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【中澤克典 食料産業局 輸出促進課長より輸出拡大に向けた取組状況について説明】

輸出促進課長をしております、中澤と申します。

時間の問題がありまして手短に現在の輸出拡大に向けた取り組み状況についてご説明したいと思い

ます。１ページ目、ご覧ください。輸出額の推移でございますが、４年連続で増加しているところ

でございます。今年度に入りまして5.4％という数字で輸出が拡大しておりますが、１兆円目標、平

成３１年に目標を達成するためには、毎年10％以上の伸び率が必要となってきます。そういった、

さらに輸出を拡大することが必要になってきます。

次のページ、ご覧ください。続きましてこの表でございますが、日本に来た外国人旅行者が日本滞

在中にどのぐらい消費したのかという数字でございます。２０１６年の数字を見ていただきたいの

ですけども、全体で３兆7500億円、これが全体の消費です。この内お土産代はいくらかと申します

と、1.4兆円でございます。ここの（グラフの）下の所でございます。この1.4兆円の内訳が、右側

の表でございます。1.4兆円ですけれども、その内の食品がどのぐらいかというのがこの右側の下の

部分でございます。2897億円ということでございます。これは7502億円の数字の外の数字でござい

ます。これほどのお土産、食品関係が人気で、海外の旅行客に買われているという状況でございま

す。日本食のファンになってもらいまして、帰国してからも日本食を現地で食べてもらうというこ

とが重要になってくると思います。

続きまして（4ページ）、これは昨年５月に策定されました「農林水産業の輸出力強化に向けた総

合的プラン」でございます。この戦略に基づきましてさまざまな取り組みを今、しているところで

ございます。

次のページ、ご覧ください。この戦略を実践的に実施するために、昨年の１１月、「輸出インフラ

整備プログラム」というのを策定したところでございます。これにつきまして、まずはハード面で

のインフラ整備ということで輸出先国の検疫、食品規制等への対応、品質や鮮度保持への対応と

いった対応のための施設整備等を実施しているところでございます。その中でも、現時点では当面

41カ所を整備しているところでございます。

次のページをご覧ください。これが事例でございます。例えば津軽の弘前農協でございますが、リ

ンゴの輸出を強化するために選果機ですとか製品貯蔵ラインなどを整備しております。また境漁港

でございますけれども、ここでは密閉型の荷さばき所等を整備しておりますし、肉関係でございま

すが、これは宮崎県のミヤチク都農工場でございますが、ＨＡＣＣＰ対応の施設整備を今進めてい

るという状況でございます。

続きまして７ページ、ご覧ください。農林水産物、食品のブランディングやプロモーションなどの

取り組みを強化するため、今年の４月１日に日本食品海外プロモーションセンター、「ＪＦＯＯＤ

Ｏ」というのを新設したところでございます。この組織につきましてはここの２番に書いてありま

す通り、どの国、地域に何をどこで売り込むのかといった戦略を策定し、オールジャパンで日本産

品のプロモーション、ブランディングを実施してくというような活動を今検討しているところでご
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ざいます。このＪＦＯＯＤＯの活動につきましては、１２月１日にネットワーキングイベントとい

うのを開催する予定でございます。その際に具体的な戦略が公開され、来年度以降、順次その戦略

に基づきましてプロモーション等が実施されるという予定でございます。

次のページ、ご覧ください。次は「日本の食品 輸出ＥＸＰＯ」でございます。今年の１０月、日

本で初めて輸出に特化した大規模な展示会を実施したところでございます。出展者は304社。海外は

70カ国からバイヤーが約3000ほど来ております。これは今年で終わるわけではなくて、来年も実施

する予定でございます。来年度は２０１８年１０月１０日から１２日の間で、幕張メッセでやりま

す。今回は出展者数を倍増し、600者ほど出展者を募集しているところでございます。こういった取

り組みは、直接商談できる絶好の機会だと思いますので、商流を拡大していきたいと考えていると

ころでございます。

続きまして、原発関係の規制の関係でございます。原発関係の輸入規制につきましては、事故後54

カ国規制がございましたが、政府が一体となって働きかけた結果、順次減少してきております。現

在、30と書いてありますが、今29となっております。昨日、１１月２１日、サウジアラビアが輸入

規制の撤廃を行いまして、現在29まで減少しているところでございます。

次のページ、ご覧ください。しかしながら、この主要な香港、台湾、中国、韓国につきましてはま

だまだ規制があるところでございますので、あらゆる機会を活用しまして、相手国政府に対して規

制の緩和、撤廃についての働きかけをしているところでございます。

次のページ、お願いします。続きまして、動植物検疫の関係でございます。先ほど総理からもお話

がありました通り、今年に入りまして台湾で牛肉の輸出の解禁ですとか、あとは１１月にはマレー

シアで牛肉が解禁されました。またアメリカではカキ、先ほどベトナムではナシなどが解禁されて

いるところでございます。こういう取り組みをさらに関係省庁と連携のうえ、取り組んでいきたい

と考えております。

次のページ、お願いします。今言ったような原発関係と検疫以外にも、さまざまな課題がございま

す。その課題について、事業者からそういった意見、課題をもらいましたら、現地にその情報を伝

えて、現地でその問題を解決するような取り組みを今始めているところでございます。現地に主要

な国、21の国、地域の現地のチームを在外公館とＪＥＴＲＯで作りまして、そういった課題につい

て解決するような取り組みを進めているところでございます。

続きまして、次のページでございます。次は、国内でも輸出の拡大チームというのを作っておりま

す。国内の業者に聞きますと、輸出したいのだけどもどこに輸出していいのか分からない。一方で

海外に行くと、日本のもの、いいので輸入したいんだというそのミスマッチングが生じております

ので、それをマッチングするような取り組みについて、農林水産省が都道府県ですとか国ごとに担

当者を置いて、マッチングをサポートするような取り組みも今年から始めているところでございま

す。
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次のページです。最後になりますが、コメの海外市場拡大戦略プロジェクト構想っていうのを今年

の９月に打ち出しました。戦略的な輸出拡大に取り組む輸出の事業者、あとは安定的な生産に取り

組んで産地で輸出してこうという業者を特定しまして、それでこういった業者を連携した取り組み

について政府としても強力に後押ししてこうというような取り組みでございます。以上が、最近の

取り組み状況についてご説明を申し上げました。

これからも２０１９年の１兆円目標に向けて全力でいろんな取り組みをしてきたいと思っておりま

すので、皆さん、ご協力、ご支援よろしくお願いいたします。以上です。

【報告資料：中澤克典 食料産業局 輸出促進課長】
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【報告資料：中澤克典 食料産業局 輸出促進課長】
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【宮腰光寛 内閣総理大臣補佐官ご挨拶】

安倍総理大臣から農林水産物の輸出振興という特命を仰せつかっております、内閣総理大臣補佐官

の宮腰でございます。農林水産物等輸出促進全国協議会総会を総括して、一言ごあいさつを申し上

げます。

ご案内の通り、政府は２０１９年に輸出額１兆円という目標を掲げているものの、昨今では伸び率

が鈍化し、踊り場状態にあると認識しており、目標達成が困難という強い危機感を政府全体で有し

て、共有しております。

本日は品目別団体をはじめとした多くの農業団体、また物流、食品加工、外食など多くの方にお集

まりをいただいておりますが、関係者が一丸となってこの目標を達成する、このような問題意識を

持って輸出に取り組んでいただければと思っております。政府としては相手国との協議に積極的に

取り組むことはもちろんのこと、予算措置を含めて持ちうるリソースは全て投入するという強い決

意であります。そのためには、オールジャパンでの取り組みが必要です。輸出促進に障害となる事

項があれば、細かいことでも結構でありますので、ぜひ私に報告をお願いいたします。私から関係

省庁に指示を出し、一歩一歩前に進めたいというふうに考えております。

最後になりますが、ご臨席の皆さまと日本食海外普及功労者として表彰された皆さまのますますの

ご発展を心から願いまして、私からの御挨拶といたします。ありがとうございました。
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協議会総会配布物 [受付配布･席置き配布]  

■受付配布物

・識別証

・胸章（赤：受賞者・白：登壇関係者、選考委員が着用）

■席置き配布物

【封入物一覧】

・議事次第
・資料1 【写真入り】輸出促進全国協議会（構成員等）
・資料2 【配布用】受賞者プロフィール
・資料3 過去の功労者アンケート
・資料4 輸出促進協議会局長説明【局長説明資料】
・JETRO様資料
・日本の食品輸出EXPOパンフレット

※上記を茶封筒に封入し、席置きにて出席者へ配布
※欠席者へは後日郵送

農林水産省

農林水産省様（赤）

ＭＥＭＢＥＲ

会員（緑）

都道府県・地方ブロック

地方自治体・地方ブロック職員（青）

関係者

関係者（オレンジ）

省庁関係者

他省庁（ピンク）
ＰＲＥＳＳ

プレス（黄）

ＳＴＡＦＦ

運営スタッフ（黒）

※所属毎に、以下識別分けを行い、受付にて該当パスをお渡し

●識別証デザイン

●受付設置風景

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKDo99Ho8cYCFUonlAodMhUIWA&url=http://item.rakuten.co.jp/bridal-message/rbtr/&ei=rimxVaDZCsrO0ASyqqDABQ&bvm=bv.98476267,d.dGo&psig=AFQjCNExEumAF0tvZKBWfM0uOrDwzGJPuA&ust=1437760239685858
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKDo99Ho8cYCFUonlAodMhUIWA&url=http://item.rakuten.co.jp/bridal-message/rbtr/&ei=rimxVaDZCsrO0ASyqqDABQ&bvm=bv.98476267,d.dGo&psig=AFQjCNExEumAF0tvZKBWfM0uOrDwzGJPuA&ust=1437760239685858
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掲載日 メディア名 タイトル
1 2017/11/25 日本経済新聞(東京) 首相官邸
2 2017/11/25 日本経済新聞(大阪) 首相官邸
3 2017/11/25 日本経済新聞(名古屋) 首相官邸
4 2017/11/25 日本経済新聞(福岡) 首相官邸
5 2017/11/25 日本経済新聞(札幌) 首相官邸
6 2017/11/25 朝日新聞(札幌) 首相動静
7 2017/11/25 朝日新聞(大阪) 首相動静
8 2017/11/25 朝日新聞(名古屋) 首相動静
9 2017/11/25 朝日新聞(東京) 首相動静
10 2017/11/25 朝日新聞(北九州) 首相動静
11 2017/11/25 毎日新聞(大阪) 首相日々
12 2017/11/25 毎日新聞(東京) 首相日々
13 2017/11/25 毎日新聞(名古屋) 首相日々
14 2017/11/25 毎日新聞(北九州) 首相日々
15 2017/11/25 毎日新聞(札幌) 首相日々
16 2017/11/25 読売新聞(東京) 安倍首相の一日
17 2017/11/25 読売新聞(名古屋) 安倍首相の一日
18 2017/11/25 読売新聞(福岡) 安倍首相の一日
19 2017/11/25 読売新聞(札幌) 安倍首相の一日
20 2017/11/25 読売新聞(高岡) 安倍首相の一日
21 2017/11/25 産経新聞(東京) 安倍日誌
22 2017/11/25 産経新聞(大阪) 安倍日誌
23 2017/11/25 東京新聞(東京) 首相の一日
24 2017/11/25 大阪日日新聞(大阪) 首相動静
25 2017/11/25 熊本日日新聞 首相動静
26 2017/11/25 宮崎日日新聞(宮崎) 首相動静
27 2017/11/25 河北新報(仙台) 日録
28 2017/11/25 岩手日報(盛岡) 首相動静
29 2017/11/25 岐阜新聞 首相動静
30 2017/11/25 京都新聞 首相の一日
31 2017/11/25 高知新聞(高知) 首相動静
32 2017/11/25 佐賀新聞 首相動静
33 2017/11/25 山陰中央新報(松江) 首相動静
34 2017/11/25 山形新聞 安倍首相の動静
35 2017/11/25 山陽新聞(岡山) 首相の一日
36 2017/11/25 山口新聞(下関) 安倍首相動静
37 2017/11/25 四国新聞(高松) 首相動静
38 2017/11/25 上毛新聞(前橋) 首相動静
39 2017/11/25 秋田魁新報 首相の一日
40 2017/11/25 信濃毎日新聞(長野) 首相動静
41 2017/11/25 新潟日報 首相動静
42 2017/11/25 神戸新聞(神戸) 首相動静
43 2017/11/25 神奈川新聞(横浜) 動向
44 2017/11/25 西日本新聞(福岡) 首相動静
45 2017/11/25 静岡新聞 首相の動静
46 2017/11/25 中国新聞(広島) 首相の動静
47 2017/11/25 中日新聞(名古屋） 首相の一日
48 2017/11/25 長崎新聞 首相動静
49 2017/11/25 徳島新聞 首相の一日
50 2017/11/25 南日本新聞(鹿児島) 首相動静
51 2017/11/25 日刊県民福井(福井) 首相の一日
52 2017/11/25 日本海新聞(鳥取) 首相動静
53 2017/11/25 富山新聞 首相日誌
54 2017/11/25 福井新聞 首相動静
55 2017/11/25 福島民報(福島) 首相動静
56 2017/11/25 北海道新聞(札幌) 動静
57 2017/11/25 北日本新聞(富山) 安倍首相の一日
58 2017/11/25 北陸中日新聞(金沢) 首相の一日
59 2017/11/25 北國新聞(金沢) 首相日誌
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NO サイト名 見出し URL

1 首相官邸 農林水産物等輸出促進全国協議会総会（ＪＡＥＣＡＰ２０１７） http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201711/24norin_sokai.html

2 ジャカルタニュース　ジャカルクオート
平成29年11月24日農林水産物等輸出促進全国協議会総会（ＪＡＥＣＡＰ２０１７） - 首
相官邸

http://jakartanquote.com/d/115719

3 YouTube 経済連携「輸出拡大の好機」＝安倍首相 https://www.youtube.com/watch?v=Krno_90HLbs

4 niftyニュース 経済連携「輸出拡大の好機」＝安倍首相 https://news.nifty.com/article/domestic/jiji/12145-2017112401041/

5 日刊水産経済新聞
ＴＰＰで輸出に弾み／農林水産物等輸出促進全国会議

http://www.suikei.co.jp/%EF%BD%94%EF%BD%90%EF%BD%90%E3%81%A7%E8
%BC%B8%E5%87%BA%E3%81%AB%E5%BC%BE%E3%81%BF%EF%BC%8F%E8%BE
%B2%E6%9E%97%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%89%A9%E7%AD%89%E8%BC%B8%
E5%87%BA%E4%BF%83%E9%80%B2%E5%85%A8%E5%9B%BD/

6 日本経済新聞 首相「輸出妨げる規制の緩和に尽力」　農産物の輸出促進で https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23876520U7A121C1EA3000/

7 カーゴニュース 安倍首相「農水産品輸出の伸長を」＝農水省 http://cargo-news.co.jp/cargo-news-main/643

8 gooニュース 経済連携「輸出拡大の好機」＝安倍首相 https://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-171124X022.html

9 日刊食品 平成29年11月24日農林水産物等輸出促進全国協議会総会（ＪＡＥＣＡＰ２０１７） https://shokuhintenshoku.com/contents/foodnews/2601/

10 政府インターネットテレビ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会-平成29年11月24日 - https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg16242.html

11 JIJI.com 経済連携「輸出拡大の好機」＝安倍首相 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017112401041

12 政府インターネトテレビ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会-平成29年11月24日 https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg16242.html

13 食肉通信 農林水産物等輸出促進全国協、安倍首相が輸出目標達成に意欲 https://www.shokuniku.co.jp/3200

14 農機新聞 農産物輸出促進協総会で日本食功労者を表彰 http://www.shin-norin.co.jp/?p=17047

15 週刊農政共済 ◎首相「輸出拡大を生産者の所得向上に」 http://www.nosai-niigata.or.jp/news/1682/

16 日本経済新聞 17時４分　農林水産物等輸出促進全国協議会総会であいさつ https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23853680U7A121C1000000/

17 全国酪農協会 「農林水産物等輸出促進全国協議会の総会に安倍首相が出席」 http://www.rakunou.org/

18 東京新聞　TOKYOWEB 【首相の一日】
http://www.tokyo-
np.co.jp/article/politics/shusho/CK2017112502000139.html
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