は支援
対 象食品等流
通合 理化事業
支援 団体が認
定事業者に対
し 資金供給そ
の 他の支援を
行わ ないとき

支援 対象事業
活動 支援団体

又は支援対 象
事業活動支 援
団体

第二十
六条

寄与する事業

支援 対象事業
活動支 援団体
並 びに支援対
象 認定事業者
及び 支援対象
食品等 流通合
理化事 業支援
団体
寄与する 事業
及び食品等 流
通合理 化事業
等支援そ の他
の食品等 流通
合理化事業 の
円滑かつ確 実
な実施に寄与
する事業
この 法律又は
食品 等流通法

若しく は支援
対象事業 活動
支援団体又 は
支援対象認 定
事業者若しく
は支援対象食
品等流通合理
化事業支援団
体

第二 十
七条

この 法律

第二 十
四条 第
一項 第
三号 及
び第二
項並び
に第二
十五条
第一項
及び第
二項

第三十
四条
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第三十
九条第
一項
この法 律

この 法律

業務

この法 律又は
食品等 流通法

この 法律又は
食品 等流通法

業務及び食品
等流通法第九
条各号に掲 げ
る業務

第三十
七条

第 三十
九条
第二 項
支援 対象事業
活動 支援団体

支援対象事業
活 動支援団体

、対 象事業活
動

第四十
六条

第三 十九条第
二項

第三十九条第
一項

対象 事業活動
支援 団体

第四十
七条

第四十
条

第三十
九条第
五項

支援 対象事業
活動 支援団体
若しく は支援
対象食 品等流
通合理 化事業
支援団体
支援対象事業
活動支援団体
又は支援対象
食品等流通合
理化事業支援
団体
、対 象事業活
動及び 食品等
流 通合理化事
業
対 象事業活動
支 援団体並び
に認定 事業者
及び食 品等流
通合理 化事業
支援団 体
食品等流通法
第十二条の規
定により 読み
替えて適用 す
る第三十九 条
第一項
食 品等流通法
第十 二条の規
定により読み
替えて適用す

- 28 -

第四十
八条第
五号

第三 十四条第
二項

第 二十五条第
一項

雑則

第四十
八 条第
九号

第三款

る第三十 九条
第二項
食品等流通法
第十二条の規
定 により読み
替えて適用す
る第二十五条
第一項
食品等 流通法
第十二 条の規
定によ り読み
替え て適用す
る第三 十四条
第二項

（資金の 確保）
第十三条 国は、認定計画 に従って行わ れ
る食品等流 通合理化事業 に必要な資金の
確保に努め るものとする 。
（指導及び助言 ）
第十四条 国は 、認定事業者 に対し、食品
等流通合理化事 業の円滑な実 施に必要な
指導及び助言を 行うものとする 。

食品等流通合 理化促進
機構

（ 報告）
第十 五条 農林水 産大臣は、認定事 業者に
対し、 食品等流通 合理化事業の実 施状況
につい て報告を求め ることができ る。
第四節

（指定）
第十六条 農林水産大臣は 、食品等の流 通
の合理化を 促進すること を目的とする一
般社団法人又 は一般財団 法人であって、
次条各号に掲 げる業務を適 正かつ確実に
行うことができ ると認められ るものを、
その申出により 、食品等流通 合理化促進
機構（以下「促 進機構」という 。）とし

（ 実施状況の報告 ）
第四条 認定事業 者は、認定計 画の実施時
期 の各事業年度 における食品等流 通合理
化事 業の実施状 況について、当該 事業年
度終了 後九十日以内 に、別記様式 第三号
により 、農林水産大臣 に報告しな ければ
ならない。

（食品 等流通合理化促進 機構の指定 の申
請）
第七条 法 第十六条第一項 の規定により 指
定を受け ようとする法人 は、次に掲げる
事項を記載 した申請書を 農林水産大臣に
提出しなけれ ばならない 。
一 名称及び 住所並びに代 表者の氏名
二 事務所の所 在地
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て指定す ることができる 。
２ 農林 水産大臣は、前項 の規定による 指
定（第二十 五条において 「指定」という
。）をした ときは、当該 促進機構の名称
、住所及び事 務所の所在地 を官報で公示
するものとする 。

３ 促進 機構は、その 名称、住所又 は事務
所の所 在地を変更しよう とするとき は、
あらか じめ、その旨を農 林水産大臣に 届
け出なけ ればならない。
４ 農林 水産大臣は、前項 の規定による 届
出があった ときは、その 旨を官報で公示
するものと する。
（業務）
第十七条 促進 機構は、次に 掲げる業務を
行うものとする 。
一 認定計画に 係る食品等流通 合理化事
業 （次号にお いて「認定食品等 流通合
理 化事業」とい う。）に必要な 資金の
借入 れに係る債務 を保証するこ と。
二 認 定食品等流 通合理化事業を 実施す
る者 に対し、必要な 資金のあっ せんを
行う こと。
三 食 品等の流通に関 する情報の 収集、
調査 及び研究を行い、 並びにその成 果
を普及 すること。
四 食品 等の流通の合理 化を促進する た
めに必要 とされる事項 について、照会
及び相談に 応ずること その他の援助を
行うこと。
前各号に 掲げる業務 に附帯する業務
を行うこと。
五

（業務の委託）
第十八条 促進機 構は、農林水 産大臣の認

２ 前項 の申請書には、 次に掲げる 書類を
添付し なければならない 。
一 定款
二 登記事 項証明書
三 役員の 氏名、住所及 び略歴を記載し
た書面
四 指定の申請 に関する意思 の決定を証
する書面
五 法第十七条 各号に掲げる業務 の実施
に 関する基本的 な計画
六 法第十七条各 号に掲げる業務 を適正
かつ 確実に実施で きることを証 する書
面

（名 称等の変更 の届出）
第八条 法第十六条第 三項の規定に よる届
出をし ようとする同条 第一項に規 定する
食品等 流通合理化促進 機構（以下「 促進
機構」 という。）は、 次の事項を 記載し
た書面 を農林水産大臣に 提出しなけれ ば
ならない 。
一 変更後の 名称若しくは 住所又は事務
所の所在 地
変更し ようとする日
変更の理 由
二
三

（促進機構の 業務の一部委 託の認可の申
請）
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可を受け て、前条第一号 に掲げる業務 （
債務の保 証の決定を除く 。）の一部を金
融機関に委 託することが できる。
２ 金融機 関は、他の法律 の規定にかかわ
らず、前項の 規定による委 託を受け、当
該業務を行うこ とができる 。

第九条 促進機構は、法 第十八条第一 項の
規定に より業務の一部を 委託しよう とす
るとき は、次に掲げる事 項を記載した 委
託認可 申請書を農林水産 大臣に提出し な
ければなら ない。
一 委託を 必要とする理 由
二 委託しよう とする法人の 名称及び住
所並びに代 表者の氏名
三 委託しよ うとする法 人の事務所の所
在地
四 委託しよう とする業務内容 及び範囲
五 委託の期間
２ 前項の委託認 可申請書には、次 に掲げ
る書類 を添付しな ければならない。
一 委託しようと する法人の定款
二 委 託しようと する法人の登記 事項証
明書
平
( 一七農水令 一八・一部改 正 )

（業務規程の認 可）
第十九条 促進機 構は、第十七 条第一号に
掲 げる業務（以 下「債務保証業務 」とい
う 。）を行うと きは、債務保証業 務の開
始前 に、債務保証 業務の実施に関 する規
程（以 下「業務規 程」という。） を作成
し、農 林水産大臣の 認可を受けな ければ
ならな い。これを変 更しようとす るとき
も、同 様とする。
２ 農林 水産大臣は、前 項の認可を した業
務規程 が債務保証業務の 適正かつ確実 な
実施上不 適当となったと 認めるときは 、
その業務 規程を変更すべ きことを命ずる
ことができ る。
業務規 程に記載すべき 事項は、農林水
産省令で定め る。
３

（事業計画 等の認可の申請 ）
第十一条 促進機構は、法 第二十条第一項
前段の規定に よる認可を 受けようとする
ときは、毎事 業年度開始前 に（指定を受
けた日の属する 事業年度に あっては、そ

十

（業務 規程の記載事項）
第十条 法 第十九条第三項 の業務規程に記
載すべき事項は 、次のとお りとする。
一 被保証人の 資格
二 保証の範囲
三 保証の金額 の合計額の最高 限度
四 一被保証人 についての保証 の金額の
最 高限度
五 保証に係る資 金の種類及びそ の融資
期間 の最高限度
六 保 証契約の締結 及び変更に関 する事
項
七 保 証料に関する事 項その他被 保証人
の守 るべき条件に関す る事項
八 保 証債務の弁済に関 する事項
九 求償 権の行使方法及 び消却に関す る
事項
業務の 委託に関する 事項

（事業計画等 ）
第二十条 促 進機構は、毎 事業年度、農林
水産省令で定め るところによ り、事業計
画及び収支予算 を作成し、農 林水産大臣
の認可を受けな ければならない 。これを
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変更しよ うとするときも 、同様とする 。

の指定 を受けた後遅滞 なく）、申請 書に
次に掲げ る書類を添え、 農林水産大臣に
提出しなけ ればならない 。
一 事業計 画書
二 収支予算 書
三 前事業年度 の予定貸借 対照表
四 当該事業年 度の予定貸借 対照表
五 前二号に掲 げるもののほ か、収支予
算書の参考と なる書類
２ 前項第一号の 事業計画書には 、法第十
七 条各号に掲げ る業務の実施に関 する計
画そ の他必要な事 項を記載しなけ ればな
らない 。
３ 第 一項第二号の 収支予算書は、 収入に
あっては その性質、 支出にあっては その目
的に従っ て区分するも のとする。

２ 促進機構は、 農林水産省令で定 めると
ころに より、毎事 業年度終了後、 事業報
告書、 貸借対照表、 収支決算書及 び財産
目録を 作成し、農林 水産大臣に提 出し、
その承 認を受けなけれ ばならない 。

（事業報告書等 の承認の申請 ）
第十 三条 促進機 構は、法第二十条 第二項
の規 定による承 認を受けようとす るとき
は、 毎事業年度終 了後三月以内に 、事業
報告書 、貸借対照 表、収支決算書 及び財
産目録 を提出して申請 しなければな らな
い。

（事業 計画等の変更の認 可の申請）
第十二条 促進機構は、法 第二十条第 一項
後段の規 定により事業計 画又は収支予算
の変更の認 可を受けよう とするときは、
変更しよう とする事項及 びその理由を記
載した申請書 を農林水産大 臣に提出しな
ければならない 。この場合 において、収
支予算書の変更 が前条第一項 第四号又は
第五号に掲げる 書類の変更を 伴うときは
、当該変更後の 書類を添付しな ければな
ら ない。

（区分経 理）
第二十一条 促進機構は、 債務保証業務 を
行う場合に は、債務保証 業務に係る経理
とその他の業 務に係る経 理とを区分して
整理しなけれ ばならない。

（経理 原則）
第十四条 促進機構は、 法第十七条第 一号
に掲げる 業務（以下「債 務保証業務」 と
いう。） の財政状態及び 経営成績を明ら
かにするた め、財産の増 減及び異動並び
に収益及び費用 をその発生の 事実に基づ
いて経理しなけ ればならない 。
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（農林水産省令 への委任）
第 二十二条 前二 条に定めるも ののほか、
促 進機構が債務 保証業務を行う場 合にお
ける 促進機構の財 務及び会計に関 し必要
な事項 は、農林水 産省令で定める 。
（報告 及び検査）
第二十三 条 農林水産 大臣は、第十 七条各
号に掲 げる業務の適正 な運営を確保 する
ために 必要な限度におい て、促進機構 に
対し、当 該業務若しくは 資産の状況に 関
し必要な 報告をさせ、又 は当該職員に、
促進機構の 事務所に立ち 入り、業務の状
況若しくは 帳簿、書類そ の他の物件を検
査させること ができる。
２ 前項の規 定により立入 検査をする当該
職員は、その身 分を示す証明 書を携帯し
、関係者に提示 しなければな らない。
第一項の規定 による立入検 査の権限は
３

（区分経 理の方法）
第十五条 促進機構は、債 務保証業務に 係
る経理につ いて特別の勘 定（次項におい
て「債務保 証業務特別勘 定」という。）
を設け、債務 保証業務以外 の業務に係る
経理と区分して 整理しなけ ればならない
。
２ 債務保証業務 特別勘定に おいては、債
務保証業務に関 する資産、負債 、資本、
費 用及び収益に 関する経理を整理 しなけ
れ ばならない。

（会計 規程）
第十六 条 促進機構 は、その財務及 び会計
に関し 、法及びこの 省令で定める ものの
ほか、 会計規程を定め なければなら ない
。
２ 促進 機構は、前項の 会計規程を定 めよ
うとする ときは、その基 本的事項につ い
て農林水 産大臣の承認を 受けなければな
らない。こ れを変更しよ うとするときも
同様とする 。
３ 促進機構 は、第一項の 会計規程を制定
し、又は変更し たときは、 その理由及び
内容を明らかに して、遅滞な く農林水産
大臣に提出しな ければならな い。
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、犯罪捜 査のために認め られたものと 解
釈しては ならない。
（改善命令 ）
第二十四条 農林水産大臣 は、第十七条各
号に掲げる業務 の運営に関 し改善が必要
であると認める ときは、促進 機構に対し
、その改善に必 要な措置をと るべきこと
を命ずることが できる。
（ 指定の取消し ）
第二 十五条 農林 水産大臣は、促進 機構が
次の各 号のいずれ かに該当すると きは、
指定を 取り消すこと ができる。
一 第 十七条各号に 掲げる業務を 適正か
つ確 実に実施すること ができないと 認
めら れるとき。
二 不 正の手段により指 定を受けたこ と
が判明し たとき。
三 この 節の規定又は当 該規定に基づく
命令若しく は処分に違 反したとき。
四 第十九 条第一項の規 定により認可を
受けた業務規 程によらない で債務保証
業務を行った とき。
２ 農林水産大 臣は、前項の 規定により指
定を取り消した ときは、その 旨を官報で
公示するものと する。

食品 等の取引の適 正化の
ための措置

（ 協議）
第二 十六条 農林 水産大臣は、次の 場合に
は、あ らかじめ、 財務大臣に協議 するも
のとす る。
一 第 十八条第一項 、第十九条第 一項又
は第 二十条第一項の認 可をしよう とす
ると き。
二 第 二十条第二項の承 認をしようと す
るとき。
第二 十二条の農林水 産省令を定めよ
うとすると き。
三

第三章

（食品等流通調 査）
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第二十七 条 農林水産大臣 は、食品等 の取
引の適正 化のため、食品 等の取引の状況
その他食品 等の流通に関 する調査（以下
「食品等流 通調査」とい う。）を行うも
のとする。
２ 卸売市場法 （昭和四十 六年法律第三十
五号）第四条第 六項に規定す る中央卸売
市場又は同法第 十三条第六項 に規定する
地方卸売市場を 開設する者は、 農林水産
大 臣の行う食品 等流通調査に対し て協力
す るため、農林 水産省令で定める ところ
によ り、その保有 する情報であっ て食品
等の取 引の状況そ の他食品等の流 通に関
するも のを提供する よう努めるも のとす
る。
３ 農林 水産大臣は、 食品等流通調 査を行
うため 必要があると認め るときは、 関係
行政機 関及び食品等流通 事業者その他 の
関係事業 者に対し、必要 な協力を求め る
ことがで きる。
４ 関係行 政機関及び食品 等流通事業者 そ
の他の関係 事業者は、前 項の規定により
協力を求めら れたときは、 その求めに応
ずるよう努める ものとする 。
（食品等流通調 査に基づく措 置）
第二十八条 農林 水産大臣は、 食品等の取
引 の適正化のた め、食品等流通 調査の結
果 に基づき、食 品等流通事業者に 対する
指導 及び助言、食 品等の流通に関 する施
策の見 直しその他 の必要な措置を 講ずる
ものと する。
（公正 取引委員会への 通知）
第二十九 条 農林水産 大臣は、食品 等の取
引に関 し、不公正な取引 方法に該当す る
事実があ ると思料すると きは、公正取 引
委員会に 対し、その事実 を通知するもの
とする。

（中央卸 売市場又は地方 卸売市場の開設
者による情 報提供）
第十七条 卸売 市場法（昭和 四十六年法律
第三十五号）第 四条第六項 に規定する中
央卸売市場又は 同法第十三条 第六項に規
定する地方卸売 市場を開設する 者は、次
に 掲げる情報を 取得したときは 、遅滞な
く 、法第二十七 条第二項の規定に より当
該情 報を農林水 産大臣に提供する よう努
める ものとする。
一 食品等の取 引に係る不公正な 取引方
法に 関する情報
二 前 号に掲げるもの のほか、食 品等の
取引 の適正化に資す る情報
※ 卸売 市場法及び食品流 通構造改善促 進
法の一部を 改正する法律 の施行に伴う農
林水産省関 係省令の整備 に関する省令（
平成三十年農 林水産省令第 六十七号）第
三条の施行日（ 平成三十二 年六月二十一
日）に追加。
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第四章

雑則

（ 権限の委任）
第 三十条 この法 律に規定する農 林水産大
臣の 権限は、農林 水産省令で定め るとこ
ろによ り、その一 部を地方農政局 長に委
任する ことができる 。

罰則

（農林 水産省令への委 任）
第三十一 条 この法律に 定めるもの のほか
、この 法律の実施のため の手続その他 こ
の法律の 施行に関し必要 な事項は、農 林
水産省令 で定める。
第五章
第三十二条 次 の各号のい ずれかに該当す
る者は、三十万 円以下の罰金 に処する。
一 第十五条の 規定による報 告をせず、
又は虚偽の報 告をした者
二 第二十三条 第一項の規定に よる報告
を せず、若しく は虚偽の報告を し、又
は同 項の規定によ る検査を拒み 、妨げ
、若 しくは忌避し た者
第 二十四条の規 定による命令 に違反
した 者
三

第三十三 条 法人の代 表者又は法人 若しく
は人の 代理人、使用人そ の他の従業者 が
、その法 人又は人の業務 に関し前条の 違
反行為を したときは、行 為者を罰するほ
か、その法 人又は人に対 しても、同条の
刑を科する 。
第三十四条 第十一条第二 項の規定に違反
して、農林水産 大臣の認可を 受けなかっ
た場合には、そ の違反行為を した支援機
構の取締役、会 計参与若しくは その職務
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を行うべ き社員又は監査 役は、百万円 以
下の過料 に処する。
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