
政策評価結果書

平成17年　3月31日
（最終改訂同年6月28日）
大臣官房国際部国際政策課長

政策分野　　　　輸出促進対策
政策分野主管課　大臣官房国際部貿易関税課
関　　係　　課

1　目標値（目標年度）
　商談会等の事業参加者数の平均成約件数　1．O件（平成20年度）

【16年度における目標】

　16年度10．6件

く目標値設定の考え方〉
　農林水産物の輸出促進は、意欲ある農林漁業者や産地、食品カ日工業者等が主体的
に努カを積み重ねることにより、成果が得られるものである。

　国の施策は、こうした努カを支援するための海外販路の開拓、確立に向けた多様
なP　R・商談会活動や、成功事例の構築に対する施策が中核となる。

　　二のような輸出促進施策1＝対する政策評価にあたっては、各々の取組を通じて具
体的な商業輸出が開始されるに至った状況を、今後、数年間にわたりその間の成果
として把握することが、最も適当であると考えられることから、国レベルのPR・
商談会や地域レベルの個々の取組等の事業参加者数に対する目的達成（＝成約）件
数を目標値として設定した毛のである。

2　評価結果
（1）有効性評価

目標値（A）

16年度実績（B）

達成状況（C）

達成ランク

　O．6件

　5．5件

5000％

　　A

＜達成状況の算出方法メ
　　　　　　　　　○年実績（B）一基準年の墨準値（0．5）

　　　　達成況（C）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　x1OO
　　　　　　　　　　○年目標（＾）一基準年の基準値（O．5）

　所　見

ア　16年度の目標契約件数O，6件に対し、実績は5I5件であり、評価はA
　となった。

イ　平成20年度に参加者1者あたりの平均成約件数を1件にするという竃標値
　を達成するため、15年度の実績を踏まえて、平成16年度の平均成約件数目
　標をO．6件と想定していたが、予想以上の商談成約を取ることができた。
　　この主な要因として、
　　①アジア諸国の経済発展一高所得者層の増加、世界的な日本食ブームによ
　　　り、国産農林水産物の輸出拡大の好機が到来
　　②16年度においては、1ヵ国当たりの予算額を約17百万円から約37
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（注r〕農産物については、たば二、アルコール飲料を、水産物1二ついては、
　　真珠をそれぞれ除いた金額である．
（注2）平成r6年の我が国の農林水産物の輸入額は、69，047億円．
　　（たばこ、アルコール飲料を除く。）

（2）必要性評価

　　ア　アジア諸副二おける国民一人当たりのGDPは、1982年から2002年の20年閲で、
　　　韓国5．3倍、中国4I8倍、香港3．9倍、シンガポール3．6倍と高い伸
　　　び率を示しており、相当な高所得者層が生まれている。
　　　　二のようなアジア諸国における著しい経済発展に伴う購買カの向上等を背景
　　　に、我が国の農産物は高級・高品質であるというブランドイメージが定着しつ
　　　つある。また、欧米を始めとする世界各国では、健康食としての日本食の評価
　　　が高まっている。
　　　　さらにアジア諸国での食晶の安全性への関心の高まりなど、我が国農林水産
　　　物に対する海外の二一ズは高まりつつある。台湾のWT0カ竈盟に伴う輸入数量枠
　　　の撤廃等もあり、りんごについては台湾向けの輸出額が2002年には前年の約4
　　　倍と大幅に増加した。

　　イ　こうした中、生産者団体や関係行政機関では、農林水産物の輸出促進に向け
　　　た積極的な取組みにカを入れている。
　　　　2003年には「農林水産ニッポンブランド輸出促進都道府県協議会」が設立さ
　　　れ、各地域の特産物の輸出促進のための障壁撤廃に向けた活動や、販路の拡大
　　　に取り組んでいるほか、JETROでは2003年に「目本食品等海外市場開拓委員会」
　　　を設置し、東アジアを主な対象とした新たな輸出市場開拓のための市場調査を
　　　実施した。

　　ウ　このような種々の発動と並行して、意欲的な農林漁業経営を育成するため、
　　　国内消費者のますます高度化・多様化する需要に対応した「売れる」産物の生
　　　産・販売を進め、高級ブランドを確立しつつ、世界の多様な需要を視野に置い
　　　た販売戦略の構築、高付加価値化、安定的な販路の拡大、輸出相手国の検疫制
　　　度に対応した輸出検疫条件の整備や、我が国で育成された植物品種の保護等、
　　．官民一体となった取組みが重要である。

3　改善の方向
　　農林水産物・食品の輸出に当たっては、新たな販路の確立や産地づくり、検疫条
件等やブランドの確立・保護等、多くの課題に対応していく必要があることから、

　17年度においては海外での通年型販売促進、農産物・加工食品の生産面の支援、
検疫条件整備や知的財産権対策等を含め、輸出促進に向けた総合的対策を展開する
ため、事業（政策手段）を大幅に見直した。具休的には、まず17年4月27日に
関係者を幅広く糾合したr農林水産物等輸出促進全国協議会」を設立することとして

　いる。

　今後新たな輸出促進事業を行いながら、安定的に日本産農林水産物が虹売できる
市場を確保していくための支援を進める二とが必要である。
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【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】

　評価結果は概ね妥当であるものの、商談会等の事業参加者数に対する成約件数が
目標値を大きく上回ったことから、今後の目標については検討が必要である。その
際、基本計画工程表において21年までに農林水産物・食品の輸出額を倍増すると
いう目標が明示されたことを踏まえ、施策の効果は輸出の促進につながっているか
という視点で、輸出の動向と政策の効果、農林水産業者等の努カ、外部要因等を分
析し、施策の見直しに活用すべきである。
　なお、輸出の促進を図るためには、販路創出や生産面での支援のほか、輸出検疫
条件の整備、知的財産権・ブランド対策、市場アクセスの改善等の取組が必要とな
っていることから、これらについての進捗状況と効果毛含めて総合的な視点で評価
を行うことが必要である。
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政策評価シート
政策分野

政策分野主管課
及ぴ関係課

目　　標

関係者が取り組
むべき課題

実目
績標
値に
及係
びる
達各
成年
状度
況の

年　度

目
標
値

実績値

達　成

状　況

輸出促進対策

政策分野主管課 1犬臣官房国際部貿易関税課

目標年度

目標値

平成20年度

商談会等の事業参加
者数の平均成約件数
1．O件

現状値 参考指標1平成15琴度参
加した国際食品見本市
事業参加者数：19者
成約件数：10件
平均成約件数10．52件
　　　　　　≒O15件

国産農林水産物等の輸出促進のための情報収集・提供及ぴP　R・商談
活動等

16年度

5．5

9166％

17年度

単年度　　％

累　計　　％

18年度

単年度　　％

累　計　％

19年度

単年度　　％

累　計　％

20年度

単年度　　％

累　計　％

目標値と実績値の推移：16年度：0．6侍
　　　　　　　　　　　19年度：O．9件

17年度10．7件
20年度11．O件

18年度10．8件

十目　韻値
■■』』■■実蜻値

達成状況に対する
コメント

参考指標

備　　考

16年度 平成15年度の実績からすると、参加者1者あたりの平
均成約件数を1件にすることは、困難であると思われ
たが、今般のアジア諸国の経済発展・高所得者層の増
加、日本食ブーム等により、展示・商談会において予
想以上の商談成約を取ることができた。

平成15年度参加した国際食品見本市
事業参加者119者
成約件数：10件
平均成約件数10．52件　≒O．5件
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政策分野及び政策目標値算出の考え方

政策分野

目標年度

目標値

輸出促進対策

平成20年度

1．O件

上位計画

目標隼度 平成　　年度

目標値

〔政策分野の全般的考え方〕

　最近、アジア諸国の経済発展により、相当な高所得者層が生まれるとと毛に、世界的にr目
本食ブーム」がみられ、高品質で安全・安心な目本の農林水産物・食品に対する二一ズが高ま
っており、今後の輸出増加の可能性が高まってきている。
　こうした中、意欲的な農林漁業経営を育成するため、国内消費者のますます高度化・多様化
する需要に対応した「売れる」産物の生産・販売を進め、高級ブランドを確立しつつ、世界の
多様な需要を視野に置いた販売戦略の構築、高付加価値化、安定的な販路の拡大の確保を図っ
ていくことが重要である。
　このため、各地域や生産者の関心や意欲の高まりを踏まえながら、新たな輸出産品や市場の
開拓を図る等の輸出志向のある生産者等の多様な取組を支援し、着実に輸出を実現化できるよ
う、総合的な輸出施策を講じる必要がある。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

　農林水産物の輸出促進は、意欲ある農林漁業者や産地、食品加工業者等が主体的に自らの経
営戦略に沿って中長期的な戦略の下に計画的に努カを積み重ねることにより、成果が得ら・れる
毛のであり、国の施策は、こうした努カを支援するための海外販路の開拓、確立に向けた多様
なP　R・商談会活動や、成功事例の構築に対する施策が中核となる。
　これに対する政策評価にあたっては、各々の取組を通じて臭体的な商業輸出が開始されるに
至った状況を、今後、数年間にわたりその間の成果として把握することが、最も適当であるこ
とから、国レベルのP　R・商談会や地域レベルの個々の取組等の事業参カ竈者数に対する目的達
成（＝成約）件数を目標値として設定した毛のである。

〔政策目標値の算出方法〕

　現地での商談を成立させるためには、貿易業務という、国内販売ではない特別な業務が付帯
することとなり、限られた期間内に成約に結びつけるにはなかなか難しいものもある。
　平成15年度参加した国際食品見本市では、事業参加者数19者に対し成約件数（年度内売
買契約締結件数）は10件であり、成約件数を事業参加者数で除した値（以下、呼均成約件
数」という。）はO．5件であった。これを今後5年間で2倍とすることとし、平成20年度
にお1ナる商談会等（国レベル、地方レベルで実施されるP　R・商談活動の場等）の事業参加者
数に対する平均成約件数を1．o件に引き上げることを政策目標値とした。

達成度の計算方法1成約件数÷事業参加者数竈平均成約件数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○年実績一基準年の基準値
達成状況（昌標に対する達成比率’％）＝　　　　　　　　　　　　x100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0年目標一基準年の基準値
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政策手段シート

政策分野 輸出促進対策

政策手段等

農林水産物買易円滑化推進事業

　　　（41，375干円）

　［貿易関税課］

国産農林水産物海外普及事業

　　　（208，187千円）

　［貿易関税課］

日本産フ“ランド輸出捉進事業

　　　（100，438千円）

　［貿易関税課］

施　　策　　の　　内　容
（目標、サブ指標との関連）

海外市場の調査・分析、国内セ
ミナー等を通じた情報提供等に
より輸出しやすい環境を整備

戦略的なPR・商談活動の場を
生産者等へ提供するとともに産
品ごとの新規輸出開拓事例を構
築

農林水産物・食品の輸出拡大に
向けて、地域レベルにおける取
組の活性化を図るため、国産の
高品質な産品の輸出促進に向け
た、展示・商談会・テスト輸出
等の輸出促進活動を支援

実績及びそれに対する所見

・海外経験豊富な講師を招へいし、
　「日本食品輸出促進セミナー」を
東京、大阪をはじめ全国8箇所で
開催した。

・中国、韓国、タイ、英国にて国際
食品見本市等に出展し、日本食品
等の展示・商談会を行った。

・北海道産水産物及び鳥取県産二十
世紀梨について、申国向けに新規
輸出開拓事例を構築した。

・全国21道県下の34事業実施主
体によるアジア地域を中心とした
果実、茶、農水産加工品等の農林
水産物・日本食品の試験販売等の
輸出促進活動を支援した。
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