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資料：「平成１７年産業連関表」（関係10府省庁共同事業）を基に農林水産省で試算。
※１：【 】内の数値は輸入分の数値。
※２：精穀（精米・精麦等）、と畜（各種肉類）及び冷凍魚介類は加工度が低いため、 終消費においては「生鮮品等」として取り扱っている。
※３：旅館・ホテル、病院等での食事は「外食」に計上せず、使用された食材費を 終消費額として、それぞれ「生鮮品等」及び「加工品」に計上している。

終製品の輸入
【３．９】

食品小売業

１ 最終消費からみた飲食費のフロー

○ 食品産業は、農水産業と消費者の間に位置し、食料の生産から消費までの各段階において、食品をその品質と安全性を

保ちつつ安定的かつ効率的に供給するとともに、消費者ニーズを生産者に伝達する役割を担っている。

○ また、食品産業は、食用農水産物１０．６兆円と輸入加工品５．２兆円を食材として、国民に多様な食料を供給しており、加

工・流通等の段階を経て付加価値を高め、 終消費段階では７３．６兆円の規模まで増加となっている。

○ 食の簡便化志向の高まりや外部化の進展を反映して、外食及び加工食品の 終消費額の割合は８割を超えるに至って

いる。
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Ⅰ 食品産業の現状について

１

○ デフレによる食料品価格の低下や少子化等を背景に、食品産業の国内生産額は１９９０年代後半をピークとして、減少傾向

にあり、平成２３年度は７８．３兆円と全産業（８９８．５兆円）の約９％を占める状況となっている。

○ 食品産業の平成２４年における就業者数は８０４万人で、全産業の就業者総数（６，２７０万人）の約１３％を占めている。

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

産業全体 6,270万人（100％）

左記を除く産業全体
5,466万人
（87％）

食品製造業
145万人
（2％）

外食産業
321万人
（5％）

食品関連流通業
338万人
（5％）

食品産業 804万人（13％）

○ 就業者数（平成２４年）○ 食品産業の国内生産額の推移

資料：総務省「労働力調査」（平成２４年）

78.3兆円

（兆円）

92.5兆円

２ 食品産業の位置付け① ー食品産業の国内生産額、就業者数ー

２

注：平成23年度の値は速報値である。



○ 国産農水産物の用途別仕向割合

○ 国産農水産物の約２／３が食品産業仕向けとなっており、食品産業は国産農水産物の 大の仕向け先である。また、食品
製造業が利用する原材料（農水産物・加工品）のうち７割強が国産農水産物となっている。

括弧内は調達額（兆円）

３ 食品産業の位置付け② ー食品産業の原材料の調達先ー

○ 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（兆円）

資料：「産業連関表」（関係10府省庁共同事業）を基に農林水産省で試算

輸 入
農水産物

輸 入
一次加工品

73.3
（5.8）

9.4

（0.7）
17.3
（1.4）

77.1

（6.4）
8.6

（0.7）

14.3
（1.2）

資料：「産業連関表」（関係10府省庁共同事業）を基に農林水産省で試算

終消費仕向 食品産業仕向68.3%

食品製造業仕向 外食産業仕向

31.7
（3.0）

33.3
（3.5）

61.6
（5.8）

60.1
（6.4）

6.6
（0.6）

6.7
（0.7）

３

大企業 484

中小企業

33,137

零細企業

13,294

28.3％

1.0％

９９％が中小零細企業

70.6％

○地方と都市圏の食品製造業の製造品出荷額、
従業者数と全製造業に占める割合(平成24年)

○ 食品製造業では、その９９％が中小零細企業であり、この傾向は、卸売、小売、外食でも同様である。

○ 食品製造業は、大都市での食を支える役割から、大都市周辺で集積が進む一方、地域経済における地場産業企業とし

ても大きなウエイトを有している。特に、北海道、鹿児島、沖縄では、製造品出荷額の３割、雇用面では全製造業の従事者

の半数を占めるなど、地域経済にとって重要な役割を担っている。

資料：経済産業省「平成２４年経済センサス・活動調査」
注１： 「平成２３年工業統計調査」は、平成２４年２月に実施した「平成２４年経済センサス・活動調査」の

中の製造業に関する調査事項にて把握している。
注２：食品製造業は、食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業（たばこ製造業、飼料・有機質肥料製

造を除く。）の合計である。

注３：製造品出荷額は、一部、個々の事業者の秘密が漏れるおそれから秘匿された数字があるため、実
態とズレがある可能性がある。

製造品出荷額 従業員数

金額（億円）
全製造業に

占める割合（％）
人数（人）

全製造業に
占める割合（％）

鹿児島
6,053

（15位）
33.1

（１位）
30,437
（13位）

42.0
（３位）

北海道
19,783
（１位）

32.7
（２位）

73,917
（１位）

45.7
（２位）

沖縄
1,727

（37位）
28.6

（３位）
12,209
（34位）

52.4
（１位）

東京
8,412

（12位）
9.7

（27位）
35,961
（11位）

11.2
（37位）

大阪
12,291
（９位）

7.5
（32位）

48,096
（８位）

10.4
（41位）

愛知
17,460
（２位）

4.7
（40位）

65,102
（２位）

8.4
（44位）

全国 平均 9.6% 平均 15.0%

○食品製造業の構造(平成24年)

資料：経済産業省「平成２４年経済センサス・活動調査」
注１: 「平成２３年工業統計調査」は、平成２４年２月に実施した「平成２４年経済センサス・活

動調査」の中の製造業に関する調査事項にて把握している。
注２: 食品製造業は、食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業（たばこ製造業、飼料・有

機質肥料 製造業を除く。）の合計である。
注３： 零細企業：従業者数３人以下の事業所

中小企業：従業者数２９９人以下の事業所
大企業：３００人以上の事業所

４ 食品産業の位置付け③ －地域経済における食品製造の重要性-

４



○ 全産業に占める外食業の割合が高い都
道府県(平成21年)

○ 全小売業に占める食品小売業の割合が
高い都道府県(平成21年)

○ 全卸売業に占める食品卸売業の割合が
高い都道府県(平成21年)

割合 事業所数

①兵庫県
②愛知県
③大阪府
④京都府
⑤東京都

8.36%
8.18%
8.07%
7.96%
7.75%

20,318ヶ所
28,191ヶ所
36,304ヶ所
10,446ヶ所
53,794ヶ所

全国平均 6.67%

割合 事業所数

①長崎県
②鹿児島県
③沖縄県
④青森県
⑤秋田県

39.6%
37.9%
36.9%
36.9%
36.3%

6,574ヶ所
7,495ヶ所
5,459ヶ所
5,387ヶ所
4,594ヶ所

全国平均 32.7%

割合 事業所数

①青森県
②沖縄県
③長崎県
④和歌山県
⑤高知県

31.4%
30.5%
30.2%
29.9%
28.5%

1,258ヶ所
1,017ヶ所
1,273ヶ所

896ヶ所
639ヶ所

全国平均 19.2%

0.1%

99.9%

大企業
598ヶ所

中小企業
401,970ヶ所

大企業
9,701ヶ所

中小企業
367,040ヶ所

2.6%

97.4%

大企業
723ヶ所

中小企業
76,455ヶ所

0.9 %

99.1%

○ 食品小売業の構造(平成21年)○ 食品卸売業の構造(平成21年) ○ 外食業の構造(平成21年)

出所：経済産業省「平成21年経済センサス」
注：「飲食料品卸売業」の数値を使用

中小企業：従業者数99人以下の事業所
大企業：従業者数100人以上の事業所

出所：「平成21年経済センサス」
注：「飲食料品小売業」の数値を使用

中小企業：従業者数49人以下の事業所
大企業：従業者数50人以上の事業所

出所：「平成21年経済センサス」
注： 「飲食店」のうち、食堂・レストラン、専門料理
店、そば・うどん店、すし店、喫茶店及びその他
の飲食店の合計

中小企業：従業者数99人以下の事業所
大企業：従業者数100人以上の事業所

出所：経済産業省「平成21年経済センサス」
注：「飲食料品卸売業」の数値を使用

出所：経済産業省「平成21年経済センサス」
注：「飲食料品小売業」の数値を使用

出所：経済産業省「平成21年経済センサス」
注：「飲食店」のうち、食堂・レストラン、専門料理店、そば・う
どん店、すし店、喫茶店及びその他の飲食店の合計 ５
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○ 法人企業統計調査（平成23年）によれば、リーマンショック等の影響を受けていた各製造業の売上高経常利益率は回復基

調となった。

○ 食料品製造業は、安定的に利益を上げているものの、売上高経常利益率や自己資本率は横ばいとなっている。

○ 日刊経済通信社の分類による企業数等の状況

○ 売上高経常利益率の推移 ○ 自己資本比率の推移

資料：法人企業統計調査（財務省）

（％）

分類 市場規模（上位１０社計） 上位１０社の生産・販売シェア 事業所数

しょうゆ 559,730（キロリットル） 65.9% （生産量） 1116

即席めん類 4,837（億円） 95.0% （販売額） 128

製パン 7,705（億円） 50.1%  （販売額）※（注） 2394

チョコレート 2,355（億円） 78.1% （販売額） 193

食用植物油脂 1,564,000（トン） 74.9% （販売量）※（注） 39

資料：（株）日刊経済通信社調査部編「平成22年度 酒類食品産業の生産・販売シェア」
ただし、しょうゆ、即席めん類、製パン、チョコレートの事業所数は、経済センサス「第1表 品目別出荷及び算出事業所数（平成23年度）」

（注）：製パンは７社、食用植物油脂は５社のシェアの数値。

資料：法人企業統計調査（財務省）

（％）

Ⅱ 業態別の現状について １ 食品製造業

６



104,335 97,848 99,732 84,274 86,390

75,649 67,056

56,954 51,416
50,284

40,256 42,578

34,951 25,827

13,837 12,343 14,173
11,400 11,868

9,802 8,766

6,908 7,369 7,240 5,713 6,222 6,389 4,641

15,471 14,546 14,710 12,629 11,789 9,709 6,901

47,381 46,432 49,447

44,017 43,812 40,698 41,229
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飲食料品卸売業計 農畜産物・水産物卸売業計 野菜・果実

食肉 生鮮魚介 食料・飲料卸売業計

資料：経済産業省 平成19年まで：「商業統計」、平成23年：「経済センサス」
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■年間販売額の推移(10億円)
産業分類

飲食料品卸売業計

農畜産物・水産物卸売業計

米麦卸売業

雑穀・豆類卸売業

野菜・果実

食肉

生鮮魚介

その他の農畜産物・水産物卸売業

食料・飲料卸売業計

砂糖卸売業

味そ・しょう油卸売業

酒類卸売業

乾物卸売業

缶詰・瓶詰食品卸売業（気密容器入りのもの）

菓子・パン類卸売業

飲料卸売業

茶類卸売業

その他の食料・飲料卸売業

２ 卸売業
(1)飲食料品卸売業

○ 飲食料品卸売業の年間販売額の推移(平成６年～２３年)をみると、合計では104兆円から67兆円へと約３６％大きく減少

している。

○ 品目別(生鮮三品)では、生鮮魚介(約▲５５％)、野菜・果実(約▲３７％)及び食肉（約▲３３％）となっている。

注1:飲食料品卸売業計は、「農畜産物・水産物卸売業計」と「食料・飲料卸売業計」の合計。
注2:年間販売額は、仕入原価、人件費、運搬費、倉庫費等を含むもの。 ７
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○ 生鮮食料品等の主要な流通経路 ○ 卸売市場の主要機能

① 集荷（品揃え）、分荷機能
・・・全国各地から多種・大量の物品を集荷するとともに、

実需者のニーズに応じて、迅速かつ効率的に必要な
品目、量へと分荷

② 価格形成機能
・・・需給を反映した公正で透明性の高い価格形成

③ 代金決済機能
・・・販売代金の出荷者への迅速・確実な決済

④ 情報受発信機能

・・・需給に係る情報を収集し、川上･川下にそれぞれ
伝達

商社輸入

消
費
者

直売所、青空市場、宅配など

産地直接取引など

製
造
業
者
、
小
売
業
者
、
外
食
業
者
等

出
荷
者
（
農
協
、
個
人
等
）

卸売市場

卸
売
業
者

仲
卸
業
者

売
買
参
加
者

(2)卸売市場 ①卸売市場の機能

○ 卸売市場は、野菜、果物、魚、肉など日々の食卓に欠かすことのできない生鮮食料品等を国民に円滑かつ安定的に供

給するための基幹的なインフラとして、多種・大量の物品の効率的かつ継続的な集分荷、公正で透明性の高い価格形成

など重要な機能を有している。

８
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○ 卸売市場経由率の推移

資料：農林水産省｢食料需給表｣、「青果物卸売市場調査報告」等により推計
注：卸売市場経由率は、国内で流通した加工品を含む国産及び輸入の青果、水産物

等のうち、卸売市場（水産物についてはいわゆる産地市場の取扱量は除く。）を経由
したものの数量割合(花きについては金額割合)の推計値。
なお、国産青果物の卸売市場経由率は約９割となっている。

○ 卸売市場数、卸売業者数の推移

資料：農林水産省食品製造卸売課調べ
注：年度当初の数である。

中央卸売市場

地方卸売市場

（業者数）

資料：農林水産省食品製造卸売課調べ
注：年度末の数である（H22年度の数値について、本グラフでは、H23.3.31付けで地方卸売市場

へ転換した松山市中央卸売市場水産物部を除いている。）。

②卸売市場の動向

○ 卸売市場は生鮮食料品等の流通の基幹的なインフラとしての役割を果たしており、青果、水産物の６割

程度が卸売市場を経由している（国産青果物では約９割）。市場経由率は、加工品や輸入品など卸売市場

を経由することが少ない物品の流通割合の増加等により、花きを除く部類で低下傾向にあったが、ここ数

年は、食肉、花きが概ね横ばいで推移している。

○ 卸売市場数及び卸売業者数は、中央卸売市場、地方卸売市場ともに減少している。

９

資料：経済産業省「商業統計表」

■業態別商品販売額の推移(10億円)

注1：合計は、「食料品スーパー」、「食料品専門店」、「食料品専門店・中心店」、「総合
スーパー」、「コンビニエンスストア」の販売額の合計。

注2:販売額には、食品以外のものを含む。
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食料品専門店･中心店

右目盛り 全小売業販売額

134,705
(H19)

■食料品スーパー：取扱商品販売額のうち食料品が70%以上
■食料品専門店：取扱商品販売額のうち食料品が90％以上
■食料品中心店：取扱商品販売額のうち食料品が50％以上
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■産業分類別商品販売額の推移(10億円)

３ 小売業

○ 食品小売業の商品販売額は約44兆円であり、全小売業の商品販売額の３分の１程度を占めている。
○ 商品販売額は、食料品スーパーでは、１３兆円(平成６年)から１７兆円(平成１９年)に増加し、また、コンビニエンスストアに

おいても、４兆円(平成６年)から７兆円(平成１９年)と大幅に増加している。一方、食料品専門店・中心店では約４割減少して
いる。

○ 食肉小売業、鮮魚小売業、野菜・果実小売業の商品販売額は、平成６年と平成１９年を比較すると、４割程度減少してい
る。
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■ 外食率、食の外部化率の推移

（単位：億円）

外食率の定義 外食率＝外食市場規模／（家計の食料飲料支出額＋外食市場規模）

食の外部化率の定義 食の外部化率＝広義の外食市場規模（中食市場含む）／ （家計の食料飲料支出額＋外食市場規模）

資料：（財）食の安全・安心財団附属機関外食産業総合調査研究センターの推計

■ 外食と中食の市場規模

資料：（財）食の安全・安心財団附属機関外食産業総合調査研究センターの推計。
注．中食は、料理品小売業（弁当給食を除く）としての値。

４ 外食産業 (1)食の外部化･簡便化の進展

○ 単身世帯の増加、女性の雇用者の増加等社会情勢の変化の中で、食に関して簡便化志向の高まりや外部化が進んで

いる。

○ 食の外部化においては、近年、中食産業が市場規模を拡大してきており、平成２４年で約５．９兆円となっている。

S50 55 60 H 2 7 12 17 18 20 21 22 23 24

外食 85,773 146,343 192,768 256,760 278,666 269,925 243,903 245,523 245,068 236,599 234,887 229,034 232,386

中食 2,016 7,132 10,955 23,409 31,434 49,878 55,158 56,047 55,313 55,682 56,893 57,783 59,461

１１

■ 外食産業の市場規模（業種別）

（単位：兆円）

資料：（財）食の安全・安心財団附属機関外食産業総合調査研究センターによる推計

■ 外食産業の市場規模の推移 （単位：億円）

(2)外食産業の市場規模とその推移

○ 外食産業の市場規模は、平成９年の２９．１兆円をピークに減少傾向となり、平成１５年からは横ばいで推移したが、平成２４

年では前年を１．５％上回り２３．２兆円となっている。

○ 平成２４年の市場規模を部門別にみると、ファミリーレストランやファーストフード等が１５．２兆円、社員食堂等の集団給食は

３．４兆円、喫茶店等の料飲主体部門は４．７兆円となっている。

営業給食

152,274
( 2.5)

飲食店

国内線機内食等

宿泊施設

学 校

給食主体部門

( 1.5)

185,865

33,591外食産業

232,386 ( 0.5)

( 2.1)

集団給食

事業所

病 院

保育所給食

喫茶店

料亭・バー等

居酒屋・ビアホール等料飲主体部門

46,521(△1.1)

( 0.1)

( 2.0)

(△0.7)

( 3.8)

( 4.7)

(△1.5)

(△1.4)

( 1.5)

( 2.5)

( 0.1)

124,686

17,179

8,609

25,131

4,930

9,780

26,544

2,873

10,197

2,457

中食産業（料理品小売業）
59,461( 2.9)

資料：(財)食の安全・安心財団附属機関外食産業総合調査研究センターによる推計（平成25年6月）

注１：営業給食とは、不特定多数の人に対してｻｰﾋﾞｽを提供するもの。

２：集団給食とは、特定多数の人に対して継続的にｻｰﾋﾞｽを提供するもの。

３：（ ）内の数値は対前年増減率（％）である。

４：飲食店においてテイクアウトの売上比率が全売上高の50％未満の場合には、この飲食店の売上は
すべて飲食店の市場規模に含め、50％以上の場合にはすべて中食産業（料理品小売業）に含める。
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農
山
漁
村
地
域
の
活
性
化

 農林漁業者と２次・３次産業が連携
した業務用カット野菜の製造・販売

 薬草等を活用した健康食品の製造
 介護食品や化粧品の開発

等

農山漁村の地域資源を活用した新事業の
創出

農林漁業と２次・３次産業との連携・融合に
よるアグリビジネスの展開

 バイオマスを活用した燃料製造

 再生可能エネルギーを活用した
発電事業

 景観や文化を活用した観光事業
等

生産・加工・流通（販売）の一体化による
農林水産物の付加価値の拡大

 農林漁業者による加工・販売分野
の取組

 学校給食、病院食等における地産
地消の取組

 農林水産物・食品の輸出の取組

 価値連鎖（バリューチェーン）による付加価値の
創出・拡大

 他産業との連携・融合による地域資源のフル活用

農林水産物 バイオマス 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ 景観、文化

地域特産品、
規格外品等

太陽光、風力、
水力、地熱等

間伐材、家畜排
泄物等

景観、伝統文
化等

新
た
な
付
加
価
値
を
創
出
し
、
農
山
漁
村
が
取
込
み

１次産業
（農林水産業）

約10兆円

２次産業
（関連製造業）

３次産業
（流通・飲食業）

約90兆円

価値連鎖

農山漁村の地域資源

２次・３次産業
の技術・知見
を取り入れ

１ ６次産業化の考え方

○ ６次産業化とは、農山漁村に豊富に存在する地域資源をフル活用し、１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造

業、３次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、新たな付加価値を生み出す取組。

（１次×２次×３次＝６次産業）

○ ６次産業化により、我が国の農業・食料関連産業全体の規模を拡大し、農林漁業・農山漁村サイドに取り込むことを通じ、農

林漁業者の所得の向上や農山漁村地域の活性化を実現。

○ ６次産業の市場規模を現在の１兆円から、2020年に10兆円に拡大。

１3

Ⅲ 農林漁業の成長産業化の推進について

２ 発展段階に応じた６次産業化の支援

生産基盤
の確立

６次産業化
への着手

６次産業化の
事業拡大 さらなる

経営発展へ

６次産業化
(農商工連携を含む)

支援施策

農林漁業
成長産業化ファンド

地域の農林漁業を先導し、
雇用機会の創出と所得向
上によって農山漁村を活性
化する「地域の元気印」と

なる会社を育てる

ファンド活用で目指したい姿

○ 生産基盤の確立から６次産業化への着手、事業の拡大等の各段階において、きめ細やかな支援を実施。
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（１）地域別の認定件数

（２）総合化事業計画の認定件数の多
かった都道府県（件数）

（３）総合化事業計画の事業
内容の割合（％）

（４）総合化事業計画の対象農林水産物
の割合

※複数の農林水産物を対象としている総合
化事業計画については全てをカウント。

加工 21.9 
直売 2.9 
輸出 0.4 

レストラン 0.1 
加工・直売 67.2 

加工・直売・レストラン 6.0 
加工・直売・輸出 1.5 

第１位 北海道 99

第２位 兵庫県 73

第３位 長野県 71

第４位 熊本県 66

第５位
愛知県

59
宮崎県

地域
総合化事業

計画の
認定件数

研究開発・成果利用
事業計画の
認定件数

うち
農畜産物関係

うち
林産物関係

うち
水産物関係

北海道 99 91 5 3 1
東北 262 244 9 9 4
関東 275 246 13 16 13
北陸 81 77 1 3 1
東海 156 132 13 11 0
近畿 289 269 10 10 2

中国四国 177 139 10 28 3
九州 299 252 19 28 3
沖縄 52 47 1 4 0
合計 1,690 1,497 81 112 27

（平成25年11月29日現在）

３ 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定状況

１５

煮干しいりこをパウダー等に加工し、
米にいりこパウダーをコーティングした
いりこ米、いりこドレッシング等の商品
を製造・販売【長崎県】

九条ねぎの売り上げ拡大と安定販売
のため、九条ねぎオイルやプチカット
葱を新商品として開発・販売【京都府】

ほうれんそう、トマト、とうもろこし、枝
豆を利用したスコーンを開発・生産し、
直売所等で販売【北海道】

西条柿の傷果・日焼け果を用いたカット
干し柿、梅入り巻き柿、アイスシャー
ベットを製造・販売【島根県】

未活用資源である規格外の鶏卵と鶏肉
を加工した新商品（マヨネーズ、たまご焼
き、味付け肉等）を開発・製造【長野県】

切餅・丸餅（伊勢茶等を配合）の商品
開発・販売を行い、経営の多角化や
高度化により農業経営を改善【三重
県】

マンゴージュース、マンゴージャムを生
産するほか、ブーゲンビレア、ハイビス
カスを利用したプリザーブドフラワーを
商品開発・販売【沖縄県】

※ 写真はイメージ

米沢牛の未利用の内臓系を使用した肉
まん、肉団子、冷凍食品を開発・販売
【山形県】

ごはん食と米粉パスタを中心に、地
域の野菜を使用した料理を提供。米
粉の乾麺やギョウザの皮等も製造・
販売【富山県】

（５） 取組事例
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（１） 地域別の認定状況

（２） 認定件数の多い都道府県（件）

（４） 事業計画で活用される農林水産資源

（３） 認定事業の累計（件）

地域
連携事業計画
の認定件数

うち
農畜産物関係

うち
林産物関係

うち
水産物関係

北海道 42 30 5 7 

東北 57 48 1 8 

関東 133 111 5 17 

北陸 52 40 5 7

東海 81 67 5 9 

近畿 74 65 3 6 

中国四国 89 61 5 23 

九州 65 50 6 9 

沖縄 19 13 1 5 

合計 612 485 36 91

第１位 愛知県 45

第２位 北海道 42

第３位 岐阜県 23

第４位 東京都 22

第５位 静岡県 21

計

①規格外や低未利用品の有効活用 101

②生産履歴の明確化や減農薬栽培等による付加価値向上 49

③新たな作目や品種の特徴を活かした需要拡大 130

④新規用途開拓による地域農林水産物の需要拡大、ブランド向上 283

⑤ITなどの新技術を活用した生産や販売の実現 27

⑥観光とのタイアップによる販路の拡大 14

⑦海外への輸出による販路の拡大 8

合計 612

（注）合計612件のうち、農林漁業者が主体となっている取組は41件（7％）である。

（平成26年２月３日現在）

４ 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定状況

１７

地場企業の食品加工技術と特産品を
融合させた健康食品「完熟柿・みかん
ジュース」と「完熟柿ゼリー」の開発
【和歌山県】

寒冷地栽培に適した低アミロース米「ゆきの
はな」の特徴を活かした「冷凍押し寿司」の
開発と広域流通による販路拡大
【青森県】

豚肉の旨味であるオレイン酸を簡易測定できる
装置の開発と本装置により科学的に選別された
「光黄金豚」の開発【東京都】

乳製品製造で培われた殺菌技術を水産
物加工に応用し、風味豊かなシラス製品
を開発【愛知県】

徳島杉の間伐材と木造住宅建築技
術を活用した、耐久性、断熱性等に
優れる「つみきブロック工法」による企
画住宅の開発【徳島県】

減農薬栽培した原料を使用し、
新特許技術により加工する高

付加価値な介護食品（嚥下食や
薬膳がゆ）の開発

【広島県】

ＩＴ技術を活用し、牛の発情を発
見する装置と携帯メール等で農
家に知らせるシステムを開発
【宮崎県】

沖縄在来種のハイビスカス（アカバ
ナー）を有機栽培し、花茶、エステドリ
ンクの開発など、生産から販売まで一
貫したシステムを確立
【沖縄県】

良質なタンパク質、脂肪酸、ミネラルが豊富
なペポカボチャの種の本格生産と旭川ブラン
ド「焼き菓子」の開発
【北海道】

健康食品や化粧品の分野で注目され
ているシトルリンを豊富に含む「カラハ
リスイカ」を原材料として、ドリンク、清
涼飲料水、固形剤を開発、製造及び
販売。
【奈良県】

（５） 取組事例
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○ 食品産業の目指す基本的な方向と望ましい構造

食品産業の持続的発展に向けた共通の目標
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（単位：兆円）

１ 食品関連産業全体の市場規模の拡大にかかる目標

食品関連産業の国内生産額
９５兆円（2009年）→１０７兆円（2015年）→１２０兆円（2020年）

※ 毎年、年率２％程度の経済成長を続けることで、2020年までに市場規模を120兆円に拡大。

２ 農林漁業成長産業化の目標

①６次産業の市場規模：１兆円（2010年）→１０兆円（2020年）

②農林水産物・食品の輸出額

：4,500億円（2011年）→１兆円（2020年）

③農林水産業を基盤とした新事業の創出：６兆円（2020年）

＜2020年における食品関連産業全体の市場規模＞

消費者起点

ライフスタイル提案による
新たなマーケットの創出

食品産業の事業活動を、
単なる「物」の供給でな
く、幅広いライフスタイ
ルの提案として捉え、新
たな付加価値を生む商品、
サービスを開発すること
が重要な着眼点。

グローバル起点

グローバルな観点
での競争力強化

国内外での企業統合や企
業間連携を通じ、事業の
水平展開、垂直展開等を
具体化して、収益性が高
く、効率のよい経営を実
現することは、事業基盤
強化として重要な着眼点。

地域起点

自らが立地する地域の魅力
をフル活用した事業展開

地域に根差して事業活動
を展開してきた食品産業
事業者が、自らの強みを
明確にし、独自性を発揮
することによって付加価
値を高めようとする際に、
重要な着眼点。

自らが立地する地域の魅力
をフル活用した事業展開

食品産業が目指すべき基本的な方向は、需要サイド

に立ち、イノベーションの誘発による国内市場の深耕と

アジア等の海外需要の取込を、「消費者」「地域」「グ

ローバル」の３つの視座の組み合わせにより戦略的に

実施すること。

そして、将来的に望ましい構造は、①海外市場を開

拓し、グローバル化を進める企業群の形成、②独創的

な食・サービスを提供し、国内需要を拡大する企業活動

の活性化という２つが並存する状況。

食品産業の目指すべき方向

５ 食品産業の将来ビジョン（平成24年３月）について

１９

• パートナーやファンドの出資が活かされ
ることで、自己資金の２０倍程度の規模
の事業も考えられる

（※）資本性劣後ローンとは、金融機関が財務状況を判断するに当たって、負債ではなく、資本とみなすことができる借入金。

補助金 融資 出資（本ファンド）

金融機関等
からの融資

自己資金
補助金資

金
調
達 自己資金

融資資
金

調
達

資
金
調
達

自己資金(農林漁業者)

ファンド出資分

自己資金(ﾊﾟｰﾄﾅｰ事業者)

• 仮に補助率1/2の場合、自己資金の２
倍の規模まで事業規模を考えられる

• 事業者の信用力によるが、一般的な水
準（※）では、自己資金の２倍～５倍の規
模まで考えられる

①
①

②

⑯

①

④

①
①

資本性劣後ローン

• 事業要件が厳格
• 担保・保証不要
• 資金使途が限定的

• 担保・保証等が課題
• 資金使途が限定的

• 事業設計の自由度が高い
• 担保・保証不要
• 財務体質を強化

自
己
資
金
と
事
業
資
金
の
関
係

特
徴

（※）

平均的な自己資本比率の逆数を借入限度額とみなした場合、自己資金の何倍まで資金調達できるかを検討

６ 農林漁業成長産業化ファンドの本格展開
(1) 新たな政策ツールとしての「出資」

○ これまでの補助金・融資に加え、新たな政策ツールとして「出資」を追加。
○ ファンドからの「出資」により、①自由度の高い資金供給、②財務体質の強化（民間資金の呼び水）を通じて、

６次産業化事業の取組強化・拡大を図る。
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対象事業者
（本図は資金・支援の流れを図示したもの）

一体的

国

（産業投資）

民間等
食品企業、
金融機関等

６
次
産
業
化
事
業
体

（
六
次
産
業
化
・地
産
地
消
法
の
認
定
事
業
者
）

民間等
地方自治体、農業団体、
金融機関、地元企業等

出資

経営支援

出資

出
資

出資

６次産業化
パートナー
企業

出資

技術、販路、
ノウハウ

農
林
漁
業
者

（
主
た
る
経
営

者
）

出資

農林水産物等

• 出資期間は１５年間
• 機構の出資割合は50％以下
• サブファンドは、同地域に複

数設立される場合も想定

貸付け

直接出資

出資

経営支援６次産業化プランナー 等

連
携

サブファンド

（株）農林漁業
成長産業化支援機構

(A-FIVE)

• ２０年間の時限組織

資本性劣後ローン

支援対象事業
活動支援団体

地方自治体、
農林漁業団体

支援

地域金融機関等融資

間接出資

(2)農林漁業成長産業化ファンドによる資金・支援の流れ

２１

平成25年12月20日現在

三菱東京ＵＦＪ銀行(20)

東北の以下の４行と連携
青森銀行、秋田銀行、
岩手銀行、山形銀行

ＪＡグループ(100)

２．県域に限られない
ファンド

３．テーマファンド

エー・ピーカンパニー(10)

ぐるなび(10)

１．地域ファンド

主な出資金融機関等(ファンド総額 単位:億円)
(A-FIVE出資分含む)

北洋銀行(30)

北海道銀行(30)

七十七銀行(20.2)

福島県地域
金融機関等(20)

千葉県内
11金融機関(20)

静岡銀行(5)

伊予銀行
(20)

第四銀行
(5)

群馬県上野村

(10)

八十二銀行

(10)

愛媛銀行
(20)

西京銀行(10)

西日本ｼﾃｨ銀行(20)

大分銀行(20)

肥後銀行(10)

十八銀行(10.02)
三井住友銀行(20)

百五銀行(5)

紀陽銀行
(10)

常陽銀行(10)

広島銀行(10)

中国銀行(5)

香川銀行
徳島銀行

(5)

埼玉りそな銀行(5)

注１ 当資料は設立準備中のサブファンドも含まれます。

注２ 地域金融機関との連携による複数のサブファンド設立を想定する中で、100億円の支援決定を受けており、その一部としてサブファンドを組成。サブファンド数は２とカウント。

みずほ銀行(100)（注２）

東北の以下の４行と連携(20)
荘内銀行、北都銀行、
みちのく銀行、東北銀行

足利銀行等栃木県内10金融機
関と連携(20)

宮崎銀行(10)

阿波銀行
(10)

佐賀銀行(5)

みなと銀行

(10)

十六銀行
(5)

トマト銀行(10)

36サブファンド
総額620.22億円

(うちA-FIVE分310.11億円)

（3）サブファンド設立状況
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事業者名
サブファンド

の主な出資者

サブファンド
による出資決定額

（単位：百万円）
事業内容

出資同意

決定日

(株)OcciGabi Winery

(北海道 余市町) 北洋銀行

サブファンド 81(40.5)※

出資総額 162
H25.9.2

ジャパン

ホートビジネス(株)

(千葉県 富里市)

千葉銀行等
県内11金融機関

サブファンド 50(25)※

出資総額 100
H25.9.2

沖縄栽培水産(株)

(沖縄県 与那国町)
西日本
シティ銀行

サブファンド 40(20)※

出資総額 80
H25.9.2

西日本水産(株)

(福岡県 福岡市)
西日本
シティ銀行

サブファンド 60(30)※

出資総額 120
H25.10.9

(株)みらいトレーディング

(東京都 千代田区)
JAグループ

サブファンド 20(10)※

合計 40
H25.11.11

(株)あおもり海山

(青森県 深浦町)

みずほ銀行
荘内銀行
北都銀行
みちのく銀行
東北銀行

サブファンド 100(50)※

合計 200
H26.1.27

オチガビ ワイナリー
 余市産ぶどうのみを使用した高品質・高価格のワインを製造。

パートナーの都市部販売網も活用。
 ワイナリー内に併設するレストランと売店で、地場農水産物

やその加工品も販売。

 植木、盆栽の生産者と輸出経験が豊富なパートナーとで合弁
事業体を形成。千葉県を中心とした植木、盆栽生産者と連携
し、中国に加えＥＵ、北南米等の輸出も志向して新たな市場
を開拓。

 新しい技術を沖縄県与那国島に導入することにより、高品質
な車えびの周年販売を実現し、大口需要者の開拓等を通じて
大消費地に販売チャネルを拡大。

※：( )内はA-FIVE出資相当分

 シラス資源の逼迫により、通常のウナギ養殖がコスト高とな
る中、これまで有効に活用されていなかった未成熟なウナギ
を一定の条件下で再肥育することにより、成熟したウナギと
して出荷する加工販売事業。

平成26年2月10日現在

 まだ一般的でないレタスを新たに導入し、鮮度を保持できる
新包装で流通させ、消費者に届ける流通販売事業。

 青森県深浦町近海にて夏期に漁獲されるクロマグロを、柵加
工・冷凍加工して需要期に新たな販路拡大を推進する事業。

（4） Ａ－ＦＩＶＥによる出資案件について

２３

Ⅳ 食品の安全・消費者の信頼確保について

○ ＨＡＣＣＰについては、その導入には施設整備、人材育成が必要であることから、大規模層は相当程度導入が進んでいるが、大多数を占める中

小規模層の導入率は低位。

○ 食品のトレーサビリティは、現在、食品衛生法において、全ての農林漁業者、食品産業事業者等を対象に、入出荷記録の作成、保存について

「努力義務」が課されている。また、平成22年から米トレーサビリティ法において、米・米加工品を取り扱う事業者を対象に、入出荷記録の作成・保

存を義務化。

○ 農林水産省が要請した食品事業者団体において、傘下会員に対して「コンプライアンス」を指導するための「自主行動計画」を策定しており、個別

中小企業の「企業行動規範」の策定は約８割程度。

○ 食への信頼向上に向けた食品産業事業者の主体的な活動を促すため、食品産業事業者や関連事業者との間でネットワークを構築し、食品の品

質管理や消費者対応等の取組に関する情報の積極的な提供や、この取組の取引先や消費者による適正な評価を働きかけているところ。

（「フード・コミュニケーション・プロジェクト」）

HACCPの取組拡大 食品業界のコンプライアンスの確立

○ コンプライアンスの確立のためには、各食品事
業者における「企業行動規範」等の策定の取組が
有効

食品関係団体
自主行動計画の策定

指導

食品関係事業者
企業行動規範の策定

→Ｈ22年度目標：中小食品企業で7割以上
現状：８割程度
今後は、社内への周知徹底や見直しに向けた
取組が必要

支援

個別企業におけるコンプライアンスの確立を図るため、
・実践的なセミナーを全国で開催
・食品関係団体の要請に応じたセミナー講師派遣

○食品製造事業者のHACCPの導入率
・中小規模層（１～５０億円）は低位【16％】

このため

・工程管理の責任者養成研修の強化
・低コスト導入手法の構築・普及

・HACCPの導入の前提となる施設・設備、従事者の
衛生管理など一般的衛生管理の徹底

○ＨＡＣＣＰ手法導入上の問題点

・施設整備に一定のコスト

・製造現場でＨＡＣＣＰを導入・実践できる人材が不足

○中小規模層でのHACCP導入を加速化

○HACCP導入が困難な零細規模層等への対策

○目標：中小規模層のHACCP導入率を
１６％（’06年度）→５０％（’23年度）に拡大

食品のトレーサビリティの取組拡大

・米トレーサビリティ法の趣旨、内容の関係事業者への浸透
・行政の巡回指導体制の整備

・ 「食品衛生法」では、全ての農林漁業者、食品事業者
等を対象として入出荷記録の作成・保存が「努力義
務」（2003．８施行）

・ 「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」の公布により、米及び米加工品へ
のトレーサビリティの導入が決定 （Ｈ２２．１０施行）

米・米加工品について、トレーサビリティを導入

２０１０.１０～

食品トレーサビリティの確立

・施行上の課題、米以外の品目の取組実態の把握

米トレーサビリティの実施状況を把握

・ 米トレーサビリティ法の施行の状況を踏まえ、入出荷記録
の作成・保存の取組の拡大について検討

トレーサビリティの取組拡大に向けた方策の検討
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（参考１）HACCPの導入支援策

○ 日本産食品の安全と国際的な信頼の向上を図るため、国内の食品製造事業者の衛生・品質管理体制の強化を図るとと

もに、HACCP等の国際標準の導入促進に係る取組を支援。

食品の品質管理体制に係る課題

● 一般的衛生管理の重要性が認識されていない
（食中毒のほとんどは一般的衛生管理への対応
が不十分なため発生）

● ＨＡＣＣＰによる衛生・品質管理を求める世界的
潮流があるにもかかわらず、中小事業者におい
てＨＡＣＣＰの導入が進まない

（輸出先国が求める衛生・品質管理水準に
未対応）

【ＨＡＣＣＰ導入が進まない要因】

Ⅰ コストへの支援 【HACCP支援法】

・法の期限を１０年延長
・高度化基盤整備の取組への支援拡大
・輸出促進の位置付けの明確化

① 人材育成支援等
・ 高度化基盤整備の徹底やHACCP導入促進のための責任者・

指導者養成研修等の開催支援
・ 高度化基盤整備の定着・普及に対する取組の支援
・ 輸出対応に向けた対応を円滑化するための研修会の開催支

援

１．事業者向け対策（人材確保支援）

Ⅱ 人材確保・消費者理解への支援 【予算事業】

２．消費者向け対策（理解醸成への支援）

② 専門家現地派遣
・ HACCP導入を加速度的に進展させ、輸出の促進を図るため、

製造現場に専門家を派遣し、助言・ 指導する取組を支援
・ HACCPを適切に維持・運用できているかを確認し、助言・指導

を行う取組を支援

① 消費者セミナー等の開催
・ 製造現場での体験を含めた消費者セミナーの開催を支援

② パンフレットによる普及啓発
・ 小売現場におけるＨＡＣＣＰ等の普及の取組を支援

• コストがかかる
• 人材確保が困難（科学的・技術的知識が不足）

（危害要因の科学的分析能力等を有する
責任者、指導者等の確保）

• ＨＡＣＣＰが消費者に理解・評価されない
ためインセンティブにならない

中小事業者へのHACCP導
入が伸び悩み

２５

○ 食品事業者による不適切な表示や製造等、食に対する消費者の信頼を揺るがす事件が相次いで発生している。

○ 消費者の信頼を回復するため、食品企業のコンプライアンスの徹底を図る必要がある。

○ 近の主な消費者の信頼を揺るがす事件 ○ 食品自主回収件数

資料：農林水産省調べ

○ 要因別の食品自主回収件数

（件）

(60.3件/月)(25.2件/月)

(19.8件/月)

(64.2件/月)

(70.4件/月)

※この他、2008年1月、10月に輸入冷凍食品等における薬物中毒事案が発生。同年9月に
輸入食品から乳製品由来の食品汚染が発覚。2013年12月冷凍食品における薬物中毒
事案が発生。

（参考２） 食品産業のコンプライアンスの確保
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(76.8件/月)

(58.4件/月)

(74.5件/月)

(76.8件/月)

2013年
合計922件

資料：（独）農林水産消費安全技術センター

時期 概 要

2007年1月 •消費期限切れ原料（牛乳）を使用してシュークリームを製造、細菌数基準を超えた製品を出荷

6月 •食肉加工製品の虚偽表示の他、他商品での意図的な異種製品の混入、賞味期限の改ざん等

•上記の行為を不正と認識した上で、社長もしくは幹部社員の指示により常態的に実施

10月 •和菓子製品の解凍・再包装、製造年月日及び消費期限表示の改ざん、原材料の不適正表示

•店頭売れ残り返品の原材料を新たに同一製品に再利用・関連会社に販売

11月 •製品の消費期限等の改ざん、食肉原材料の原産地の偽装、調理食品の再利用

2008年6月 •販売先から返品された手延素麵を包装し直し、新たな賞味期限を表示して再出荷・販売

7月 •鰻蒲焼の産地偽装、偽装するため製造や販売実績のない架空会社を経由し販売

•事実と異なる不適正な表示がされたものを認識していながら販売

9月 •事故米を食用米として販売、偽装するため実態のない架空会社を経由し販売

12月 •中国から輸入したタケノコ水煮に国産を混ぜて袋詰めし、「熊本県産」「鹿児島県産」に偽装

•一部商品では罐詰メーカー社員の写真を使い、「農家の皆さん」と生産者のように表示

2009年5月 •干しそば製品の原材料表示において、そばと小麦粉の順番を逆に表示。是正指導も無視

5⽉ •蜂蜜の濃度を偽装し、異性化液糖などで薄めた製品を販売

6月 • 原材料に「ベニズワイガニ」を使用していたにもかかわらず、原材料名、商品名等に「ズワイガ
ニ」と表示して販売

7月 •中国産を原料に使った塩蔵ワカメを「鳴門産」と偽って販売

2010年5月 •未検査米に「徳島県産」と表示。事実と異なる販売者、精米年月日を表示して販売

•トマト、なす他10品目以上の青果品に事実と異なる販売者を表示して販売

2010年6月 •台湾産、中国産のうなぎを国産と偽って表示して販売

2013年9月 •中国産米や加工用米を国産主食用米として、弁当・おにぎりメーカーに販売

10月 •ホテルや百貨店のレストラン等で、メニュー表示と異なる食材を使用して客に料理を提供

資料：（独）農林水産消費安全技術センター ２６
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■ 東京コメ ■ 大阪コメ

２７

●１日平均出来高の推移

※出来高：市場で成立した売買契約の数 ※東京コメ：１枚６トン、大阪コメ：１枚３トン

３月８日
東京穀物商品取引所（25年３月解散）及び関西商品取引所
（現・大阪堂島商品取引所）が試験上場の認可申請

７月１日 試験上場認可

８月８日 取引開始

平成23年

７月８日 大阪堂島商品取引所が２年間の試験上場の延長を申請

８月７日
試験上場の２年間の延長を認可
食料産業局長名で「留意事項」を通知

●価格の推移（期先限月の終値）

８月７日
試験上場期間(４年間）終了（ただし、４年間経過前に取引を
開始している限月に限り取引の継続が可能）

Ⅴ 米の先物取引の試験上場について

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000

東京コメ

（円/玄米60kg）

大阪コメ

（円/玄米60kg）

とうもろこし

（円/1,000kg）

（単位：円）

平成25年

平成27年

１ 先物取引とは
●米の先物取引に関するこれまでの経緯

○ 先物取引は、「半年後に米を100俵、13,000円/俵で
売る（又は買う）」というように、将来の価格をあらかじ
め決めて行う取引。

○ あらかじめ、出来秋の段階の価格を固定して取引を
行うことにより、作況による価格変動のリスクを回避す
る手段として利用することが可能。

10月
（収穫期）

4月
（田植え前）

11,000円

13,000円

13,000円で売る約束

今年は豊作！
価格が11,000円に・・

約束どおり13,000
円で売れる

２ 総合取引所の実現に向けた整備

○ 「総合取引所」とは、証券・金融・商品先物を一つの取引所で取り扱うもので、利用者の利便性の向上、国際競争力の強化を

目的としている。

○ 平成24年９月に金融商品取引法の改正法が成立（施行は26年3月予定）。今後、「総合取引所」が創設された場合には、規

制・監督の権限の窓口が金融庁に一元化されることとなっている。

平成19年6月19日
「経済財政改革の基本方針２００７」閣議決定

取引所において株式、債券、金融先物、商品先物など総合的に幅広い品揃えを可能とするための具体策等を検討し、結論を得る。

平成24年2月24日 総合的な取引所検討チーム取りまとめ（農水省・経産省・金融庁の３省庁合意事項を公表）

平成24年9月6日
金融商品取引法等の一部を改正する法律成立（９月１２日公布）

■証券・金融・商品を一体として取り扱う総合的な取引所については、金商法に基づき、 内閣総理大臣（金融庁）が一元的に監督。
■取引所への商品の上場・取引停止などは、内閣総理大臣（金融庁）と農林水産大臣・経済産業大臣で協議。

平成25年6月14日

「規制改革実施計画」閣議決定

平成26年3月予定
（公布から1年半以内）

金融商品取引法等の一部を改正する法律施行

事項名 規制改革の内容 実施時期 所管省庁

総合取引所の実現に
向けた取組の促進

昨年９月に成立した改正金商法の着実な実施を始め、総合的な取引
所の実現に向けて所要の整備に積極的に取り組む。

平成25年度
検討・結論

金融庁
農林水産省
経済産業省
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日本の「食文化・食産業」の海外展開
（Made BY Japan）

① ビジネス環境の整備
② 人材育成
③ 出資による支援

日本の農林水産物・食品の輸出
（Made IN Japan）

国別・品目別輸出戦略の実行
（全国協議会の枠組みを活用した検証・見直しを実施）

日本食文化の普及
日本食の普及を行う人材育成、

メディアの効果的活用等を各省連携して実施

世界の料理界で日本食材の活用推進
（Made FROM Japan）

日本食材と世界の料理界とのコラボレーション
※世界中のシェフが日本のゆずをメニュー化
※中華料理の高級食材として輸出されるホタテ

Ⅵ 輸出促進等の展開について
１ 食文化・食産業のグローバル展開

○ 日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海外展開と日本の農林水産物・食品の輸出促進を一体的に展開す

ることにより、グローバルな「食市場」（今後10年間で340兆円から680兆円に倍増）を獲得。

○ このため、世界の料理界で日本食材の活用推進（Made FROM Japan）、日本の「食文化・食産業」の海外展開

（Made BY Japan）、日本の農林水産物 ・食品の輸出（Made IN Japan）、の取組を一体的に推進。

２９

(1) 日本の農林水産物・食品輸出の現状

○ 巨大な食の世界市場規模に対し、日本の輸出金額は５千億円前後の壁に当たっていたところ。
○ 平成25年の輸出額は、5,506億円となり過去 高額となったが、さらなる輸出拡大には、この市場を取り込むことが不可欠。

現在340兆円の世界の食の市場規模は、
2020年には680兆円に倍増との推計

 近年、平成23年３月の原発事故に伴い

多くの国が日本産農林水産物・食品の

輸入規制を強化したことなどにより、農

林水産物・食品の輸出額は、５千億円

の壁に当たっていたところ。

 未だに多くの国が輸入規制を解除しな

い中、平成25年の輸出額は5,506億円と

なり、過去 高を記録。

(2) 「食」への評価と農林水産物・食品輸出額の相関

○ ジェトロの調査によると、「食」の人気が一番高いのは日本だが、「食」への支持が輸出に結びついていない。
○ 日本の輸出先は、関税が低く、非関税措置も厳しくない地域が中心。

イタリアの農林水産物・食品輸出額の内訳(2011) 日本の農林水産物・食品輸出額の内訳(2011)

・ （ｎ＝）は回答個数。
・ 本設問においては、実施国の料理

は選択肢から除外。
・ 複数回答可としており、総回答数

に対する回答個数の割合を示した。

【好きな外国料理】 質問：『好きな料理かつ外食で食べる外国料理はどれですか』

出典：ジェトロ「日本食品に対する海外
消費者調査（中国、香港、台湾、韓国、
米国、フランス、イタリア）」

壁

２ 農林水産物・食品の輸出促進に向けて

３０



○食品産業のアジアにおける現地法人数（業種別） ○食品産業のアジアにおける国別現地法人数(2012)

○国内法人数に対する現地日系法人数の比率

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

食料品製造業 329 327 357 379 387 404 401 413

飲食店 41 48 46 53 57 62 68 73

流通、貿易（物流含） 163 179 174 156 168 187 198 208

計 533 554 577 588 612 653 667 694

出所：東洋経済新報社「海外進出企業総覧」を基に農水省作成
対象国・地域：中国、香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、台湾、韓国、ﾏﾚｰｼｱ、ﾀｲ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ、ｲﾝﾄﾞ

世界（ｂ） アジア（ｃ） （ｂ／ａ） （ｃ／ａ）
食品製造業 33,621 474 401 1.4% 1.2%

その他製造業 199,565 9,369 6,831 4.7% 3.4%

国内
法人数（ａ）

現地日系法人数 比率

出所：国内法人数は、総務省・経済産業省「平成24年経済センサス‐活動調査
製造業(産業編)」を基に農水省作成
現地日系法人数は、東洋経済新報社「海外進出企業総覧」を基に農水
省作成

出所：東洋経済新報社「海外進出企業総覧2013」(2012年実績)
を基に農水省作成

３ 食品産業の海外への展開状況

○ 我が国の食品産業の海外展開は、今世紀に入ってからアジア市場を中心に本格化し、アジアにおける現地法人数は、2012  
年で６９４社となっている。

○ しかしながら、国内法人数に対するアジアの現地法人数の比率をみると、食品製造業の割合は、その他製造業と比較して、
３分の１と低い。

３１

出所：東洋経済 海外進出企業総覧2013をもとに農水省作成

アジア
欧州

北米

中南米

オセアニア

アフリカ

694
78

39
5

2

中東

42

全地域1032法人に対して694法人・・・約2/3がアジア

172

業種：食料品製造、食料品卸売、小売(百貨店、スーパー）、飲食・外食

（参考１） 日本の食品関連企業の海外現地法人分布(2012年)
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（参考２）主な食品企業の進出実績及び注目する国（30社ｱﾝｹｰﾄ結果）

ASEAN

アジア･オセアニア ヨーロッパ 北米 中南米

○ 既進出国で注目するのは中国、インドネシア、タイ。
○ 進出拡大対象としてはミャンマー、インド、ベトナム。

３３

※ は本社所在地の属する地域 空欄は不明のため「不明・その他」欄へ

○欧米及び日本の主な食品メーカーの地域別売上高構成比○日米欧上位３社の売上規模・収益率比較

出所：日本食糧新聞 世界食品メーカー売上高ランキング（2011年度）

（2013年7月8日 10859号 6面）をもとに農水省作成

※対ドルレート：79.8円で計算

(収益率)

売上高(10億円)

は米国企業
は欧州企業

出所：各社直近のＩＲ資料等をもとに農水省作成

大塚ＨＤ分については医療関連分の売上を除いたもの

企業名 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 米州 欧州
その他地域
未分類地域

日本

ネスレ 16.0% 43.0% 38.0% 0.6% 2.4%

ペプシコ 67.0% 20.0% 13.0%

ユニリーバ 33.5% 27.3% 39.2%

コカコーラ 42.7% 12.6% 44.7%

ダノン 26.0% 27.0% 41.0% 6.0%

キリンＨＤ 19.5% 10.9% 69.6%

味の素 17.9% 10.5% 8.1% 63.5%

サントリーＨＤ 9.5% 3.8% 7.4% 79.3%

日本ハム 5.1% 6.3% 3.2% 85.4%

アサヒグループＨＤ 10.3% 89.7%

キッコーマン 5.5% 34.5% 4.7% 1.1% 54.2%

日本水産 1.7% 13.0% 9.0% 76.3%

大塚ＨＤ 18.9% 19.0% 62.1%

ヤクルト本社 13.3% 12.2% 2.5% 72.0%

マルハニチロＨＤ 3.6% 5.1% 1.9% 89.4%

海
外

国
内

（参考３）グローバル化企業の経営状況

○ 食品企業のグローバル化が進む中、米国・欧州の上位企業と比較すると、売上高、収益率とも大きな格差が存在。

○ また、我が国企業が、国内市場での売上げに大きく依存しているのに対し、欧米企業はグローバルに事業展開を進めてい

る。
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78.8%

21.2% 何らかの対策が必要（あ

る程度必要を含む）

対策は必要ない（あまり必

要ないを含む）

出典：農林水産政策研究所（平成25年6月3日公表）

出典：農林水産省｢食料品アクセス問題に関するアンケート調査｣
(平成24年11月実施)
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全年齢 65歳以上

64.8%

11.2%

24.0%

対策を実施している

対策を検討している

実施も検討もしていない

850

380

Ⅶ 食料品アクセス問題について

１ 現状
○ 飲食料品店の減少、大型商業施設の郊外化等に伴い、都市部においても、高齢者を中心に食料品の購入や飲食に不

便や苦労を感じる「食料品アクセス問題」が顕在化。
○ 農林水産政策研究所の推計によれば、生鮮食料品店までの距離が500m以上、かつ自動車を持たない人口は850万

人、うち65歳以上は380万人にのぼり、特に高齢者に大きな負担。
○ 全国の市町村を対象に行ったアンケート調査によれば、全国の市町村の約８割が現時点で「何らかの対策が必要」と考

えており、そのうち対策を実施している市町村は約 65％。また、２4％の市町村が対策の検討にさえ着手できていない状
況。

■生鮮食料品店までの距離が500m以上で、かつ自動車を持た
ない人口

■対策を必要とする市町村の割合

■対策を必要とする市町村の対策の実施状況

万人
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２ 対応

■関係府省・団体の施策や取組についてもワンストップで閲覧可能に

農林水産省（補助事業）

食料品小売店、農協、
商工会、ＮＰＯ法人等
が、市町村等と連携し
て企画検討会を開催

宅配・配送サービス

移動販売

買い物代行

空き店舗利用販売

配食サービ
ス

取組事例

事業実施主体

支援

■民間事業者等が市町村等と連携して開催する企画検討会の経費を支援

○ 農林水産省は、全国の地方公共団体や民間事業者等が、食料品アクセス問題の解決に向けた取組に役立てられるよう「食

料品アクセス問題ポータルサイト」を開設(H24年６月)。農林水産省の施策や調査結果等の紹介のほか、関係府省・団体の施策

や取組等について、ワンストップでの情報提供を実施。

○ また、民間事業者等が市町村等と連携して地域の実態に応じた改善策を策定するための企画検討費を支援(H24、H25)。

農林水産省

食料品へのアクセス
満足度を指標化

（500mメッシュ）、先
進事例集等 経済産業省

先進事例とその工
夫のポイントをまと
めた「買い物弱者

応援マニュアル」等

厚生労働省

「見守り・買物支
援」を必要とする人
へのサポート体制
を構築（安心生活

創造事業）等内閣府、総務省、
関係団体等の関

連施策・取組

国土交通省

ニーズに応じた交通
手段の確保・維持を
支援（地域公共交通
確保維持事業）等

農林水産省（農林

水産政策研究所）

「食料品アクセス

マップ」（直線距離で

500m以上の人口を

表示）等
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■ 食品廃棄物等の発生量（平成2３年度） ■ 食品循環資源の再生利用等実施率（平成2３年度）

資料： 「食品廃棄物等の発生量が年間１００トン以上の食品関連事業者からの定期報告結果」及び「食品リサイクルに関する事例調査」による農林水産省統計部の推計結果より計算

■ 登録再生利用事業者(178社)による再生利用事業種別内訳
(平成2６年２月25日現在)

■ 食品廃棄物等の再生利用等実施量（平成2３年度）

（注）「再生利用以外」とは、食品リサイクル法で定める再生利用手法以外のもので、セメント、きのこ菌床、暗渠疎水材、かき養殖用資材等である。

（単位：万トン）

○ 食品廃棄物等の発生量は、平成23年度で1,996万トンとなっており、このうち食品製造業が約８割を占めている。
○ 食品循環資源の再生利用等実施率は、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなることから、食品製造業の再生利用等

実施率は高いものの、食品卸売業、食品小売業、外食産業の順に低下している。
○ また、再生利用の内訳を見ると、飼料、肥料の割合が高く（特に食品製造業においては、飼料の割合が高い）、登録再生

利用事業者も肥飼料化で85％となっている。

発生量合計
1,996万ﾄﾝ

食品製造業
1,658万ﾄﾝ

(83%)

外食産業
188万ﾄﾝ

(9%)
食品小売業

127万ﾄﾝ
(6%)

食品卸売業
22万ﾄﾝ
(1%)

業 種
年 間
発生量

業種別
実施率
目 標

再生利用等実施率(％)

発生
抑制

再生
利用

（用途別仕向先）

熱回収 減量
飼料 肥料 その他

(万t) (%)

食品製造業 1,658 85 95 9 71 78 17 5 2 13
食品卸売業 22 70 57 7 46 26 48 26 3 1
食品小売業 127 45 41 11 30 45 34 21 0 1
外食産業 188 40 23 4 16 26 37 38 0 3

食品産業計 1,996 - 84 8 63 75 18 7 2 11

31 

43 

11 

1292 

1377 

0.2 

44 

46 

6 

1 

0.2 
228 

235 

1 

1 
1 

39 

42 

149 

82 

9 

55 

296 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外 食 産 業

食品小売業

食品卸売業

食品製造業

食品産業計

再生利用 熱回収 減量 再生利用以外 処分量

1

1

(注)一事業者が複数の再生利用事業を実施しているケースがあるため、
種別の件数の計と事業者数とは合致しない。

Ⅷ 食品産業における環境対策
１ 食品リサイクル （1）食品廃棄物の発生・再生利用の状況

（参考）食品リサイクル制度における取組の優先順位
①発生抑制 ②再生利用（飼料化を優先） ③熱回収 ④減量
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再生利用事業 件数

肥料化事業 １２０

飼料化事業 ５8

油脂・油脂製品化事業 ２２

メタン化事業 ９

○ 小売店などが設定するメーカーからの納品期限及び店頭での販売期限は、製造日から賞味期限まで

の期間を概ね３等分して商慣習として設定される場合が多く（いわゆる３分の１ルール）、食品ロス発生の

ひとつの要因とされ、フードチェーン全体での取組が必要。

いわゆる３分の１ルールによる期限設定の概念図
（賞味期限６ヶ月の場合）

●店頭から
撤去、廃棄
(一部値引き

販売)

店頭で
の販売

２ヶ月 ２ヶ月２ヶ月

製造日 納品期限 販売期限 賞味期限

卸

売

ス
ー
パ
ー

メ
ー
カ
ー

●卸・小売から
メーカーへの返品、

受取拒否
年間：1,139億円

●小売から卸売
への返品

年間：417億円

資料：「加工食品・日用雑貨業界全体の返品額推計（2010年度）」（財）流通経済研究所

●欧米の納品期限

国 納品期限
（賞味期限ベース）

アメリカ １／２残し

英国 １／４残し

フランス １／３残し

イタリア １／３残し

ベルギー １／３残し

（参考）日本 ２／３残しが平均

（2）食品メーカー、卸、小売店における商習慣
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食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム（18名）

【参加企業】

■食品製造業 （９社） ■食品卸売業 （３社）

・味の素㈱ （風味調味料協議会） ・国分㈱ （日本加工食品卸協会）

・江崎グリコ㈱ （全日本菓子協会） ・三菱食品㈱ （日本加工食品卸協会）

・キッコーマン食品㈱ （日本醤油協会） ・㈱山星屋 （全国菓子卸商業組合 連合会）

・コカ・コーラカスタマー
マーケティング㈱

（全国清涼飲料工業会）

・サントリー食品
インターナショナル㈱

（全国清涼飲料工業会） ■食品小売業 （４社）

・日清食品㈱ （日本即席食品工業協会） ・イオンリテール㈱ （日本チェーンストア協会）

・ハウス食品㈱ （全日本カレー工業協同組合） ・㈱イトーヨーカ堂 （日本チェーンストア協会）

・㈱マルハニチロ食品 （日本缶詰協会） ・㈱東急ストア （日本ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ協会）

・雪印メグミルク㈱ （日本乳業協会） ・㈱ファミリーマート （日本ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ協会）

検討経緯

(平成24年)
10月3日 第１回ＷＴ開催
11月2日 第２回ＷＴ開催
(平成25年)
１月18日 第３回ＷＴ開催
２月22日 第４回ＷＴ開催
３月５日 中間とりまとめ公表

＜H24年度の取組内容＞
食品ロス削減のための商慣習を検

討するため、アンケート調査やヒアリン
グ調査を実施して業界の実態把握を
行い、認識の共有を図り、商慣習見
直しに向けて中間とりまとめ。（

【目的】食品ロス削減のための商慣習について検討、【構成】食品製造業、食品卸売業及び食品小売業の企業、学識経験者
【事務局】流通経済研究所（農林水産省補助事業）

○過剰在庫や返品等によって発生する食品ロス等は、個別企業等の取組では解決が難しくフードチェーン全体で解決していく

ことが必要。このため食品業界において、製造業・卸売業・小売業の話し合いの場である「食品ロス削減のための商慣習検

討ワーキングチーム」を設置するとともに、その取組を支援。

（3）食品ロス削減のためのフードチェーン全体の取組

１．基本的考え方
現在、食品の流通現場で食品ロス発生の原因となりうる返品等の商慣習が存在するが、食品ロス削減という観点からは可能な限りこれを見直し、経済的ロ

スを経済成長につなげていく必要があり、製・配・販各社の壁を越えつつ、消費者の理解を得ながら、優先順位をつけた取組を進めていくことが必要である。
平成24年度のワーキングチームの活動として次の事項を決定し、平成25年度以降も順次取組を進めるとともに、業界団体の協力を得て、業界団体の会員企業
に取組の輪を広げ、食品業界全体に普及推進していく。

２．取組の内容
(1) 卸売業・小売業の多くで取引条件として設定されている納品期限の見直し・再検討に向けたパイロットプロジェクトの実施
(2)賞味期限の見直し、(3)表示方法の見直し、(4)食品ロス削減に関する消費者理解の促進、(5)その他の食品ロス削減に向けた取組

食品ロス削減のための商慣習検討ＷＴの中間とりまとめ【H25.3.5公表概要】
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２ヶ月 ２ヶ月２ヶ月

製造日 納品期限 販売期限 賞味期限

メーカー

3ヶ月

返
品

納品期限切れ在庫、
返品、廃棄／転送の変化

販売期限切れ
在庫の変化

返品、未出荷
廃棄の変化

購買行動
の変化

消費者

【飲料】
アサヒ飲料、伊藤園、キ
リンビバレッジ、サント
リー食品インターナショ
ナル、日本コカコーラ

【菓子】
江崎グリコ、亀田製菓、
不二家、ブルボン、明
治、森永製菓、ロッテ

伊藤忠食品、加藤
産業、国分、コン
フェックス、昭和、高
山、トモシアホール
ディングス、ドル
チェ、ナシオ、日本
アクセス、ハセガワ、
三井食品、三菱食
品、山星屋

メーカー 卸 売

○ ｢食品ロス削減のための商慣習検討ＷＴ｣の中間とりまとめに基づき､平成25年８月から半年程度､特定の地域で飲料･菓子の一

部品目の店舗への納品期限を現行より緩和(賞味期限の1/3→1/2以上)し､それに伴う返品や食品ロス削減量を効果測定。本年３

月に 終報告予定。

卸 売 スーパー

店頭での販売

店頭から撤去、廃棄
(一部値引き販売)

販売期限については、
各小売において設定

製造日 納品期限 賞味期限

3ヶ月

現

行

【スーパー】
イオンリテール、 イズ
ミヤ、イトーヨーカ堂、
東急ストア、ユニー

【コンビニ】
セブン-イレブンジャ
パン、ファミリーマー
ト、ミニストップ、ローソ
ン

スーパー等
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（賞味期限６ヶ月の場合）

※販売期限は小売店が商品管理の必要性から独自
に設定する店頭で商品を販売する期限のこと。

（4） 納品期限見直しパイロットプロジェクト
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【容積比】

○ 主な食品の容器包装廃棄物の種類

○ リサイクル（再商品化）の方法

○ 家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合（２０１２年度）

○ 家庭から排出されるごみのうち、容器包装廃棄物は容積比で約５割を占めている。

○ 容器包装リサイクル法が本格施行された平成１２年をピークに家庭ゴミを含む一般廃棄物の排出量は減少傾向を示し

ている。

資料：環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」

容器包装
53.9%

容器包装以外
46.1%

ガラス製容器 紙製容器包装 プラスチック製容器包装ペットボトル

紙
13.1%

プラス
チック
36.5%

ガラス
1.3%

金属
2.9%

その他
0.1%
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5,483
5,427

5,202

4,625
4,536 4,539

1,185 

1,163 

1,115 

994 

976  975 

800

900

1,000

1,100

1,200

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

H12 H15 H18 H21 H22 H23

総排出量 1人1日当たり排出量

（万トン） （グラム／人日）

○ 一般廃棄物の排出量

出典：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」

２ 容器包装リサイクル

ペ ッ ト ボ ト ル

ペットボトル

ガ ラ ス 製 容 器

製紙原料化

○ 我が国の２０１１年度の温室効果ガスの総排出量は１３億８００万トンで、京都議定書の規定による基準年（１９９０年）比
＋３．７％、前年度比＋４．０％となっている。前年度と比べて排出量が増加した要因としては、東日本大震災との影響等に
よる、火力発電の増加に伴い、化石燃料消費量が増加したことなどが挙げられる。

○我が国の温室効果ガス排出量の内訳

資料：(独)国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス

○ 部門別の排出量は産業部門が も多く、総排出量の約１／３を占めているが、基準年から温室効果ガスの排出量を
も多く削減している。

○温室効果ガス総排出量の部門別内訳（２０１１年度）

2011年度総排出量
13億800万トンCO2

（単位：百万トンCO2、％）

基準年比
②/①

エネルギー起源CO2 1,059 1,075 1,123 1,173 10.8

産業部門 482 388 421 419 ▲ 13.1

うち食品製造業 17 15 16 17 ▲ 2.2

家庭部門 127 162 172 189 48.1

業務その他部門 164 216 217 248 50.9

運輸部門 217 230 232 230 5.9

エネルギー転換部門 68 80 81 87 28.8

85 66 68 68 ▲ 20.5

33 21 21 20 ▲ 39.2

33 23 22 22 ▲ 33.7

51 22 24 25 ▲ 50.9

1,261 1,207 1,257 1,308 3.7

2010年 2011年
②

非エネルギー起源CO2
※廃棄物の焼却等により発生するCO2

CH4(メタン）

N2O（一酸化二窒素）

2009年

代替フロン等３ガス

合         計

基準年
①

３ 地球温暖化防止・省エネ対策
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Ⅸ 特定農産加工法
１ 概要

平成元
～

20年度

21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

合計

件数 1,244 48 38 35 51 1,416

（単位：件）

○ 農産加工品等の関税引下げ等による経営環境の変化に対処するため、国内の農産加工業者が行う経営改善措置等
について、金融・税制上の支援措置を講ずる制度。

○ 昭和６３年の日米合意（牛肉・かんきつ、農産物１２品目）による輸入品の増加等の影響を被る特定農産加工業
者の経営の改善を促進するため、平成元年に制定。その後、４回にわたり延長。

○ 承認計画数は、平成元年からの合計で１，４１６件。最近は年４０件程度で推移。
○ 法を５年間延長するための法案を平成２６年２月２１日閣議決定。

特定農産加工法の仕組み

特定農産加工業者の経営の改善

特定農産加工業を営む事業者

都道府県知事の承認

・（株）日本政策金融公庫等に
よる長期低利融資

・所得・法人税の特別償却（３０％）

・事業所税の課税標準の特例

支援措置

・（株）日本政策金融公庫等によ
る長期低利融資

支援措置

経営改善計画
（新商品・新技術の利用等）

事業提携計画
（生産等の共同化、合併等）

かんきつ果汁製造業
非かんきつ果汁製造業
パインアップル缶詰製造業
こんにゃく粉製造業
トマト加工品製造業
甘しょでん粉製造業

特定農産加工業種

馬鈴しょでん粉製造業
米加工品製造業
麦加工品製造業
乳製品製造業
牛肉調製品製造業
豚肉調製品製造業

（１２業種）

年度別承認計画数
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乳製品製造業

トマト加工品製造業

米加工品製造業

非かんきつ果汁製造業

こんにゃく粉製造業

豚肉調製品製造業

乳製品製造業

かんきつ果汁製造業

牛肉調製品製造業

甘しょでん粉製造業

雇用など地域経
済の振興

～新商品の開発や新技術の導入等の施設整備や機械の取得を支援

経営基盤
の強化

製造工場の建設、製造設備（クリー
ム、濃縮乳）の導入

製造工場、チーズ熟成庫の建設、
製造機械の導入

コンピュータースライサー、ロースハム
のパック製造ラインの導入

こんにゃくミガキ機の導入

工場増設、加圧殺菌設備を含む自動充填システ
ムの導入 包あん機、バーナー焦げ目付き機の導入

包装米飯製造設備の導入

パスタソース製造ラインの導入

工場建設、果汁殺菌、冷却装置の導入

遠心分離機の導入

農業及び農産加工業
の健全な発展

地域農産物
の利用

２ 特定農産加工法による支援を受けて整備した施設・設備の例
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食品の流通部門の構造改善を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化を図り、
あわせて一般消費者の利益の増進と農林漁業の振興に資することを目的とする。

目 的

資金の貸付け

㈱日本政策金融公庫の低利融資制度

税制上の措置

国 税：土地の譲渡所得の特別控除

食品流通構造改善促進機構による支援事業
①債務保証事業
②食品流通構造改善緊急対策事業

その他の支援措置

構造改善計画の策定
食品販売事業協同組合、農業協同組合、第３セクター等は
以下の構造改善計画を作成し、農林水産大臣が認定。

（平成３年法律第５９号）

認定後

基本方針 第１次：平成３年11月29日策定
第２次：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
第３次：平成14年４月８日策定 平成16年10月１日変更
第４次：平成19年４月12日策定
第５次：平成26年４月策定予定

基本方針は、食品の流通部門の構造改善の基本的方向を示すものであり、農林水産大臣が
食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、おおむね５年ごとに食品の特性に応じた流
通の対象を勘案して策定

農林水産大臣は、食品流通の構造改善を
目的とする民法法人を食品流通構造改善
促進機構として指定（平成３年10月22日）

食品流通構造改善促進機構の指定

①債務保証、事業参加、事業受託
②コンサルティング、情報、ノウハウの提供
③販売設備等の開発、普及
④地域特産品等の流通、消費の増進
⑤調査研究等

機構の業務

①食品生産製造等提携事業
生産者と提携した安定取引関係の確立、食品の品質保持施設の整備等生産から小売に至るまでの一連の食品流通の改善を行う事業

②卸売市場機能高度化事業
食品の品質保持施設、物流施設の整備、流通機能の向上、卸売市場事業者の資質の向上等卸売市場の機能の高度化を行う事業

③食品販売業近代化事業
共同仕入れ・共同配送の実施、食品の品質保持施設の整備、販売業務施設の整備、食品販売業者の経営の改善等を行う事業

④食品商業集積施設整備事業
食品情報の提供等消費者の利便の増進を図る施設を併設した食品販売業者の店舗の集積施設の整備を行う事業

⑤新技術研究開発事業
鮮度保持等の品質管理、品質の優れた食品の開発等食品流通の円滑化に係る新技術の研究開発を行う事業

ア．食品生産製造提携事業
食品製造業者と生産者との提携

イ．食品生産販売提携事業
食品販売業者と生産者との提携

Ⅹ 食品流通構造改善促進法の概要

４５

（１） 農林漁業成長産業化ファンドの本格展開 【財投資金】

［農林漁業成長産業化ファンドを通じた６次産業化の取組に対する
出資等の支援（別に政府保証枠３５０億円）］

（２） ６次産業化支援対策
［農林漁業者と多様な事業者が連携した６次産業化の取組を支援］

（３） 医福食農連携の推進
［医福食農連携のためのコンソーシアム形成や疫学調査、

介護食品の商品開発・普及等を支援］

（１） 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業
［農林漁業者・団体が主導する地域還元型の再エネ発電事業の取組を支援］

（２） 地域バイオマス産業化推進事業
［バイオマス産業都市の構築］

（３） 食品ロス削減等総合対策事業
［食品ロス削減国民運動の展開、新たな食品リサイクルループの構築を支援］

等

（１） 日本食・食文化魅力発信プロジェクト
① 国内外メディアの活用等により日本食・食文化の魅力を

国内外に発信
② 学校給食における地域農林水産物の利用拡大等の地産地消の

取組等を支援

（２） 輸出戦略実行事業
［輸出促進の取組の司令塔を設置し、オールジャパンの輸出促進

施策を実施］

（３） 輸出倍増プロジェクト
［「国別・品目別輸出戦略」を踏まえた総合的な実務サポート体制

の構築、産地間連携による取組等を支援］

（４） 食品産業グローバル展開インフラ整備事業
［グローバル展開のための人材育成や阻害要因の解決を支援］

（５） ミラノ国際博覧会政府出展委託事業
［ミラノ国際博覧会への政府出展に向けた開催準備等を実施］

等

（１） クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム確立委託事業
［ＩＣＴを活用した汎用性の高いトレーサビリティ・システムの構築を支援］

（２） 食品の品質管理体制強化対策事業
［食品製造業者のＨＡＣＣＰ導入を支援］

（３） 食料品アクセス環境改善対策総合事業
［買い物不自由地域におけるサプライチェーン形成の支援］

等

（１） 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業
［豊富な資源と異業種との連携による新産業創出を支援］

（２） 知的財産の総合的活用の推進
［知的財産の発掘・保護・活用を推進］

（３） 植物新品種の育成者権保護及び種苗生産基盤等の強化・活用事業
［植物新品種の保護強化・活用促進を支援］

（４） 東アジアにおける植物品種の保護強化・活用促進
［「東アジア植物品種保護フォーラム」の開催］

福島産農産物等のブランド力の回復 ［産地と連携しつつ、出荷時期に合わせ戦略的かつ効果的にＰＲ活動を展開］

２７（３６）億円
（補正２０億円）

４ 食品産業の強化 ４（４）億円

４（－）億円

２（１）億円

１８（１７）億円

２（－）億円
（補正２億円）

１（－）億円

１０（１３）億円

２（２）億円

０．１（－）億円

２（３）億円

２（１）億円

３（４）億円

０．２（－）億円

５ 成長産業化のための政策シーズの構築 ５（６）億円

◆ 東日本大震災からの復旧・復興（復興庁計上）

１ 農林水産物・食品の高付加価値化等の推進 ３１（３６）億円

２ 日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進 ４４（３６）億円

３ 再生可能エネルギーの導入促進等 ２３（２６）億円

補正１６億円

１１（６）億円
０．３（０．４）億円

１５０（３５０）億円

※25当初：3億円、24補正：13億円

０．３（－）億円

１１（－）億円
（補正３億円）

１５億円の内数

（－）

農林水産省 食料産業局

XI 平成２６年度 食料産業局関係予算 概算決定の概要
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食品産業の将来ビジョン 

※下線部は、３月２日の懇談会で提示した案からの変更箇所である。 
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第１ 食品産業に期待される役割    

  

食品産業は、国民が「食」を通じた豊かな生活を享受するために、①国民に対す

る安全な食料の安定的な供給、②国民に対して良質かつ多様な食料を供給し、豊か

な生活の実現に貢献、③国産農林水産物の最大の需要者として国内農林水産業を支

える、④国民経済、特に地域経済の担い手、⑤資源の有効利用の確保及び環境への

負荷の低減といった役割を果たしてきた。 

こうした役割を食品産業事業者が将来にわたって持続的に担うことにより、国民へ

の価値提供が続いていくことをフードチェーン当事者が常に意識する必要がある。  

 しかしながら、食品産業は、デフレ、円高の進行、国内市場の成熟、原料調達リ

スクの高まり等に加えて、東日本大震災やそれに伴う原子力発電所事故（原発事故）

への対応等、かつて経験したことのない困難な状況に直面している。なかでも、東

日本大震災の発生により、食品産業の担うべき役割が再認識される一方で、物流拠

点の壊滅的破壊による食品の供給網の機能停止といった事態から、災害時でも機能

する食品のサプライチェーンを構築する必要性等、多くの課題が浮き彫りにされた。 

 他方、我が国の食や農林水産業は、所得の減少、担い手不足の深刻化や高齢化等

の厳しい状況に直面しており、農山漁村も活力が低下し、地方経済は停滞している。

特に、東日本大震災は、農林水産業に大きな被害をもたらすとともに、原発事故に

よる被害がいまだ続いているため、被災地を中心に農林漁業者は営農・操業に大き

な不安を抱えている。また、国産農林水産物・食品に対する国内外の信頼は大きく

低下しており、東日本大震災からの復旧・復興に最優先で取り組むとともに、官民

挙げて国内外の信頼を回復する必要がある。 

農山漁村は、食としての農林水産物はもとより、バイオマス、土地、水等の様々

な地域資源を豊富に有しており、今後の経済成長へ向けた希少資源として、我が国

最大の強みのひとつとなっている。しかしながら、１次産業と２次・３次産業の価

値連鎖（バリューチェーン）を結合する仕組みが弱く、そのポテンシャルが十分活

かされていない状況にある。 

 このため、農林水産業と他産業との新たな連携を構築し、生産・加工・販売・観

光等が一体化したアグリビジネスの展開や、先端技術を活用した新産業の育成、再

生可能エネルギーの導入等により、農山漁村にイノベーションを起こし、農林水産

業を安定的に成長発展させる必要が生じている。そのためには、分断されている１

次・２次・３次産業のバリューチェーンを形成し、農林水産業や農山漁村の資源に

対して、その循環利用を含め各プロセスで価値（バリュー）を引き継ぎ、付け加え

ていく必要がある。 

食品産業は、生産者と消費者との絆を強める架け橋として、食品産業が有するマ

ーケティング力や情報・通信技術（ＩＴ）等を活かしつつ、資源循環から始まるバ
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リューチェーンの形成に貢献することが期待されている。その際、食品関連産業が

我が国産業の最大セクターの一つ（我が国全体の国内生産額（876兆円）の11％（96

兆円））として、従来の枠組みにとらわれず、関連異業種の事業者を取り込みつつ、

イノベーションを誘発して、新たな付加価値を生み出し、潜在的需要を喚起するこ

と等が求められる。 

こうした取組を通じて、農山漁村に成長産業を生み出し、食品産業が直面する困

難な課題を克服しつつ、農林水産業とともに発展することで、経済成長を牽引し、

日本を元気にすることが可能となる。 

  

 

＜食品産業の役割＞ 

 

国民に対する安全な食料の安定的な供給 

・食料は、人間の生命の維持に必要不可欠なものであり、安全な食料の量的な安定

供給は、全国民の生活の根幹をなすもの。  

・食品産業は、農林水産業と、いわば「車の両輪」として国民に対し安定的に食料

を供給する役割。  

 

国民に対して良質かつ多様な食料を供給し、豊かな生活の実現に貢献  

・成熟した今日の我が国の消費生活においては、量的な安定供給に加えて、「食」

の内容が国民・消費者の満足し得る一定以上の品質を備えていることが重要。  

・我が国の自然、歴史、気候等を反映した多様で豊かな「食」を提供することによ

って、健康で充実した生活の実現に貢献。  

・「食」に関する多様な情報の提供により、消費者の「食」に関する理解向上とそ

の知識の習得に寄与。  

・家事労働の縮減等の消費者ニーズに合致した簡単、便利な食生活の実現に貢献。 

  

国産農林水産物の最大の需要者として国内農林水産業を支える  

・国産農林水産物の３分の２が食品産業向けであり、農林水産物の最大の需要者と

して、農林漁業者の所得確保に寄与。  

・国民の最終消費の８割以上が加工食品（外食を含む。）であり、国産農林水産物

も食品産業なくしては消費者に届かない。食品産業が農林漁業者と消費者のニー

ズを仲介（絆を強める架け橋）することにより、両者の情報共有を促進し、満足

度を向上。  

・農林漁業者との安定的な取引関係の構築や、自ら農業に参入することによって、

国内農林水産業の活性化に貢献。 
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国民経済、特に地域経済の担い手  

・国内の飲食料の最終消費額は国内最終需要の14.6%（73.6兆円）、就業人口の13%(817

万人)を占め、国民経済上の重要な地位を占める。  

・全国各地で有力な地場産業として、地域の雇用を支えるとともに、製品、サービ

スを通じて国民生活の利便性を支える。 

・地域の特色ある農林水産物の活用等により、関連産業（農林水産業、観光産業等）

の活性化に寄与（６次産業化の担い手）  

   

資源の有効利用の確保及び環境への負荷の低減  

・有機質資源の循環の重要な部分を担う地球環境に密接に関係する生命産業として、

食品の製造、流通、販売を通じて持続性の高い社会構築に貢献。  

・未利用資源の活用、廃棄物の発生抑制や再生利用等により、資源の有効な利用を

実現。  

・食品の製造、流通、販売のフードチェーンの各段階において、生物多様性の保全

等に配慮するとともに環境負荷の低減を図る。  

 

＜食料・農業・農村基本法上の位置づけ＞  

このような食品産業に期待される役割が十全に発揮されるよう、食料・農業・農

村基本法においても、食品産業を次のように位置づけ、施策を推進してきた。  

・「食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充

実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良

質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない」（第２条第１項）

ことが、基本法の基本理念の一つである。また、「食料の供給は、農業の生産性

の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、

高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならない」（第

２条第３項）こととされている。  

・「食品産業の事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、

国民に対する食料の供給が図られるよう努める」（第10条）旨の努力義務が定め

られている。  

・食品産業を健全に発展させるために国が行うべき施策として、「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の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、

農業との連携の推進、流通の合理化その他必要な施策を講ずる」（第17条）こと

が挙げられている。 
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第２ 食品産業をめぐる状況変化  

 

食品産業をめぐる最近の状況変化には、人口減少・高齢化等による国内市場の量

的縮小や原料調達リスクの高まり等、今まで食品産業が国民生活において果たして

きた役割の持続性を揺るがしかねないものがみられる一方で、新興国の経済発展に

伴う市場の拡大等、新たな価値創造の機会となることが期待されるものもみられる。  

加えて、東日本大震災や原発事故への対応とともに、ＩＴの発達等を背景とした

事業変化の加速化、環境負荷低減や生物多様性への配慮等の環境課題、コンプライ

アンス等の企業の責任ある行動に対する要請の高まりにも留意する必要があり、従

来の枠組みにとらわれない変革が求められている。 

 

１  国内外の市場構造等の変化  

我が国経済全体として、需給ギャップが拡大しデフレが進行する中、食品をめぐ

る状況をみると、人口減少・高齢化等により国内市場は量的に縮小傾向で推移して

いる。  

過剰設備等の供給過剰や過当競争の状態は解消されておらず、需給ギャップが存

在する一方で、店舗に直接出向いて商品を購入することに不便や苦労をもたらすい

わゆる食料品アクセス問題が顕在化しつつある。マクロ面での需給ギャップと局地

的な食料品へのアクセスの制約が存在するアンバランスな状況にあると考えられる。  

食品産業に密接に関連する国内の人口について、将来人口推計をみると、総人口

は中位推計で現在の12,777万人（平成23年9月時点）より2.9%（367万人）減少し、

2020年には12,410万人となり、65歳以上の割合は23.2%から2020年には29.1%に増加

する。  

高齢者の方が、若年層よりもエンゲル係数が高い傾向にあるので、食料品支出は

人口減少ほどには減少しないという推計もあるが、高齢化の中身を見ると、2017年

に後期高齢者（75歳以上）が前期高齢者（65歳～74歳）を上回り、2022年には団塊

の世代が75歳になり、その後、後期高齢者の割合が急増する。このため、自ら買い

物や外食に行き、選択する消費者のみならず、「自宅や施設で食品の供給を待つ消

費者」を念頭に置いた商品内容や商品供給・サービス体系を構築することが必要と

なる。  

また、消費動向をみると、人口は減少傾向にあるものの、単身世帯をはじめ世帯

数は増加する中、消費者ニーズの多様化・高度化、食の外部化が進展している。さ

らに、最近では内食回帰の傾向や低価格志向が強い一方で、食に対する消費者の信

頼を揺るがす事件の相次ぐ発生を背景として、食品の安全性、品質に加え、コンプ

ライアンス等への企業の取組姿勢に対する消費者の関心は依然として高い。  

他方で、海外の需要動向に目を転じると、新興国の経済発展に伴う市場の拡大は
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ビジネスチャンスと捉えることができる。特に中国、インド等アジア諸国において

は、今後10年間で中・高所得層が急速に増加するとともに、加工食品の需要増が見

込まれており、これらの需要に的確に対応していくことが重要である。  

また、原料等の供給動向をみると、国内では、農林水産業の弱体化により、国産

農林水産物の供給力が低下している一方で、海外では、穀物等需要の増加や投機マ

ネーの流入等を背景にした原料等の価格上昇・不安定化がみられる。  

さらに、我が国のフードチェーン全体をみると、消費者ニーズの多様化・高度化

や食の外部化の進展等により、取引に関係する者が増加する傾向にあること、フー

ドマイレージが拡大していること、これらが複合化して延伸化と複雑化の動きが継

続しており、これが取引費用の増嵩につながっているとの指摘もある。 

 

２  東日本大震災の影響と課題 

東日本大震災発生後の食品産業事業者の対応をみると、緊急支援物資の提供等の

被災地に対する食料供給、そして被災地以外の地域に対する食料の安定供給におけ

る貢献には顕著なものがあった。この点は積極的に評価されるべきであり、この貢

献が広く知られることによって、食品産業事業者が「安全な食料の安定的な供給」

という国民生活の根幹をなす役割を担っていることが国民全体に再認識された。 

他方、食品産業が抱える諸課題も浮き彫りになった。事業活動の継続が困難にな

った事例、その結果として消費者の食料の安定供給に対する動揺等が広がった事例

も少なからずみられた。また、被災地域が広範囲であったこと、燃油、電気等のエ

ネルギー供給の制約や情報通信機能の途絶が長期間にわたったこと等から、直接被

災しなかった食品産業事業者の中にも、大震災の影響を被り、事業活動の回復が遅

れた者が多くみられた。 

こうした事例は、生産面では、①被災した生産拠点について、修復までの間の補

完ができない、②自らは被災していないにもかかわらず、取引先の被災等により、

原料調達、包装資材や燃油等の関連物資の調達ができない、③代替エネルギーが確

保できず、または、計画停電により、減産、操業停止に追い込まれるなどが挙げら

れる。また、流通面では、①被災した物流網について、修復までの間の補完ができ

ない、②ガソリン不足により輸送手段を確保できないなどの課題が挙げられる。 

これらの多くは、調達、生産、配送、販売等の各局面において、集約化等により

効率性を追求してきたことの反面として顕在化したものである。言い換えれば、食

品産業事業者の事業活動の持続性における課題が、今回の災害発生を契機に浮き彫

りになったと言える。今後、官民が連携して、こうした課題をもたらした要因等を

分析するとともに、平時の生産性は維持しつつ、不測時に備えて物流システム等の

複数のバックアップ体制を検討するなど、災害時でも機能する食品のサプライチェ

ーンを構築することが求められている。 
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３ 原発事故への対応と消費者の信頼回復 

原発事故により、国内では、出荷制限の指示等に伴い、対象県の農林水産物等を

敬遠するなどの広範囲にわたる買い控えが生じ、風評被害も発生している。また、

海外では、日本食品の輸入規制や検査強化を行う国・地域が多数出てきているなど、

日本食品への信頼は大きく揺らいでおり、日本食品の輸出促進や食品産業の海外市

場への展開を戦略的に進める上で大前提であった「ジャパンブランド」への評価は

崩れたと言っても過言ではない。 

これまで、中国等の新興国をはじめ急速に成長するアジアを中心として、輸出の

促進や海外市場への展開、外国人観光客の誘致促進による経済波及効果の取込等に

取り組んできたが、こうした取組に対する大きな打撃は避けられない状況にある。 

原発事故による影響が大きく、その収束が見えない中、大きな困難を伴うものの、

国内での風評被害や海外市場でみられる日本食品忌避の動きを打破するため、科学

的根拠に基づき、政府が一体となって、国産農林水産物･食品に対する消費者からの

信頼回復や国際的な信認の回復に向けた取組に万全を期さなければならない。 

まずは、「食品衛生法上の基準値を超える農林水産物・食品は流通させない」こ

とを旨として、行政は農林水産物・食品の安全確認のため、適切な検査計画の策定

や、必要となる検査機器の整備等により、的確に検査を実施するとともに、基準値

の考え方や設定方法、基準値以内の農林水産物・食品が安全であることを分かりや

すく伝え、理解を促進するなど、適切に対応する必要がある。 

また、国内外の市場・消費者に向けて今回の原発事故及びこれに対する我が国の

対応並びに日本食品における放射性物質の含有実態に関する正確で分かりやすい情

報提供に、行政、食品産業事業者、報道関係者等が積極的に取り組む必要がある。

政府間のみならず、草の根活動を含めたあらゆるレベルでの情報提供に努めること

により、今後の「ジャパンブランド」の再構築につなげていくことが重要である。 

特に、原子力災害に加え、最近の円高も影響して、国産農林水産物・食品の輸出

が落ち込んでいる状況にある。このため、「農林水産物・食品輸出の拡大に向けて」

（2011年11月25日農林水産物・食品輸出戦略検討会とりまとめ）における戦略に基

づき、官民が協力して粘り強く、タイムリーに、誠実・丁寧に対応することを基本

とし、安全性確保に向けた取組等を情報提供し、輸入規制や検査強化を行う国・地

域に規制の解除等を積極的に働きかけていく必要がある。 

 

４ グローバル化の急速な展開（ＥＰＡ交渉等）  

国内外の市場構造の変化を加速する、あるいは、新たな変化をもたらす可能性の

ある要素として、貿易促進に向けた動きの急速な進展がある。  

ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉は未だ合意に至っていないものの、主要貿易国間に
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おいて高いレベルのＥＰＡ／ＦＴＡ網が拡大し、市場の垣根が低くなっており、輸

出入取引や三国間取引等の国際貿易が拡大している。  

このような中、2010年11月に「包括的経済連携に関する基本方針」が閣議決定さ

れ、今後、世界の潮流から見て遜色のない高いレベルの経済連携を進めていくこと

が確認された。 

また、2011年11月のＡＰＥＣ首脳会議にあたって、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協

定）交渉参加に向けて関係国との協議を行うことが発表された。  

食品産業についてもこうした動きも踏まえて競争力強化に向けた取組を進めて

いく必要がある。例えば、農産物の関税削減等により輸入原料農産物の価格が低下

するとともに、投資環境が整備され、海外市場への展開が円滑に行えるなどメリッ

トがある一方、食品製造業は輸入品と国産品との競争激化等により相当程度の影響

が想定されるため、輸入原料農産物の関税と製品関税との整合性の確保に留意する

必要がある。 

また、我が国の食料自給率の向上や農山漁村の振興等、農林水産業の安定的な成

長発展に留意しつつ、国産農林水産物の最大の需要者として国内農林水産業を支え

るといった食品産業の役割を果たしていくことが求められる。 

 

 

第３ 食品産業の目指すべき方向  

 

我が国の食品産業は、かつて経験したことのない困難な状況に直面しており、新

たな転換期を迎えているといえよう。この転換期を乗り越え、食品産業に期待され

る役割を果たし続けて行くためには、食品産業事業者として、従来の枠組みにとら

われずに「革新」の思想をもって「イノベーション」を誘発し、新たな価値創造を

図り、また、自らの経営体質を強化することを通じて、食品産業全体として事業活

動の持続性を高め、日本経済を牽引していく必要がある。  

 

１ 食品産業の目指す基本的な方向と望ましい構造 

我が国の食品産業は、一部で海外展開が加速しつつあるものの、未だその大宗は

量的な縮小が顕在化しつつある国内市場を基盤にしている。こうした中で、食品産

業が将来にわたって持続的に事業活動を展開していくためには、従来の生産を起点

とした発想ではなく、需要サイドに立った新しい付加価値を提供することにより、

国内市場の深耕とアジアの新興国等を主な対象とする海外市場の開拓を戦略的に行

っていくことが重要である。 

その際、様々な規模、業種の食品産業事業者が自らの取組の方向性を定める上で

の共通の視座として、｢消費者｣、｢地域｣、｢グローバル｣の３つを組み合わせて今後
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の戦略を明確化することが重要である。 

また、併せて、ⅠＴ等を活用した生産・物流体制の見直しによる効率化や、競争

優位分野への重点化と競争劣位分野からの撤退等による選択と集中、水平・垂直両

方向での企業統合・企業間連携による事業規模の拡大を進めることも必要である。 

我が国の食品産業の構造を他国と比較すると、中小企業が99%を占め、地元に密着

した中小規模の事業者が食の多様性を支えていること、大企業が生産額全体の50%

程度を占めていることは、我が国、ＥＵ、米国ともに共通している。他方、我が国

では企業の利益率が全般的に低いこと、グローバルに展開する企業が少ないこと等

が指摘されている。 

このため、将来的には、 

① 国内外の市場でバランス良く収益を確保するグローバル企業の一翼を担う企業

群が形成されている状態  

② 我が国の多様な農林水産物や地域の食文化を背景とする独創的な食品及び食に

関するサービスを生み出す中小企業の事業活動が活性化している状態  

が、食品産業事業者の事業活動の発展を通じて並存していくことが期待される。 

 

２ ３つの視座   

（１）消費者（ライフスタイル）起点 

一つ目の視座は、「ライフスタイル提案による新たなマーケットの創出」である。  

食品は、消費者の口に入るまで品質が変化し続け、消費の仕方によって満足度が

大きく異なる商品である。言い換えれば、食品産業事業者による食品、サービスの

提供というビジネスは、消費者の「食べる」という行動によって始めて完結するも

のである。 

こうした観点から、食品産業の事業活動を、単なる「物」の供給でなく、幅広い

ライフスタイルの提案として捉え、研究・商品開発力を強化し、消費者の嗜好の変

化や実態等を正しく認識し、新たな付加価値を生む商品、サービスを開発すること

が重要な着眼点となる。  

この視座は、国内外を問わず、付加価値の高いマーケットを開拓しようとする食

品産業事業者にとって有効なものと考えられる。例えば、タイムリーに適切な温度

帯で食品を供給する効率的なシステム等、フードチェーン当事者の連携によるビジ

ネスモデルや、健康・長寿社会に対応する高齢者向け食品や介護食、医食農連携に

よる商品、在宅者向けサービスの提案等は我が国の消費者のライフスタイルを起点

とした付加価値の提供といえよう。これらには、国内の潜在的な需要開拓のみなら

ず、海外市場進出に際して、生活水準の発展段階に応じた新たな付加価値提案とし

てのポテンシャルも期待できる。 
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（２）地域起点 

二つ目の視座は、「自らが立地する地域の魅力をフル活用した事業展開」すなわ

ち、農山漁村の資源を活用した事業展開と地域経済への貢献である。食料としての

農林水産物はもとより、農山漁村の土地、水、風、生物資源等の豊富な資源や、歴

史、文化等地域の魅力をフル活用した新しい事業を展開していくことにより、地域

経済に一層貢献することが可能となる。 

食品産業事業者が自らの強みを明確にし、独自性を発揮することによって、付加

価値を高めようとする際に、地域性は重要な着眼点となる。各地域の気候、風土、

伝統・歴史を反映した事業展開や地元産農林水産物を原材料として利用することに

よる物語性の付与等が想定される。  

この視座は、地域に根ざして事業活動を展開してきた中小零細規模の事業者にと

って、優位性を発揮しやすいことが特性である。こうした事業者が、「地域起点」

の視座を経営戦略に活かす場合には、同じく地域に根ざす同業種、異業種の事業者、

研究機関、地方自治体、消費者団体等との間でネットワークを形成するとともに、

地域の食材、人材、技術等の資源を活用し、研究開発、人材育成等を連携して行う

ことで、新たな製品・サービス、販路、地域ブランド等の開発に結び付け、需要を

喚起することも有効と考えられる。 

 

（３）グローバル起点 

三つ目の視座は、「グローバルな観点での競争力強化」である。すなわち、グロ

ーバルな観点から企業競争力を高め、事業基盤強化を通じた原料調達力の強化や、

新商品・サービスの開発のための研究、新たな市場開拓を推進することが重要であ

る。 

国内外での企業の合併・買収、資本参加、子会社化等の企業統合や企業間連携を

通じ、事業の水平展開、垂直展開等を具体化して、収益性が高く、効率の良い経営

を実現することは、事業基盤強化として重要な着眼点となる。この体質強化が、原

材料調達力の強化とともに、新商品・サービスの開発のための研究や新たな市場開

拓のための投資を可能にする。  

大企業でも収益性が低い我が国の食品産業の現状からみて、この視座は、成長す

る新興国、特に「食」の親和性の高いアジア市場への展開を積極的に行おうとする

食品産業事業者が、事業基盤を強化する際に不可欠のものである。この際、製造業、

流通業、外食産業が互いに連携して、いわばフードシステムとして海外に展開し、

内食、中食、外食の需要を一体として取り込むこともメリットが大きい。  

 

３ 東日本大震災と食料供給ルートの確保  

東日本大震災により浮き彫りになった課題の克服にあたっては、食品産業事業者
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の事業活動の持続性を高めていくとともに、食品の量的・質的両面での安定供給と

いった食品産業の役割を果たしていく観点から、効率性追求とバランスをとりつつ、

リスク分散を図っていくことが重要である。 

まずは、既に事業継続計画（ＢＣＰ）を策定済みの事業者においては、今回の大

震災を踏まえた見直しを行い、未だ策定をしていない事業者は速やかにこれを策定

する必要がある。 

その際、食品産業事業者は、調達、生産、配送、販売等フードチェーン全体に関

わる課題が事業の継続に重大な影響を及ぼしたこと等を踏まえて、リスクを精査し

直し、災害の影響度評価を行うとともに、消費者の動揺の広がり等、今回の大震災

における消費動向の分析を含めて、自らに対する社会的要請を改めて把握し、優先

的に取り組むべき重要業務の決定を行うなど、今後に向けて打つべき手の精度を高

めることが重要である。 

次に、ＢＣＰを踏まえた国内外を視野に入れた調達、生産、配送、販売等の体制

の見直しや本社機能の分散等の補完体制づくり、非常時を見越した調達先の多角化

やフードチェーン全体の中での適正な在庫の配置・確保等を検討することが求めら

れる。 

また、個々の事業者のみの取組では限界がある課題については、業界内やフード

チェーン内での連携を強めることが必要となる。例えば、包材等に関する標準化・

規格化の検討、フードチェーンを総合的に捉えた緊急連絡体制の整備、在庫を融通

しあう協定締結の検討等にも積極的に取り組むことが期待される。さらに、今回の

大震災で、食品表示等の規制の弾力的運用が行われたが、こうした業界内等の連携

だけでは解決できない課題については、行政が平時から不測の事態を想定し、規制

の在り方や、緊急時の燃料、電気等の供給や非常用通信手段の確保等について検討

を行っておくことが重要である。 

他方、食料の質的な面での安定供給を図る観点から、食品の安全性を確保し、消

費者の信頼を回復していくことも忘れてはならない。東日本大震災により、国内外

に対して信頼を失ってしまった国産農林水産物・食品について、安全・品質管理体

制を構築する等により、官民挙げて早急に信頼を回復していく必要がある。 

 

第４ 食品産業の持続的発展に向けた共通の目標と具体的取組 

 

最近の食品産業をめぐる状況の変化に的確に対応して、我が国の食品産業が目指

すべき方向に発展していくためには、食品産業事業者自らが新たな転換点に立たさ

れていることを意識して自助努力を重ねることが全ての前提である。しかしながら、

食品産業が新たな転換期を迎えていること等を考慮すれば、関連異業種の事業者、

農林漁業者、消費者等の食品産業事業者以外のフードチェーン当事者、更には行政
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も含め関係者全員が情報や認識を共有した上で、官民が適切に役割を分担し、連携

して課題に取り組んでいくためには一定の共通の目標を掲げることが有効である。 

このような状況を踏まえ、食品関連産業全体の共通の目標を掲げるとともに、食

品産業事業者が共通の目標を実現するにあたっての重点課題と対応方向を整理する。

また、食品産業事業者がこのような課題の克服に主体的に取り組もうとする際に、

行政が果たすべき役割を併せて提示する。 

なお、目標の達成状況や食品産業事業者の取組、主要施策の効果等を定期的に検

証し、その評価や食品産業をめぐる国内外の状況変化を踏まえつつ、取組や施策の

見直し・改善を図っていく。 

 

１ 食品関連産業全体の共通の目標 

我が国の食品産業が、新たな転換点を乗り越え、国民への価値提供を持続、発展

させていくためには、従来の右肩上がりの経済成長を前提とした競争の発想から脱

し、資源循環を徹底させ、持続可能なビジネスを志向すべきである。 

特に、フードチェーンを資源循環の観点からみると、消費者も食品産業事業者も

均しくその担い手である。この認識に立ち、食品産業の中で業種、業態を分けてビ

ジネスを企画する発想、消費者と食品産業事業者を対峙する関係としてのみ捉える

発想を転換し、既存の枠組みを超えて、関連異業種の事業者を始め、フードチェー

ンのあらゆる当事者、更には行政も含め関係者の間の協働を強化することによって、

我が国のフードチェーンの改革を目指すことが重要となる。  

このため、共通の目標として、食品関連産業全体の市場規模の拡大と農林漁業の

成長産業化にかかる２つの目標を設定する。これらの目標は、現行の政府全体の成

長戦略における政策努力目標である実質経済成長率２％程度（平均）を視野に入れ

つつ、食品関連産業が我が国産業の最大セクターの一つ（我が国全体の国内生産額

（876兆円）の11％（96兆円））であることを踏まえ、設定した。 

食品産業事業者は、「消費者」、「地域」、「グローバル」の３つの視座を組み

合わせ、関連異業種の事業者を取り込みつつ、イノベーションを誘発するとともに、

新たな付加価値をもつ、独創的で斬新な商品・サービス等を開発して、新たな市場

や需要の開拓を行うことにより、国内市場の深耕を図ることに加え、海外市場、特

に成長するアジア市場の需要を確実に取り込んでいくことが求められる。 

そして、将来的には、我が国の食品産業総体として、グローバル企業の一翼を担

う企業群が形成されるとともに、独創的な食品及び食に関するサービスを生み出す

中小企業の事業活動が活性化している状態を目指していく。  

なお、この共通の目標は、この「食品産業の将来ビジョン」が、2010年６月に決

定された「新成長戦略」の工程表に位置づけられていること等を踏まえ、2020年ま

での目標として設定する。  
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（１）食品関連産業全体の市場規模の拡大にかかる目標  

国内市場においては、健康・介護向け市場や朝食市場、訪日外国人市場等を主な

ターゲットとして新たな付加価値を生み出し、高付加価値商品・サービスに対する

需要を掘り起こすこと等によって、その深耕を図る。加えて、海外市場においては、

アジアの中・高所得者層の増加や食の外部化に対応した商品を開発・販売するなど、

成長するアジア市場の需要を確実に取り込むことにより、食品関連産業全体の市場

規模の拡大を目指す。 

その際、農林水産業が安定的に成長発展し、国内生産額が増えることにより、そ

の波及効果として、食品産業の取扱規模も増えていくことが期待される。 

【目標】 

食品関連産業の市場規模（2009年度：95.7兆円）について、毎年、年率２％程度

の実質経済成長率を続けることで、2020年までに120兆円に拡大する。このうち食品

産業の市場規模は100兆円を目指す。  

 これにより、2020年までに100万人の雇用創出（５万人/兆円×20兆円（市場拡大

分）＝100万人）する。 

 

○ 2020年における食品関連産業全体の市場規模 

 

 
※ 食品関連産業とは、農・漁業、食品産業（食品工業、関連流通業、飲食店）、資材供給産業

及び関連投資をいう。また、「日本再生の基本戦略」（2011年12月24日閣議決定）において、

政策努力目標として年率２％程度の実質経済成長率を設定している。 
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（注）市場規模は国内生産額である。 
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（２）農林漁業成長産業化の目標  

国内市場を活性化させる際の具体的な手法として、地域の同業種、異業種の事業

者、研究機関等のネットワーク化や地域資源のフル活用による研究開発、人材育成

等を通じ、特に６次産業化の推進や国産農林水産物・食品の輸出促進、農林水産業

を基盤とした新事業の創出等により、多様な国産農林水産物や地域の食文化を背景

とする独創的な食品、サービスを生み出し、新たな需要を掘り起こすなど、農林漁

業成長産業化を目指す。 

① ６次産業化の市場規模拡大 

【目標】 

６次産業の市場規模（2010 年：約１兆円）を 2015 年までに３兆円、2020 年まで

に 10兆円に拡大する。 

 

※ 2010年の６次産業の市場は、直接販売で 0.6兆円、加工促進等で 0.3兆円、輸出促進で 0.5

兆円、観光レストラン等で 0.04 兆円 

 

② 農林水産物・食品の輸出額の拡大 

【目標】  

農林水産物・食品の輸出額（2011年：4,513億円）を2020年までに１兆円水準に拡

大する。 

 

③ 新事業創出 

【目標】 

 2020年までに農林水産業を基盤として、新たに６兆円規模の新事業を創出（緑と

水の環境技術革命総合戦略）する。そのうち、素材分野で１兆円、医薬品分野で0.6

兆円等を目指す。 

これにより、2020年までに30万人の雇用創出（５万人/兆円×６兆円（市場拡大分）

＝30万人）する。 

 

※ 「緑と水の環境技術革命」は、農林水産業・農山漁村に関連する豊富な資源と他産業の持つ

革新的技術との融合により、農山漁村地域における新産業の創出を目指すもの。 

 

２ 食品産業事業者の重点課題  

（１）農林水産業とともに発展するための６次産業化への参画 

 食品産業事業者は農林漁業者等の対等なパートナーとして、新たな事業体を立ち

上げ、農林漁業成長産業化ファンド（仮称）の支援を得つつ、６次産業化に取り組

み、農林漁業の成長産業化に参画する。 
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その際、食品産業事業者が有する販売ネットワークを始め、マーケティング力、

物流ノウハウ、ＩＴ技術等を提供し、契約栽培等を通じた特色ある商品の開発や、

生産方法・販売方法の提案を行い、マーケットニーズに則した農林水産業の展開を

促し、農林漁業者の経営安定に寄与するとともに、自らの原料等の調達の安定化を

図る。  

また、地域の農林水産資源をフルに活用し、農林漁業者や生産者団体と共同、ま

たは農林漁業者の主体的な取組を支援する形で、デザート等の新商品、間伐材利用

製品等の高付加価値商品の開発・販売や、地産地消型給食等の新たなサービスを展

開し、新たな需要・市場の開拓を図る。 

さらに、医療、医薬、介護、福祉、教育、ＩＴ、建設、化学等の関連異業種の事

業者との連携により、①健康の維持や介護のための商品やサービスの開発等高齢者

ビジネスの展開、②森林等のセラピー機能に着目したストレスケア事業の展開等の

ほか、③農山漁村の景観や自然環境、文化等の多面的機能を活用した、農家民宿等

のグリーンツーリズムの展開や観光農園の経営等、外国人を含む観光客の誘致促進

等による経済波及効果の取込も重要である。 

さらに、地域の実情に適した形態で農業参入を行い、自ら農業生産の担い手とな

ることも期待される。  

 

（２）イノベーションによる新たな需要・市場の開拓  

食品産業事業者には、製造技術、マーケティング、ビジネスモデル等のあらゆる

方面で、既成概念に捉われず、関連異業種の事業者と連携しつつ、革新の思想を持

ってイノベーションの可能性を探り、新たな価値創造に挑戦することによって、新

産業を創出し、国内外で新たな需要・市場を開拓して行くことが期待される。 

その際、食品産業の事業主体別にみると、例えば、次のような取組が有効である。 

・製造業：医食農連携による病気予防食、介護食等の新製品の開発・販売等健康や

介護向け市場への対応、アジア等の中・高所得者層のニーズにあった商品の開発 

・流通業：総菜や調理食品、有機農産物等高付加価値商品の取扱の充実・拡充や、

ネット販売、宅配、給食等の新たなサービスの提供、地域毎の特色ある「食」を

尊重した地産地消商品の販売促進 

・外食産業：薬膳レストラン等の新業態の出店や、年代に応じた新メニューの開発・

販売による朝食・欠食等失われた市場、忘れられた市場の回復 

 他方、製造、流通、外食等が連携したフードシステムとして、中国、インド等急

速に成長するアジアを中心とする海外市場への展開を図るなど、新たなビジネスモ

デルの提案や、技術革新による新商品の開発、新生産方式の導入等に取り組むとと

もに、異業種と連携したバイオ等の研究開発型事業の立ち上げなど知識集約的な取

組を行う。  
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さらに、国産農林水産物・食品の信頼回復のための安全・品質管理体制を構築し、

日本の食文化の発信や普及推進を含め、輸出の促進に取り組む。 

なお、香辛料などのように、産地が限定的で、量的生産が限られている高額な原

料であり、しかも豊かな国民生活にとって重要な産品について、植物工場等最先端

の技術を活用した国内栽培等の産学官一体となった実証の取組も有効である。  

 

（３）食品の量・質両面での安定供給  

① 海外に依存する原料等の安定的な調達  

原料等調達の安定化、多角化のための海外農業事情等の収集・分析を行うととも

に、海外での契約栽培、長期取引契約、共同調達、農業投資等により調達方法の多

様化を図る。  

また、国内及び海外での輸送の共通化等、他企業との連携を推進するほか、価格

変動、在庫等の多様なリスクを商品先物市場の機能を活用してヘッジする。  

さらに、生鮮用や加工用など用途別ニーズに適合した規格の拡充を進めるととも

に、未利用資源の活用、廃棄物の発生抑制等を促進することにより、原料等を使い

切る取組を徹底する。 

また、包装資材等食品の供給に必要な関連物資の調達方法の安定化、多様化を図

る。 

  

② ＩＴ等を活用した合理的なフードチェーンの構築  

輸配送の共同化や取引の電子化等により、一層のコスト削減を図る。また、コス

トの可視化等により、生産・配送・販売等のフードチェーンの各段階の事業者が連

携しつつ、商品の特性に応じた輸送容器の普及等の共通化や輸送機器等の合理化を

進める。 

さらに、現状の事業者あるいは商品別に区分されている物流の壁を乗り越えた総

合物流体制の構築を図るなど、一層の物流の効率化に取り組む。 

他方、スマートフォンや多機能端末の普及を踏まえつつ、消費者の多様なニーズ

に的確に対応するため、流通ＢＭＳの導入、情報システムのクラウド化等、卸売市

場を含むフードチェーンの各段階の事業者間でＩＴを活用した情報伝達を円滑化さ

せる。特に、商品情報の統一化とネットワーク化による一元管理の導入を図る。 

また、卸売市場については、取引情報の一層の提供を図ることにより、価格形成

の透明性を向上させ公正な取引を推進する。 

加えて、食品事故発生時の迅速・効率的な回収、適切な表示等を図るため、食品

の入出荷記録等の作成・保存を行うことにより、トレーサビリティの確保を推進す

る。  
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③  消費者への食料供給ルートの確保  

東日本大震災によって浮き彫りになった事業活動を持続していく場合の課題に効

果的に取り組むため、行政の支援を得つつ、東北地域をモデルとして、食品の供給

網のバックアップ体制を構築するなど、サプライチェーン対策に取り組む。 

また、不測の事態に備えて、ＢＣＰの策定・改善を進め、それを踏まえて、業務

の補完体制づくり、調達先の多角化や適正な在庫の確保等の体制整備に取り組む。

さらに、業界内やフードチェーン内での緊急連絡体制の整備や在庫を融通し合う協

定の締結等を行い、相互協力体制を構築する。  

他方、高齢者の増加や食料品小売店の減少等社会・経済構造の変化に伴う一部地

域における食料品アクセス問題の顕在化を新たなビジネスチャンスと捉え、地域の

実態を踏まえた食料品提供サービスを確保する。この際、地域住民、商店街、 

ＮＰＯ、地方公共団体等の地域の関係者と連携・協力した自立的かつ持続的な取組

の推進に配慮する。  

 

（４）食品の安全、消費者の信頼確保の取組の充実  

 食品中の放射性物質への対応、風評被害対策に取り組むとともに、危害分析・重

要管理点（ＨＡＣＣＰ手法）の導入、コンプライアンス体制の一層の強化、消費者

への正確で分かりやすい情報提供や食育の推進、農林水産省が食品産業事業者と協

働で、消費者の「食」に対する信頼向上や透明性の高いフードチェーンの構築を目

指す「フード・コミュニケーション・プロジェクト（ＦＣＰ）」の活動充実等に取

り組む。 

特に、食品安全に第一義的責任を持つことを認識して、国による食品の安全性向

上のための実施規範の作成に積極的に貢献するとともに、策定された実施規範を確

実に実施する。  

また、食品衛生法の指針（食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針）

に基づき衛生管理を確実に実施するとともに、ＨＡＣＣＰ手法の導入を進める。  

さらに、消費者重視の姿勢、コンプライアンスを徹底するため、商品・サービス

の品質や内容を適切に広告・表示し、消費者の適正な商品選択を確保するとともに、

自社の業務を点検し、企業行動規範の策定・見直し・実践を行う。工場・調達先の

見学や出前授業等、消費者との対話の機会を設け、相互理解を深めるとともに、消

費者の理解向上に資する衛生管理に対する取組等の情報を積極的に提供する。  

 

（５）持続可能な資源循環型社会の構築 

持続可能な資源循環型社会の構築に向け、フードチェーンの構築を始めとする事

業活動全体において、環境負荷の軽減、生物多様性の保全等に配慮した展開等いわ

ゆる事業活動の「グリーン化」を図る。  
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このため、ＣＯ２の排出削減に貢献するバイオマスの利活用を進めていく観点か

ら、農林漁業者との連携等、６次産業化の取組も活用し、食品廃棄物等や容器包装

の計画的な再生利用等を進める。具体的には、バイオマスからの飼料や肥料として

の利用はもとより、植物由来プラスチック等への再生利用や、家畜排泄物等との混

合利用を含めたメタン発酵等によるエネルギー利用を推進していく。 

一方、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ（モッタイナイ）」に象徴される資源循環型社会形

成のため、発生抑制も進めていく必要がある。特に、食品廃棄物等については、食

品リサイクル法に基づく「食品廃棄物等の発生抑制の目標値」の設定を契機に、過

剰生産・在庫、返品等の原因となる商取引慣行について関係事業者間で話し合い、

その改善に努める。 

また、消費者との環境コミュニケーションが形成されるよう、食育を始め消費者

教育等を通じて発生抑制に向けた消費者の意識改革を促していくことで、フードチ

ェーン全体で食品廃棄物等の発生抑制を進めていく。 

これらと併せて、原発事故を受けたエネルギー政策の見直しや温室効果ガスの排

出量削減の目標設定の動向を踏まえて、引き続き省エネや温室効果ガスの排出削減

に計画的に取り組むとともに、消費者、地方自治体等と対話し、関係者が協働して

３Ｒを推進するなどにより、資源の有効利用の確保及び環境負荷の低減を図る。 

  

（６）ＣＳＲ・研究開発の推進、人材育成の充実 

① ＣＳＲの推進 

安全な食料の安定的な供給を始めとするＣＳＲ（企業の社会的責任）を自らの経

営の持続的発展のために不可欠な取組と位置づけ、組織内で意識を共有する。  

また、多様なステークホルダー（利害関係者）とのコミュニケーションを重視し、

自らに対する社会的要請を的確に把握して、経営判断に反映する。  

 

② 研究開発の推進  

自らの研究・商品開発体制を見直し、研究・商品開発力を強化するとともに、食

品の安全性向上のための技術、品質保持のための技術、食品廃棄物利用技術、物流

の合理化を加速する技術等、行政と連携しつつ、関連業種と連携した食に関連する

分野での技術、機械等の開発を進める。  

また、研究分野の「選択と集中」、研究の共同化、外部資源の活用等を積極的に

進める。  

 

③ 人材育成の充実  

オン・ザ・ジョブ・トレーニング（ＯＪＴ）、階層別・職種別等の研修、自己研

さんを有機的に組み合わせることで人材育成スキームの整備に努めるとともに、食
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品安全・衛生・品質管理、ＣＳＲ、研究開発、６次産業化、海外展開等の分野にお

いて、外部の各種研修、資格認定制度等も活用しつつ、専門知識を有する人材育成

に努める。 また、人材育成の共同化、研修等における外部資源の活用等を積極的に

進める。 

 

３ 行政の果たすべき役割  

行政には、食品産業事業者を始めとする民間が主体的に行動し、その創意工夫が

発揮できるよう、制度面も含め共通インフラの整備を行い、中小零細規模の事業者

を含めた食品産業全体の課題克服に向けた取組を支援することが求められる。 この

考え方に基づき、 

① 食品産業事業者がグローバル起点で競争力強化に取り組むにあたって障害とな

る非関税障壁を含む国境措置等、国家間の取り決めが必要となる事項への対応  

② 取引慣行の改善や、食品流通システムの効率化の阻害要因となる規制・手続き

の緩和の検討等、企業の創意工夫が円滑に発揮できる環境の整備  

③ 地球環境問題への対応や、投資促進等資金調達を容易にする環境整備等、情報

の非対称性や外部不経済等市場の失敗を招く事態への対応  

等について積極的に進めていく。 

また、消費者庁（食品表示全般、特定保健用食品制度）、厚生労働省（食品衛生

規制、高齢者向け食事摂取基準）、経済産業省（中小企業施策等）、公正取引委員

会（独占禁止法）、環境省（リサイクル、生物多様性、環境問題）等、関係行政機

関間との連携を強化する。  

  

（１）農林漁業の成長産業化に向けた取組  

① 農林漁業成長産業化ファンド（仮称）の創設 

食と農林漁業が本来持つ潜在的な成長力を顕在化させるためには、１次産業側の

努力により生み出された価値を、２次産業・３次産業へ大きく高めながらつなげ、

消費者に提供していくことが重要である。 

 このため、官民共同で農林漁業の成長産業化ファンドを設立し、成長の源泉であ

る１次産業が起点となって、２次産業・３次産業との融合を図る新たな事業分野を

開拓するために、ファンドから資金を提供し、１次産業と２次産業・３次産業が対

等な立場で資本提携することを促進していく。 

 

② ６次産業化の推進 

農林漁業者等の６次産業化の取組を支援するため、６次産業化の先達・民間の専

門家（ボランタリー･プランナー、６次産業化プランナー等）による経営の発展段階

に即した個別相談等を行う体制を整備する。 
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また、農林漁業者と食品産業事業者の連携や農業参入等の優良事例について収

集・分析を行い、広く情報提供することによって、６次産業化の取組を促すととも

に、ビジネスマッチングや商談会開催、異業種交流の場の運営等により、健康・長

寿社会に対応した新食品・新サービスの開発等を支援し、農林水産物等の地域資源

の利用を促進する。 

  さらに、緑と水の環境技術革命プロジェクトを着実に推進し、人工光源、ヒート

ポンプ等を活用した農林水産物の高度生産管理システムの確立など農林水産業・農

山漁村に関連する豊富な資源と他産業の持つ革新的技術の融合を図る取組を進める。 

 

③３新たな輸出戦略に基づく輸出の促進 

国産農林水産物・食品の国際的な信認を回復し、需要の喚起を行うとともに、輸

出環境を改善するため「農林水産物・食品輸出の拡大に向けて」（2011年11月25日

農林水産物・食品輸出戦略検討会とりまとめ）に基づき、 

ア 原発事故の影響への対応（官民協力して、粘り強く、タイムリーに、誠実・ 丁

寧に対応） 

イ 国家戦略的なマーケティング（ジャパンブランドの確立等） 

ウ ビジネスとして輸出を支える仕組みづくり（ファンド等輸出支援スキームの措

置） 

エ 確かな安全性・品質の確保と貿易実務上のリスク等への的確な対応（グローバ

ルスタンダードの追求等） 

オ 海外での日本の食文化の発信（世界無形文化遺産への登録等） 

という５つの戦略の下、輸出を促進する。 

なお、食品産業事業者がグローバル起点で競争力強化に取り組めるよう、知的財

産保護に関する協議等を行うとともに、非関税障壁を含む国境措置の是正等、貿易

実務上のリスクに的確に対応する。 

また、地理的表示（決められた産地で生産され、指定された品種、生産方法、生

産期間等が適切に管理された農林水産物に対する表示）は、輸出に際しても、我が

国の地域に根ざした農林水産物・食品の価値を守り、また、そのブランドイメージ

を向上させていく上で有効な手段となりうるものであり、その保護制度を導入する。 

 

（２）食品の量・質両面での安定供給  

① 海外に依存する原料等の安定的な調達の支援  

穀物等の原料農林水産物の主要産地の生産状況や価格動向等の関連情報の収集・

分析を行うとともに、国内外での原料調達方法の安定化・多角化に関する優良事例

の収集・分析を行い、広く情報を提供する。  

また、商品先物市場の機能強化を進め、国際的な監視体制を構築するとともに、
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現物市場についても国際機関や国際商品協定等に積極的に参画する。  

さらに、産学官一体となった植物工場等、最先端の技術等を活用しつつ、国内農

林水産業の安定的な成長発展を通じた国内生産の活性化等により、海外に依存する

原料農林水産物の輸入依存度を引き下げていく。 

 

② 消費者への食料供給ルート確保  

東日本大震災により、食品の物流インフラ等が広範な被害を受けたことを踏まえ、

物流ネットワークのあり方等を検証し、災害時でも円滑な食料供給を可能とするた

め、複数県にまたがるバックアップ体制を構築するなど、食品のサプライチェーン

対策を推進する。 

また、食品産業事業者によるＢＣＰの策定等、不測時に備えた社内、企業間及び

業界全体におけるフードチェーンをつなぐための体制の整備を促すとともに、食品

産業事業者との間での不測の事態に備えた情報提供・緊急連絡体制を強化する。 そ

の際、震災後の消費動向や、仮需の発生が供給不足を招いたことなどの要因を分析

し、情報提供を行うとともに、必要な対策を検討する。 

さらに、食料品アクセス問題に的確に対応するため、各地域における食料品への

アクセスの実態を定量的に推計する技術の開発をはじめ、優良事例等の共通情報基

盤の構築や人材育成等により地域の実態を踏まえた主体的な取組を推進する。  

 

（３）食品の安全、消費者の信頼確保の取組の充実  

原発事故の発生に伴う国産農林水産物・食品の安全確認については、関係機関が

緊密に連携しながら、「食品衛生法の基準値を超える農林水産物・食品は流通させ

ない」ことを旨として、適切な検査計画の策定や必要となる検査機器の整備等によ

り、国産農林水産物・食品の放射性物質の検査を的確に実施する。また、農地土壌、

飼料・肥料等の生産資材、森林、海域等における放射性物質の濃度実態を調査する。 

さらに、風評被害を防止するため、消費者や食品産業事業者等に対し、放射性物

質濃度の調査結果や出荷制限要請等に関する情報、新基準値の考え方や設定方法、

基準値以内の農林水産物・食品が安全であることなどの正確な知識を提供・発信す

るとともに、食品産業事業者等に対して科学的・客観的な根拠に基づく冷静な対応

を要請する。 

他方、食品の安全性を向上させ、消費者の健康への悪影響を未然に防止するには、

生産から消費にわたって、科学的根拠に基づいた取組を進めることが重要である。

このため、国民の健康を守ることを第一に、「後始末より未然防止」の考え方を基

本に、有害微生物・有害化学物質による食品等の汚染実態調査を実施するとともに、

科学的根拠に基づき実施規範を作成し、普及する。このほか、国際的な規範・基準

の策定等の議論に積極的に参加する。 
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また、フードチェーンにおいて、農業生産工程管理（ＧＡＰ）やＨＡＣＣＰ手法

等の科学的根拠に基づく取組を推進する。 

他方、食品産業事業者による品質管理・保証体制の強化を支援するとともに、農

林水産省が関係する食品産業事業者等と協働（プラットフォーム）の枠組みである

「ＦＣＰ」を活用して消費者重視の姿勢、コンプライアンスの徹底のための取組を

支援する。  

さらに、伝統的な食生活の知恵や新たな技術開発に伴う科学的知見を踏まえた正

しい知識に基づき、消費者が適正に食品を選択できるよう、食育の推進等により知

識の普及に努める。 

 

（４）事業活動の環境整備 

食品産業事業者が事業活動を行うに当たって、取引慣行の改善、知財保護、競争

政策、市場整備等、食品産業事業者の創意工夫が円滑に発揮できる環境を整備する

ため、取引慣行の改善に関するガイドラインの周知徹底等を行う。   

また、公正かつ効率的な取引を確保するため、不合理な規制や手続きの見直しを

進め、規制の緩和の検討等を行うともに、フードチェーンの各段階の当事者間での

情報共有・意見交換の場の運営や標準化の推進の取組を支援する。  

さらに、民間の資格制度の活用促進や衛生管理、ＣＳＲ、６次産業化等の業務分

野に関する人材育成プログラムや資格制度（実践キャリアアップ制度の活用を含む。）

の創設・普及を進めるなど、人材の育成を図る。 

また、食品分野における国際的な規範・基準の策定等の国際標準化作業等に積極

的に貢献するとともに、我が国の技術や基準・規格が国際標準となるよう国際機関

等に積極的に発信・提案することにより、日本企業がより活動しやすい環境を作り

出す。 

  

（５）持続可能な資源循環型社会の構築 

持続可能な資源循環型社会の構築に向け、食品リサイクル法及び容器リサイクル

法に基づき、食品廃棄物等や容器包装の再生利用等の推進に努めるとともに、温室

効果ガスの削減対策や生物多様性の配慮等地球環境の課題への対応を奨励する。 

特に、バイオマスの利活用を進めていく観点から、関係府省が連携し飼料や肥料

としての利用はもとより、植物由来プラスチック等への利用やメタン発酵等による

エネルギー利用等による資源の有効活用を推進する。また、フードチェーン全体で

の食品廃棄物等の発生抑制については、製造・流通・外食分野の事業者が連携した

取組等の調査・分析等を行い、広く情報を提供するなどの条件整備をはかるととも

に、食育等の消費者教育を通じて、食品廃棄物等の発生抑制に向けた消費者の意識

改革を促すための事業者の取組を支援する。  
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また、事業者が自主的に行う省エネ、温室効果ガスの排出削減、容器包装等の３

Ｒ推進等の取組について支援を行う。  

 

（６）協働の枠組み（プラットフォーム）の構築等 

これらの施策に加えて、優良事例や国際的な動向の収集・分析、指標（ガイドラ

イン）の策定、官民連携のキャンペーン、優良事業者の表彰等により、食品産業事

業者の取組をより一層促進するとともに、パートナーシップの強化を図るため、「協

働の枠組み（プラットフォーム）」を構築し、共通の課題を抽出して、標準化や必

要な技術の開発・改良等の解決策を見出していく。 

 

  

第５ フードチェーン当事者に期待される役割・分担  

 

食品関連産業全体の共通の目標を実現するため、個々の食品産業事業者には、食

品産業の目指すべき方向に則って、その役割の発揮を念頭に置きつつ、戦略的に事

業活動を展開することが期待されている。こうした食品産業事業者の事業展開を通

じた国民への価値提供を増進していくためには、食品産業事業者自らの主体的な取

組が前提となるが、併せて、業界団体、関連異業種の事業者、農林漁業者、消費者

といった食品産業事業者以外のフードチェーン当事者が、食品産業のプレイヤーと

して新たに加わり、目標実現に向けて様々な役割を発揮することが求められている。

特に、関連異業種の事業者には、技術革新を始め、新たな需要の開拓、事業資金の

提供等の面で大きな役割を担うことが期待される。  

 

１ 目標達成に向けての役割・分担 

（１）業界団体  

食品産業事業者は、一企業としては実践に限界があるため、  

① 市場環境や食品安全等、業界全体に関する情報の共有・提供  

② 市場拡大のための共同販促や原料等の安定的調達のための共同購入・国内外の

主要産地との連携  

③ 食品安全の取組や、食育、生物多様性等の環境問題への対応  

④ 規範・規格・基準の策定・改定へのデータ収集・意見集約・提案  

⑤ 国による食品の安全性向上のための実施規範の作成への積極的な貢献とその実

施規範の実行について業界内への周知・徹底  

⑥ 業界の現状を踏まえたＢＣＰやコンプライアンス等のガイドライン・自主行動

計画等の策定・徹底  

等、同種の課題を抱える複数の企業が共同で取り組む場合には、業界団体の積極的
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な関与が期待される。 

なお、目標達成に向けた取組にインセンティブを与えるため、例えば資源の循環

利用等に先進的に取り組む企業を表彰するしくみを設けることも有効である。 

 

（２）関連異業種の事業者  

業種間の壁が低くなり、異業種間での様々な商品やサービスの組み合わせが新た

なビジネスチャンスとなる今日、ライフスタイルの変化を捉え、食品機械・包材、

運送・保管、家電・調理器具、ＩＴ、医薬、医療、介護、福祉、教育、観光、建設、

化学等、あらゆる関連事業者においても、食品産業事業者と連携することにより、

新たな需要・市場の開拓や課題解決に積極的に取り組むことが期待される。  

例えば、ユニバーサルデザイン対応、環境に優しい包装資材の共同開発や、食品

機械、調理器具、家電等食品に密接な商品の共同開発を通じて、地球環境等の課題

への対応のほか、介護食の提供や食料品アクセス問題への対応、ネット販売等のサ

ービスの付加価値向上、地域文化や工場見学・試食をセットにしたツアーの導入等

による外国人観光客の誘致促進等を進めることが期待される。 

  

（３）農林漁業者   

農林水産物の供給を担う食品産業の重要なパートナーである農林漁業者には、食

品産業事業者等を対等なパートナーとして新たな事業を立ち上げ、加工、販売等の

６次産業化に取り組み、食品産業事業者が有する情報や技術、ノウハウを活用する

とともに、相互の連携を密にして、新たな業態の創出等を推進し、地域ビジネスを

活性化することが期待される。 

具体的には、加工食品や外食等の多様なニーズにも的確に対応できるよう、食品

製造業との連携を強化し、加工用農産物の生産・販売等に取り組むことや、流通業

と連携した高付加価値商品の販売を行うこと、外食産業と連携したメニューの提案

を行うこと等が期待されている。  

 

（４）消費者  

多様で、繊細な我が国の消費者の「食」に対する感受性が、世界的に関心が高ま

っている日本の食文化の礎となっているとの評価があるように、「食」を通じた新

たなライフスタイルの確立に貢献することが期待される。  

一方で、消費者の細かなこだわりが、食品の廃棄を招くこと等により我が国の食

品供給における社会的なコストの増嵩につながっているとの指摘もある。ＩＴの発

達等により、「食」に関する情報が氾濫する傾向にあるものの、消費者が食品の生

産に関する経験を積み、その原料に直接触れる機会は減少している。我が国の食品

産業の健全な発展には、消費者の「食」に関する経験、知識が豊かになることも欠
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かせない。消費者には、自発的な情報収集、産地や工場見学、食品産業事業者との

対話等を通じて、情報の真偽を判断できる能力を高めつつ、「食」に対する意識や

科学的根拠に基づく理解を深めることが期待されている。  

ただし、供給側の食品産業においても、消費者の購買意欲を極度に刺激するなど

の行き過ぎた商品開発サイクルの短期化等に陥ることのないよう、消費者との対話

を通じて本来消費者が求めているものへの理解を深めることは重要である。  

また、消費者がその役割を円滑に発揮するためには、行政のみならず報道関係者

等が科学的根拠に基づく正確かつ分かりやすい情報発信を行うことが重要であり、

こうした関係者等の十分な貢献が期待される。  

 

２ 強固な事業基盤の確立と連携の強化 

（１）事業基盤の強化 

東日本大震災は、我が国経済、社会に甚大なインパクトを与えたが、国内市場の

量的縮小を始め、国内外の市場構造等の変化やグローバル化の進展等、我が国の食

品産業を取り巻く厳しい状況は震災後も何ら変化していない。 

新たな転換期を迎えた食品産業にとって、こうした状況変化に的確に対応してい

くためには、既成の概念にとらわれずに、革新の思想をもってイノベーションを誘

発し、新たな付加価値を創出することにより、新たな需要・市場を開拓するととも

に、その需要に見合った供給体制を構築していくことが必要である。 

特に、今後、食品産業がグローバル化を進めていく上では、競争力をさらに高め

る必要があるが、その際には、競争優位分野への重点化と競争劣位分野からの撤退

等、選択と集中を意識的に行うことが重要になってくる。  

 企業における事業基盤の強化の度合いは、商品の種類や競合状況、業種、業態（製

造業、流通業、外食産業）、原料調達等における行政的関与も含めた枠組み等によ

って異なると考えられるが、企業合併・買収等、場合によっては従来の業態を超え

た再編やグローバルな視点も含めて様々な選択肢を考慮に入れながら、スピード感

を持ってその対応策を検討することが肝要である。 

なお、｢産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（産活法）｣にお

ける食品産業分野の認定件数をみると、65件（平成24年１月現在）となっている。

これは、全体認定件数（579件）の11%であり、我が国全体の国内生産額に占める食

品関連産業の割合と同水準である。また、これ以外にも、近年、海外での企業合併・

買収、個別の事業分野の譲渡や食品卸売業の再編等が活発化しつつある。 

行政としても、今後、産活法第４条（事業分野別指針）の活用、「競争」の範囲

を規定する品目区分の見直し、更には企業再編法制のあり方の検討も行いつつ、必

要に応じてそれぞれの業種・業態ごとの課題と対応方向を明らかにし、事業基盤の

強化を促していく。 
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（２）関係者間の連携から協働へ 

食品産業全体の共通目標を実現するには、行政を含め、フードチェーンの当事者

が各々の役割分担を明確に意識した上で、密接に連携しつつ進めて行くことが必須

条件である。しかしながら、こうした関係者間の連携を部分的な局面の取組に止め

ていては、食品産業全体としてのダイナミックな動きにつながりにくい上、既存の

課題に対する対症療法としての連携に終始することも懸念される。  

 このため、経済界全体で幅広く進む協働の動き等も視野に入れつつ、こうした関

係者間の連携を戦略的に食品産業全体に広げること、既存の課題解決に止まらず、

将来に向けた新たな課題の抽出とその解決手法の考案まで含めた連携を可能にする

働きかけを行うことが必要になっている 

個別の「連携」を超えて、広く関係者が目的を共有し、それぞれの資源や特性を

持ち寄って、協力して共に働く「協働」を目指すことが求められているとも言える。 
当事者間で利害関係が複雑に絡み合い、情報や認識の共有が進みにくいという現

状の中で、こうした取組を進めるにあたっては、行政が場の運営に携わり、フード

チェーン当事者等が目的を共有し、初期段階から一体となってコミュニケーション

しながら、課題解決に取り組んで行く「協働の枠組み（プラットフォーム）」を構

築していくことが効果的である。  

現在、農林水産省が関与する「協働の枠組み」としては、消費者の「食」に対す

る信頼向上や透明性の高いフードチェーンの構築、消費者の信頼確保等に取り組ん

でいる「ＦＣＰ」や、食品産業の海外展開を進める「アジアン・フード・コミュニ

ティ（ＡＦＣ）」、食品産業を含む多様な産業分野と農林漁業、行政等との連携を

促進する「産業連携ネットワーク」がある。 

今後、これらの活動を一層充実させるとともに、持続可能な資源循環型社会の構

築に向けた活動や技術革新の核となる研究開発、我が国の規格・基準の国際標準化

等の他の分野でもこうした取組を進めていくことが肝要である。 
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