
仕様書（案）

１ 件名

平成28年度食品産業動態調査関係業務（国産原材料使用実態等調査・分析業務）

２ 目的

平成27年３月31日に閣議決定された食料・農業・農村基本計画（以下「計画」と

いう。）において、実現可能な姿の食料自給率目標として、カロリーベースで45％、

生産額ベースで73％が示された。

また、この計画において、米については「中食・外食等のニーズに応じた生産」、

野菜については「加工・業務用ニーズに対応した生産」を推進すると明記された。

現状においては、高齢化や人口減少、食の外部化・簡素化が進む中、

・米については、購入して家庭で炊飯する割合が低下しつつあり、消費に占め

る中食・外食などの業務用米の割合は１／３

・野菜については、全体需要に占める加工・業務用需要の割合は増加傾向で推

移し６割程度

に達しており、生産者が実需者のニーズを把握し、これに対応する形でより積極的

に国産の米及び野菜（以下「国産農産物」という。）の供給拡大に取り組むことが、

食料自給率目標を達成する上で不可欠となっている。

このため、国産農産物を使用する、規模の比較的大きい中食事業者及び外食事業

者を対象に、国産農産物の供給拡大に向けた生産者等の取組の参考となる情報の把

握を目的として現地ヒアリング調査（以下「ヒアリング調査」という。）を行う。

３ 業務の内容

（１）情報の把握

ア 調査対象とする中食事業者及び外食事業者

別紙１に記載する以下の①～④の業種の中食事業者、⑤～⑫の業種の外食事

業者を調査の対象とし、地域バランス（北海道、東北、関東、北陸・東海、近

畿、中国・四国、九州）を考慮して、①～⑫の調査対象の候補となる事業者の

リストを作成する。その上で農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室担当者

（以下「担当者」という。）と相談し、国産農産物の特性や規格等にこだわりが

あると考えられる40社程度の事業者を決定し、その事業者（以下「調査対象事

業者」という。）から、ヒアリング調査を実施する。

また、調査対象事業者にヒアリング調査を依頼する際に、ヒアリング調査の

内容は、調査対象事業者による確認の後に公表される旨、事前に承諾を得る。

なお、技術提案書においては、調査対象の候補のリストの作成方法について



具体的に提案するとともに、想定している地域ごとのヒアリング調査の数（目

安：北海道 5、東北 5、関東 10、北陸・東海 5、近畿 5、中国・四国 5、九州

5）を示すこと。

○中食事業者

① そう（惣）菜製造業

② すし・弁当・調理パン製造業

③ 持ち帰り飲食サービス業

④ 配達飲食サービス業

○外食事業者

⑤ 食堂，レストラン

⑥ 日本料理店

⑦ 料亭

⑧ 中華料理店

⑨ 焼肉店

⑩ その他の専門料理店

⑪ 酒場、ビアホール

⑫ すし店

イ 調査対象とする農産物

米及び野菜とし、野菜については、以下の品目を中心とする。

・たまねぎ、キャベツ、にんじん、レタス、ねぎ

なお、上記の野菜以外であっても、ヒアリング調査の際に、調査対象事業者

が仕入れにおいてこだわりのある野菜が認められ、当該野菜の供給拡大に向け

た生産者等の取組の参考となる品目が確認された場合には、当該品目について

も調査を行うこととする。

ウ 調査方法等

ヒアリング調査において有意義な情報を収集するには、事前に調査対象事業

者に関する情報を入手して備えることが重要であることから、次の（ア）のと

おり事前情報収集を行う。

なお、ヒアリング調査の実施に際して有意義な情報収集を行う観点から、次

の（イ）のとおり、ヒアリング調査における調査事項の案（以下「ヒアリング

案」という。）を作成の上、担当者による了解を得る。

また、調査対象事業者に対して、ヒアリング調査の方向性を事前に通知する

とともに、ヒアリング調査の場所及び日時を調査対象事業者と調整を行い、担

当者に対して連絡する。

その後、次の（ウ）のとおり、アにおいて選定した40社程度の調査対象事業

者に対して、イの農産物を中心としてヒアリング調査を実施し、議事録を作成



する。

（ア）事前情報収集

別紙２を参考に、ヒアリング調査によって、生産者等にとって有意義な情

報を引き出せる選択肢を担当者と協議の上設定し、ヒアリング調査に先立ち、

郵送等によるアンケート方式により、調査対象事業者から情報収集を行う。

なお、収集情報については、収集後、速やかに担当者と情報共有する。

（イ）ヒアリング調査における調査項目

（ア）の事前情報収集を踏まえて、生産者等に対して有意義な情報を提供

する観点から、調査対象事業者ごとにヒアリング調査における具体的な調査

項目を整理し、担当者の了解を得る。

なお、技術提案書においては、３の（１）のアの業種から１業種を選択し、

１時間程度のヒアリング調査を想定して、事例的にヒアリング調査の調査項

目を提案すること。

（ウ）ヒアリング調査の実施及び議事録の作成

ヒアリング調査は、（イ）の調査項目に沿って実施することを基本とする

が、生産者等にとって有意義な情報を収集する観点から、ヒアリングの中で

有益な情報が得られると判断した場合には、（イ）の調査項目以外の調査も行

うこととする。

また、適切な分析に資するため、各ヒアリング調査ごとに正確な議事録を

作成し、ヒアリング調査実施後２週間以内に、担当者と情報共有する。

なお、技術提案書において、正確な議事録の作成方法を提案すること。

（２）報告書の作成・報告

① 分析結果報告書

＜ヒアリング調査の結果及びその分析結果の取りまとめ＞

調査対象事業者ごとに、ヒアリングの内容及び分析結果を分かりやすくま

とめること。その際、取りまとめの方針等について、事前に担当者に協議を

行うとともに、各調査対象事業者に内容の確認を行うこと。

なお、技術提案書においては、分析結果報告書における構成と、取りまと

め方針を提案すること。

② 調査実施状況報告書

＜調査客体リストの取りまとめ等＞

次のデータを調査の実施状況報告書として取りまとめ、提出すること。

（ア）調査対象事業者リスト

（イ）上記（ア）の調査対象事業者から回収した事前調査情報

（ウ）各調査対象事業者に内容の確認を受けた後の３のウの（ウ）の議事録



③ 報告形式、及び報告期限

①については電子媒体（全体版はワード又は一太郎形式とＰＤＦ形式の２

種類、統計表はＥＸＣＥＬ形式とし、いずれもＣＤ又はＤＶＤに保存するこ

と）で１部、及び紙媒体で100部、②については電子媒体（②の（ア）はＥＸ

ＣＥＬ形式、（イ）及び（ウ）はＰＤＦ形式でＣＤ又はＤＶＤに保存すること）

で１部提出すること。また、報告書のうちＣＤ又はＤＶＤに保存する電子媒

体については、ウイルス対策を行った上で収録し、ウイルス対策に関する情

報（ウイルス対策ソフト名、ウイルス名義、チェック年月日）を記載したラ

ベルを貼り付けること。なお、報告期限は①、②共に平成29年３月25日まで

とする。

４ 履行期間

契約締結日から平成29年３月25日までとする。

５ その他

(１)成果品等に著作権等の知的財産権が生じる場合は、その権利は農林水産省に帰

属するものとする。

(２)受託者は、事業の実施に当たって再委託又は再請負を行う必要がある場合は、

農林水産省と協議を行い、承認を受けた上でなければ再委託又は再請負を行って

はならない。

(３)本事業を行う際に、農林水産省の名称を用いる場合には農林水産省が別途提供

する「ビジュアル・アイデンティティ・ガイドライン」の規定を遵守するものと

する。



別紙１

○中食事業者

① そう（惣）菜製造業

主として野菜、水産物、穀物、食肉等を原料とした煮物、焼物（いため物を含

む）、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物等の料理品を製造する事業所をいう。

主な製品は、煮豆、うま煮、焼魚、たまご焼、野菜いため、きんぴら、コロッ

ケ、カツレツ、天ぷら、フライ、しゅうまい、ぎょうざ、酢れんこん、サラダ、

グラタンなどである。

○そう（惣）菜製造業；和風そう（惣）菜製造業；洋風そう（惣）菜製造業；中

華そう（惣）菜製造業。ただし、そう（惣）菜製造小売業は除く

② すし・弁当・調理パン製造業

主として、すし、弁当、調理パン等の調理食品の製造を行う事業所をいう。

○すし製造業；弁当製造業；サンドイッチ製造業；調理パン製造業

③ 持ち帰り飲食サービス業

飲食することを主たる目的とした設備を有さず、客の注文に応じその場所で調

理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所をいう、

従って、飲食料品を作り置き、客の求めに応じて販売する事業所はここには含

まない。

なお、車両等を使い、不特定な場所において客の注文に応じ調理した飲食料品

を持ち帰る状態で提供する事業所もここに含まれる。

○持ち帰りすし店；持ち帰り弁当屋；クレープ屋；移動販売（調理を行うもの）

④ 配達飲食サービス業

その事業所内で調理した飲食料品を、客の求める場所に届ける事業所及び、客

の求める場所において調理した飲食料品を提供する事業所をいう。学校や病院、

施設など特定された多人数に対して食事を客の求める場所に届ける事業所を含

む。

○宅配ピザ屋；仕出し料理・弁当屋；デリバリー専門店；ケータリングサービス

店；給食センター；病院給食業；配食サービス業

○外食事業者

⑤ 食堂，レストラン

主として主食となる各種の料理品をその場所で飲食させる事業所をいう。

ただし，専門料理店，そば・うどん店，すし店など特定の料理をその場所で飲

食させる事業所は小分類[762, 763, 764]に分類される。

○食堂；大衆食堂；お好み食堂；定食屋；めし屋；ファミリーレストラン（各種



の料理を提供するもの）

⑥ 日本料理店

主として特定の日本料理（そば，うどん，すしを除く）をその場所で飲食させ

る事業所をいう。

○てんぷら料理店；うなぎ料理店；川魚料理店；精進料理店；鳥料理店；釜めし

屋；お茶漬屋；にぎりめし屋；沖縄料理店；とんかつ料理店；郷土料理店；か

に料理店；牛丼店；ちゃんこ鍋店；しゃぶしゃぶ店；すき焼き店；懐石料理店

；割ぽう料理店

⑦ 料亭

主として日本料理を提供し，客に遊興飲食させる事業所をいう。

○料亭；待合

⑧ 中華料理店

主として中華料理をその場所で飲食させる事業所をいう。

○中華料理店；上海料理店；北京料理店；広東料理店；四川料理店；台湾料理店

；ぎょうざ（餃子）店；ちゃんぽん店

⑨ 焼肉店

主として焼肉（自ら網で焼くもの）をその場所で飲食させる事業所をいう。

○焼肉店

⑩ その他の専門料理店

主として他に分類されない特定の料理をその場所で飲食させる事業所をいう。

○西洋料理店；フランス料理店；イタリア料理店；スパゲティ店；朝鮮料理店；

印度料理店；カレー料理店；エスニック料理店；無国籍料理店

⑪ 酒場、ビアホール

主として酒類及び料理をその場所で飲食させる事業所をいう。

○大衆酒場；居酒屋；焼鳥屋；おでん屋；もつ焼屋；ダイニングバー；ビヤホー

ル

⑫ すし店

主としてすしをその場所で飲食させる事業所をいう。

○すし屋



別紙２

会社名： 部署：

担当者氏名： 連絡先電話番号：

1

　・５千万円未満　　　　　  ・５千万円～１億円　　　　 ・１億円～10億円　　・10億円～100億円

　・100億円～500億円　　・500億円～1,000億円　　・1,000億円以上

2

（単位：トン）
品目 米 たまねぎ キャベツ にんじん レタス ねぎ

使用量

3

使用割合
品目 米 たまねぎ キャベツ にんじん レタス ねぎ

10割

９～７割程度

６～４割程度

３割以下

使用なし

【

4

外国産農産物を使用した理由
品目 米 たまねぎ キャベツ にんじん レタス ねぎ

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5

仕入元
品目 米 たまねぎ キャベツ にんじん レタス ねぎ

自社（子会社を含む。）

卸業者（野菜卸業者、米卸業者）

集荷業者（JA等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

必要量の確保がしやすいため（上記以外の場
合）

裏面に続く

平成27年度の、おおよその国産農産物の使用割合（重量ベース）について、○を付けてください。

３の問いにおいて、「９～７割以上」、「６～４割程度」、「３割以下」又は「使用なし」のいずれかに○を付けた
品目については、次の４について回答ください】

生産者個人、農業法人、任意グループ等

平成27年度（直近の会計期間も可。以下同じ。）の売上高について、該当するものに○を付けてください。

食品産業動態調査（国産原材料使用実態等調査・分析業務）の事前収集情報（イメージ）

平成27年度における国産農産物の仕入元について、○を付けてください。【複数記載可】

平成27年度中に、外国産農産物を使用した理由について、○を付けてください。【複数記載可】

国内産の価格が高騰した時期に、その対策と
して外国産を使用したため

天候等により国産農産物の必要量の確保が困
難であったため

国産農産物の端境期に必要数量を確保する
ため

平成27年度における各品目の大まかな使用量（国産と外国産の計）について、記入ください。

数量の変更の融通がきくため

価格が安いため（上記以外の場合）



6

意向
品目 米 たまねぎ キャベツ にんじん レタス ねぎ

取扱数量を増やす

現行の取扱数量を維持する

取扱数量を減らす

取り扱いを止める

7

こだわっている項目
品目 米 たまねぎ キャベツ にんじん レタス ねぎ

8

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

米、たまねぎ、キャベツ、にんじん、レタス、ねぎ以外の国産の農産物で、仕入れにおいてこだわりがあるも
のについて、その品目を記載ください。

調理等に適した品質のもの
（例：米の粘り、野菜の甘みなど）

農業生産工程管理（GAP）により生産されたも
の

特定の生産者が生産したもの

特定の品種
（例：在来品種、端境期に収穫可能な品
種、多収品種）

調理等に適した規格のもの
（例：米のつぶの大きさ、野菜の色・形など）

通常、市場に流通しない規格外のもの

特定の栽培方法によるもの

地元で生産されたもの

ブランド品として認知されているもの

国産農産物の今後の取扱の意向について、該当するものに○を付けてください。

国産農産物の仕入において、こだわっている項目について、○を付けてください。【複数記載可】
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