資料３
食料・農業・農村政策審議会 企画部会

議事次第

日時 ： 平成26年２月25日（火）
10時00分～12時00分
場所 ： 農林水産省

講堂

１ 開会
２ 当面の企画部会の進め方
３ 食料の安定供給の確保に関する施策についての検証①
（基本法第１６条及び第１７条）
４ 新たな基本計画の検討における国民からの御意見・御要望の募集及び
現場の声・実態の把握について
５ その他
６ 閉会
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2 月 25 日食料・農業・農村政策審議会
企画部会 資料 1

当面の企画部会の進め方(案)
夏までの間、現行基本計画の検証を以下のとおり進め、これを踏まえて議論を深める
べき論点を整理してはどうか。
１．検証の進め方
（１）施策について
基本法制定以降の施策展開も含め、基本法に掲げられた政策理念との関係等も踏ま
えて、基本法の条文ごとに検証する。
（２）政策目標や展望などについて
食料自給率目標や農業構造や経営の展望、農地面積の確保等に関する目標の達成状
況や目標達成・未達の要因等について検証する。
２．夏までの企画部会のスケジュール
第２回企画部会(２月２５日)
○当面の企画部会の進め方
○食料の安定供給の確保に関する施策についての検証①(基本法第 16 条及び第 17 条)
○新たな基本計画の検討における国民からの御意見・御要望の募集及び現場の声・実
態の把握について
第３回企画部会(３月頃)
○食料の安定供給の確保に関する施策についての検証②(基本法第 18 条～第 20 条)
○食料自給率目標(カロリーベース、生産額ベース、飼料自給率)、品目ごとの生産数
量目標(単収、作付面積等を含む)、全国の延べ作付け面積・農地面積・耕地利用率
の目標の達成状況とその要因分析・検証①
※ このほか、食料・農業・農村白書の骨子(案)の議論、「有機農業の推進に関する
基本的な方針」についての答申
第４回企画部会(４月頃)
○食料自給率目標(カロリーベース、生産額ベース、飼料自給率)、品目ごとの生産数
量目標(単収、作付面積等を含む)、全国の延べ作付け面積・農地面積・耕地利用率
の目標の達成状況とその要因分析・検証②
○構造展望、経営展望の達成状況とその要因分析・検証
○農業の持続的発展に関する施策についての検証①(基本法第 21 条～第 28 条)
※ このほか、食料・農業・農村白書の概要(案)、本文(案)の議論
第５回企画部会(５月頃)
○農業の持続的発展に関する施策についての検証②(基本法第 29 条～第 33 条)
第６回企画部会(６月頃)
○農村の振興に関する施策についての検証①(基本法第 34 条及び第 35 条)
第７回企画部会(７月頃)
○農村の振興に関する施策についての検証②(基本法第 36 条)
○団体の再編整備等に関する施策についての検証(基本法第 38 条)
※

スケジュールは、今後の議論の状況等に応じて変更される可能性。
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⾷料の安定供給の確保に関する施策についての検証①
（基本法第16条及び第17条）
-32月25日食料・農業・農村政策審議会
企画部会 資料2

⾷料の安全性の確保等（基本法第16条第1項）・・・・・１
⾷品表⽰の適正化等○（基本法第16条第1項）・・・・・２
⾷料消費の改善等○○（基本法第16条第2項）・・・・・３
⾷品産業の健全な発展（基本法第17条）○1○・・・・・４

⾷料の安全性の確保等（基本法第16条第1項）

【凡 例】
・ 基本計画に基づく施策を⻘⾊で⽰すととも
に、「主な制度等」と「講じた措置」の記載
内容が対応している場合は濃い⻘⾊で⽰して
いる。
・ その時々の政策課題を踏まえて策定された
プラン等とそれに基づく取組については、⻘
以外の⾊で対応関係を⽰している。

○

⾷料・農業・農村基本法（平成11年）
（⾷料消費に関する施策の充実）
第１６条 国は、⾷料の安全性の確保及び品質の改善を図るとともに、消費者の合理的な選択に資するため、⾷品の衛⽣管理及び品質管理の⾼度化、
⾷品の表⽰の適正化その他必要な施策を講ずる。

○

現⾏基本計画の概要
・ 「後始末より未然防⽌」の考え⽅を基本とし、国産農林⽔産物や⾷品の安全性を向上（危害要因の含有実態調査と取組指針の提⽰等）
・ 安全な⽣産資材（肥料・農薬・飼料・動物⽤医薬品）の確保と適正使⽤の推進
・ ⾼度な取組内容を含む農業⽣産⼯程管理（ＧＡＰ）の共通基盤づくりの推進、中⼩規模層でも低コストで導⼊できるＨＡＣＣＰの⼿法の構築・普及

情勢の変化等

12基本計画（H12.3閣議決定）

17基本計画（H17.3閣議決定）

等

現⾏基本計画（H22.3閣議決定）
●Ｈ25.5 OIEによる「無視できるBSEリスクの国」

●Ｈ13.9 国内初のＢＳＥの発⽣

●Ｈ23.3 東⽇本⼤震災発⽣
●Ｈ20.1 冷凍餃⼦薬物混⼊事案発⽣

●Ｈ25.12 冷凍⾷品への農薬混⼊事案の発⽣

主な制度等

■H14.4 ⾷と農の再⽣プラン：消費者に軸⾜を移した農政
■H15.7

①⾷品安全基本法の制定
②消費・安全局の設置
③⾷品安全委員会の設置

■H14.6 BSE特措法の制定（飼料安全法等の改正）
■H10.5 HACCP⽀援法の制定

■25.6 HACCP⽀援法の改正
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リスク管理
[
]

H15 コーデックス委員会がリスク
アナリシスの作業原則を採択
■リスクアナリシスの考え⽅
が⾷品安全基本法に規定

リスクアナリシスの導⼊
を17基本計画で位置づけ
リスク管理の標準⼿順書
を作成(H17.8)

優先的にリスク管理の対象とする有害物質をリスト化、実態調査の中期計画作成
・有害化学物質(H18.4、H22.12改定)
・有害微⽣物(H19.4、H24.3改定)
コーデックス委員会での国際基準等の策定に貢献
・⾷品中の有害物質の含有実態調査(H18〜)
・⽣産者や⾷品事業者向けの、有害物質の低減対策を⽰した指針等を順次作成(H19〜)
例：コメ中のカドミウム濃度低減のための実施指針（H23.8）
⾷品中のアクリルアミドを低減するための指針（H25.11）

安全な⾷品の安定供給のために、安全な⽣産資材（肥料・農薬・飼料・動物⽤医薬品）の確保を図るとともに、その適正な使⽤を推進
⽣産資材
[
]

例）■BSE関係規制：⽜の⾁⾻粉を原料等とする飼料の使⽤禁⽌等

科学的知⾒に基づきリスクの程度に応じたリスク管理措置

⽜の⾁⾻粉の肥料利⽤の再開(H26.1)

講

例）国産飼料に使われた農薬の畜産物中への残留を把握する
(
)
ための試験データを登録申請時に要求(パブコメ中)

例）安全基準等の設定・⾒直し（22年度以降で飼料59項⽬、動物⽤医薬品23項⽬）

じ

例）各種⼿引等の策定と周知・徹底（⾷品残さ等利⽤飼料(H18)、汚泥肥料中の重⾦属管理(H22.8)）

た

例）⽇⽶欧での動物⽤医薬品の安全性確認⼿続の共通化（22年度以降で11ガイドライン）

措
置

[GAP HACCP]

H19.3｢基礎GAP｣の策定(作物別のモデル)
H15 コーデックス委員会が中⼩企業を考
慮したHACCPガイドライン改定を実施

H22.4 ｢農業⽣産⼯程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン｣の策定

農業者や事業者等のGAPの策定と⾃主的な取組を促進
（GAPの導⼊産地数*1 ）

･

■⾷品製造業への HACCP（危害分析・重要管理点）導⼊促進

596（H19年度）

⾷品安全に加え､環境､労働等を対象とした⾼度な取組内容を含むGAPの推進

1,984（H21年度）

2,607（H24年度）

中⼩⾷品製造業へ普及

震災対応
[

（中⼩⾷品企業のHACCP導⼊率*2 ） 16%（H18年）

22%（H22年）

■HACCP導⼊の前段階の整備も
融資対象化(HACCP⽀援法改正)
27%（H24年）

⽬標*3 ）

50%（H35年度）

●⾷品中の放射性物質の検査、低減対策、説明会の実施等
●肥料・飼料等に含まれる放射性セシウムの暫定許容値の設定

]
[事件対応]
*1：農林⽔産省調べ

これまでの評価と課題等

●事業者に、情報提供、早期回収への協⼒や再発防⽌対策を依頼

*2：平成18年度「⾷品産業動向調査」、平成22年度以降「⾷品産業におけるＨＡＣＣＰ⼿法の導⼊状況実態調査」（農林⽔産省調べ）*3：農林⽔産省政策評価結果書（平成25年11⽉）

●事業者に、情報提供、早期回収への協⼒依頼

○「後始末より未然防⽌」の考え⽅
を基本に、国際的な枠組（リスクア
ナリシス）と整合したリスク管理を
継続することが必要。最近の科学に
より存在が明らかになった新たな有
害物質（カビ毒配糖体、グリシドー
ル脂肪酸エステル）等について、含
有実態調査や低減指針の作成に取り
組むべきではないか。また、これま
でに作成した低減指針等による効果
を検証すべきではないか。
○ 安全な⾷品の安定供給のために、
安全な⽣産資材の確保とその適正使
⽤の推進を継続することは必要。
科学的知⾒に基づき安全で効果の
⾼い⽣産資材をより早く提供できる
よう、動物⽤医薬品や農薬等の審査
の迅速化や、データの国際共通化等
をどのように推進すべきか。
○ GAPの導⼊産地数が着実に増加
しているデータはあるが、都道府県、
JA、⺠間団体など、それぞれレベル
の異なる内容のGAPが策定されてい
る現状をどのように評価し、今後の
課題をどうとらえるべきか。
○ ⾷品の安全性向上や今後の輸出
促進の加速化等の観点から、⾷品製
造業の⼤宗を占める中⼩企業の
HACCP導⼊率が低位に留まってい
る状況を踏まえ、⾶躍的に導⼊が拡
⼤する⽅策を講じるべきではないか。
○ 放射性物質への対応については
引き続き、適切に実施すべきではな
いか。
○ 今回の冷凍⾷品への農薬混⼊の
ような事案発⽣を防ぐ観点（⽣産
者・⾷品事業者の⾷品防御（フード
ディフェンス）の意識向上・実施）
から、関係省庁が連携し、国として
どのような対策が必要か検討するべ
きではないか。

１

⾷品表⽰の適正化等（基本法第16条第1項）
○

⾷料・農業・農村基本法（平成11年）
（⾷料消費に関する施策の充実）
第１６条 国は、⾷料の安全性の確保及び品質の改善を図るとともに、消費者の合理的な選択に資するため、⾷品の衛⽣管理及び品質管理の⾼度化、⾷品の表⽰の適正化その他必要な施策を講ずる。

○

現⾏基本計画の概要
消費者にとって分かりやすい⾷品表⽰のあり⽅について検討
加⼯⾷品における原料原産地表⽰の義務付けを着実に拡⼤
JAS規格の策定と⾒直しの⼿続の透明化を積極的に推進、新たな規格について検討し、可能なものからJAS規格化
農林漁業者等におけるトレーサビリティの取組の拡⼤ 等

・
・
・
・

12基本計画（H12.3閣議決定）
情勢の
変化等

●Ｈ13頃〜 ⾷品の不正表⽰問題

17基本計画（H17.3閣議決定）

現⾏基本計画（H22.3閣議決定）

(原産地・品種の虚偽表⽰等)
●Ｈ20.9 事故⽶穀の不正規流通問題

主

■H14.6 JAS法の改正

■H17.6 JAS法の改正

●Ｈ25.10〜 外⾷メニュー等の不正表⽰問題
■H25.6 ⾷品表⽰法の制定
（⾷品衛⽣法、JAS法、健康増進法の表⽰に関
する規定を統合）

■H21.4 JAS法の改正

な
制

■H21.4 ⽶トレーサビリ
ティ法の制定

度

■H25.12 農林⽔産業･地域の活⼒創造プラン
（農林⽔産業・地域の活⼒創造本部決定）

等

■H21.9 消費者庁の設置
消費者庁が⾷品表⽰の企画･⽴案を担当
監視･取り締まりは消費者庁･農⽔省が連携して実施
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■違反業者名の公表の迅速化等
（H14.6 JAS法の改正）

講

原料原産地
表⽰

表⽰基準
[
]

■品質表⽰基準制定（H12.3）
・⽣鮮⾷品の原産地表⽰を義務化(Ｈ12.7施⾏）
・加⼯⾷品の原材料名等の表⽰を義務化(Ｈ13.4施⾏)
・遺伝⼦組み換え⾷品の表⽰等を義務化(Ｈ13.4施⾏)

原料原産地表⽰の義務化
８品⽬(H13.10）

■H20.4 業者間で取引され
る加⼯⾷品等にも表⽰を
義務付け

■虚偽の原産地表⽰に対す
る罰則の新設等
（H21.4 JAS法の改正）

■⾷品表⽰法に基づく「⾷品表⽰基準」の策定
(H27.6までに施⾏)

■機能性の表⽰を容認する新たな⽅策の検討
（26年度中に結論・措置）

■H17.7 外⾷向け原産地表⽰
のガイドラインを策定

20⾷品群＋４品⽬(H18.10)

22⾷品群＋４品⽬(H25.4)

■H20.4 広域・重⼤な案件に対応
する⾷品表⽰特別Gメンを設置

■H22.10 指⽰･公表の指針
の運⽤改善
（｢指導｣の要件の厳格化）

措

･

た
置

表⽰監視 指導
[
]

じ

■H14.2〜 ⾷品表⽰110番を開設
■H14.4〜 ⾷品表⽰ウオッチャーによる
⾷品表⽰の点検を実施( 〜24.3 ）
■H15.7〜 ⾷品表⽰Gメンを設置

不適正表示率

生鮮食品

46.9％(H15)

(農林水産省調査)

■景品表⽰法の改正等の検討
（事業者の表⽰管理体制の強化、都道府県の権限
強化等）

21.8％(H17)
加工食品

18.4％(H20)

ＪＡＳ規格
[

■有機JAS規格、⽣産情報公表JAS規格の制定

]

■流通⽅法を基準とするJAS規格の
制定を可能にする規定の新設等
（H17.6 JAS法の改正）

■H21.4 定温管理流通JAS
規格の制定

■⾷品表⽰法に基づく執⾏体制の検討
■⾷品表⽰Gメン等が景品表⽰法
に基づく巡回調査等を実施
（H26.2⽉下旬〜）

10.6％(H22)

3.8％(H24)

12.7％(H22)

9.8％(H24)

■H22.7 JAS規格の制定等に関する計画を毎年度、作成・公表することにより、
JAS規格の策定と⾒直しの⼿続きを透明化

トレーサビ
[
リティ
]

■⽶穀等の取引等の記録作成・保存（Ｈ22.10〜）、
産地情報伝達（Ｈ23.7〜）の義務化
■ H23.9〜 ⽶穀流通監視官の設置

■⽶穀等以外の飲⾷料品に係るトレーサビリティにつ
いて､農林漁業者や中⼩⾷品産業事業者における取組
の拡⼤を推進

これまでの評価と課題等
○ 昨年６⽉に⾷品表⽰法が成⽴し
たところであるが、今後は、新た
な⾷品表⽰基準の策定に⽬途がつ
いた段階で、加⼯⾷品の原料原産
地表⽰等の個別課題について順次
検討すべきではないか。また、⾷
品の機能性表⽰等の新たなニーズ
に対応した⾷品表⽰の在り⽅につ
いて検討すべきではないか。これ
らの検討にあたっては、消費者、
事業者双⽅にとって分かりやすい
制度となるよう進めていくべきで
はないか。
○ ⽣鮮⾷品、加⼯⾷品の⼩売店舗
等における不適正表⽰率は減少し
ており、今後は、⾷品表⽰法の施
⾏に向け、関係機関の役割分担･連
携施策を整理するとともに、監視
体制も含め効率的な監視業務の実
施⽅法についても検討すべきでは
ないか。
○ これまで、新たなJAS規格の制
定や、既存の規格の⾒直しを⾏っ
てきたが、今後は、多様化する消
費者の需要に即した新たな規格を、
更に戦略的、計画的に制定すべき
ではないか。
○ ⽶トレーサビリティ法の適切な
執⾏を図るとともに、⽶穀等以外
の飲⾷料品についても、事業者向
けのマニュアルの整備等を⾏って
きたが、今後は、事業者が更に積
極的にトレーサビリティの導⼊･⾼
度化に取り組めるようにするため
の有効な普及⽅策について検討す
べきではないか。
○ 外⾷のメニュー等における不適
正表⽰事案については、関係業界
への表⽰適正化の要請や、景品表
⽰法に係るガイドラインの整備等
を⾏っているが、今後は、関係省
庁が連携し、関係業界における⾷
品表⽰の適正化とルール遵守の徹
底や、表⽰に関する監視指導体制
を強化すべきではないか。

２

⾷料消費の改善等（基本法第16条第2項）
○

⾷料・農業・農村基本法（平成11年）
（⾷料消費に関する施策の充実）
第１６条第２項 ⾷料消費の改善及び農業資源の有効利⽤に資するため、健全な⾷⽣活に関する指針の策定、⾷料の消費に関する知識の普及及び情報の提供その他必要な施策を講ずる。

○

現⾏基本計画の概要
・朝ごはんの摂取促進や⽶飯学校給⾷の推進等を通じた⽶等の消費拡⼤
・⽇本型⾷⽣活の推進をはじめ、⾷⽣活や⽣産・流通現場における⾷育を推進
・学校給⾷、外⾷・中⾷事業者等との連携を通じた地場農産物の利⽤拡⼤を推進

情勢の変化

12基本計画（H12.3閣議決定）

等

17基本計画（H17.3閣議決定）

これまでの評価と課題等

現⾏基本計画（H22.3閣議決定）
●Ｈ23.3 東⽇本⼤震災発⽣

●H25.12 和⾷のユネスコ
無形⽂化遺産登録

⻑期的には、⽶、野菜等の消費が減少する⼀⽅、畜産物、油脂等の消費が増加。また、外⾷や惣菜、調理⾷品への⽀出割合が増加。
単⾝世帯の増加、スーパー、コンビニでの⾷料購⼊額の増加

主
な

■H14.4 ⾷と農の再⽣プラン
：消費者に軸⾜を置いた農政

■H22.12 六次産業化・地産地消
法の制定

制

■Ｈ17.６ ⾷育基本法の制定
：⾷育推進基本計画の作成等

度

■Ｈ12.3 ⾷⽣活指針の推進について（閣議決定）
：⾷⽣活指針等の普及・定着に向けた取組の推進、
国⺠的運動の展開

等

■Ｈ18.3 第１次⾷育推進基本計画
：⾷育の推進に関する施策の基本的な⽅針や⽬標、
総合的な促進等

■Ｈ23.3 第２次⾷育推進基本計画
：「周知」から「実践」をコンセプトに、⽣涯にわたるライフス
テージに応じた間断ない⾷育の推進等

■Ｈ17.6 ⾷事バランスガイド
（厚⽣労働省・農林⽔産省決定）

国産の消費拡⼤
[
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・朝ごはんをしっかりとる国⺠運動（めざましごはんキャンペーン）の推進
・学校での⽶飯給⾷の推進
「⽇本型⾷⽣活」の実践を推進する観点から、品⽬別
に⾏われていた国産農産物の消費拡⼤対策を、⼀体
的かつ戦略的に実施

]
じ

⾷育
]
[

講

■⾷を考える国⺠会議を発⾜し、
⾷育を推進

・「⾷⽣活指針」の策定と普及啓発
・学校における⾷･農業などに関する教育を充実

措

地産地消
[

た

被災地産⾷品の消費拡⼤
・「⾷べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下、被災地
産⾷品の利⽤を促進

国⺠運動としての⾷育の推進
・ 「⾷事バランスガイド」 の活⽤を通じた「⽇本型⾷⽣活」等健全な⾷⽣活の実践の促進
・ ⾷と農林⽔産業への理解を醸成する教育ファーム等農林漁業体験の推進
・ 地域の⾷⽂化への理解促進
地産地消の推進
・地域⾷材の利⽤促進
農林漁業者の加⼯・販売等の取り組みを⽀援
（六次産業化・地産地消法）

]
置

⽶の消費量*1

⾷料⾃給率向上に向けた「フード・アクション・ニッポン」等の展開
・企業・団体等と連携した、品⽬横断的な国産農林⽔産物の消費拡⼤

64.6kg/⼈/年（H12年度）

⽶飯学校給⾷の週当たりの平均実施回数*２

⽬標：62㎏/⼈/年（H32年度）
⽬標：週３回以上注）

3.3回（H24年）

【総数】10.7％（H17年）
【20代】男性：33.1%､⼥性：23.5%（H17年）

朝⾷の⽋⾷率*3

56.3kg/⼈/年（H24年度）

59.5kg/⼈/年（H22年度）

61.4kg/⼈/年（H17年度）
2.9回（H17年）

⾷事バランスガイドの認知度*４

【総数】10.8％（H24年）
※⽬標：20歳代・30歳代男性
【20代】男性：29.5%､⼥性：22.1%（H24年）
：15％以下(H27年度）

26.0％（H17年度）

⽇本型⾷⽣活を実践している⼈の割合*4

61.0％（H24年度）
17％（H21年度）

18％（H22〜24年度）
農林漁業体験を経験した国⺠の割合*4

学校給⾷における地場産物使⽤割合*5

27％（H22年度）

⽬標：27％（H27年度）

○ ⾷の多様化、外部化などの環
境変化の中、国産農林⽔産物の
消費拡⼤や⾷育の推進に当たっ
ては、
(1) 将来の⾷料消費や消費⾏動
を分析・把握した上での対応
(2) 新たな消費者ニーズの掘り
起こしや、健全な⾷⽣活の実
践、農林漁業体験の⼀層の推
進
が課題と考えられるが、どのよ
うな⽅策が効果的か検討すべき
ではないか。
○ 和⾷のユネスコ無形⽂化遺産
登録を、⽇本型⾷⽣活や⾷⽂化
を⾒直す機運の醸成、国産⾷材
の消費拡⼤等に結びつけていく
ための取組を進めて⾏く必要が
あるのではないか。

※⽬標：30％（H27年度）
35％（H30年度）

31％（H24年度）

25.1％（24年度）

23.7％（H17年度）

○ ⾷育基本法の下で関係省庁が
連携して施策の充実を図った結
果、
(1) ⽶飯給⾷の実施回数の拡⼤
(2) 農林漁業体験を経験した国
⺠の割合の増加
など成果が⾒られる⼀⽅、⽶の
消費量は漸減し、⽇本型⾷⽣活
を実践する⼈の割合は増加して
いない。また、⾷料消費に関す
る国⺠への情報提供等による⾏
動変容やその定着には、個⼈は
様々なライフスタイルを営んで
いることから、個⼈差があると
ころ。

※⽬標：30%（H27年度）

学校給⾷における国産⾷材使⽤割合*5
77％（H24年度）
⾷料⾃給率*1

40％（H12年度）

39％（H18年度）

39％（H22年度）

※⽬標：80%（H27年度）
⽬標：50%（H32年度）

＊1：農林⽔産省「⾷料需給表」、＊2：⽶飯給⾷実施状況調査（⽂部科学省）、＊3：厚⽣労働省「国⺠健康・栄養調査」（【総数】は１歳以上での平均、H24年の【総数】は「平成24年国⺠健康・栄養調査結果の概要」から農林⽔産省において推計）
＊4：「⾷事バランスガイド」認知度及び参考度に関する全国調査（平成21〜22年度）、「⾷⽣活及び農林漁業体験に関する調査結果」（平成23〜24年度）
＊5：⽂部科学省「学校給⾷における地場産物の活⽤状況調査」（学校給⾷の地場産物使⽤割合：学校給⾷の献⽴に使⽤した総⾷品数のうち、県内産の⾷品数の割合。学校給⾷の国産⾷材使⽤割合：学校給⾷の献⽴に使⽤した総⾷品数のうち、国内産の⾷品数の割合）
注）週３回以上の地域や学校については、週４回などの⽬標設定を促す
※は第2次⾷育推進基本計画における⽬標値

３

⾷品産業の健全な発展－⾷品製造業－（基本法第17条関係）
○

⾷料・農業・農村基本法（平成11年）
（⾷品産業の健全な発展）
第１７条 ⾷品産業の健全な発展を図るため、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。

○

現⾏基本計画の概要
・ フードチェーンにおける事業者間の連携した取組の推進や国内市場の活性化
・ 海外展開による事業基盤の強化
・ ⾷品産業全体の将来展望や課題について官⺠で認識を共有し、それぞれの役割分担を踏まえた対応⽅向を明らかにする「⾷品産業の将来⽅向（仮称）」を策定

12基本計画（H12.3閣議決定）

17基本計画（H17.3閣議決定）

現⾏基本計画（H22.3閣議決定）

情 勢 の 変 化 等

●H20 世界の穀物・原油価格⾼騰
：事業環境の悪化、原料調達リスク
●Ｈ19〜 ⾷品の不適切事案の発⽣

等

●H25 円安局⾯へ
: 事業環境の更なる悪化
●H23 ⼈⼝減少局⾯に
：国内マーケットの縮⼩

●アジア市場の拡⼤
: 海外の伸びゆく需要の獲得

●EPA交渉等における段階的な関税削減

主

■H24.3 ⾷品産業
の将来ビジョン
（農林⽔産省公表）

な
制

■H21.5 延⻑

■H16.5 特定農産加⼯法の延⻑

■H25.12 農林⽔産業・地域の活⼒
創造プラン（農林⽔産業・地域の
活⼒創造本部決定）
■延⻑のための法案提出

度
等

■H19.10 農林⽔産省に⾷品
の信頼確保・向上対策推進
本部の設置
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■H20.5 農商⼯等連携促進法
の制定

〈 中⼩⾷品企業中⼼の脆弱な産業構造 〉

講

事業基盤
[
]

■関税引き下げ等の影響を受ける加⼯業者への
⽀援
（特定農産加⼯法延⻑）

→

■H25.8 国別・品⽬別輸出戦略
(FBI戦略)の策定
■H22.11 六次産業化・

地産地消法の制定

中⼩⾷品関係事業者の策定割合

融資実績累計 859件、3,200億円（H12〜H24）

50％（H19）、80%（H24）
⽬標 : 80%（H24） *1

じ

■H20.6 ⾷の信頼を⾼めるための「フー
ド・コミュニケーション・プロ
ジェクト（FCP） *2スタート

た

参加企業数

⾷品産業のグローバル展開を⽀援(各国の情報収集、⼈材確保等)
アジアにおける現地法⼈数
アジアにおける活動規模

588法⼈（H20）、 694法⼈（H24）、⽬標 : 800法⼈（H32）*1
1.2兆円（H20）、1.46兆円（H24）、 ⽬標 : 2兆円（H32） * 1

■H23.8 ⽶の先物取引の
試験上場の開始

○ 「⾷品産業の将来ビジョ
ン」（H24.3）において、⾷
品産業の⽬指すべき⽅向や課
題、官⺠の役割等が⽰された
が、今後、この⽅針をどのよ
うに活かしていくのか。
⾷品産業の⽬指す⽅向
「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」「グローバル化」の３視
座の組み合わせにより戦略的に実施。
⾷品産業の課題
6次産業化への参画、イノベーション、⾷品の安定供
給、⾷品の安全、消費者の信頼の確保、資源循環社会
の構築、企業の社会的責任、研究開発の推進等。
⾏政の果たすべき役割
⺠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。

■H24.8 株式会社農林漁業成⻑
産業化⽀援機構法の制定

施設の効率化による経営環境の改善、コンプライアンス体制の⼀層の強化、グローバルな観点からの
競争⼒強化等の取組を⽀援
■H20.3 「『⾷品業界の信頼性向上⾃主
⾏動計画』策定の⼿引き」の策定

これまでの評価と課題等

○ 事業基盤の強化については、
国内市場が縮⼩し、グローバ
ル化への対応が求められてい
る中で、⾷品産業の海外展開
等について、ビジネス・投資
環境を含めどのようにサポー
トするべきか。

■H24.9 総合取引所の実現に向け
た整備(⾦融商品取引法の改正)

約200社（H20）、約1,600社（H25）

措

農業との連携
[
]

置

〈 農業者と⾷品企業との連携不⾜ 〉 → 国産農産物を活⽤した新商品開発、本格的な事業展開、多様な連携の創出を⽬指した環境づくり等の取組を⽀援
■農業者と中⼩企業が連携して⾏う新商品開発
等を⽀援
（農商⼯等連携促進法）

■農林漁業者の加⼯・販売等
の取組を⽀援
（六次産業化・地産地消法）

■6次産業化に取り組む農業者を
出資等を通じて⽀援

農商⼯等連携事業計画認定数

総合化事業計画の認定数

サブファンド数
出資案件数

370件（H21）、 612件（H26）

＊1：農林⽔産省「政策評価結果書」（平成25年11⽉）
＊2：FCPは、⾷品事業者、関連事業者、⾏政、消費者の連携により、消費者の「⾷」に対する信頼の向上に取り組むプロジェクト

1,690件（H25）

（株式会社農林漁業成⻑産業化⽀援機構法）

○ ⾷品産業事業者と農林漁業
者等が、今後、共同して発展
するために、どのような連携
をとるべきか。業種や品⽬、
地域ごとに対応していくべき
ではないのか。

36（H26年2⽉10⽇現在）
6件（H26年2⽉10⽇現在）

■医福⾷農連携の推進

(産官学コンソーシアムの整備等）

４

⾷品産業の健全な発展－⾷品流通業・外⾷産業－（基本法第17条関係）
○

⾷料・農業・農村基本法（平成11年）
（⾷品産業の健全な発展）
第１７条 ⾷品産業の健全な発展を図るため、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。

○

現⾏基本計画の概要
・ フードチェーンにおける事業者間の連携した取組の推進や国内市場の活性化
・ 海外展開による事業基盤の強化
・ ⾷品産業全体の将来展望や課題について官⺠で認識を共有し、それぞれの役割分担を踏まえた対応⽅向を明らかにする「⾷品産業の将来⽅向（仮称）」を策定

情 勢 の 変 化 等

12基本計画（H12.3閣議決定）

17基本計画（H17.3閣議決定）

●H2〜 ゴミ処分に伴うダイオキシン
問題：循環型社会への転換

等

現⾏基本計画（H22.3閣議決定）

●H17 京都議定書発効
：環境問題への取組強化

これまでの評価と課題等

●アジア市場の拡⼤ : 海外の伸びゆく需要の獲得
●⾷料品へのアクセス困難⼈⼝※
：850万⼈

●H23 ⼈⼝減少局⾯に
：国内マーケットの縮⼩
●ネットスーパー等流通形態の多様化

主

■H24.3 ⾷品産業
の将来ビジョン
（農林⽔産省決定）

な
制

■H16.6 卸売市場法の改正

■H16.10 第8次卸売市場基本⽅針の策定

■H22.10 第9次卸売市場基本⽅針の策定

度
等

■H12.５
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⾷品流通構造改善促進法の改正

■H12.６
⾷品リサイクル法の制定

＜多様化する消費者ニーズへの対応＞

■H18.６
容器リサイクル法の改正

→

コールドチェーンをはじめ⾷品流通の効率化、卸売市場の再編・合理化、⾷品販売に係る業務の共同化等の取組を⽀援

講

流通の合理化
[

■第8次中央卸売市場整備計画に再編が
必要な中央市場を定め、再編を推進
（第8次基本⽅針）

■ 市場の再編促進等
（卸売市場法改正）

■H26.1 農林⽔産物・⾷品
の輸出に係る物流検討会

■H19.６
⾷品リサイクル法の改正

■21.4
卸売市場の⼿数料の弾⼒化
（卸売市場法改正）

■第9次中央卸売市場整備計画に中央拠点市場を定め、
、
流通ネットワークの構築を推進
（第９次基本⽅針）

■インショップなど直売所への
取組を⽀援

■農業者と製造業者の提携の⽀援を創設
(⾷品流通構造改善促進法の改正)

●直売所の年間販売⾦額：

7,927億円（Ｈ23）

■⾷料品アクセス環境改善に向
けて地域の関係者が検討する
場の設置等を⽀援
(24~28年度)

]

じ

■外⾷事業者などのグローバル
展開を⽀援

た

●アジアにおける飲⾷店の現地法⼈数
：41（Ｈ17）、 62（Ｈ22）、68（H23）

置

■⾷品事業者の再⽣利⽤等の⽬標を設定

環境
[

措

＜⾷品廃棄物等による環境負荷の増⼤＞

（⾷品リサイクル法）

→

⾷品ロスの削減、地球温暖化防⽌・省エネ対策、容器包装の再商品化等の取組を⽀援
■川下における⾷品リサイクルの
強化(⾷品リサイクル法改正）

■H24.3 ⾷品廃棄物の
発⽣抑制⽬標値の設定

■H25.8 納品期限に係る商慣習の
⾒直しに向けた検討、実証

●⾷品循環資源の再⽣利⽤率：製造 52％、卸 32％、⼩売 16％、外⾷8％（Ｈ12）、製造 95％、卸 57％、⼩売 41％、外⾷23％（Ｈ23）、⽬標：製造 85％、卸 70％、⼩売 45％、外⾷ 40％

]
■ ⾷品産業界において環境⾃主⾏動計画の推進・強化等

■新たな⾃主的取組の推進
（H25〜）

■容器包装を⼤量に使⽤する⼩売事業者に対する
規制・罰則の強化等（容器リサイクル法改正）
※

⽣鮮⾷料品販売店舗まで500m以上で、⾃動⾞を持たない⼈⼝（出典：農林⽔産政策研究所「平成22年国税調査に基づく店舗まで500m以上の⼈⼝・世帯数推計」）

○ 消費者のライフスタイルの変
化、⾷の外部化等により、ネッ
トスーパーや⾷品宅配、持ち帰
り弁当や惣菜店といった中⾷産
業の進展など流通形態の多様化
が進⾏。
このような状況により市場外
流通が増加する中、産直等によ
る流通の合理化については、消
費者ニーズの多様化・⾼度化に
的確に対応できる流通インフラ
を構築する観点から、国はどの
ような役割を担っていくべきか。
○ 卸売市場については、消費者
ニーズの多様化・⾼度化に対応
するため、どのような役割が期
待されているのか。
○ 国内市場が縮⼩する状況を踏
まえ、海外の伸びゆく市場、特
に「⾷」の親和性の⾼いアジア
市場への外⾷事業者の事業展開
を促進するため、関連する産業
と⼀体となったフードシステム
全体での取組に対し、国はどの
ような役割を担うべきか。

○ ⾷品リサイクルについて、分
別困難等から外⾷産業等の川下
における再⽣利⽤が低迷してい
るため、いかに再⽣利⽤を推進
していくべきか。また、相当量
発⽣している⾷品ロスの削減に
向け、消費者を含めた関係者に
対してどのように協⼒を促して
いくべきか。

５

