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○食品流通をはじめとする食品産業は、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段階において食品の品質と
安全性を保ちつつ、安定的かつ効率的に消費者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。
○我が国、１億３千万人の国民が最終消費した飲食料費は８０兆円であるが、昭和６０年以降の１５年間で、消費者の食の簡便化志
向の高まりや外部化の進展を反映して、外食、加工食品が増加しており、最終消費額でみると８割程度がこうした加工度を高めた形
態で消費されているところである。

①

生産から消費に至るフードシステムの現状Ⅰ

１ 食料の供給・流通の現状



農・漁業
国内生産額

約１２兆円

生鮮品輸入

○販売農家：２２１万戸
（就業人口：３６８万人）

（Ｈ１５）
○漁業経営体：１３万２千
（就業人口：２４万人）

（Ｈ１５）

約３兆２千億円

○従業者数１２７万人
（Ｈ１３）

（製造業全体の１４％）

○中小企業の比率大

○食品製造業の割合
鹿児島県４１．８％、
北海道 ３９．２％
沖縄県 ３８．１％

（全製造業に占める出荷額
の割合）

○従業者数（卸・仲卸）１１万人
○中央 ８６市場
地方 １，３５１市場

○従業者数 ３１６万人
（Ｈ１４）

○量販店のシェア拡大
（Ｓ５９→Ｈ１１）
５２％→７４％

○飲食店数
約８４万店→約７９万店
（Ｈ８） （H１３）

○従業者数
約４１１万人→約４２９万人
（H８） （Ｈ１３）

○総人口１２，６９３万人
（Ｈ１２）

○総世帯数４，６７８万世帯
（Ｈ１２）

（Ｓ５０ → Ｈ１４）

○単身世帯の割合
１９．５％ → ２７．６％

（Ｈ１２）
○高齢人口比率
７．９％ → １８．５％

○女子雇用就業率
２６．３％ → ３８．０％

食品製造業
【出荷額 約３１兆円】

食品小売業
【小売市場規模 約５７兆円】

消 費 者

飲食費支出

約８０兆

外食産業
【市場規模 約２３兆円】

卸売市場
【取扱高 約１０兆円】

農協
【販売・取扱
高約５兆円】

加工食品卸
【出荷額 約４４兆円】

○職員数
２６万人（総合農協）

○従業者数 ５０万人（Ｈ１４）

（注）全体雇用は、総務省「国勢調査報告抽出詳細集計結果」（16.6.22公表）から取ったものであり、上記形態別の雇用と一致しない。

○食品産業を構成する外食産業、食品製造業、食品流通業等については、近年、デフレ等の影響で市場が縮小する中、厳しい競争
が行われているところである。現時点では全体雇用は７９５万人で、全雇用労働（６，３０３万人）の約１３％となっている。

②

２ 農漁業・食品産業の出荷・雇用等の現状

資料：飲食費支出・国内生産額・市場規模等については、農林水産省大臣官房情報課「農林漁業・関連産業を中心とした産業連関表」（平成12年）
農・漁業：就業人口（農業「農業構造動態調査」（平成１５年）、漁業「漁業センサス」（平成１５年）） 、卸売市場：取扱高及び市場数については、流通課調べ（平成１２年）。

食品製造業：経済産業省「工業統計表」（平成１３年）、加工食品卸：経済産業省「商業統計表」、食品小売業：経済産業省「商業統計表」（平成１４年）、量販店のシェア：総務省「全国消費実態調査」、
外食産業：総務省「事業所・企業統計調査」（平成１３年）、消費者：総務省「国勢調査」、「労働力調査」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」、総務省「消費動向調査」
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資料：「産業連関表」を基に農林水産省で試算。

昭和60年7.4兆円

平成12年8.6兆円

国産
4.3兆円

輸入
4.2兆円

（51%）（49%）

国産
4.6兆円
（63%）

輸入
2.7兆円
（37%）

加工・外食への国産・輸入別仕向額・割合の推移

○加工・外食への国産・輸入別仕向額・割合 ○ 製造業の海外生産比率

資料：経済産業省「海外事業活動基本調査」

○外食・加工食品の増加を反映して、近年輸入農産物・食品が増加傾向で推移している。一方、国内農産物の供給サイドが、低価
格や数量・品質の安定性などの食品産業サイドのニーズに必ずしも十分応え切れていないこともあり、加工 ・外食に仕向けられる
国産農産物・食品の割合は近年低下傾向にある。
一方、食品製造業においては、海外での一次加工や製造立地を目指したり、自社製品輸入を図るなど、他の製造業との比較では

低いものの、海外生産比率が上昇している。

注：海外生産比率＝現地法人売上高／（現地法人売上高+国内法人売上高）×100

③

３ 国産と輸入農産物の供給



○消費者の８割は、輸入品より高くても国産の農産物を買いたがっている。「３割高くても国産品を買う」という声も１割を占めており、消費者
等は、国産農産物に関し、安全性、品質、おいしさの面では評価している。しかしながら、国産品と輸入品の小売価格差について、野菜を例
にしてみると、かぼちゃ、たまねぎ、パプリカを除く主要品目で国産標準品の小売価格は輸入品に比べ３割以上高くなっている。
このような中、農業経営において「より付加価値の高い作物や農業生産方式への転換」、「直接販売、契約生産等の取組」等の取組が必
要と考えている農業経営者の割合が高くなっており、国産の強みを最大限に活かした農業生産への転換が重要となっている。

○ 消費者が国産品を選択した基準
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資料：総理府「農産物貿易に関する世論調査」（平成12年７月）

注：「国産品」と「輸入品」の選択について、「国産品」、「どちらかというと国産品」と
答えた者(2,924人)の複数回答の割合

12.7 8.5 29.8 30.9 18.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体

３割高以上でも購入する ３割高までなら購入する ２割高までなら購入する

１割高までなら購入する 同じ価格なら購入する

○ 国産品を「割高でも購入する」は８割強

資料：農林漁業金融公庫「食品の表示に関するアンケート調査」（平成１４年８月公表）

○ 全国主要７都市における主要野菜の国産標準品の小売価格
（平成１５年、輸入価格＝１００）

資料：農林水産省「全国７都市における主要野菜の小売価格・販売動向」
注：１）主要７都市（札幌市、仙台市、東京都特別区、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市）に所在する生鮮野菜を

取り扱っている各種食料品小売業者を対象として実施。
２）国産標準品とは、国内で生産された生鮮野菜のうち、品質、栽培方法等について特段の差別化を図らず販売
され、地場産、高付加価値品のいずれにも該当しない国産品である。

○ 農業経営において「必要を感じたこと」及び「実施したこと」
（複数回答）

資料：農林水産省「農業経営の展開に関する意識・意向調査」（平成１５年１０月公表）
注：１）全国の情報交流モニター等のうち農業者モニター（３，２２４名）を対象として実施したアンケート調査（回収率８１．３％）
２）比較的経営規模の大きい農家がモニターとなっており、例えば、稲作経営（稲作販売金額が第１位）の出納作付面積は
１５０アール以上、施設園芸経営（同第１位）の施設園芸作物作付面積は、２０アール以上である。

④

４ 国産農産物に対するニーズと対応の現状



○小売・外食産業では消費者の安全・安心志向に応えるため、国内農業との関係を深めようとする意識が高まっている。このため、
小売・外食産業と産地との連携を推進していく必要がある。

⑤

農業・食品産業・消費者の連携の推進Ⅱ

１ 国内農業に対する食品産業の関心

資料：農林水産省総合食料局調べ（平成１６年５月）



１００円生鮮コンビニ１００円生鮮コンビニ

大手コンビニエンスストアがミニスーパーとコンビニエンスストアの機能を組み合わせたハイブリッド（融合）型の業態を新たに展開大手コンビニエンスストアがミニスーパーとコンビニエンスストアの機能を組み合わせたハイブリッド（融合）型の業態を新たに展開。。
東京（築地）の卸東京（築地）の卸売売業者と契約し、時期や作柄によって最も安い産地の野菜や果実をスポット購入。業者と契約し、時期や作柄によって最も安い産地の野菜や果実をスポット購入。
産地の切り替えやパック詰めの量を調節することで、生鮮品については税抜き１００円の価格を維持。産地の切り替えやパック詰めの量を調節することで、生鮮品については税抜き１００円の価格を維持。

今後の課題今後の課題今後の課題新たな動き新たな動き新たな動き

青果店の空き店舗等の活用青果店の空き店舗等青果店の空き店舗等のの活用活用

店舗が増えた場合は、
卸売業者を通じて産地のＪＡと
予約相対取引を実施

店舗が増えた場合は、店舗が増えた場合は、
卸売業者を通じて産地のＪＡと卸売業者を通じて産地のＪＡと
予約相対取引を実施予約相対取引を実施

専用の出荷容器
（コンテナ）の開発

専用の出荷容器専用の出荷容器
（コンテナ）の開発（コンテナ）の開発

今後３年間で１，０００店舗を目標今後３年間で１，０００店舗を目標今後３年間で１，０００店舗を目標

現 状現現 状状

１．１．展開展開の契機の契機

総合スーパーや食品スーパーの拡大で、郊外の大型総合スーパーや食品スーパーの拡大で、郊外の大型
店化が進行店化が進行。。その結果、近隣住民を相手にする青果店その結果、近隣住民を相手にする青果店

等が減少し、住宅街に生鮮品の空白商圏が広がったこと等が減少し、住宅街に生鮮品の空白商圏が広がったこと

により、近場で生鮮品を購入できる店舗を求める声が高により、近場で生鮮品を購入できる店舗を求める声が高

まった。まった。

このため、このため、従来のコンビニエンスストアにはない、生鮮従来のコンビニエンスストアにはない、生鮮
品を含めた値頃感のある商品を配置。主な特徴は、品を含めた値頃感のある商品を配置。主な特徴は、
・・ 豊富な品揃え（約豊富な品揃え（約3,5003,500アイテム）アイテム）

・・ １００円を中心にしたわかりやすい価格設定１００円を中心にしたわかりやすい価格設定

・・ 主婦、高齢者などの客層を想定主婦、高齢者などの客層を想定

・・ 住宅街への出店住宅街への出店

２．２．従来小売店との違い従来小売店との違い

①① 生鮮品の調達を東京都中央卸売市場築地市場の卸生鮮品の調達を東京都中央卸売市場築地市場の卸

売業者に一括依頼。売業者に一括依頼。

②② 生活必需品を常備するコンビニ方式ではなく、「売り生活必需品を常備するコンビニ方式ではなく、「売り
切れ御免」方式。切れ御免」方式。

③③ 弁当や惣菜を生鮮品との混載便で一括配送するなど、弁当や惣菜を生鮮品との混載便で一括配送するなど、

商品配送回数を低減。商品配送回数を低減。

３．３．店舗の概要店舗の概要

品品目目数数 ：： 約３，５００約３，５００ （うち生鮮品（うち生鮮品 約８０）約８０）

価価 格格帯帯 ：： １００～４００円１００～４００円 （生鮮品は１００円）（税抜き）（生鮮品は１００円）（税抜き）

平均日販：平均日販： ５０万円程度５０万円程度 （うち生鮮品は２０％程度）（うち生鮮品は２０％程度）

営業時間：営業時間： ７：００～２３：００７：００～２３：００ （主婦や高齢者を主対象）（主婦や高齢者を主対象）

・フランチャイズチェーン方式・フランチャイズチェーン方式
店舗展開：店舗展開： ・都市圏に展開・都市圏に展開

・店舗と農家の産直ルートはな・店舗と農家の産直ルートはないい。。

卸売市場卸売市場

卸
売
業
者

卸
売
業
者

仲
卸
業
者

仲
卸
業
者

３温度帯混載で１日
１回の仕入
【 効果 】

物流コストをコンビニ
のほぼ半分に抑制

３温度帯混載で１日３温度帯混載で１日
１回の仕入１回の仕入
【【 効果効果 】】

物流コストをコンビニ物流コストをコンビニ
のほぼ半分に抑制のほぼ半分に抑制

産産

地地

時期（旬）や
作柄によって
最も安い産地
の野菜を購入
【 効果 】

低価格を維持

時期（旬）や時期（旬）や
作柄によって作柄によって
最も安い産地最も安い産地
の野菜を購入の野菜を購入
【【 効果効果 】】

低価格を維持低価格を維持

国産農産物比
率７０％を目

標

国産農産物比国産農産物比
率率７０％７０％を目を目

標標

⑥

２ 小売新形態の開発と国内農業の連携事例



食品製造業者である愛知県の株式会社Ａ社は、安定的原料調達を図るため、北海道のわさびの生産者と契約栽培（契約取引）を食品製造業者である愛知県の株式会社Ａ社は、安定的原料調達を図るため、北海道のわさびの生産者と契約栽培（契約取引）を 実施。西洋実施。西洋

わさびの新品種の開発、生産者への種苗の提供、収穫機械の開発及び農家への貸出等を行うことにより、効果的な連携が図られ、原料の安わさびの新品種の開発、生産者への種苗の提供、収穫機械の開発及び農家への貸出等を行うことにより、効果的な連携が図られ、原料の安
定供給が可能となった。また、製品を米国等へ広く輸出しており、今後とも生産の拡大を検討。定供給が可能となった。また、製品を米国等へ広く輸出しており、今後とも生産の拡大を検討。

１．連携の契機１．連携の契機

２．連携を進める上での課題と対応２．連携を進める上での課題と対応

（課題）（課題）
①① 品質確保の上での農家の技術力が不足品質確保の上での農家の技術力が不足
②② 農家が新たな作目に取り組むための資本装備が不十分農家が新たな作目に取り組むための資本装備が不十分
③③ 加工施設等の整備加工施設等の整備

この課題を克服し、安定供給実現のため、契約取引を実施この課題を克服し、安定供給実現のため、契約取引を実施
（契約取引の内容）（契約取引の内容）
①① 関係する４農協が組織する協議会と交渉して価格、数量関係する４農協が組織する協議会と交渉して価格、数量

等の条件を決定し契約。等の条件を決定し契約。
②② その際、食品産業サイドが開発した種苗を生産者に販売その際、食品産業サイドが開発した種苗を生産者に販売

し、栽培委託を行い全量買い取り。し、栽培委託を行い全量買い取り。

（対応）（対応）
①① 食品企業と大学との共同研究によるウィルスフリー苗の食品企業と大学との共同研究によるウィルスフリー苗の

開発、農家に対する技術指導の実施開発、農家に対する技術指導の実施
②② 食品企業が収穫機の開発を実施。また、その収穫機を農食品企業が収穫機の開発を実施。また、その収穫機を農

家に貸与する等の資本装備の補完家に貸与する等の資本装備の補完
③③ 設備投資資金の政策金融（農林漁業金融公庫）からの調設備投資資金の政策金融（農林漁業金融公庫）からの調

達達

食品企業が開発したわさび収穫機食品企業が開発したわさび収穫機

わさび加工施設わさび加工施設

連携の具体的な内容連携の具体的な内容

農農 協協

生生 産産 者者

生生 産産 ササ イイ ドド

食食 品品 産産 業業

計画的な生産計画的な生産
数量の割当数量の割当

○○ 栽培に関する栽培に関する
技術指導等技術指導等

○○ 開発した収穫開発した収穫
機の貸し出し機の貸し出し
（貸与等による農（貸与等による農
家負担の軽減）家負担の軽減）

各畑地ごとの作各畑地ごとの作
柄調査、病害虫管柄調査、病害虫管
理、土壌検査等の理、土壌検査等の
実施により実施により 食品食品
産業サイドのニー産業サイドのニー
ズに対応ズに対応

今後の課題今後の課題今後の課題新たな動き新たな動き新たな動き現 状現現 状状

課題課題 ：： 原料となるわさびの価格変動が大きく、また、原料わさ原料となるわさびの価格変動が大きく、また、原料わさ

びの量的な確保が困難なため安定的な商品供給が困びの量的な確保が困難なため安定的な商品供給が困
難となっていた。難となっていた。

○○ 輸出を見据え契約栽培面輸出を見据え契約栽培面

積の拡大、品種改良による反積の拡大、品種改良による反
収向上収向上
○○ 契約農家分散化を通じて台契約農家分散化を通じて台
風等の災害に対する危機管風等の災害に対する危機管
理体制を強化理体制を強化

⑦

３ 食品製造業と国内農業の連携事例



仲卸業者であるＢ社は、卸売市場法の規制緩和が進む中で、事業の高度化を進めなければ収益拡大は困難であると判断し、小売業との取仲卸業者であるＢ社は、卸売市場法の規制緩和が進む中で、事業の高度化を進めなければ収益拡大は困難であると判断し、小売業との取
引関係が深く農協や卸売業者よりも消費者ニーズに柔軟に対応できる特色を生かし、生産者との直接取引を強化するとともに、食品ベン引関係が深く農協や卸売業者よりも消費者ニーズに柔軟に対応できる特色を生かし、生産者との直接取引を強化するとともに、食品ベン
チャー企業と連携し高付加価値の商品の提供を図っている。チャー企業と連携し高付加価値の商品の提供を図っている。

１．連携の契機１．連携の契機

（課題）
卸売市場法の規制緩和が進む中で、事
業の高度化を進めなければ収益拡大は
困難と判断。
仲卸業者であるB社は、小売業との取
引が深く農協や卸売業者よりも消費者
ニーズに柔軟に対応できる優位性の活
用を模索。

（課題）（課題）
卸売市場法の規制緩和が進む中で、事卸売市場法の規制緩和が進む中で、事
業の高度化を進めなければ収益拡大は業の高度化を進めなければ収益拡大は
困難と判断。困難と判断。
仲卸業者である仲卸業者であるBB社は、小売業との取社は、小売業との取

引が深く農協や卸売業者よりも消費者引が深く農協や卸売業者よりも消費者
ニーズに柔軟に対応できる優位性の活ニーズに柔軟に対応できる優位性の活
用を模索。用を模索。

２．連携を進める上での対応２．連携を進める上での対応

① 生産者の出荷調整作業を肩代わり

する産地サポートセンターを設置
② トレサビリティーシステムの導入によ
り農産物の残留農薬をチエック

③ カット野菜、カットフルーツの需要の
高まりに対応した加工センターの整備

④ 野菜ピューレの開発・製造
⑤ 新しい野菜の共同開発

①① 生産者の出荷調整作業を肩代わり生産者の出荷調整作業を肩代わり

する産地サポートセンターを設置する産地サポートセンターを設置
②② トレサビリティーシステムの導入によトレサビリティーシステムの導入によ
りり農産物の残留農薬をチエック農産物の残留農薬をチエック

③③ カット野菜、カットフルーツの需要のカット野菜、カットフルーツの需要の
高まりに対応した加工センターの整備高まりに対応した加工センターの整備

④④ 野菜ピューレの開発・製造野菜ピューレの開発・製造
⑤⑤ 新しい野菜の共同開発新しい野菜の共同開発

（対応）
生産者との直接取引の強化
食品ベンチャー企業と連携することに
よって高付加価値の新商品を提供
安全・安心で栄養価の高い野菜の開発

（対応）（対応）
生産者との直接取引の強化生産者との直接取引の強化
食品ベンチャー企業と連携することに食品ベンチャー企業と連携することに
よって高付加価値の新商品を提供よって高付加価値の新商品を提供
安全・安心で栄養価の高い野菜の開発安全・安心で栄養価の高い野菜の開発

共同配送・加工施設共同配送・加工施設共同配送・加工施設

Ａ仲卸業者Ａ仲卸業者Ａ仲卸業者

今後の課題今後の課題今後の課題新たな動き新たな動き新たな動き現 状現現 状状

１．農家との共感 ： 共存 ・共栄

① 相場に左右されない契約産地・契
約品目の拡大

② 産地サポートセンターの拠点拡大

２．残さリサイクルシステムの確立

３．栄養価の高い野菜のブランド化推進

１．農家との共感１．農家との共感 ：： 共存共存 ・・ 共栄共栄

①① 相場に左右されない契約産地・契相場に左右されない契約産地・契
約品目の拡大約品目の拡大

②② 産地サポートセンターの拠点拡大産地サポートセンターの拠点拡大

２．残さリサイクルシステムの確立２．残さリサイクルシステムの確立

３．栄養価の高い野菜のブランド化推進３．栄養価の高い野菜のブランド化推進

産 地産産 地地

卸売市場卸売市場卸売市場

Ｂ仲卸業者Ｂ仲卸業者Ｂ仲卸業者 Ｃ仲卸業者Ｃ仲卸業者

Ｄ仲卸業者Ｄ仲卸業者Ｄ仲卸業者

堆肥センター堆肥センター堆肥センター

産地サポートセンター産地サポートセンター産地サポートセンター

食品小売業者食品小売業者食品小売業者

中食・外食・給食業者中食・外食・給食業者中食・外食・給食業者
⑧

４ 仲卸業者と国内農業の連携事例



⑨

５ 外食産業と国内農業の連携事例

○○ 仕入コストの縮減（要仕入コストの縮減（要
因分析等）因分析等）

○○ 規格外野菜を含めた規格外野菜を含めた
一括購入システムの検一括購入システムの検
討討

○○ 生産者との更なる結生産者との更なる結
びびつきの強化つきの強化

○○ 農家との共感（情報農家との共感（情報
の共有等）の共有等）

事業所給食と外食事業を行う事業所給食と外食事業を行うGG社は、安全志向、健康志向といった顧客ニーズに対応するため、農事組合法人等と連携した減農薬・減化学肥社は、安全志向、健康志向といった顧客ニーズに対応するため、農事組合法人等と連携した減農薬・減化学肥

料の野菜の仕入を行い、契約先である給食施設、外食店舗において食材として使用している。このような取組の実施により、顧客ニーズへの料の野菜の仕入を行い、契約先である給食施設、外食店舗において食材として使用している。このような取組の実施により、顧客ニーズへの
対応が図られるとともに、量・価格面において安定的な食材調達が可能となった。対応が図られるとともに、量・価格面において安定的な食材調達が可能となった。

○○ 安全志向、健康志向といった顧客ニーズへの対応安全志向、健康志向といった顧客ニーズへの対応
○○ 量・価格面で安定した食材調達の確保量・価格面で安定した食材調達の確保

１．連携の契機１．連携の契機

（対応）（対応）
○○ 農業生産法人との連携の実施農業生産法人との連携の実施
○○ 市場等を通じた既存の食材調達ルートの併用市場等を通じた既存の食材調達ルートの併用
○○ 仲卸を通じた商流・物流ルートの確保仲卸を通じた商流・物流ルートの確保

上記の課題に対応するため以下の取組を実施上記の課題に対応するため以下の取組を実施

【【取組の内容取組の内容】】

①① 千葉県の農事組合法人Ｈと連携、ここで生産された千葉県の農事組合法人Ｈと連携、ここで生産された
減農薬・減化学肥料の野菜（キャベツ、大根、にんじ減農薬・減化学肥料の野菜（キャベツ、大根、にんじ
ん、ミニトマト、玉ねぎの計５品目）を仲卸業者を通じん、ミニトマト、玉ねぎの計５品目）を仲卸業者を通じ
て仕入て仕入
②② 長野県、福島県、山形県内の農協と連携し、米の長野県、福島県、山形県内の農協と連携し、米の
仕入を実施仕入を実施

（課題）（課題）
○○ 減農薬・減化学肥料による確実な栽培農家の確保減農薬・減化学肥料による確実な栽培農家の確保
○○ 年間を通じた安定的な食材の調達システムの構築年間を通じた安定的な食材の調達システムの構築
○○ 円滑な物流ルート、農家からの仕入量の調整円滑な物流ルート、農家からの仕入量の調整
○○ クライアントである委託元業者のメニュー設定等へクライアントである委託元業者のメニュー設定等へ
の対応の対応

２．連携にあたっての課題と対応２．連携にあたっての課題と対応

農事組合法人Ｈ農事組合法人Ｈ

外食事業者Ｇ外食事業者Ｇ

野菜類の連携内容野菜類の連携内容

栽培栽培ほほ場確認場確認

流通業者流通業者

○○ 減農薬、減化学料減農薬、減化学料
による栽培の実施による栽培の実施
○○ ほほ場での栽培状況場での栽培状況
の管理・確認の管理・確認

商流・物流の商流・物流の
コーディネートコーディネート

○○ 栽培方法の設栽培方法の設
定、定、 生産者への生産者への

指示指示
○○ 生産者との情生産者との情
報交換の実施報交換の実施

商流・物流商流・物流

注注 文文

今後の課題今後の課題今後の課題新たな動き新たな動き新たな動き現 状現現 状状
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○ 流通マージン率の日米比較

資料：農林水産政策研究所「食用農水産物・食料品のマージン率」

○ 国産と輸入のコスト比較（事例にんじん）をみた場合、輸入後の国内流通経費は、ほぼ同程度。

○我が国の流通マージンは米国とほぼ同程度。

国産 輸入

○ 国産にんじんと輸入にんじんのコスト比較

８８

１４９

２３７円／kg

小売経費
（４８）

８１

１０９

輸入価格
（１０９）

１９０円／kg

団体手数料・包装荷造
材料費選別・荷造労働
費・出荷運送料（５７）

生産者庭先価格
（９２）

卸売手数料・仲卸経費
（３５）

小売経費
（５３）

卸売手数料・仲卸経費
（３３）

資料：【国産】農林水産省「食品流通段階別価格形成追跡調査」（平成14年11月）
【輸入】卸売価格（＝輸入価格+卸売経費）は平成１４年青果物卸売市場調査から国産を

１００とした場合の比率で推計。卸売経費は卸売価格の８．５％。
仲卸・小売経費は、平成１４年食品流通段階別価格形成追跡調査（青果物経費調査）

に基づき推計。 ⑩

（％）

流通、生産資材等コストの現状Ⅲ

１ 流通コストの現状

注：流通マージンとは、卸売マージンと小売マージンである。
それぞれを購入者価格で除したものを流通マージン率（卸
売マージン率＋小売マージン率）とする。
（国内貨物運賃を除く）



資料：「食品産業動向調査（平成１６年１２月）」農林漁業金融公庫

○原料に使用する農畜水産物のうち、国内産が占める割合は、食品産業全体で６２.３％である。国内産地の農畜水産
物を利用するに当たって、「品質」（５０.４％）、「価格」（４３.８％）、「安全性」（２７.３％）が重視されている。
また、食品製造業が国内農畜水産物を利用しない理由としては、「価格が割高」が４０．４％を占めている。

○ 国内農畜水産物を利用する理由

○ 国内農畜水産物を利用しない理由

○ 原料に使用する国内農畜水産物の割合

○ 国内産地の農畜水産物を利用するに当たって重視すること

　　　　　　　　（％）

第１位 第２位 第３位

製品の差別化 品質が良い 製品に合う原料確保

47.0 43.4 30.0

品質が良い 製品の差別化 安全である

56.1 37.1 35.4

品質が良い 安全である 製品の差別化

64.5 50.7 47.9

品質が良い 製品の差別化 安全である

67.3 50.0 32.7

製造業

卸売業

小売業

飲食店

　　　　　　　　（％）

第１位 第２位 第３位

価格が割高 量的確保が困難 差別化効果が薄い

40.4 37.9 26.3

量的確保が困難 産地との繋がりなし価格が割高

36.9 33.1 28.5

価格が割高 産地との繋がりなし量的確保が困難

43.8 40.6 31.3

産地との繋がりなし価格が割高 量的確保が困難

50.0 45.0 40.0

製造業

卸売業

小売業

飲食店 1.7

17.4

20.7

21.1

27.3

43.8

50.4

0 10 20 30 40 50 60

その他

製品への適性

産地名・ブランド

数量

安全性

価格

品質

（％）

50.8

65

67.3

60.4

62.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

飲食店

小売業

卸売業

製造業

食品産業計

（％）

資料：「食品産業動向調査（平成１６年１２月）」農林漁業金融公庫

資料：「食品産業動向調査（平成１６年１２月）」農林漁業金融公庫

資料：「食品産業動向調査（平成１６年１２月）」農林漁業金融公庫

⑪

２ 原料調達に関する食品製造業等の意識



○食料産業の発展の過程で食の外部化が進行し、国内総生産に占める農・漁業の割合は相対的に低下している。そのな
かで、農業生産額に占める資材・サービス等の割合（中間投入率）は、昭和５０年代後半から低下傾向にあったが、平成２
年度以降、再び上昇に転じている。

○農産物の価格に影響を及ぼす諸要因の日米比較

日 本 米 国 日本／米国

大口電気料金（１ｋｗ／ｈ） 1 1.32 0.76倍

ガソリン価格 1 0.47 2.12倍

高速道路利用料金 円 大型車１００ｋｍ 3,564 －－－（ 、 ） ほとんどが無料

トラック運賃 1 0.31 3.22倍（ 、 ， ）円／１０ｔ １ ０００ｋｍ

製造業賃金（円／ｈ） 2,238 1,918 1.17倍

事務所賃料（円／㎡） 1 0.39 2.58倍

通信 1 0.61 1.65倍

農家一戸当たり農用地面積 （ha） 1.6 176.1 0.01倍

農地価格（千円／１０a） 1,416 36.4 38.90倍

肥料（硫安：円／t） 34,300 31,759 1.08倍

配合飼料（円／ｔ） 40,480 31,070 1.30倍

農薬（イミダクロプリド：円／㍑） 20,168 15,976 1.26倍

農機具(トラクター：万円） 169 150 1.13倍

資料：経済産業省「産業の中間投入に係る内外価格差調査」「消費財、消費者向けサービスに係る内外価格差
調査」厚生労働省「2002年海外情勢報告」、全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果（平成15
年）」、ＵＳＤＡ[AGURICULTURAL STATISTICS 2002」、農林水産省調べ
注：１ 大口電気料金、ガソリン価格、トラック運賃、事務所賃借料、通信は2002年９月～11月の調査値、

製造業賃金は2001年、農薬は2003年、配合飼料は2003年、高速道路利用料金は2003年、農家一
戸当たり農用地面積は2002年、硫安は2003年、トラクターは2003年の数値である。
２ 高速道路利用料金については、日本道路公団の東名高速道路の東京～名古屋間の料金を１００㎞換
算することにより、農林水産省で試算したものである。
３ 農地価格は2003年、農林水産省で試算したものである。
４ 硫安については品質格差等を勘案した推計値である。
５ トラクターは、排気量1,400CC程度、出力等20～25馬力、４輪駆動、フレーム式である。
６ 日本で販売されているトラクターは、油圧・防水機構の性能が優れていることや変速段数が多いこと
等構造上の相違がある。

○農業生産における中間投入の推移

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」
注：中間投入率＝農業中間投入（農業生産に投入される資材・サービス等の費用）／農業生産額×１００

⑫

３ 生産資材費等の現状
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農林水産省総合食料局
平成１７年６月
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○食品製造業の地位 ○食品製造業の業種別製造品出荷額の推移　　　

１２．４１４．７１１．６（Ｂ）／（Ａ）（％）

２７１．６８７８５３６全製造業（Ａ）

２３．１

１０．７

１１７

１２

５４

８

　　食料品製造業

　　飲料・飼料・たばこ

３３．８１２９６２食品製造業（Ｂ）

製造品出荷額

（兆円）

従業者数

（万人）

事業所数（千カ
所）

資料：経済産業省「工業統計表」（平成１４年）
２９．５

２．４

１００

－

１００

－

３３．８

２７１．６

２６．１

２６５．３

食品製造業計

全製造業計

　　冷凍調理食品

　　そう菜

１０６．１

１８８．４

２．７

２．７

１．４

１．０

０．８

０．８

０．４

０．３

出荷額増
減率（％）

１９．２

▲３２．６

14/60

９１．１

８．９

１４

２６．６

２．６

平成１４年

１４．５３．８基礎素材型

８５．５２２．３加工型

６０昭和６０年

食品製造業に占める

割合（％）

製造品出荷額等

（兆円）

資料：経済産業省「工業統計表」

注：基礎素材型とは、製穀・製粉業、製油業等であり、加工型とは畜産食料品　製造業、調味料製造業等
である。

食品製造業の概要食品製造業の概要

○我が国の食品製造業は、事業所数、従業者数、製造品出荷額とも製造業全体の１割以上を占めている。

○食品製造業の出荷額は、基礎素材型が１割、加工型が９割の比率で、近年加工型の比率が高くなっている。

①



18.8%

44.3%

55.4%

42.0%

15.5%

18.6%

10.3%

8.3%73.5%

2.4%

3.4%

4.9%

2.7%

0% 25% 50% 75% 100%

平成１１年

昭和５９年

昭和４４年

小売店 スーパー コンビニ 百貨店 その他

○１世帯当たり１ヶ月間の食料費と購入先別割合の推移

○卸売市場経由率

食肉
 13.4%

水産
 61.2%

青果
 70.3%

花き
 79.7%

資料：農林水産省流通課調べ（平成14年度）

○卸売市場法の概要

　 卸売市場の整備を計画的に促進し、卸売市場における卸売その他の取引
に関する規制等について定め、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及
び流通の効率化を図ることを目的としている。
○卸売市場の計画的な整備
　　中央卸売市場：86市場、地方卸売市場1,325市場
○適正な価格形成
　　卸売の相手方の制限
　　市場内に現物を搬入して卸売を行うことの義務付け　等
○適正な取引の確保
　　差別的取引の禁止　等

25,741円

65,188円

68,067円

資料：総務省「全国消費実態調査」

○食品流通業の地位

資料：経済産業省「商業統計表」（平成１４年）に基づき試算

（卸売業）

従業者数 販売額
（千人） （兆円）

  卸売業（Ａ） 379.5 4,002.0 413.4

  食品卸売業(B) 76.6 849.4 73.7
生鮮食品卸 31.3 344.3 29.7
加工食品卸 45.3 505.1 44.0

20.2 21.2 17.8

事業所数
（千カ所）

 （Ｂ）／（Ａ）（％）

（小売業）

事業所数 従業者数 販売額
（千カ所） （千人） （兆円）

小売業（Ａ） 1,300.1 7,972.8 135.1
食品小売業(B) 466.6 3160.8 41.2
（Ｂ）／（Ａ）（％） 35.9 39.6 30.5

○卸売市場の機能

①　集荷機能　：　多様な品目の豊富な品揃え
②　分荷機能　：　産品の評価、効率的な分配
③　価格形成機能　：　需給を反映した迅速かつ公正な価格形成
④　決済機能　：　販売代金の迅速、確実な決済
⑤　情報受発信機能　：　需給に係る情報の収集・伝達
⑥　品質管理機能　：　衛生管理技術を活用した施設整備
⑦　防災機能　：　災害時にライフラインとして機能

食品流通業の概要食品流通業の概要

○我が国の食品卸売業は、近年、小規模、個人経営の業者を中心に減少しているが、平成14年において事業所数が77千店で全卸売業の20%、
年間販売額が74兆円で同18%、従業者数が85万人で同21%を占めている。
○また、食品小売業は、平成14年において、事業所数が47万店で全小売業の36%、年間販売額が41兆円で同31%、従業者数が316万人で同40%
を占めている。
○卸売市場は、現在、中央卸売市場で86市場、地方卸売市場で1,325市場となっており、青果、水産物ともに7割程度が卸売市場を経由している。

②



N=67,076

○コンビニ弁当を食べる頻度

資料：インフォプラント「コンビニエンスストアで販売しているお弁当に関する調査」

調査対象：ｉモードユーザー　調査年月：2001年1月～2002年2月

月に一食程度
11.9%

コンビニ弁当は食べない
4.6%

ほぼ毎日
3.8%

１日に一食
13.8%

週に一食程度
37.2%

半月に一食程度
17.0%

２ヶ月に一食程度
11.7%

資料：総務省「家計調査」 注：括弧内は、対前年増減比

( 0.6 )( 0.7 )( 2.6 )( 1.6 )( 1.8 ) 

40,093 39,847 39,560 38,539 37,929 うち主食的調
理食品

( 1.3 )(▲ 0.6)( 1.3 )(▲ 0.4)( 0.6 ) 

101,287 100,004 100,611 99,280 99,724 
調理食品

(▲ 3.4)( 1.3 )(▲ 4.1)(▲ 2.1)(▲ 1.0)

163,799 169,596 167,352 174,465 178,266 
外食支出

(▲ 1.8)(▲ 0.3)(▲ 3.0)(▲ 3.3)(▲ 2.1)

923,295 940,040 943,313 972,424 1,005,973 
食料支出

平成15年平成14年平成13年平成12年平成11年　

（単位：一世帯当たり、円、％）　　　　○食料支出・外食支出・調理食品の支出推移 ○外食産業における食材の取扱額の推移 （単位：10億円、％）

資料：産業連関表を基に農水省試算。　注：括弧内は輸入の割合

(17.0)(9.0)(31.6)
1,005 5,914 345 3,828 660 2,086 23,712 １２

(12.0)(5.7)(23.2)

594 4,961 183 3,186 411 1,775 18,967 平成2

(8.0)(4.3)(12.5)
258 3,224 75 1,756 183 1,468 11,931 

昭和55

うち輸入うち輸入うち輸入

生鮮食品・加工食品計加工食品生鮮食品外　食
総　計

　

○国内農産物を使用するメリット・デメリット（複数回答）

資料：農林水産省調べ　平成１６年３～４月調査

①　メリット　 ・消費者の安全・安心志向に応えるので使用したい 　　　　 　 　56.8%
　 ・食料自給率の向上と国内農業支援に役立つと考え、使用したい 33.3%

　 　 ・鮮度がよいなど優れているので使用したい 54.1%
②デメリット ・価格が高いので使用しない 55.9%
　 　 ・品質が悪いので使用しない 1.8%

　　 ・量的確保が困難なので使用しない 30.6%
　　 ・必要なときに必要量を取得できないので使用しない 27.0%
　　 ・農協系統扱いが中心なので使用しがたい 9.0%

　　 ・経済合理性で取引を中止すると農協等から批判を受けることが
あるので使用しない 1.8%

外食産業の概要外食産業の概要

○ライフスタイルの変化に伴う食の外部化が進み、食料消費支出のうち、外食、調理食品への支出が約３割を占めている。
○外食への支出は減少傾向にあるが、中食産業はコンビニストアの全国展開等もあって堅調な伸びを示している。
○外食・中食産業は、人件費等の割合が高いことから、輸入品の加工品・半加工品の利用が高くなっている。

③



56.0 29.4 4.2 10.3

37.9 35.3 23.8 2.9

61.7 19.3 17.1 1.9

0 20 40 60 80 100

小・中学校

農産物加工場

産地直売所

○　設置主体別直売所数

○３年前と比較した地場農産物の取扱量は、「増えた」との回答が、産地直売所で６１．７％、農産加工場で３７．９％、小・中
学校で５６．０％となっており、全ての対象で最も多い回答となっている。

資料：農林水産省「平成１６年度農産物地産地消等実態調査」

直売所等の現状直売所等の現状

○　３年前と比較した現在の地場農産物取扱量の動向

増えた 変わらない 減った

わからない

（％）
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農協 市町村 第３セクター 回答なし

④


