
政策評価結果書の要旨

【政策分野】

農林水産物・食品の輸出の促進

【政策分野全体の目指す姿】

農林水産業・食品産業の活性化に資するため、民間の取組に対し総合的な支援策を実施し、国産農林水産物

・食品の輸出を促進する。

【目標ごとの達成状況と要因の分析・改善の考え方】

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（１）

目標①：
目標値：平成21年 6,000億円 実績値：平成17年 3,310億円 達成状況： ％ 達成ランク：

要因の分 (1) 平成１７年の農林水産物等の輸出実績は、前年比＋１２.１％増加。

析・改善 品目別では、水産物が＋１９.９％と大幅に増加した。その他、台湾向け輸出が好調なりん

の考え方 ご、香港向け輸出が好調ななし等も、前年より輸出が大きく伸びている。

国別では、農林水産物全体で、香港が最も多くなるなど、アジア向け輸出が好調である。

アジア諸国の経済成長や世界各地の日本食ブームを受け、輸出志向の産地･企業が増加し

ていることが背景となっており、また、展示・商談会の開催や海外常設店舗の設置、輸出先

国の貿易制度や市場動向等の海外貿易情報の調査等の取組みも輸出増加の一因となっている

と考えられる。

(2) 輸出志向のある生産者の多くは、その活動が零細であり、加えて輸出の経験･知識が乏しい

ことから、単独で販路の創出や拡大、貿易情報の収集を行うことは極めて困難である。

一方、一部の品目については、輸出への取組が試行段階から本格的なビジネスへと移行し

つつあり、こうした取組を後押しする環境の整備も求められている。

このため、今後も国が輸出志向のある生産者等に対する海外の貿易情報の提供、販路創出

･拡大のための輸出機会の提供等輸出環境の整備、日本産農林水産物等の海外でのＰＲ活動

等の推進により、輸出実績の増加傾向を継続させる必要がある。

また、輸出先の検疫制度などの輸出阻害要因の是正については、今後も各国に対する働き

かけを継続する必要がある。その他の阻害要因についても、相手国の制度等に関する情報収

集、輸出事業者等の相談への迅速な対応等により、輸出を促進する環境整備に努めていく必

要がある。

【政策分野の総合的な評価】

平成１７年は、政策目標である輸出拡大目標の設定期間の初年であった。輸出額の伸び率が１２.１％と

達成状況は概ね良好であったものの、水産物輸出の伸長に支えられたことが大きい。今後、農林水産物も含

め輸出実績を安定的に拡大させていくためには、アジアのみならず欧米にも目を向ける生産者等の増加を踏

まえつつ、国別・地域別の特徴に沿った情報や販路拡大の機会の提供等を通じ、輸出促進のための環境整備

を継続していく必要がある。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/17.pdf
担当：大臣官房国際部貿易関税課 ℡０３－３５０２－３４０８



政策評価結果書
平成１８年３月３１日

（最終改訂同年７月７日）
実績評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 農林水産物・食品の輸出の促進

政策分野主管課 政策分野主管課：大臣官房国際部貿易関税課輸出促進室
及び関係課 関 係 課：

政策分野の全体 農林水産業・食品産業の活性化に資するため、民間の取組に対し総合的な
の目指す姿 支援策を実施し、国産農林水産物・食品の輸出を促進する。

重点的に取り組むべき課題（課 目標 判断に用いる指標
題ごとに目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

世界的な日本食のブームやアジ 攻めの農政の一環として、今後５年間で農 財務省公表の貿易

ア諸国の所得水準の向上等を好機 林水産物・食品の輸出額を倍増させる。 統計による農林水産

ととらえ、農林漁業者の経営発展 物・食品の輸出額

等に寄与するため、海外での日本 目標年次：目標値

食・日本産品の普及、販路創出・ 平成１６年 ２，９５４億円 その他に、

拡大や国内外での輸出環境整備等 ↓ ①販路創出・拡大の

を行い、農林水産物・食品の輸出 平成２１年 ６，０００億円 ためのマーケティ

拡大を図る。 ングの支援の状況

②輸出先の検疫制度

などの輸出阻害要

因の是正状況

③商標の管理や品種

の権利侵害の防止

など知的財産権・

ブランドの保護状

況

等



実績評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画

(関係箇所) 第３の２の(５)のウ 輸出促進に向けた総合的な取組の推進

目標年度 平成２１年

目標値 農林水産物・食品の輸出額を倍増（平成16年2,954億円→平成21年6,000億円）

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
農林水産物・食品の輸出の拡大は、農林水産業や食品産業、さらには各地域経済の拡大効果をもたらす

ものである。今般の世界的な日本食のブームやアジア諸国の経済発展を輸出拡大の好機として捉え、国内

では輸出に取り組む生産者等が増加しているところである。

このような動きを推進するため、食料・農業・農村政策推進本部において、輸出額を５年で倍増する目

標が設定されたところであり、この目標を達成するため、生産者・民間事業者等の輸出へ向けた取組を強

力に推進し、海外での日本食・日本産品の普及、販路創出・拡大や国内外での輸出環境整備等を行う。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
農林水産物・食品の輸出の促進は、農林水産業・食品産業の活性化に資するため、民間の取組に対し、

販路創出・拡大への支援や産地づくり、検疫条件整備、知的財産権対策等を総合的に支援し、国産農林水

産物・食品の輸出の拡大を図ることを目的としている。そのため、平成１７年４月には幅広い関係者から

なる「農林水産物等輸出促進全国協議会」を設置し、「農林水産物等輸出倍増計画」を定め、民と官が一体

なった取組を行うこととしている。

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どれくらい輸出が拡大したかを把握すること

が最も適当であるとともに、政府として５年で倍増との輸出拡大目標を設定したところであり、これをも

って輸出額を目標値として設定する。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標 農林水産物・食品の輸出額を倍増
平成16年 2，954億円
平成21年 6，000億円

※農林水産物・食品の輸出額は財務省公表の貿易統計による。

上記の指標を基本にしつつ下記の分析を踏まえて総合的に判定する。

・我が国の農林水産物・食品の輸出品目の中で、主な品目の輸出額の増減の要因分析、輸出実
績が増加している国・地域の傾向分析

・①販路創出・拡大のためのマーケティングの支援の状況
②輸出先の検疫制度などの輸出阻害要因の是正状況
③商標の管理や品種の権利侵害の防止など知的財産権・ブランドの保護状況
等の分析を通じて、民間が輸出に取り組みやすい環境づくりに政策が貢献しているか を総
合的な観点からの分析



実績評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】
農林水産物・食品の輸出額の推移（平成１７年まで）及び平成２１年の目標値

【参考データ】

○販路創出・拡大のためのマーケティングの支援

・販路創出の機会を提供するため、輸出志向のある生産者等を対象に、北京、上海、バンコク、ソウル

にて展示・商談会を実施した（期間中の商談成約件数は５８４件）。

・日本食品の浸透を図るため、北京、上海、香港、バンコク、台北の高級百貨店に日本食品の発信地と

なる常設店舗を設置し、継続的な販売活動や料理講習会などを行った（常設店舗の売上合計1億6千万

円程度）。

○輸出先の検疫制度などの輸出阻害要因の是正

・品目別の輸出先国への輸出の可否、輸出先国の検疫や衛生条件、表示の規制、流通上の規制など、輸

出を行う際に関連する制度等について、データベース化して情報提供した。

・対マレーシア及び対フィリピンのＥＰＡ（経済連携協定)交渉において、ぶどう、りんご、なし、柿の

関税即時撤廃を実現した。

・相手国の検疫上輸出ができない物品について、輸出見込み等を考慮しつつ、以下について積極的に解

禁への働きかけを行った。

動物検疫・・・牛肉について北米との双方向での輸出再開、台湾、香港への輸出再開、

豚皮等豚製品について中国への輸出再開

植物検疫・・・台湾向け、りんご、なし等のモモシンクイガ問題（日本等、モモシンクイガ発生国

産の寄生植物(りんご､なし､もも､すもも等の生果実)の輸入を禁止するとした問題）に適切に対応

中国向け、コメ・果実等１１品目

韓国向け、りんご、なし、すいか の輸出解禁等

タイ向け、うんしゅうみかん

○知的財産権・ブランド保護

日本産ブランドの保護に関する取組を推進するため、中国及び台湾における表示制度等の情報を収集

し、東京及び大阪にてセミナーを開催し、輸出関係者に情報提供した。
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実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）

目 標 評 価 結 果

目標① 目標値、実績値、達成状況

平成２１年の目標値 ６,０００億円

平成１７年の実績値 ３,３１０億円

達成状況 平成１６年に比べ１７年は１２.１％の増加。

政策目標を達成するための政策手段の有効性

平成１７年の農林水産物等の輸出実績は、約３,３１０億円で前年に比べ＋１２.

１％増加した。

品目別では、水産物が＋１９.９％と大幅に増加した。これは、豊漁等を背景にか

つおの輸出が大幅に伸びたこと、ホタテについて世界的な不漁の中、特に米国が自

国での生産減のための日本産の買付けを増やしていること等が要因と考えられる。

その他、台湾向け輸出が好調なりんご、香港向け輸出が好調ななし等も、前年より

輸出が大きく伸びている。

国別では、農林水産物全体で、前年のアメリカに代わって、香港が最も多くなっ

た。また、農産物では台湾、林産物では中国、水産物では香港が最も多く、アジア

向け輸出が好調である。

こうした傾向は、アジア諸国の経済成長や世界各地の日本食ブームを受け、輸出

志向の産地･企業が増加していることが背景となっている。

また、展示・商談会の開催や海外常設店舗の設置、輸出先国の貿易制度や市場動

向等の海外貿易情報の調査は、いずれもアジアを対象にしており、これらの取組み

も輸出増加の一因となっていると考えられる。

改善・見直しの方向

・ 輸出志向のある生産者の多く、特に地方レベルでは、その活動が零細であり、加

えて輸出の経験･知識が乏しいことから、単独で販路の創出や拡大、貿易情報の収集

を行うことは極めて困難である。

一方、一部の品目については、輸出への取組が試行段階から本格的なビジネスへ

と移行しつつあり、こうした取組を後押しする環境の整備も求められている。

このため、「21世紀新農政2006」において策定することとされている国別・地域別

戦略を踏まえつつ、今後も国が輸出志向のある生産者等に対する海外の貿易情報の

提供、販路創出･拡大のための輸出機会の提供等輸出環境の整備、日本産農林水産物

等の海外でのＰＲ活動等の推進により、輸出実績の増加傾向を継続させる必要があ

る。

また、輸出先の検疫制度などの輸出阻害要因の是正については、北米向け牛肉の

輸出再開、台湾向けりんご等のモモシンクイガ問題への対応などを行ったが、例え

ば中国向けについてはりんご、なし以外輸出は解禁されておらず、今後も中国ほか

各国に対する働きかけを継続する必要がある。またその他の阻害要因については、

相手国の制度等に関する情報収集、輸出事業者等の相談への迅速な対応等により、

輸出を促進する環境整備に努めていく必要がある。

総合的な所見 平成１７年は、政策目標である輸出拡大目標の設定期間の初年であった。輸出額の

（各局政策評価 伸び率が１２.１％と達成状況は概ね良好であったものの、水産物輸出の伸長に支えら

担当課長） れたことが大きいところである。今後、農林水産物も含め輸出実績を安定的に拡大さ



せていくためには、アジアのみならず欧米にも目を向ける生産者等の増加を踏まえつ

つ、国別・地域別の特徴に沿った情報や販路拡大の機会の提供等を通じ、輸出促進の

ための環境整備を継続していく必要がある。

【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、我が国の農林水産物・食品の輸出額の増減について、品目別、国・

地域別に十分な分析を行い、今後の施策の展開につなげる必要がある。また、輸出先の検疫制度や輸入手

続などの輸出阻害要因の是正については、施策の実績ばかりでなく、輸出阻害要因の十分な分析と効果の

検証を行い、施策の見直しに活用すべきである。

今後、重点的に市場開発を行うべき国や地域ごとの輸出戦略を策定し、輸出を促進することから、その

進捗状況や効果について検証するとともに、民と官が一体となって、日本文化の海外普及、戦略産品を中

心とした販売促進活動の支援、輸出阻害要因の是正等我が国の農林水産物・食品の輸出促進の取組を一層

推進する必要がある。

【評価会委員の意見】



政策分野

政策手法 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

① 　攻めの農政の
一環として、今後
５年間で農林水
産物・食品の輸
出額を倍増させ
る。

-

167 　販路創出の機会を提供す
るため、輸出志向のある生産
者等を対象に、北京、上海、
バンコク、ソウルにて展示・商
談会を実施、期間中の商談
成約件数は５８４件となった
　新規輸出開拓事例は、切り
花の中国(上海)向け輸出とし
た。当該報告書はホーム
ページ等を通じ広く周知する
ことにより、当該輸出を志向
する生産者等の戦略策定に
寄与することが見込まれる

農林水産物貿易円滑化
推進事業

・海外貿易情報の収集及び提供によ
り、生産者等の輸出志向を醸成し、輸
出しやすい環境を整備する。

・販路創出の機会を提供するため、輸
出志向のある生産者等を対象に展
示・商談会を実施する。

国産農林水産物海外普
及事業

・生産者等の輸出参考事例とすべく新
たな輸出事例を構築する。

分野の目標等

実績評価（政策手段シート）

政策手法の内容

41 　中国、韓国、タイ、台湾の4
カ国について、農林水産物・
食品に関する貿易制度、市
場動向等の海外貿易情報の
調査を行い、輸出マニュアル
を作成。今後、ホームページ
等を通じ広く周知することに
より各事業者の実施を促すこ
とができるものと考える。ま
た、全国9箇所において、生
産者等を対象に、輸出に際し
身につけておくべき有益な情
報の提供を目的とした輸出促
進セミナーを開催し、生産者
等の輸出意欲を醸成すること
に寄与した。

実績及び実績に対する所見

農林水産物・食品の輸出の促進

-



政策手法 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等
政策手法の内容 実績及び実績に対する所見

・海外高級百貨店等に常設店舗を設
置することにより、輸出志向のある生
産者等に対し、販路拡大の機会を提
供する。

農林水産物海外販路確
立対策事業

-

273・恒常的な輸出につなげるための輸
出参考事例とすべく輸出定着事例を
確立させる。

　花･リンゴ・水産物・冷凍マ
グロ等・うどん･そば等、個別
品目の海外販売促進活動の
実施、北海道・東北ブロック
における流通効率化対策の
実施、また北京、上海、香
港、バンコク、台北の高級百
貨店における常設店舗(売上
合計1億6千万円程度）の設
置等により、日本食品の浸透
等が図られ、輸出の促進に
寄与した

・輸出相手国における表示制度等の
情報を収集し、輸出関係者に情報提
供することにより、日本産ブランドの保
護を推進する。

地域産品輸出促進対策 ・都道府県レベルにおける展示・商談
会、テスト輸出等を支援する。

-

・輸出コスト低減のため、流通ルートの
共同化等による流通の効率化を図る。

47,009の内
数

　全国２９道県にて、アジアを
中心に、それぞれの地域に
おける特産品のテスト輸出、
展示･商談会を実施し、販路
を創出することにより、輸出の
促進に寄与した


