
「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」
に基づく平成１９年度の取組状況

（概 要）

平成２０年６月

資料１
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○輸出額の最近の推移と目標

※データは、財務省「貿易統計」による。
輸出額については、アルコール飲料、たばこ、真珠を除いた額である。

2,954

4,337
3,739

2,789
3,310

+12.1%
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○輸出が伸びている主要品目（例）

+13.0%

平成19年輸出額は、前年比16.0%増
（平成14年～平成18年までの平均伸び率7.9%) 輸出拡大目標

25年に１兆円規模

H16 H25

本格的な取組を開始した

Ｈ16年以降の平均伸び率：14％

○輸出先国の分布（平成19年） ○輸出額の内訳（平成19年）

－１－

農林水産物等の輸出の現状農林水産物等の輸出の現状

品　　目
H19年
輸出額

対前年
比

対Ｈ14年
比 備考

米
（援助米を除く）

5億円 124% 244%
寿司などの日本食ブームを受け
て、台湾、香港、米国などで人気

りんご 80億円 140% 301%
台湾で、大玉のりんごが贈答品と
して人気

ぶどう 4億円 138% 669%
台湾、香港からの需要増により
増加

牛肉 20億円 312% 1547% 米国、香港向け輸出が本格化

鶏肉 9億円 302% 268%
もみじ（鶏足）等の需要増加によ
り、ベトナム向け輸出が増加

清涼飲料水 81億円 120% 178%
アラブ首長国連邦をはじめとして
日本特有の商品の需要が堅調

菓子 115億円 115% 175%
経済成長に伴うアジア諸国の購
買力の増加により輸出が増加

鉢物類、盆栽
類、植木類

51億円 220% 606%
中国等で、経済発展の影響で、
高級植木等の需要が増加した模
様

製材 18億円 140% 140%
フィリピンや、木材輸入国である
韓国などからの引き合いが増加

ホタテ貝 127億円 125% 140%
生食用、フランス料理、中華料理
の高級食材として人気

かつお 81億円 164% 314%
加工原料としてタイ向け輸出が増
加

なまこ
（乾燥）

167億円 133% -
中華料理の高級食材として香港
で人気

+16.0%

2,759

+1.1%



○１９年８月 日本ＧＡＰ協会のＪＧＡＰがＧＬＯＢＡＬＧＡＰ（旧
ＥＵＲＥＰＧＡＰ）との同等性認証を取得

○ＧＡＰの導入・推進を図るため、ＧＡＰの普及（パンフレット配布、
意見交換会・シンポジウムの開催等）や食の安全・安心確保交付金
による実証産地等への支援（１１３産地）、指導者の育成等を実施

＜ 検疫協議の加速化 ＞

○水産物（衛生証明書）

外交ルートを通じ、具体的な証明事項に関する情報収集を実施

→現在、６か国と二国間協議を実施中

○台湾向け乾しいたけ（原産地証明書）

台湾側が求める原産地証明の内容に関し、情報収集を実施

→通関に必要な証明書類を明確化

＜ 輸出証明書の発行体制の整備＞

○水産物
・事業者のＨＡＣＣＰ導入への支援（講習会の開催（７回）、民間専
門家の派遣・助言）

・国内外のＥＵ施設認定加工場の事例や、ＥＵ認定施設の認定を円滑
に行うための留意点等を内容とする「ＥＵ向け水産食品輸出実行プ
ラン」を取りまとめ

○牛肉
国産食肉を新たに海外に輸出するために必要な産地食肉センター
等の整備を支援（「強い農業づくり交付金」の中に「輸出促進特
別枠」を設定）

＜ ＨＡＣＣＰ手法の導入 ＞

＜ ＧＡＰ手法の導入 ＞

５９６産地がＧＡＰを導入、９７１産地が検討中（１９年１２月末現在）

※目標：平成２３年度までに、おおむね全ての主要産地（２，０００産地）で導入

①①輸出環境の整備輸出環境の整備

－２－

導入施設数（19年度末時点）※（ ）内は、１８年度末時点からの増加数

○水産物 ＥＵ向け：21施設（＋２）、米国向け：225施設（＋８）
○牛 肉 米国向け：４施設（＋０）、カナダ向け：２施設（＋０）、

香港向け：４施設（＋３）

○中国向け精米
・１９年４月 輸出の基本的条件について中国政府と一致後、

２０年３月までに、暫定的輸出条件のもとで
１２４トンを輸出

・２０年５月 恒常的輸出条件について中国政府と一致

○香港向け牛肉
・１９年４月 輸出条件について香港政府と一致後、２０年３

月までに８４トンを輸出

○マカオ向け牛肉
・２０年１月 マカオ当局が日本産牛肉の輸入解禁を公表

○ＵＡＥ向け牛肉
・１９年１２月 ＵＡＥ当局が日本産牛肉の輸入を許可

○タイ向け温州みかん
・１９年６月に輸出解禁、１２月に第１便を輸出

○米国向けなし
・検疫条件の緩和として、これまで必須とされてきた米国検査
官の招聘を行わず、試験的に日本側の検査のみで輸出を実施

→りんご、なし、ぶどう、ながいも、緑茶、味噌等について、協定
発効と同時あるいは段階的に関税撤廃が実現

＜ 輸出拡大が期待される品目の関税撤廃・削減 ＞

○１９年度に、チリ、タイとの協定、シンガポールとの改正議定書
が発効、インドネシア、ブルネイとの間で署名

○２０年４月、ＡＳＥＡＮ全体との協定にも署名



（輸出に向けた供給基盤の強化〉
○生産・流通・加工技術の開発
・競争的研究資金「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」

において、１９年度に新たに輸出促進・食品産業海外展開型を設
定→１４課題を採択

〈例）・輸送時の荷傷み・鮮度低下を防止する包装資材の開発

・果実輸出における害虫付着果及び食入果の流通阻止技術の開発

（知的財産戦略・ブランド戦略の推進〉

○偽装表示等に関する調査の実施（中国、香港、台湾）
・商品の表示・外観に係る制度、商標制度、商標・意匠の出願手続 や
侵害への対抗手段等について調査を実施

○果実統一マーク
・マークを選定し、日本産果実へ貼付基準を決定

→２０年６月の公表に向け、準備中

○和牛統一マーク
・１９年１２月 キャッチコピーとともに公表
・現在、６か国で商標登録出願中

○水産エコラベル
・１９年１２月 日本の水産エコラベル制度「MELジャパン」設立
・２０年４月 審査体制を整備（認証基準を作成、審査機関に(社)

日本水産資源保護協会を認定）→現在、２件審査中

〈重点個別品目と重点国・地域を踏まえた施策の重点的実施〉

②②品目別の戦略的な輸出戦略品目別の戦略的な輸出戦略
〈品目別の工程表に基づいた計画的な取組の推進〉

○８品目について、「輸出実行プラン」を策定

日本産米、野菜及び果実、花き、食肉、茶、水産物・水産加工品、
特用林産物、加工食品（乾麺、米菓）

・品目ごとに、輸出の実務に精通している関係団体、生産者など
の関係者からなる検討委員会を設置
・品目ごとの具体的な課題と対応方策を明確化し、「輸出実行プ
ラン」を取りまとめ

○品目別の広報コンテンツ作成

・品目ごとの検討委員会で、「広報戦略」を策定
・「広報戦略」に沿って、品目ごとに広報コンテンツを整備
－米：海外消費者向けレシピ集（米を使用した日本食レシピ）

－野菜・果実：海外バイヤー、消費者向けパンフレット、レシピ集
－花き：海外バイヤー向けのパンフレット
－牛肉：海外食肉業界関係者向けパンフレット（料理の用途に合わせた牛肉

のカット方法を紹介）、国産牛のトレーサビリティシステムを英語で利
用できるＷｅｂサイト

－水産物：海外バイヤー等向けＤＶＤ、パンフレット（高品質で安全な日本の
水産物の魅力をＰＲ）

－乾しいたけ：海外バイヤーや消費者向けのパンフレット、ＤＶＤ
（日本産原木乾しいたけの品質・安全性等をＰＲ）

－乾めん：海外消費者向けのパンフレット（乾麺の調理法・メニューを紹介）
－木材：海外バイヤーや消費者向けのＤＶＤ（国産材製品の性能・加工技術、

利用方法等をＰＲ）

○重点品目、重点国を踏まえた日本食ＰＲイベントの実施
・設定された重点個別品目、重点国・地域を踏まえ、在外公館等
を活用した日本食ＰＲイベントを実施
－「WASHOKU-Try Japan‘s Good Food」事業（１７か国２３事業）

－中国での日本産精米、香港での日本産牛肉のＰＲイベント

○重点国・地域について、マーケット調査等を実施
・海外貿易情報の収集及び品目固有の市場実態等調査を実施

－ＥＵ：水産物・水産加工品 －ドイツ：きのこ、緑茶

－アラブ首長国連邦：果実、花き、清涼飲料
－中国：果実、牛肉、乾めん、米、野菜、水産・水産加工品
－香港：果実、豚肉・鶏肉、きのこ
－米国：乾めん、加工米飯、緑茶、きのこ －カナダ：牛肉

－ロシア：果実、花き（切り花）、水産物・水産加工品 等

－３－



③③意欲ある農林漁業者等に対する支援意欲ある農林漁業者等に対する支援

－４－

〈国内外のバイヤーとの商談の場の提供〉

○「輸出オリエンテーションの会」を開催 （８都市）

・輸出意欲のある生産者や流通関係者等を対象
に、国内外から輸出促進サポーター（バイヤー
等）を招いて、展示・商談会、輸出産品発掘会、
セミナーを実施

・展示・商談会へののべ参加者数は、３２０社。

○国際見本市等に日本パビリオンを設置（９都市10回）

・輸出相手国のバイヤーが一堂に集う国際見本市等に日本パビリオンを
設置、生産者・輸出業者とバイヤーとのマッチングを支援
FHM2007（クアラルンプール）、 Asia Fruit Logistica（バンコク）、 ANUGA 2007
（ケルン）、FHC China 2007（上海）、World of Food India 2007（ムンバイ）、
日本食品フェア2007（バンコク）、 IPM Essen 2008（エッセン）、Gulfood 2008
（ドバイ）、 ：International Boston Seafood Show（ボストン）、
International Restaurant and Foodservice Show of New York 2008（ＮＹ）

・のべ商談件数は約13,000件、成約件数約800件

・１９年度は、初めての試みとして、品目別専門
見本市に日本パビリオンを設置
果実： Asia Fruit Logistica（バンコク）

花き： IPM Essen 2008（エッセン）
水産物：International Boston Seafood Show（ボストン）

010

○海外常設店舗の設置（９都市）

・海外の高級百貨店等に、日本産農林水産物等
を販売するアンテナ・ショップを開設
香港、ドバイ、北京、成都、バンコク、シンガポール、

クアラルンプール、中レキ（台湾）、新竹（台湾）
、

国内

海外

〈意欲ある農林漁業者等の販売促進活動支援〉
○１９年度は、全国レベル、地域レベルを含む２６

の事業体の取組を支援

〈丁寧な情報発信や相談体制等の充実〉

○食品産業海外連絡協議会を設置（５都市）

・情報の収集、提供及び相談体制を整備（北京、
上海、広州、バンコク、シンガポール）

海外

○地域輸出促進協議会の設立
（全国９地域ブロック）

・各地方農政局等が事務局となり、管内の関係機
関等を構成員とする地域輸出促進協議会を設立

→地域の支援体制を整備

・相談窓口の設置、地域の農林漁業者等への輸出
情報の提供、地域の農林漁業者等と国内外バイ
ヤーとのマッチングの支援等の活動を展開

→地域のきめ細かなニーズに丁寧に対応

○「輸出相談事例集」の作成
・輸出相談窓口に寄せられた照会や相談を収集し、
取りまとめ

○「輸出取組事例」の作成
・各地方農政局等が管内の先進的輸出事例を収
集

国内

ドバイ常設店舗（スピニーズ・
メルカート店）の様子

中国四国ブロック輸出オリエンテーションの会の商談会の模様（１９年１１月７日 岡山市）



①重点的・戦略的なイベントの開催による
日本食・日本食材等のＰＲ

②日本食レストラン推奨計画と連携した
日本食の海外発信

③「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業等の実施

④関係府省等の関連事業と連携した
日本食・日本食材等のＰＲ

④④海外への日本食・日本食材等のＰＲ海外への日本食・日本食材等のＰＲ

－５－

○日本産精米の中国でのＰＲイベント
・１９年７月
日本産精米の北京・上海での販売開始に合わせて、
商品発表会（上海）、販売開始セレモニー（北京・上
海）を開催。また、日本産米の周知を図るため、各種
広報活動を実施。

・１９年９月
日中国交正常化３５周年記念イベントとして北京で開催された
「日中のお祭りIN北京」において、日本産米のＰＲブース
を出展。

○日本産牛肉の香港でのＰＲイベント
・２０年１月
要人等を招待し、日本産和牛肉プロモーションイベントを開催。

また、イベントの開催と合わせて、街頭看板でのＰＲ等各種広報
活動を実施。

○「WASHOKU-Try Japan‘s Good Food」事業の実施

（１７か国で２３事業、総勢約５千名の招待）

～在外公館において、現地の要人やオピニオンリーダー等に対し、
日本の旬で高品質な食材を用いた日本食等を提供～

☆ＰＲイベントと連携した実施
・香港での日本産牛肉ＰＲイベント
→在香港総領事館にて日本産和牛

を提供
・「日中のお祭り IN 北京」

→在中国大使館にて日本産米を提供

○第２回日本食海外普及功労者表彰の実施
・日本産農林水産物の海外での紹介、普及などに多大に貢献してき
た５名の功労者を表彰（19年５月25日農林水産物等輸出促進全国

協議会において）

松久信幸氏（レストラン「Matsuhisa」オーナー）
金井紀年氏（共同貿易（株）社長）
杵渕嘉邦氏（ギリシャにて日本食レストラン「風林火山」等を経営）
クリストファー・ドウソン氏（Clearspring Ltd. 代表取締役社長）

出倉秀男氏（料理研究家（日本料理式包丁シドニー四条真流文芸師範）

H20.1.10の在香港総領事館での様子

・１９年９月、マレーシアで開催された海外旅行博覧会等において、
日本食をＰＲするパンフレットの配布等を実施。

・在外公館や独立行政法人の海外事務所等に日本食をＰＲする
パンフレットやＤＶＤを設置。

○日本食レストラン海外普及推進機構（ＪＲＯ）が海外現地組織を
立ち上げ （海外６都市：台北、上海、バンコク、ロンドン、アムス
テルダム、ロサンゼルス）

うち、ロンドンで料理人講習会を開催

○２０年３月 ・東京で日本食レストラン国際フォーラムを開催
・米国国内での日本食ＰＲのため、ＺＡＧＡＴと提携して

日本食レストランについてのガイドブックを作成し、配布


