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加工・業務用野菜をめぐる現状
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○ 近年の生活スタイルの変化（女性の社会進出、単身世帯の増加等）により、食の外部化が進展。
○ 国内の野菜需要は、家計消費用から加工・業務用に変化しており、全体の需要の過半を加工・業務用需

要が占有。
○ 野菜の生産・流通・消費施策を検討する上で、加工・業務用需要への対応は重要な課題と位置づけ。

○食料消費の用途別支出割合

○国内の加工・業務用需要割合

資料：農林水産政策研究所
（参考）S40～60については、農林水産省「食料需給表」、

「青果物卸売市場調査報告」、総務省「家計調査」
に基づき、生産流通振興課が推計

○家計消費における購入形態の変化

資料：総務省「家計調査」

資料：総務省「家計調査」

１１ 野菜需要の変化野菜需要の変化
ⅠⅠ 加工・業務用野菜を取り巻く状況加工・業務用野菜を取り巻く状況
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○ 国内生産は、高齢化の進展や担い手の減少等を背景に、過去９年間で作付面積、生産量とも約14％減少。

○ 野菜の輸入量は、たまねぎ、ねぎ等の生鮮野菜や野菜飲料等の原料用としての、にんじん、トマト加工品
の需要拡大から、近年、増加傾向で推移し、17年は252万トンと過去最高を記録。このような中で、野菜の自
給率は、80％程度で推移。

○ 一方、19年から20年にかけて、中国の食品の安全性に関する問題の報道や、中国製冷凍ギョウザが原因

と疑われる健康被害事案等により、中国産野菜の輸入量が減少。こうした輸入食品への不信感から国産野
菜による対応の要請が高まっている。

○野菜の作付面積・生産量の推移

○野菜の輸入量、輸入額の推移

平成２年 平成12年 平成17年

12% 26% 32%
（0.5％） （２％） （２％）

○加工・業務用需要に占める輸入割合

資料：財務省「貿易統計」

資料：農林水産省「食料需給表」、「野菜生産出荷統計」、

「地域特産野菜の生産状況」

注：平成18年は概算値

資料：財務省「貿易統計」

○野菜の自給率の推移

２２ 野菜の生産・輸入の動向野菜の生産・輸入の動向

資料：農林水産省「食料需給表」
注：平成19年は概算値

資料：農林水産政策研究所

注：カ ッコは家計消費用需要に占める輸入割合

２

S60 H９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

95% 86% 83% 82% 81% 81% 83% 82% 80% 79% 79% 81%

（単位：トン、％）

輸入量
対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比

1,318,164 87 99,206 90 83, 850 78 68,524 66 94,433 81 92,581 73 101,784 81 540,378 78
生  鮮 435,418 75 28,441 79 25,796 75 22, 037 57 20,191 53 18,480 46 38,965 82 153,909 66

たまねぎ 197,888 96 13,312 99 11,496 81 8, 347 62 8,769 63 8,333 53 24,897 89 75,154 76
ねぎ 49,451 71 3,190 76 2,922 76 1, 673 52 2,021 47 2,814 64 3,031 73 15,651 65

ごぼう 45,425 99 3,467 91 2,647 65 5, 010 147 2,695 92 1,725 76 1,775 42 17,319 84

にんじん及びかぶ 39,051 52 1,412 77 1,296 74 529 18 50 1 972 14 5,068 117 9,328 43
しょうが 29,392 79 2,038 45 3,588 137 3, 009 51 2,716 55 2,081 70 1,582 54 15,013 63

加  工 882,746 96 70,765 95 58,054 80 46, 487 71 74,243 94 74,102 85 62,818 80 386,468 85
冷凍 366,470 99 29,041 101 23,692 85 12, 871 60 30,044 98 28,412 86 23,449 73 147,509 85
塩蔵 115,854 89 9,788 84 8,312 78 7, 850 63 11,013 98 11,703 93 8,335 83 57,000 83

トマト加工品 54,840 115 5,385 116 3,747 79 4, 227 118 5,243 138 5,638 78 5,476 81 29,715 97

19年計 20年1月 2月 3月 4月 5月 20年1～6月計

合    計

6月

○最近の中国からの野菜の輸入量



○ 加工用、業務用、家計消費用における野菜の基本的特性はそれぞれ異なるため、加工用、業務用
の野菜の安定供給を確保するためには、産地に実需者のニーズに対応できる生産・流通体制の整備
を図ることが必要。

○加工用・業務用・家計消費用野菜の基本的特性加工用・業務用・家計消費用野菜の基本的特性

３３ 加工・業務用・家計消費用野菜の特性加工・業務用・家計消費用野菜の特性

(注) 加工用野菜、業務用野菜は業種・業態等により多様であり、ここにまとめた加工用野菜、業務用野菜の特性は、家計消費用とは異なる基本的
特性の主な点を簡単に記したもの。

３

加工用 業務用 家計消費用

品質内容
(品種・規格等)

用途別に多様
①カット、冷凍原料用では歩留まりを
　重視 した大型規格
②加熱調理用では水分含有量が少
　ない品種
③収量を重視
④食味、固さを重視
⑤鮮度を重視

用途別に多様
①収量、大きさを重視
②安定的な収量を重視
③外食・中食等の煮物用では煮くずれ
　しない品質等を重視
④鮮度を重視

外観等をより重視
①色、形、大きさを重視
②鮮度を重視

内容量 重量を重視 重量・個数を重視 個数を重視

出荷形態
（荷姿等）

ばら詰め、無包装、通い容器輸送 ピース用容器輸送、段ボール輸送、通い
容器輸送

袋詰め、小分け包装、段ボール輸送

取扱形態 皮むき、芯抜き等の前処理やカット、
ペースト等の一次加工が行われたもの

原体（ホール）、ピース、カット、冷凍 原体（ホール）、最終包装形態としてカッ
ト

数量 定時・定量（周年安定供給）
工場の稼働を配慮した供給

定時・定量（周年安定供給）
シーズン・週間での調整あり

変動あり

仕入価格 定価（長期的安定価格；年間値決め、
シーズン値決め）

　一般的に家計消費用と比較して
　低価格

定価（中期的安定価格；シーズン値決
め、月間値決め）
市場価格に連動した価格（毎日変動）
　一般的に家計消費用と比較して
　同水準

変動あり
量販店は週間値決め
通販は月単位値決め（３ヶ月前）



○ 最近の野菜産地では、近年の資材費の高騰により、卸売市場を経由した一般的な委託販売では、再生産
を可能とする販売成果を安定的に上げることに苦慮。

○ こうした中で、生産者や生産者団体の中には、流通業者等の中間事業者を介した外食産業、食品加工製
造業と契約を締結し、安定した価格と収益の実現に努める動きが出ている。

○課題

◆実需者ニーズに対応した加工・業務用野菜の生産体制の整備が必要

・ 加工・業務用出荷規格の設定

・ 加工・業務用の栽培管理基準の設定

・ 大規模低コスト、省力化技術の確立 等

４４ 野菜産地が加工・業務用野菜の生産に取り組むメリット等野菜産地が加工・業務用野菜の生産に取り組むメリット等

販売数量、販売価格が予め

決まっていることから収入
が予測可能

通い容器等による流通経費

の削減や、規格の簡素化に
より出荷数量が拡大

規格の簡素化による選別や
出荷作業の軽減

農業経営の安定 コストダウンが可能 規模拡大が可能

○産地が加工・業務用需要に取り組むメリット

４



○ 冷凍加工施設を有するA農協では、
・キャベツは、株間を45㎝程度取り、平均２kg/玉で収穫し、
・ほうれんそうは、株間を15㎝程度取り、40～45㎝まで成長させ、根本５㎝程度を残して刈り取り、

商品化率の向上による単収の拡大や規格簡素化による選別・調整作業の省力化を図り、組合員の収益性
の向上を図っている。

・株間を広く取り、大型生産が基本
・一定規格以上の大きさであればよいため、等級
分けが不要

○機械化体系の確立

５

（参考）加工・業務用野菜への取組事例（参考）加工・業務用野菜への取組事例

○主な用途別ニーズ

（例：キャベツ） （例：ほうれんそう）

○生育が均等化され、一斉収
穫が可能

○規格の簡素化による選別・
荷造り作業の省力化

○商品化率の向上

○産地での廃棄率の低減

単 収 調整作業量
/１人当たり

キャベツ
約７ｔ

（家計消費用の約1.4倍）

約190kg/１時間
（家計消費用の約1．5倍）

ほうれんそう ２～２．５ｔ
（家計消費用の約２倍）

200～210kg/1日
（家計消費用の約４倍）

用　　　　　途

カ ッ ト 用

加 熱 調 理 用

(炒め物 、ロール キャベツ 、ギョ ウザ等）

サラダ、

サンドイッチ用　等
・春系、寒玉系　等

（ 家 計 消 費 用 ）
・形状・玉揃いの良さ
・春系、寒玉系、グリーンボー
 ル　等

８玉/10kg箱が基本

求められる品質・規格等

・寒玉系品種が基本
　（ 時 期によっ ては春 系との 中 間種 も使 用）

・葉質が硬く、水分含有率が低
 いもの 等

大玉（10kg詰めの場合、６玉程

度）が基本

用　　　　　途

サ ラ ダ 用 えぐみが少ないもの サラダほうれんそう等

加 熱 調 理 用

（ 家 計 消 費 用 ） 250ｇ程度の結束、袋詰め 25㎝程度

葉が大きく葉肉が厚いもの（茎
の長さではない）、濃緑色　等

40㎝程度の大型規格

求められる品質・規格等

冷 凍 原 料 用



契約の遵守契約の遵守 納入義務に伴う納入義務に伴う
リスク負担リスク負担

・出荷規格の大型化
・選別、荷造作業の
省力化

・産地間リレーにより、周年供給
が可能
・冷蔵倉庫での短期貯蔵により、
定時・定量に供給が可能

○経営の安定

○規模拡大が可
能

Ｂ 社
外 食Ａ 社

○安定供給

○流通コストの低減

北海道（夏：7月下旬～10月）

愛知県（冬：2月～5月中旬）

（春：5月中旬～7月下旬、秋：11月～１月）

国産野菜の国産野菜の
継続利用継続利用

・生産者の工場
見学を積極的
に受入

・規格の簡素化
の推進

○生産者の調
整作業の省

力化に寄与

農 協

生産者の調整生産者の調整

・不作を想定した多
めの作付指導
・生育状況の把握と
提供
・生産者間の出荷
量の調整や不作
時の小玉出荷の
指導

○安定供給

生 産 者

→ 後継者の確保

負担負担負担

効果効果効果

・不作時に市場調達をすること
により、リスクを負担

・産地間リレーに必要となる通い
コンテナの調達

（参考）中間事業者を介した契約の締結（参考）中間事業者を介した契約の締結

６

〈中間事業者〉

○ Ａ社は複数の農協と契約し、産地間リレーを行うことにより、外食業者のＢ社に対して通年で安定
的に野菜の供給を行っている。農協は、Ａ社の指導に基づき、生産者の指導や出荷調整を行っている。

○ Ａ社は冷蔵倉庫での短期貯蔵を行うことで、Ｂ社からの発注に対し即応できる体制となっている。
このほか、Ｂ社と生産者の間のコミュニケーションを円滑化することで、生産者の実需ニーズの理

解醸成、生産現場の実情に対応したＢ社の製品規格の簡素化などを実現している。



○ 加工・業務用野菜の安定供給に向けて、食品加工製造業者から、「今後、産地側等が行うべき事項」に
ついて意見を聴取したところ、①産地と食品加工製造業者をつなぐ「中間事業者」の育成・確保、②産地・
生産者側の意識を改革した上での産地体制の整備が必要とされている。

加工・業務用野菜の安定供給に向けた食品加工製造業者からの意見

５５ 食品加工製造業者から産地への意見（加工・業務用野菜の安定供給への課題）食品加工製造業者から産地への意見（加工・業務用野菜の安定供給への課題）

２ 産地・生産者側の意識を改革した上での産地体制の整備

① 「加工用はすそ物対策」という意識からの脱却
「加工用はすそ物対策」からの脱却、「産地間競争」から「産地間連携」への移行

が必要。

② 定時・定量・定品質・定価格（「４定」）のほか、多様なニーズへの対応
食品加工製造企業の多様なニーズに対応できる生産・流通経路を確保すること

が必要。（多様なニーズ：「４定」、規格・栽培管理基準の設定、コールドチェーンの
構築、産地での調整保管 等）

③ 安全の確保の対応
品質・安全管理の水準が高位となっている輸入品に対抗できる生産管理水準を

確保することが必要。

④ 一次加工の高度化、近代化の推進

一次加工品の精度の向上や衛生的な流通加工施設の整備が必要。

⑤ 生産・流通体制の一層の整備

生産では、大規模・低コスト・省力化、流通では産地内の流通施設整備や共同利
用による効率的輸送の実現が必要。

７

産地A

産地C

産地B

A社

C社

B社中間事業者

リスクと負担の分散

産地 食品製造企業等

×

１ 産地と食品加工製造業をつなぐ「中間事業者」の育成・確保
食品加工業のニーズを的確に把握し、それを産地につなげられる機能を有

した者を新ビジネスとして創出することが必要。
このような者を活用して、安定的な供給経路を確保することが必要。

消 費 者



×
○食品産業がいつまで取引してくれるか
○食品産業が契約不履行しないか

○低コストで生産・出荷できるか

○市場出荷と異なる規格に対応できるか

○食品産業がいつまで取引してくれるか
○食品産業が契約不履行しないか

○低コストで生産・出荷できるか

○市場出荷と異なる規格に対応できるか

○産地がいつまで供給してくれるか
○野菜の周年で安定的な確保ができるか
○産地が契約不履行しないか
○製品単価に見合った原料を確保できるか
○必要な規格・荷姿・ロットで確保できるか

○産地がいつまで供給してくれるか
○野菜の周年で安定的な確保ができるか
○産地が契約不履行しないか
○製品単価に見合った原料を確保できるか
○必要な規格・荷姿・ロットで確保できるか

食品企業

工場（製造ライン）の整備
安定的な取引関係の確立

物流コストの低減

産 地

供給体制の整備

◆ 産地側の不安 ◆ 食品企業の不安

・低コスト生産体系の確立
・予冷施設の設置

・大型コンテナの導入
・規格・荷姿等の調整

・低温貯蔵施設の設置
・冷凍施設の導入

信 頼 確 保

８

○ 加工・業務用野菜の安定供給を図るためには、産地・生産者側と食品加工製造業者の両者が抱える不
安を払拭する必要がある。

○ 不安を払拭し、信頼関係を構築するための施策を講じることが必要ではないか。

６ 食品加工製造業者の意見から見えるそれぞれの不安

産地と食品企業の一体的な

取組全体を支援



Ⅱ 加工・業務用野菜の生産流通に関する施策の検討

１ 現在までの施策の推進

年 代 内 容 国内生産
量（千ﾄﾝ）

輸入量

（千ﾄﾝ）

野菜の

自給率

昭和40年代 ・昭和36年：農業基本法制定。需要増に対応した選択的拡大の推進に基づいて、
野菜生産を推進。

消費者、物価対策としての野菜政策の推進

・昭和30年代後半から、物価安定対策が重要施策と位置づけられる。

・昭和41年：野菜生産出荷安定法制定。野菜指定産地制度、野菜価格安定制度
の創設。

一定の産地から都市消費者への安定供給を推進 → 主要産地は、都市近郊
産地、地場産地しかなく、大規模野菜産地は少ない。

Ｓ４０

１３，４８３

Ｓ４０

３０

Ｓ４０

１００％

昭和50年代

60年代

大量生産、大量流通、大量消費に対応した野菜施策の推進

・保冷貯蔵車、予冷施設といった鮮度保持輸送技術が確立。→遠距離輸送が可
能、野菜産地の外延化が可能。

・高速道路等の輸送体系の整備が、野菜産地の外延化に拍車。

遠距離の大規模野菜産地から都市消費者への安定供給を推進

→都市近郊産地、地場産地から大規模野菜産地への移行。

・米の生産調整の強化等により新たな大規模野菜産地の形成。

生鮮野菜の高付加価値化のための施策の推進

→高精度選別ライン、集出荷施設、予冷貯蔵施設の整備の推進。

・生鮮野菜の産地間競争の激化

輸入品は、国産野菜の端境期、不足時の対応として輸入。徐々に定着

→輸送技術の高度化により海外からの輸送も可能。

・原料野菜対策は、漬物用を中心に施設整備を展開。

加工用野菜は、「すそ物」として、十分対応可能な状況

Ｓ５０

１５，８８０

Ｓ６０

１６，６０７

Ｓ５０

２１０

Ｓ６０

６０７

Ｓ５０

９９％

Ｓ６０

９５％

９



年 代 内 容 国内生産
量（千ﾄﾝ）

輸入量

（千ﾄﾝ）

野菜の

自給率

平成元年

以降

外食産業の台頭。「食の外部化」の一層の加速化

→漬物以外の原材料としての需要が増大。

・７年頃から、中国野菜を中心に輸入量が増加。→17年で252万トンで過去最高。

・11年：食料・農業・農村基本法制定。 →自給率の目標設定。

輸入野菜に対抗する施策を産地に対して重点施策として推進

・14年：ねぎで暫定セーフガード措置を発動。

・14年～：中国野菜に対抗するため、量販店等の契約取引の野菜（加工・業務用
含む）の生産流通が図られるよう、生産者のリスク回避のための「契約野菜安定

供給事業」を創設。

・14年～：産地に対して、生産流通の構造改革のための計画を策定。当該計画に
則して、産地整備を推進。

食料・農業・農村基本計画に則して、米・麦・大豆を対象とする担い手の経営の
安定に資する対策（水田・畑作経営所得安定対策）が開始。

野菜価格安定制度にあっても消費者対策のほかに担い手対策の考えも導入

・17年：野菜価格安定制度の大規模生産者の面積要件を緩和。

・19年：野菜価格安定制度にあって、担い手の育成・確保状況に応じて産地を区分
し、担い手育成のインセンティブを付与（補填割合等に差をつける等）

・19年～：国産野菜の加工・業務用のモデル産地（９地区）を育成（20年は24地区

目標） →生産実証、加工施設の導入、実需者との交流。

・20年：いわゆる中国産ギョウザ事件等により、加工・業務用の国産野菜のニーズ
が高まる。

「２１世紀新農政２００８」では、国内における食料供給力の強化を提示

国産野菜による加工・業務用の安定供給が野菜施策の重要課題と位置付け

Ｈ１

１６，２５８

Ｈ５

１４，８５０

Ｈ１０

１３，７００

Ｈ１７

１２，４９２

Ｈ１８

１２，３６３

Ｈ１

９４１

Ｈ５

１，３０２

Ｈ１０

１，９５７

Ｈ１７

２，５２２

Ｈ１８

２，３８７

Ｈ１

９１％

Ｈ５

８９％

Ｈ１０

８３％

Ｈ１７

７９％

Ｈ１８

７９％

１０

●高付加価値化の推進による農業経営の安定を図る観点から、産地育成をしてきたところ。

●輸入野菜の急増対策にあっては、産地育成を重点的に支援。

●重点的対策を図る分野は、産地だけではない、他の分野が存在するのではないか。



○ 加工・業務用需要における輸入野菜を国産野菜に置き換えるには、輸入要因とそれに対応する施策を講じ
ていくことが必要。

○ 19年度、20年度は、国産野菜のモデル産地を形成し、加工・業務用需要の国産野菜のシェア奪還を推進中。

２２ 加工・業務用野菜の産地育成加工・業務用野菜の産地育成

生鮮野菜 94万ｔ

加 工 品 145万ｔ

○主産地の切り替わり時期等に供給が不安定

となることから輸入品が利用されている
品目

たまねぎ（府県産）、ｷｬﾍﾞﾂ、にんじん、ﾚﾀｽ

○需要があるにもかかわらず、国内産地の対
応が不十分なことから輸入品の利用が多い

品目
ジャンボピーマン（パプリカ）等

○むきなど実需者ニーズに応じた供給がされ
ていない品目

さといも、ごぼう、かぼちゃ、(むき)たまねぎ

○ジュース用、ピューレペースト、冷凍食品など
調製品として輸入されている品目

にんじん、えだまめ、しょうが、かぼちゃ

○ジュース用、ピューレペースト、冷凍食品など
調製品として輸入されている品目

にんじん、えだまめ、しょうが、かぼちゃ

○生鮮（家計）用を含め今後とも
シェア奪回を進める品目
・低コスト化などの推進

○生鮮（家計）用を含め今後とも
シェア奪回を進める品目
・低コスト化などの推進

○すぐに競争することが難しい
品目（ジュース用にんじん等）

・低コスト化に向けた技術開発
などを実施

○すぐに競争することが難しい
品目（ジュース用にんじん等）

・低コスト化に向けた技術開発
などを実施

○生鮮品（家計用）でも競合している品目
・低コスト、高品質化によりシェア奪還中の品目

ブロッコリー、ねぎ、アスパラガス

・輸入品とのすみ分けがついている品目
しょうが、にんにく

○現在のすみ分けを維持
○現在のすみ分けを維持

○加工・業務用でシェア奪回
を図る品目

・１９年度にモデル産地（９地
区）を形成し、シェア奪回を

推進

輸入野菜 239万ｔ(H18)

・２０年度にモデル産地（24地
区）を形成し、シェア奪回を
推進

・消費者の国産志向に対応して
シェアを確保（冷凍ﾎｳﾚﾝｿｳ）

・生協用などの特定需要への対応
（国産野菜ジュース）

主な生鮮輸入品目 数量（トン）

たまねぎ 291,072 

にんじん等 104,115 

かぼちゃ 103,273 

ねぎ 71,816 

ごぼう 62,579 

ブロッコリー 50,062 

しょうが 34,973 

キャベツ等 34,805 

にんにく 26,217 

さといも 24,564 

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾋﾟｰﾏﾝ 22,803 

アスパラガス 14,976 

資料：財務省「貿易統計」
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①① 加工・業務用野菜における対応戦略（１９年度、２０年度）加工・業務用野菜における対応戦略（１９年度、２０年度）



○ 加工・業務用モデル産地等への重点的かつ集中的な支援を実施。
○ 加工・業務用に求められるポイントをまとめた「品目別・用途別ガイドライン」を作成・配布。
○ 産地と実需者の相互理解促進のため、「加工・業務用野菜産地と実需者との交流会」を開催。
○ 産地と実需者及び流通業者の連携による安定供給への取組の中で、特に優れているものを表彰（国産野

菜の生産・利用拡大優良事業者表彰制度）。

②② モデル産地等への重点的かつ集中的な支援モデル産地等への重点的かつ集中的な支援（（1919年度、年度、2020年度）年度）

これまでの取組 １９年度の取組

○加工・業務用に求められるポイン
トをまとめた「品目別・用途別ガ
イドライン」の作成、配布。

○野菜産地と実需者の交流会等のイ
ベント開催。

○加工・業務用に対応した一次加工
施設、集出荷貯蔵施設等の整備を
支援。

全国的な推進 ※ モデル産地等への重点的かつ集中的な支援

○加工・業務用モデル産地の形成
・加工・業務用需要向けの生産実証
・一次処理・加工施設の導入
・実需者とのﾏｯﾁﾝｸﾞ、人材育成
・低ｺｽﾄ化の実証

○生産拡大に取り組む産地への
重点的な支援

・取組状況の点検・分析
・実需者とのﾏｯﾁﾝｸﾞ、人材育成等の
支援・指導の重点実施

○モデル産地の倍増
（９→２４地区）
○加工・業務用対応産地
の事業への優先配分に
よる支援

（強い農業づくり交付金、
食料産業ｸﾗｽﾀｰ展開事業
等）

○食品産業と産地の連携強化
・表彰制度の創設
・食品業界ﾆｰｽﾞの取りまとめ
情報提供 等

全国
重点支援
モデル産地

全国
重点支援
モデル産地

（産地強化計画で加工・
業務用需要に取り組む
計画を有する産地）

（産地強化計画で加工・
業務用需要に取り組む
計画を有する産地）

野菜産地

支
援
の
重
点
化
・
集
中
化

２０年度の取組

○重点的な支援のイメージ

○加工・業務用野菜産地と実需者との交流会

（第１回） ７月 ６日、産業貿易センター（浜松町）
（第２回）１１月 ９日、マイドームおおさか
（第３回）１１月２１日、産業貿易センター（浜松町）

（第１回） ７月 ３日、産業貿易センター（浜松町）
（予 定） ９月２０日、名古屋ナディアパーク
（予 定）１０月３０日、マイドームおおさか

（予 定）１１月１８日、産業貿易センター（浜松町）
（予 定） ２月２７日、産業貿易センター（浜松町）

【１９年度】 【２０年度】

１２



○ 加工・業務用野菜の安定供給に向けて、食品加工製造業者からは、産地・生産者側の意識を改革した上
での産地体制の整備が必要とされており、実需者のニーズに対応できる生産･流通･一次加工体制の整備
が喫緊の課題とされている。

●食品加工製造業者からの意見

③③ １９年度モデル事業における実需者からの具体的な意見１９年度モデル事業における実需者からの具体的な意見

１３

１ 実需者ニーズに対応できる生産体制の整備が喫緊の課題である。

① 加工・業務用には、生鮮に比較して規格への取組が遅れているので、複数の産地からの均一な原材料の安定供給

がなされにくい。

② 加工用野菜の栽培基準がなく、複数の産地リレー出荷のような県域を越える生産出荷の場合には、生産技術の指
導を統一することが必要である。

③ 生産履歴が確認できなければ、加工・業務用としては対応できないので、生産履歴が確認できる生産流通体制を整
備することが必要である。

④ 海外産との価格対抗のためには、大規模・低コスト・省力化栽培の生産技術を早急に確立することが必要である。
特に、機械化一貫体系の確立が必要である 等。

２ 実需者ニーズに対応できる加工・流通体制の整備が喫緊の課題である。

① 加工・流通体制にあっては、海外水準以上の異物混入チェックといった品質管理体制を整備することが必要である。
② 国内産では、一次加工の精度が高い原料の確保が数量的に容易ではなくなっており、加工精度の向上が必要であ

る。
③ 海外では、衛生的な一次加工施設の導入が進んでいることから、国内においても、近代的・衛生的な施設の整備が

必要である。
④ 輸送コストの面から、産地に近接した一次加工処理施設の整備が必要である。
⑤ 輸送コストの面から、生鮮用とは異なる通い容器等のコンテナ流通の導入が必要である。
⑥ 豊富なアイテムに対応できる多様な温度帯（冷凍、冷蔵・チルド、常温）に対応できる一括物流システムの開発・整

備が必要である。
⑦ 次世代の加工・業務用に対応した予冷貯蔵施設（少量多品目対応型、安全付加型等）の開発や新素材（冷却剤等）

を利活用した新たな流通システムを構築することが必要である 等。



○ 産地の意識改革に対応した生産流通体制の整備を図ることが必要ではないか。
「産地の意識改革」：「すそ物対策からの脱却」、「産地間競争から産地間連携へ」

○ 加工・業務用野菜の経営が成り立つよう、省力・多収生産体制の整備、実需者ニーズを踏まえた形態・荷姿での
供給を可能とする集出荷施設、一次加工処理施設、次世代コールドチェーンの整備等を推進するべきではないか。

○ また、産地と連携する中間事業者等についても、原材料の安定供給の観点等から必要となる施設整備等を推進
すべきではないか。

○ 産地の意識改革に対応した生産流通体制の整備を図ることが必要ではないか。
「産地の意識改革」：「すそ物対策からの脱却」、「産地間競争から産地間連携へ」

○ 加工・業務用野菜の経営が成り立つよう、省力・多収生産体制の整備、実需者ニーズを踏まえた形態・荷姿での
供給を可能とする集出荷施設、一次加工処理施設、次世代コールドチェーンの整備等を推進するべきではないか。

○ また、産地と連携する中間事業者等についても、原材料の安定供給の観点等から必要となる施設整備等を推進
すべきではないか。

１４

④④ 加工・業務用野菜の産地育成に向けた検討すべき事項加工・業務用野菜の産地育成に向けた検討すべき事項

産 地 産 地

多温度帯一括物流多温度帯一括物流 カット・加工機能カット・加工機能

中中 間間 事事 業業 者者

○衛生管理を徹底し
た生食、総菜用一次
加工処理

○多温度帯（チルド・冷
凍・常温）管理による多
品種集約型一括物流

○物流システム高度
化による365日24時間
での受発注体制

小売・量販店等

食品製造業等

コンビニ等

少量多品
目流通

〈チルド車〉

〈チルド車〉

〈保冷車・チルド車〉

〈保冷車〉

○ユーザーニーズに
対応した、パッケージ
作業

産 地 HACCP方式

・重大な危害の発生防止
のために管理すべき必
須の工程を重要管理点
（CCP）に決定

・CCPのモニタリングによ
り問題がある場合、改善
措置を速やかに実施

・CCP以外の工程は一般
衛生管理で管理

加工食品の安全性を確保するための
HACCP方式による衛生管理の導入

次世代コールドチェーン次世代コールドチェーン次世代コールドチェーン

キャベツの加工・業務用需要向
け栽培の例

育苗

定植

施肥
防除

収穫
出荷
調製

収穫機等を活用

した高能率収穫

システムの導入

畝立て

基肥

セル成型苗の利用

全自動野菜

移植機、栽培

管理ビークル
の導入

集出荷
加工

畝立て同時部分

施用機の導入

コンテナに対応し

た集出荷・加工

施設の整備

省力機械化体系省力機械化体系省力機械化体系

少量多品目対応型
予冷施設

HACCP対応加工メーカー

調製
保管用倉庫

原材料

熱処理

箱詰

出荷

充填

調合

包装

冷却

衛生的加工施設衛生的加工施設衛生的加工施設

通いコンテ

ナ・大型コン

テナの利用



○ 本制度は、平成１４年の法改正で、生産者と実需者が契約取引を行う際のリスクを軽減し、契約取引を推
進するため、天候による収量不足時に契約数量の供給を確保するための負担を軽減する補てん金の交付等
を実施。

３３ 契約取引に係るリスク回避への支援契約取引に係るリスク回避への支援

①①契約野菜安定供給事業の仕組み契約野菜安定供給事業の仕組み

１５

「数量確保タイプ」

定量定価供給契約を締結した生産者が、天候不良等により契約

数量を確保することができない場合に、市場出荷予定のものを回
す等により契約数量を確保するのに要する経費を補てんする。

契約数量が確保できず、平均取引価額が指標価額（基準価格の
130%）を上回った場合に、
① 市場出荷予定のものを契約取引に回したときは、平均

取引価額と契約価額の差額の70％を補てん。
② 市場等から購入したときは、購入価額と契約価額の差

額の90％を補てん。
※ いずれの場合も交付予約数量は契約数量の50％を限度。

購入限度価額は契約価額の150％(200％、300％、400％
を選択することも可能。）

「価格低落タイプ」

市場価格に連動して価格が変動する契約を締結している生
産者に対し、価格の著しい低落が生じた場合に補てんを行う。

平均取引価額が保証基準額（基準価格の90%）を下回った

場合に、保証基準額と平均取引価額の差額の90％を補てん。

「出荷調整タイプ」

定量供給契約を締結した生産者が、契約数量を確保するため余裕の

ある作付けを行い、価格低落時に契約以外の生産量の出荷調整を行っ
た場合に補てんを行う。

価格が低落し平均取引価額が発動基準価額（基準価格の70%）を下

回った場合に、出荷調整を行ったときは、基準価格又は契約価額のい
ずれか低い方の40％を補てん。

余裕生産分

契 約 分

出荷調整

実需者へ出荷

生産量

基準価格、契約

価額のいずれか

低い額(A)

交付金
A×0.4×数量

平均取引価額

保証基準額

基準価格(A)
保証基準額

B=A×0.9

平均取引価額(C)
低基準額

A×0.55

交付金
(B-C)×0.9×数量

購入価額(C)

購入限度価額

A×1.5(2.0,3.0
,4.0も選択可)

契約価額(A)

市場等から購入し

た場合の交付金

(C-A)×0.9×数量
市場出荷予

定のものを

回した場合

の交付金

(B-A)×0.7×数量

平均取引

価額(B)

下

旬

○ 月 □ 月 △ 月

上

旬

中

旬

下

旬

上

旬

中

旬

下

旬

上

旬

中

旬

【負担割合】 指定野菜：国(50%)、都道府県(25%)、出荷団体等（25%)、 特定野菜：国(1/3)、都道府県(1/3)、出荷団体等（1/3)

【対象野菜】 指定野菜：指定産地の区域内で出荷団体・大規模生産者より生産されたもの

特定野菜：安定供給を確保するため知事が選定した産地で、出荷団体・大規模生産者により生産されたもの

①の場合 ②の場合

不
足
分

交付予約数量の
上限（ 50％）

契
約

価

額

契約数量

平均取引価額：中央卸売市場の旬別の加重平均販売
価額。

指標価額：当該旬が数量確保タイプの対象旬に該当

するかどうかの基準で、基準価格の130％相当。

基準価額：卸売市場の過去9ヵ年の卸売価格の平均
価格。

保証基準額：対象野菜の対象市場群における平均販売価額がその額
を下回った場合に登録出荷団体等に対して生産者補給
交付金等が交付されることとなる価額。

発動基準額：ある旬が出荷調整タイプの対象旬に該当するかどうかの基準で、

基準価格の70％相当。

契約価額：登録出荷団体ごと及び指定野菜ごとに個別契約に定める旬を超える

期間において固定された価額から運賃相当額及び消費税相当額を

控除した額の加重平均価額。



②② 契約野菜安定供給事業の実績契約野菜安定供給事業の実績

②②実施状況実施状況

○契約野菜安定供給事業の交付予約数量の推移

○品目別（平成19年度）

○都道府県別（平成19年度）

○ 交付予約数量は全体で約１万トンと極めて低い水準となっている。
品目別に見ると、たまねぎが全体の８割を占めており、都道府県別では、北海道が８割を占めている。

○ 交付予約数量は全体で約１万トンと極めて低い水準となっている。
品目別に見ると、たまねぎが全体の８割を占めており、都道府県別では、北海道が８割を占めている。

（単位：トン、千円）

品目名 交付予約数量 交付額

たまねぎ 7,820 0

レタス 718 3,175

きゅうり 469 1,203

なす 377 1,715

キャベツ 246 0

はくさい 134 1,726

にんじん 90 265

ばれいしょ 83 0

だいこん 30 273

ピーマン 30 71

さといも 0 0

ねぎ 0 0

ほうれんそう 0 0

合 計 9,997 8,428

（単位：トン、千円）

都道府県名 交付予約数量 交付額

北海道 7,803 0

青森 120 538

長野 910 4,901

愛知 127 0

三重 72 0

高知 876 2,989

熊本 27 0

宮崎 62 0

合 計 9,997 8,428

資料：生産流通振興課作成
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9.7% 90.3%
加入者数

未加入者

○ 市場流通の指定野菜を対象とした指定野菜価格安定対策事業に加入している生産者団体（経済連等）等(９３団体)
のうち、契約野菜安定供給事業に参加している団体は９団体で、約１割と極めて少ない。

○ 一方で、14年の当該制度創設以来、事業加入を促進するため、契約取引の実態等を踏まえ、所要の改善を実施。

○ 市場流通の指定野菜を対象とした指定野菜価格安定対策事業に加入している生産者団体（経済連等）等(９３団体)
のうち、契約野菜安定供給事業に参加している団体は９団体で、約１割と極めて少ない。

○ 一方で、14年の当該制度創設以来、事業加入を促進するため、契約取引の実態等を踏まえ、所要の改善を実施。

○ 交付予約数量（資金造成額）（平成19年度）

・指定野菜価格安定対策事業

２７２万トン（１，０４１億円）

・契約野菜安定供給事業

１万トン（２億円）

③③ 契約野菜安定供給事業の課題とこれまでの対応契約野菜安定供給事業の課題とこれまでの対応

○ 加入状況（平成20年度）

（登録出荷団体（経済連等）等に占める加入者数）

H14 制度創設

○ これまでの運用改善
野菜の契約取引を通じて実需者ニーズの対応に努める生産者対して、契約取引に係る天候等による収量不足、
価格低落等のリスクを軽減する。

H17 運用改善 事業加入を促進するため実態等を踏まえ改善

予約数量の弾力化（価格低落タイプで、契約数量に幅がある契約をしている場合においても認める。）

資金造成の効率化（出荷調整と数量確保又は出荷調整と価格低落タイプを同時に申し込む場合、いずれか一方の造
成で可。）

H19 運用改善 担い手の経営安定のため、収入予測が可能となる契約取引を積極的に活用するよう、流通実態等に即した見直し。

契約対象者の拡大（実需者のほかに卸・仲卸等納入業者との契約取引を追加）

簡易処理野菜を追加（カット、芯抜きなど簡易処理野菜を補てん対象に追加）

補てん条件の改善（購入限度額、補てん率等の引き上げ 0.5→0.7）

道府県財政負担の軽減（債務負担行為の導入）

（９） （８４）
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＜現行＞ ＜取引実態（例）＞
① 実需者とは基本契約を締結

② 数量と価格は別途協議
③ 出荷期間直前に実需者と協議の上数量を決定し、当
該事項を記載した企画書を作成。

現行の契約書の内容
（対象出荷期間の前前月20日までの申込時に添付）

○ 野菜の種別
○ 出荷期間及び契約数量
・出荷期間は、平成○年○月日～平成○年○月○日までとする。
・出荷数量は、出荷期間を通じて、合計で○○○トンとする。
○ 価格

次により定める。
（例１）正味１kg当たり○○○円とする。
（例２）○○市場の同種別野菜の同規格の日々の価格とする。
○ 数量確保の措置
・ 年月日

（買主）
（売主）
（仲介人）

・契約書には、契約数量を必ず記載することとなっ
ている。

基本契約書（例）
○ 取引条件
・乙が甲に対して売り渡す物品の
品名、品質、規格、荷姿、数量、単
価、支払い条件等取引に必要な
条件は 契約書添付の覚え書のと
おりとする。

覚書（例）
○ 品名、品質 ○○○○
○ 規格 ○○○○
○ 数量 その都度甲乙協議の上
決定する。
○ 単価 同上

企画書例（出荷期間直前に作成）

○ 品名
○ 産地名
○ 仕向先
○ 販売計画

・期間 平成○○年○月○日～
○月○日

・数量 ○ケース／日
・値決期間

等

契約野菜安定供給事業の課題①契約野菜安定供給事業の課題①

○ 加入していない生産者団体からは、当該事業の運用が契約取引の実態と乖離している等の意見
が多数を占め、これらの解決への要請が強い。

① 加入する際に生産者と実需者との書面契約が必要となるが、現状の契約取引には適合していな
いのではないか。

○ 加入していない生産者団体からは、当該事業の運用が契約取引の実態と乖離している等の意見
が多数を占め、これらの解決への要請が強い。

① 加入する際に生産者と実需者との書面契約が必要となるが、現状の契約取引には適合していな
いのではないか。

契約取引の実態からみると、数量と価格は、出荷期間直前にならないと確定しない。
しかしながら、当該事業では、数量と価格は、モラルハザード（確実に価格低落を見込んだ加入等）防止のため
対象出荷期間の前前月の20日までに申し込むこととなっている。 １８



＜現行＞ ＜生産者団体等からの意見＞
・ 契約取引のリスク回避のための事業であれば、数

量の確保が必要な事態として、市場流通の動向を
指標とすることに意味はあるのか。

・ 契約取引には、様々な理由により数量の確保が必
要な場合があるので、市場流通の動向を問わず、
数量確保が必要な事態が生じた際には、適宜、発
動すべきではないか。

契約取引で市場価格とは無関係に数量確保が必要となる例

○ 契約内容の栽培のトレースの管理を怠り、出荷不可
能となった場合

○ 農薬のドリフトで出荷停止等

＜懸念事項＞
・過失により数量の確保が必要な場合は、どうする

のか。
・地域的に数量の確保が必要な事態ではない場合
にも、発動できるのであれば、悪用する事態が生ず
るのではないか。

契約野菜安定供給事業の課題②契約野菜安定供給事業の課題②

② 数量確保タイプにあっては、発動要件は、市場の流通量を指標とする考えから、平均価格の
130％を上回った場合としているが、契約取引は、市場流通と関係ないので、契約取引で数量不足

が生じた際には発動すべきではないか。

② 数量確保タイプにあっては、発動要件は、市場の流通量を指標とする考えから、平均価格の
130％を上回った場合としているが、契約取引は、市場流通と関係ないので、契約取引で数量不足

が生じた際には発動すべきではないか。

数量確保タイプ

定量定価供給契約を締結した生産者が、天候不良等

により契約数量を確保することができない場合に、市
場出荷予定のものを回す等により契約数量を確保する

のに要する経費を補てんする。

契約数量が確保できず、平均取引価額が指標価額（基準価格の130%）
を上回った場合に、

① 市場出荷予定のものを契約取引に回したときは、平均取引価額と契
約価額の差額の70％を補てん。

② 市場等から購入したときは、購入価額と契約価額の差額の90％を補
てん。

※ いずれの場合も交付予約数量は契約数量の50％を限度。
購入限度価額は契約価額の150％(200％、300％、400％を選択するこ
とも可能。）

購入価額(C)

購入限度価額
A×1.5(2.0,3.0,4
.0も選択可)

契約価額(A)

市場等から購入し

た場合の交付金

(C-A)×0.9×数量
市場出荷予
定のものを

回した場合

の交付金

(B-A)×0.7×数量

平均取引価
額(B)

①の場合 ②の場合

不

足
分

交付予約数量の上

限（50％）

契約数量

契
約
数
量

１９

平均販売価額：対象野菜の価額の変動を図るものとして、中央卸売市場における当該対象野菜と同一の種別に属する指定野菜の旬別の加重平均販売価額。

基準価格：卸売市場の過去9ヵ年の卸売価格の平均価格。

指標価額：当該旬が数量確保タイプの対象旬に該当するかどうかの基準で、基準価格の130％相当。

契約価額：登録出荷団体ごと及び指定野菜ごとに個別契約に定める旬を超える期間において固定された価額から運賃相当額及び消費税相当額を控除した額の加重平均価額。

契
約
価
額



＜現行＞
・契約野菜事業にあっても、指定野菜価格安定対
策事業と同様に指定産地内から出荷された指定
野菜としている。

＜実態＞
・加工・業務用については、周年供給に対応できるよ
う小規模の産地も含めた幅広い産地からの原材料
農産物の供給が求められている。

・事業の対象とならない指定産地以外の大規模生産
者の作付けは、各品目について一定のシェアを占め
ている。

契約野菜安定供給事業の課題③契約野菜安定供給事業の課題③

③ 産地要件が、指定産地となっているが、加工・業務用の産地の実態に適合していないのではないか。③ 産地要件が、指定産地となっているが、加工・業務用の産地の実態に適合していないのではないか。

10ha冬春もの

15ha夏秋もの

きゅうり、トマト、なす、ピーマン

25haキャベツ、さといも、だいこん、たまねぎ、にんじん、

ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ほうれんそう、レ タス

面 積指定野菜の種類

10ha冬春もの

15ha夏秋もの

きゅうり、トマト、なす、ピーマン

25haキャベツ、さといも、だいこん、たまねぎ、にんじん、

ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ほうれんそう、レ タス

面 積指定野菜の種類

１ 作付面積

２ 共販等率

共同出荷組織によ る出荷数量＋大規模生産者による出荷数量

総出荷数量

≧
２

３

※共同出荷組織によ る出荷数量＋大規模生産者による出荷数量

総出荷数量

≧
２

３

２

３

※

以下の要件をすべて満たすことが必要。

※ 共同出荷組織と大規模生産者の出荷数量の合計が、おおむね 2,000トン

（ほうれんそうは800トン、さといもは400トン）以上の場合は、１／２

※ 共同出荷組織と大規模生産者の出荷数量の合計が、おおむね 2,000トン

（ほうれんそうは800トン、さといもは400トン）以上の場合は、１／２

だいこん

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

単位：ha

指定産地 2,408 2, 588 1,601 1, 118 655 817 239 332 832 

指定産地以外 6,278 2, 123 1,279 513 375 516 200 292 627 

１ha未満 １～２ha ２～３ha ３～４ha ４～５ha ５～7.5ha 7.5～10ha 10～15ha 15ha以上

指定産地 ：9.7%

指定産地以外：7.2%

指定産地とその他の地域における販売農家の作付面積規模別の作付面積

一定の面積を有する指定産地にあっては、①生鮮用中心の市場流通経由の場合、②加工・業務用の契約取引の場
合のそれぞれの面積要件を検討することが必要ではないか。

２０



＜現行は、産地が負うリスクについて支援＞

＜現行は、中間業者が負うリスクについては支援の対象外＞

契約野菜安定供給事業の課題④契約野菜安定供給事業の課題④

④ 契約取引の円滑な推進にあっては、生産者のみならず、契約取引に関与する者のリスクも回避す
ることが必要ではないか。

④ 契約取引の円滑な推進にあっては、生産者のみならず、契約取引に関与する者のリスクも回避す
ることが必要ではないか。

産地
(登録出
荷団体等) 書面契約

実需者
(外食・中食業者、

量販店等)

産地
(登録出
荷団体等)

流通業者
カット業者等

実需者
(外食・中食業者、

量販店等)
書面契約

支援対象

・産地が事業対象者

・実際の取引にお
いては、流通業者
等がリスクを負っ
ている場合が多い

２１
支援対象外

書面契約

・産地のみ事業対象者



○契約野菜安定供給事業に加入する以前に、生産者側にあっては、加工業務用の契約取
引への不安を払拭できていない。

○契約野菜安定供給事業に加入する以前に、生産者側にあっては、加工業務用の契約取
引への不安を払拭できていない。

加工・業務用野菜の契約取引に関する不安加工・業務用野菜の契約取引に関する不安

加工・業務用の契約取引に係る生産者側の不安

○ 食品加工製造業者が、いつまで取引してくれるのか。

○ 食品加工製造業者が、契約不履行しないのか。

○ 食品加工製造業者の代金払いが遅延しないのか(市場のように原則翌日払いであればよいの
だが)。

○ 食品加工製造業者の経営は安定しているのか、よく把握できていない。

○ 低コストで生産・出荷できるのか。低価格での契約なので赤字にならないのか。

○ 市場出荷と異なる規格に対応できるのか。

２２

産地側の不安

信 頼 確 保

×

不安の払拭を担う者が必要

食品企業の不安



【加工・業務用に向けた産地の課題（食品加工製造業者からの意見）】

①① 中間事業者の必要性と効果中間事業者の必要性と効果

２３

●定時・定量・定品質・定価格のほか多様なニーズへの対応が必要。一つの産地だ
けでは応えることが難しい、品種や規格、納期、一次加工など食品加工製造企業

等の多様な要望に応えることが必要。

●産地と食品加工製造業等の情報を収集し、新たな商品開発に向けた企画・提案が
できる者が必要。

【中間事業者の必要性】

●産地からの様々な農産物を食品加工製造業等の多様なニーズにマッチさせるよう、選別、調整、保管機能を有する者・組織が必要。

●産地と食品加工製造業等が１対１でつながっている場合には、天候等による供給変動などにより、双方に過度のリスクと負担が発生。

これらを軽減することが必要。

●自らの資金で国産原材料を購入し、自らがリスクを負いつつ、多様なニーズに対応
するため、産地からの原材料を選別・調製・加工するなどし、食品加工製造企業等

に契約どおり供給する者。さらに、自らが産地を選定し、育成する者。

【中間事業者とは】 産地A

産地C

産地B

A社

C社

B社

要求に応え

きれない
安定供給
に不安

季節、天候

など供給の

不安定要素

一対一の契約

産地A

産地C

産地B

A社

C社

B社中間事業者負担が軽く

なった

リ スクが少

なくなった

リスクと負担の分散

●中間事業者が、各産地から集めた原材料の在庫を持つことにより、食品加工製造企
業等の原材料供給リスクの軽減と産地の納入義務の負担が軽減される。

産地・生産者 食品加工製造業者等

【中間事業者の存在がもたらす効果】
・定時・定量・定品質・定価格での原材料の安定供給の確保

・サプライチェーン全体で無駄が省かれることによる流通経費の低減

・責任ある流通の実現により安全・安心の確保

・一次加工などによりニーズに対応した形態での原材料の供給

・情報の集積による新商品開発のための企画力の発揮 等

４４ 加工・業務用野菜の供給経路の構築（不安の払拭を担うシステムの構築）加工・業務用野菜の供給経路の構築（不安の払拭を担うシステムの構築）



○ 国産野菜の加工・業務用需要への対応を図るためには、産地と食品加工製造業者とをつなぐ流通経路
の確保が必要ではないか。

○ 流通経路の確保に向けて「カギ」となる中間事業者の起業・発展時に重点的な支援を図る必要があるの
ではないか。

○ また、中間事業者や食品加工製造業者が積極的に産地の育成・確保のための取組を推進すべきではな
いか。

○ 国産野菜の加工・業務用需要への対応を図るためには、産地と食品加工製造業者とをつなぐ流通経路
の確保が必要ではないか。

○ 流通経路の確保に向けて「カギ」となる中間事業者の起業・発展時に重点的な支援を図る必要があるの
ではないか。

○ また、中間事業者や食品加工製造業者が積極的に産地の育成・確保のための取組を推進すべきではな
いか。

②② 産地と食品加工製造業をつなぐ中間事業者の育成・確保産地と食品加工製造業をつなぐ中間事業者の育成・確保

２４

《中 間 事 業 者》

自らの資金で国産農産物を購入し、自ら
がリスクを負いつつ、食品加工製造業者
に契約どおり供給する者

《産地・生産者》 《食品加工製造業者等》

A社

Ｂ社

Ｃ社

Ｄ社

＜通年安定供給の場合＞

＜各社のニーズの規格に対応する量を確保
するため複数の産地から供給する場合＞

ネットワークシステム構築

7～10月

5～7月11～4月

（産地選定・産地育成・産地確定）

産地
産地

産地

市場

不足時は
市場から購入 【出

荷
】

契
約

（通
年

供
給

）

契約（適正規格）

契約（適正規格）

【出荷】

（ニーズ）
通年供給

生鮮品より
小さい規格

生鮮品より
大きい規格

完全コールド
チェーン

産地間連携産地間連携

＜新 ビ ジ ネ ス＞
【出荷】

【出
荷

】

A社用

A社用

A
社

用

B社用

C社用

Ｄ社用

B社用

Ｄ社用

B社用 契
約

（超
新

鮮
）

C社用

C社用

（１）中間事業者育成のための環境整備
①取引基準の作成等信頼性の確保
②リレー出荷産地等の開拓に向けたマッチング等安定供給

体制の確立
③人材育成研修・経営指導
④新流通システムの構築に向けた研究・実証
⑤販売方法・新商品の開発手法の提供等の情報発信

（２）中間事業者の活動支援
（例）①新たな契約産地の育成（産地指導員の派遣等）

②産地と食品加工製造業とのネットワークの構築
③食品加工製造業との現地交流会の開催
④産地への栽培実証ほの設置

中間事業者
・自らの資金で国産野菜を購入。
・自らがリスクを負いつつ、実需者に供給。
・自らが産地を選定し、育成。

このような機能を有している者なら、農業者団体、食品製
造業者等であっても中間事業者と位置づけられる。



２５

ⅢⅢ 今後検討すべき重点事項今後検討すべき重点事項

○ 加工・業務用野菜の産地と食品加工製造業者との間では、様々な不安があるが、これを払

拭し、信頼関係を構築した上で契約を締結するには、何をすべきか。

○ 加工・業務用野菜の安定供給を図るためには、どのような供給経路（サプライチェーン）を構

築すべきか。この供給経路が円滑にワークするには、行政、関係者等が何をすべきか。

○ この供給経路に関与する者（産地、中間事業者等）にあっては、実需者との契約履行の際に、

様々なリスク（契約数量の確保、加工・業務用の機械化体系の導入に伴う経費の負担等）を回

避することが必要だが、何をすべきか。

○ 今後、早急に産地・生産者が意識改革を図るために取り組むべき事項は何か。

○ 契約野菜安定供給事業で改善すべきことは何か。
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