
農林水産業の輸出力の強化
（輸出に取り組む民間事業者に対する側面支援）

【６，７０４百万円】

対策のポイント
「農林水産業の輸出力強化戦略」及び「日本再興戦略2016」に基づき、農

林漁業者や食品事業者による意欲的な取組を支援します。

＜背景／課題＞
・平成27年11月に定められた「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」においては、高品質な我

が国農林水産物の一層の輸出拡大により、「平成32年の農林水産物・食品の輸出額１
兆円目標の前倒し達成を目指す」こととしています。

・これを受けて、平成28年５月に「農林水産業・地域の活力創造本部」において、「農
林水産業の輸出力強化戦略」が取りまとめられ、また、平成28年６月に「日本再興戦
略2016」が取りまとめられたところであり、これらの戦略に基づく各種取組を速やか
に軌道に乗せていくことが重要です。

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大

（7,451億円（平成27年）→１兆円（平成31年（平成32年から１年前倒し）））

＜主な内容＞
１．輸出拡大のためのサポート体制の充実 ５，５６８百万円
（１）事業者へのサポート体制の強化 ５００百万円

海外市場に関する情報等のＪＥＴＲＯへの一元的集約と農林漁業者等への相談
体制の強化、海外において小売店・外食に対して国産農林水産物の需要の掘り起
こしを行う体制の強化等への支援を行います。

補助率：定額
事業実施主体：（独）日本貿易振興機構、民間団体等

（２）日本産食材サプライチェーンプラットフォームの構築 １００百万円
海外の日本産食材サポーター店等を活用した情報発信等を進めるため、日本食

レストラン等が必要とする日本産食材のニーズを調査するとともに、食材を調達
するための電子商取引サイトを構築します。

委託費
委託先：民間団体等

（３）国・地域別戦略的マーケティング ５２２百万円
国・地域別の輸出拡大戦略に基づき、特に今後更なる輸出の拡大が期待される

有望市場等において、各国の状況に応じた多様な手法を盛り込んだ戦略的なマー
ケティング等を実施します。

委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

（４）商品の取りまとめや手続代行等の支援 ２００百万円
輸出に取り組む事業者の団体や地域商社がモデル的に行う、海外での販路開拓、

農林水産物等の集荷、輸出に係る手続き・決済代行、海外市場での周年販売体制
の構築等の取組を支援します。

補助率：１／２以内
事業実施主体：民間団体等
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（５）農林水産物の品目別輸出促進緊急対策 ２，９９７百万円
コメ、青果物、花き、茶、畜産物、林産物、水産物について、オールジャパン

の体制で、それぞれの品目に応じた海外におけるプロモーション活動の強化等の
輸出拡大の取組を支援するとともに、輸出拡大に資する農産物の生産・流通コス
ト低減の取組や水産物の安定生産の確保等を支援します。

委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

（６）外食産業等と連携した需要拡大対策 １，０００百万円
国産農林水産物・食品の輸出等需要フロンティアの開拓を図るため、産地と外

食産業等の連携により、国産農林水産物を活用した新商品の開発やそれに必要な
技術開発等を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体

（７）農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業 ２５０百万円
広域観光周遊ルート上等の農山漁村における訪日外国人による農林水産物の購

入促進を図るため、外国人が農林水産物を購入しやすい環境構築や農産物直売所
等の施設改修等を支援します。

補助率：定額、１／２
事業実施主体：市町村、民間団体等

２．政府が主体的に行う輸出環境の整備 １，１３６百万円
（１）通関手続の一元化と輸出関連証明書発行の利便性向上 １００百万円

① 輸出証明書発給システムの改修
輸出関連証明書の受領に関する通関手続きを一元化するため、原発事故に係る

輸出証明書について空港・港湾等で受領できるようにシステムの整備を実施しま
す。
② 輸出に関する証明書発行検索システムの開発

輸出に際し必要となる各種証明書発行に関する情報を検索できる新たなシステ
ムの構築を実施します。

事務費

（２）国際的に通用する日本発の民間の規格・認証の仕組みの普及・推進
５０百万円

オリパラ東京大会も視野に入れつつ、平成28年７月に運用を開始した日本発食
品安全管理規格と認証の仕組みの普及を加速化させるため、研修会、認証のモデ
ル的実施、シンポジウム等の実施を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

（３）国際的に通用する規格・認証の創設、国際規格化 ８６百万円
オリパラ東京大会も視野に入れつつ、輸出拡大やインバウンド消費の拡大に対

応するため、必要な規格・認証（日本版畜産ＧＡＰ）の創設や我が国発の輸出用
ＧＡＰの国際規格化を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

（４）国際的に通用する認証取得の拡大 ３８８百万円
オリパラ東京大会も視野に入れつつ、持続可能性等に関する国際的な規格・認

証（グローバルＧＡＰ等）の取得を拡大するため、技術マニュアルの策定、指導
員の育成、取得経費等を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等
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（５）知的財産権の取得推進 ３３０百万円
① 植物品種等海外流出防止緊急対策事業

日本の品種の海外流出の事態に対応するため、海外における植物品種の登録・
出願に対する支援を行う緊急対策を実施します。
② 海外におけるＪＡＳマークの商標登録

海外における模倣等による「ジャパン・ブランド」の信頼の失墜、価値の低下
を防ぐためＪＡＳマークを商標登録します。

事務費、補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

（６） 諸外国の輸入規制への対応 １８１百万円
① 輸出検疫体制の強化に資する機器の整備

新たな検疫措置の確立による検疫協議の促進や輸出先国の植物検疫に対応した
検査体制の確立のため、カンキツかいよう病等の病害虫を迅速に検定することが
できるリアルタイムＰＣＲ等の分析機器を導入します。
② ＥＵ向け乳・乳製品輸出にかかる第３国リスト掲載のための調査

ＥＵ向け乳及び乳製品並びに乳製品を含む加工食品の輸出を可能にするため、
ＥＵが第３国リストに掲載するための調査等を実施します。

事務費、委託費
委託先：民間団体等

お問い合わせ先：
１（１）、（３）、（４）、２（１）、（６）②の事業

食料産業局輸出促進課 （０３－３５０２－３４０８）
１（２）の事業 食料産業局食文化・市場開拓課

（０３－６７４４－０４８１）
１（５）の事業のうち

米関係 政策統括官付農産企画課（０３－６７３８－８９６４）
青果物関係、花き関係及び流通コスト関係

生産局園芸作物課 （０３－６７４４－２１１３）
茶関係 生産局地域対策官 （０３－６７４４－２１１７）
生産コスト関係 生産局技術普及課 （０３－６７４４－２１０７）
畜産物関係 生産局食肉鶏卵課 （０３－３５０２－５９８９）

生産局牛乳乳製品課 （０３－３５０２－５９８７）
林産物関係 林野庁木材利用課 （０３－６７４４－２２９９）
水産物関係 水産庁加工流通課 （０３－３５０２－８４２７）

１（６）の事業 生産局園芸作物課 （０３－３５０１－４０９６）
１（７）の事業 農村振興局都市農村交流課（０３－３５０２－５９４６）
２（２）の事業 食料産業局食品製造課 （０３－６７４４－２３９７）
２（３）の事業 生産局農業環境対策課 （０３－６７４４－７１８８）

生産局畜産振興課 （０３－６７４４－２２７６）
２（４）の事業 生産局農業環境対策課 （０３－６７４４－７１８８）

生産局畜産振興課 （０３－６７４４－２２７６）
水産庁企画課 （０３－３５０２－８４１５）
水産庁漁場資源課 （０３－３５０２－８４８６）

２（５）①の事業 食料産業局知的財産課 （０３－６７３８－６４４３）
２（５）②の事業 食料産業局食品製造課 （０３－６７４４－２０９８）
２（６）①の事業 消費・安全局植物防疫課（０３－３５０２－５９７８）
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輸出拡⼤のためのサポート体制の充実 【56億円】

輸出に取り組む⺠間事業者に対する側⾯⽀援 【67億円】

農林⽔産業の輸出⼒の強化 【平成28年度補正予算額 ２７０億円】

農林⽔産物の品⽬別輸出促進緊急対策
【30億円】

品⽬に応じた輸出拡⼤の取組を⽀援

外⾷産業等と連携した需要拡
⼤対策 【10億円】

産地と外⾷産業等の連携により、国産
農林⽔産物を活⽤した新商品の開発
等を⽀援

Ｖ

国・地域別戦略的マーケティング
【５億円】

事業者へのサポート体制の強化
【５億円】

海外市場に関する情報等のＪＥＴＲＯ
への⼀元的集約と農林漁業者等への相
談体制の強化及び国産農林⽔産物の需
要の掘り起こしを⾏う体制の強化等を実
施

ＶＶ

⽇本産⾷材サプライチェーンプラッ
トフォームの構築 【１億円】

商品の取りまとめや⼿続き代⾏
等の⽀援 【２億円】

Ｖ

農⼭漁村おみやげ農畜産物販
売促進事業 【３億円】

農産物⽣産・流通コスト
低減

輸出拡⼤に資する農産物の⽣
産・流通コスト低減の取組を⽀援

畜産物
海外シェフ等の招へい、おみやげ形
態での輸出促進の取組の実証、
冷凍・輸送技術の実践的調査を
⽀援

林産物
輸出向け⽊材製品の試作・改良
や有望輸出先国における⽊材製
品の販売促進活動などを⽀援

⽔産物
輸出先国の品質・衛⽣条件への
適合に必要な機器整備、海外で
のＰＲ、ホタテ、ナマコの安定⽣産
確保対策などを⽀援

コメ・コメ加⼯品
輸出商品・販売⽅法の多様化のた
めに事業者が⾏う実証の取組、海
外規制への対応の取組、輸出拡
⼤のための実践的調査などを⽀援

⻘果物
植物検疫条件を満たすのに必要な
殺菌処理機材の整備、品⽬別農
薬使⽤マニュアルの作成、低温貯
蔵・輸送技術の実証などを⽀援

花き
いけばなイベントを活⽤した輸出促
進や輸出向けの包装資材のデザイ
ンの統⼀を図る取組などを⽀援

茶
新たな抹茶加⼯技術の実証、輸
出相⼿国における残留農薬基準
の設定などを⽀援

国・地域別の輸出戦略に基づき、有望
市場等において、戦略的なマーケティン
グを実施

外国⼈が農林⽔産物を購⼊しやすい
環境構築や農産物直売所等の施設
改修等を⽀援

輸出に取り組む事業者の団体や地域
商社がモデル的に⾏う、海外での販路
開拓や、輸出に係る⼿続き・決済代⾏
等の取組を⽀援

通関⼿続きの⼀元化と輸出関連証明書
発⾏の利便性向上 【1億円】

国際的に通⽤する認証取得の拡⼤
【４億円】

国際的に通⽤する⽇本発の⺠間の規格・
認証の仕組みの普及・推進 【0.5億円】

諸外国の輸⼊規制への対応 【２億円】

国際的に通⽤する規格・認証の創設、国際規
格化 【0.9億円】

政府が主体的に⾏う輸出環境の整備 【11億円】

ゆず皮の冷凍細切りスライス

⽇本産⾷材サポーター店等を活⽤した
情報発信等を進めるため、レストラン等が
必要とする⽇本産⾷材のニーズ調査、⾷
材調達のためのECサイトの構築を実施

知的財産権の取得推進 【３億円】
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