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平成 22 年度農林水産物等輸出促進全国協議会総会 

             <議事概要> 

 

日時：平成 22 年 6 月 11 日（金）13：00～14：00 

場所：グランドプリンスホテル赤坂 

 

１．開会 

司会：それではただ今より「平成 22 年度農林水産物等輸出促進全国協議会総会」を開

催いたします。 

 

２．茂木会長 挨拶 

キッコーマンの茂木でございます。本日はご多忙のなか、郡司農林水産副大臣にご臨席を

ちょうだいいたしておりますが、総会を開催するにあたりまして、会長といたしまして、一

言ご挨拶を申し上げたいと存じます。 

農林水産物、食品の輸出額は、一昨年の秋以降の世界的な景気停滞の影響を受けまして、

平成 21 年は 4,454 億円ということでありまして、一昨年と比べて残念ながら、12.3％の減

少となりました。しかしながら我が国からの輸出金額全体が 3 割の減少であり、自動車につ

いて申しますと、5 割の減少であったということと比べますと、農林水産物等の減少幅は小

さなものであったというふうに言えると思うのでございます。また会員の皆様をはじめ、輸

出にご努力されておる方々のご尽力もありまして、昨年 11月に入ってからは回復が見られ、

昨今の厳しい輸出環境は回復しつつあるということでございます。この基調を伸ばしていく

ためにも、会員の皆様のますますのご尽力を賜りますよう、お願い申し上げたいと思います。 

これまで本協議会といたしましては、数次にわたりまして、輸出戦略を策定、そして改訂

し、これに基づき輸出に積極的に取り組んでまいったところでございます。一方、農林水産

物等の輸出促進につきましては、新政権におかれましても新成長戦略の重要な柱として位置

付けられておるというふうに伺っております。また、本年 3 月に閣議決定いたしました、新

しい食料・農業・農村基本計画においては、平成 32 年までに輸出額を 1 兆円水準にすると

いう目標が掲げられ、今後農林水産省において、新たに総合的な輸出戦略の検討が進められ

ておるというふうに伺っております。本協議会といたしましても、会員各位の輸出促進に向

けた取り組みを一層推進してまいりたいというふうに考えております。 

次に新規に加入される会員につきまして、ご紹介をさせていただきたいと思います。この

たび本協議会の主旨にご賛同をいただきまして、社団法人日本食農連携機構様、宮城県食品

輸出促進協議会様、および福島県貿易促進協議会様が新規会員として加入いただきましたの

で、ご紹介をさせていただきたいと思います。 

最後に我が国の農林水産物等の輸出を拡大してゆくためには、今後とも継続的に努力をし

ていくという姿勢が、どうしても必要であるというふうに思っております。会員各位のます

ますのご奮闘を期待いたしまして、私の冒頭の挨拶とさせていただきます。ご静聴、ありが

とうございました。 

 

３．郡司農林水産副大臣 挨拶 

農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催にあたり御挨拶申し上げます。本来であれば、

本日は名誉会長である農林水産大臣が出席するところでございますが、国会の関係等で出席 

できませんので、私が代理として、御挨拶いたします。 
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まず、宮崎県における口蹄疫の発生につきまして、発生農家及び関係農家の方々におかれま

しては、心からお見舞い申し上げます。政府は、宮崎県や関係自治体と一体となって、徹底

した防疫措置に取り組んでおり、また、去る５月28日には口蹄疫対策特別措置法が成立した

ところであります。更に関係者の総力を挙げて、一日も早く清浄化をしたいと考えておりま

す。今般の我が国における口蹄疫の発生によりまして、残念ながら、多くの国に対する牛肉

等の輸出を停止せざるを得ない状況となり、本総会に御参会されている会員の皆様にも影響

が及んでいるものと考えておりますが、香港等については、輸出が再開される等の動きがあ

ります。牛肉等の全面的な輸出再開が一日も早くできるためにも、蹄疫の清浄化に努力して

参る所存です。 

農林水産物・食品の輸出につきましては、農林漁業者、食品産業事業者の方々の所得・収

益を拡大し、地域の産業を振興し、ひいては食料自給率を向上していくためにも、極めて重

要であると考えております。近年における農林水産物・食品の輸出の動向を見ますと、平成

17年以降２桁台の大幅な伸びを示して参りましたが、一昨年秋に始まりました世界同時不況

の影響を受けて、昨年は12％の減少という状況となりました。 しかしながら、本日御参加の

皆様方の御努力によりまして、昨年11月以降「Ｖ字回復」とも言えるような劇的な輸出の増

加がみられており、本年１月～４月までの動向を見ますと実に対前年26％もの増加を示して

おります。 

これは、一重に本会員の皆様方の逆風に立ち向かう血のにじむような御努力の賜物である

と深く敬意を表するものであります。 

さて、農政は大胆な転換の最中にあります。昨年来の新政権の下で、新たな「食料・農業・

農村基本計画」を策定し、また農業者に対する「戸別所得補償制度」や「農業の6次産業化法」

をはじめとして、次々に新たな施策を打ち出してきたところであります。農林水産物等の輸

出につきましても、農業の6次産業化、あるいは食料自給率の向上に関する施策の一環として、

「平成32年までに１兆円水準とする」との目標を掲げて施策を重点化していくこととしてお

ります。具体的には、重点とする品目や国・地域を明確化し、検疫協議の推進、日本食等の

普及、生産者や事業者の方々への支援などの施策を集中して講じていきたいと考えておりま

す。 

幸いにして、農林水産物等の輸出が回復基調にある中で、農林水産省といたしましては、

懸命に施策を推進して参りますので、会員の皆様方におかれましても、更に実りある成果を

上げていくことができますよう一層の御尽力をお願い申し上げまして、私の挨拶とさせてい

ただきます。本日はありがとうございました。 

 

４．平成２１年度の取組紹介 

司会：続きまして、「平成２１年度における輸出促進対策の取組み」を紹介します。 

〔映像〕 

＜平成２１年度の取組紹介＞ 

司会：新政権の下、農林水産省は、農林水産業及び農山漁村の再生のため、第１次産業

としての農林水産業と、それに関連する第２次・第３次産業を融合させることに

より、総合的な産業化を進める「６次産業化」を重点施策としております。 

輸出促進の取組は、海外販路の拡大によって農林漁業者の所得増大を図るもので

あり、６次産業化の一環として、より一層強化してまいります。 

本日は、様々な輸出促進対策のうち、３つの分野における主な取組を紹介しま

す。 
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まず最初の分野は、「輸出環境の整備」です。この分野では、検疫問題につい

て、マカオ、タイ向けの日本産牛肉の輸出が、我が国でのＢＳＥ発生により禁止

されていましたが、検疫協議の結果、昨年度、輸出が解禁されました。また、オ

ーストラリア向け温州みかんについても、解禁されました。 

次に、支援事業について、見ていきましょう。海外での支援の一つとして、世

界１２ヵ所の国際見本市にジャパンパビリオンを設けました。これは、韓国・ソ

ウルで開催された国際食品見本市に設置したジャパンパビリオンです。韓国でも

日本食がブームとなっており、バイヤーと出展者との間で積極的に商談をする光

景が見られました。 

一方、日本国内では、全国で「輸出促進セミナー」、「国内展示・商談会」など

を実施しました。この中で、海外マーケットの状況などについてのセミナーや、

生産者とバイヤーとの間で、活発な商談などが行われました。 

また、戦略的に輸出に取り組もうとする農林漁業者等に対して、輸出拡大のため

の５７のプロジェクトを支援しました。 

例えば、香港のスーパーにおいて、自慢の果物の販売促進活動を行ったり、ロシ

ア人バイヤーを産地に招へいするなどの取組みを支援することにより、輸出に結

びつけました。 

次に、「日本食材の需要開拓」の分野では、外務省と連携して行われた

「WASHOKU-Try 事業」について紹介します。この事業は、世界各地の在外公館な

どを活用して、外国の要人に、旬で高品質な日本食材を提供して、その魅力をＰ

Ｒするものです。昨年１２月のシンガポールの日本大使館では、政官界、経済界、

文化界関係者に、輸出が解禁された「牛肉」を中心に、「いちご」、「日本酒」な

どをＰＲしました。このような取組により、シンガポールの百貨店などでは牛肉

が一般国民にも好評となっています。 

 

５. 表彰者の紹介 

〔映像〕 

＜表彰者の紹介＞ 

司会：農林水産省は、日本産農林水産物・食品の輸出促進に向けて、海外で日本食、日

本食材の紹介、普及などに大きく貢献されてこられた方々に対し、農林水産大臣

賞を授与しております。 

今般、第５回目の受賞者が、選考委員会における選考を経て５名決定しました

ので、ご紹介させていただきます。  

AFC Corporation 代表取締役 石井龍二（いしい りゅうじ）様です。 石井

様は、実演・対面販売の「持ち帰り寿司」を始めたパイオニアです。 アメリカ・

カナダを中心に世界最大の寿司ﾚｽﾄﾗﾝﾁｪｰﾝを 2 千 8 百店展開しており、寿司専門

書を発刊し、これを教材として市民を対象とした セミナーを全米各地で開催す

るなど、寿司文化の普及に貢献していらっしゃいます。 

東山（とうざん）グループ代表取締役社長 岩﨑 透（いわさき とおる）様

です。岩﨑様は、日本食には不可欠な味噌、醤油、みりん、日本酒を製造販売す

るとともに、農場に有識者などを招き、典型的な日本料理や日本風に味付けした

焼き肉を提供するなど、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ社会への日本食に関する啓蒙活動や日本食文化の

普及に 努められています。 
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日健日本食品有限公司（にっけんにほんしょくひんゆうげんこうし）総裁、香

港レストランサービス管理協会名誉会長 周 星模（チョウ シンモウ）様です。

周（チョウ）様は、食材の品質と食材への信頼、消費者の健康、安全・安心の確

保に拘りをもち、また、「うどん」 の中国名「烏冬(ｳｰﾄﾞﾝ)」を考案・紹介して

市場への浸透に努められるとともに、中華食文化には無い「粉わさび」を紹介す

るなど、香港、中国を中心に日本食材の市場開拓と普及に寄与されています。 

食文化研究家 リチャード・ホスキン様です。ホスキン様は、国際的学術誌に日

本の食文化関係の論考を多数発表し、中でも刊行した「日本食事典」は、外国語

で唯一の日本食に関する事典として、欧米文化圏出身の日本料理人の必携書にな

っており、日本食文化に関する基礎的な情報源として同書の果たしている役割は

高く評価されております。 

日本食レストラン「Kei（けい）」オーナー 武藤 慶子（むとう けいこ）様

です。武藤様は、父が開業したクウェートで初めての日本食レストランを引き継

ぎ、真正の日本料理を提供し続け、現地の人々に広く受け入れられています。ま

た、自身のレストランでの試食会の開催や新聞・雑誌への「天ぷら」の日本食レ

シピの紹介等を通じて、日本食材の需要の開拓にも尽力しています。 

 

６. 講演 

司会：では続きまして、講演に移らせていただきます。本日はお二人の講師の方にご講

演をいただきます。 

はじめに、日本酒ジャーナリストのジョン・ゴントナー様より、「日本酒の輸

出拡大に向けた取組」についてご講演をいただきます。 

ジョン・ゴントナー様はオハイオ州立シンシナティ大学を卒業後、シンシナテ

ィ・エレクトロニクスに勤務され、1988 年に文部省主催の「JET プログラム」に

より来日、神奈川県の公立高校で、英語教師として教鞭を執られました。その後、

丸紅プラズマテクニック株式会社などでエンジニアとして勤務されましたが、日

本酒を海外へ普及する活動に専念するために退社されました。 

現在では海外への日本酒の輸出に関するコンサルティング、国内外の雑誌や新

聞などへの寄稿、そして定期的な在日外国人のための SAKE セミナーの開催など

を行っていらっしゃいます。 

 

〔ジョン・ゴントナー様 講演〕 ～『日本酒の輸出拡大に向けた取組』～ 

ジョン・ゴントナーと申します。よろしくお願いいたします。 

今日の演題は「日本酒の輸出拡大に向けた取組」についてですが、具体的には、まず日本

酒の輸出の現状の話を数字や統計を見ながらお話しし、次に輸出に関連する問題や課題の話、

最後に今後期待できることなどについて話をしていきたいと思います。少しアメリカ寄りの

話になるかもしれませんが、そのあたりはご了承ください。 

まずは日本酒の輸出の現状ですが、資料（別添）を参考にご覧ください。それぞれの国の

輸出の数字で、一番大きいのはアメリカですが、実は日本から輸出している清酒の 40％ぐら

いがアメリカに輸入されています。韓国も最近、調子がいいですが、ヨーロッパの国は横ば

いです。2 年前ぐらいから、アメリカでのリーマン・ショックの影響で、輸入が少し下がっ

てきていて、少し高めの日本酒は、売りづらくなってきていると思いますが、日本酒に対し

ての興味は一切衰えていません。いろんな業者からそうした話も聞きますし、私が行ってい
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る外国のお酒、アルコール飲料の流通業界の人たちのためのセミナーも毎回満席です。業界

の人も消費者も、かなり関心が高いと言えます。少し安めの日本酒なら、今でもよく売れて

います。ちなみに今年の 1 月から 3 月までの日本から輸入した量は、去年の同じ時期と比べ

ると、30％も伸び、消費が戻っている感じがします。 

余談ですが、米国産の清酒もかなりあります。5 つの工場がありまして、その 5 社とも日

本のメーカー（月桂冠、大関、宝酒造、青森県の桃川、兵庫県の八重垣）と関連している会

社です。そのほとんどは、向こうの米を使って熱燗用のお酒をつくっているのですが、5 社

の作った量を合わせると、日本から輸入している量の 4 倍ぐらいあり、米国の清酒市場の 7

割か 8 割を占めています。この話はアメリカ人の日本酒に対しての興味はまだまだ、非常に

高いことを裏付けるものだと私は思っております。また、どこで日本酒は飲まれているのか

という話ですが、15 年ぐらい前だったら、ほとんどは日本食の店で飲まれていました。今は

日本食ブームもあって日本食の店は１万店ぐらいありますし、一番飲まれているのはやっぱ

り、これらの日本食の店ですが、日本食品以外の料理店、特にニューヨークとかロスなどの

大都会では、イタリア料理とかフランス料理、フュージョン料理の店でも、少し出されるよ

うになってきており、今後も、それは期待できると思います。一方、小売は、15 年前ぐらい

なら日本酒はどこにも置いてなかったが、現在ですと、大都会へ行けば、高級ワインを販売

している酒屋なら、種類の数に差はあるものの、少しぐらい日本酒も置くようになってきて

います。アメリカには日本酒しか販売していないという店がサンフランシスコとシアトルと

ニューヨークに計 3 店舗あります。まず、サンフランシスコにある「True Sake」という店

ですが、ここは 8 年前ぐらいから、アメリカで一番長く営業しており、日本酒のアイテムの

数も一番多く、250 種類ぐらいあります。この店では、それぞれのビンに色の付いている紐

をかけ、酒のクラス、価格などが一覧で分かるように工夫をしています。日本酒は精米歩合

によって純米酒とか吟醸、大吟醸の定義に分かれますが、そういう言葉はなじまないので、

色のついた紐で酒のクラスを分かるように、できるだけお客さんに分かりやすく提示してい

ます。またニューヨークの「SAKAYA」という店は、3 店の中でも一番新しく、3 年ぐらい前

から営業しています。アメリカ人の方と日本人の奥さんのご夫妻で経営している店ですが、

100 種類ぐらいの日本酒と、焼酎と泡盛も少し置いています。店内も非常に設計のセンスが

よくて、居心地のいい店ですし、酒造会社の社長などがよく来られ、週 1～2 回ぐらい、そ

うした方と一緒に、店内で試飲会をやっています。シアトルにある「Sake Nomi」もアメリ

カ人の方と日本人の奥さんのご夫妻でやっておられますが、この店の特徴は、飲める店でも

あり小売りもできる店だということです。料理は出していないですが、一応お酒を飲んでか

ら買えます。ここには日本酒のみ 160 種類ぐらい置いています。 

次に、それぞれの国の日本酒の輸入に対しての問題点や課題の話をしたい。 

まず、一番大きい問題はやはり言葉です。日本語のラベルがどんなに美しくても、読めな

いとなかなか買いづらいものです。たとえローマ字を書き込むことでその日本語を読めても、

なかなか頭に残りません。銘柄もそうですけれども、その専門用語、それとそれぞれのクラ

ス分けに関係する言葉は、すぐには西洋人の頭に残らないんです。アメリカに日本酒を輸入

すると、元のラベルは本来の日本語のままでいいのですが、法律上、裏のラベルは英語にし

なければいけません。その裏のラベルには、マーケティングの情報とか、その酒に対しての

情報をいっぱい詰めることを、どの輸入会社でもやられています。私が、かなりおもしろい

と思うのは、その中で英語の名前を付けていること。そうすれば覚えてもらえるようになる

など、効果があるようです。名前は直訳になる場合もありますが、関係のない名前の場合も

あります。例えば純米大吟醸とか、そういう言葉はすぐに覚えられないけれども、一覧をつ
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くることで、この酒はトップの 2.5％だという安心を持って買えるようになります。これは

一つの例だけで、いろんな会社でいろんなやり方があると思うのですが、できるだけ裏のラ

ベルにいっぱい情報を詰めておくと、こういうこともできるようになります。 

その他には、イメージの問題が残っています。要するに、すべての酒は熱燗で飲むという

先入観を持っている人が、まだまだいますので、日本酒の一般の知識、その作り方、麹の文

化など分からない人はかなり多いと言えます。また、料理との合わせ方など知識不足の問題

はかなり残っており、教育ための努力が必要ですが、少しずつよくなってきているとは思い

ます。 

流通制度の問題もあります。アメリカを例にすると、州によって流通の法律、お酒に関し

ての流通の法律が違ってきますので、非常にややこしいです。ほかの国も税金や習慣のなど

も含め、流通関係の問題が出てきます。そこで、これは一つの例ですが、消費者向けのもの

にも使えるし、私が行っている業界の人たち向けのセミナーにも使えるものとして、私は一

目で日本酒の大体すべてが分かるような絵図を活用しています。日本酒はかなり複雑な世界

ですので、大吟醸はどんなに特別か、作っている量はどのぐらいか、などすべての日本酒の

クラス分けの情報をまとめた絵を使うと、簡単ではないですが、努力すれば伝わるようにな

ります。これは一つの例ですけれども、方法はいくつもあります。 

そして、やはり問題となってくるのが価格です。例えば、ブドウと比べると日本酒の原料

である米は非常に高いものです。しかもつくった後、輸出して、それぞれの国の流通制度を

通せば、余計に高くなる。これはやはり流通の障害の一つになっています。 

アメリカでは輸入会社、流通会社、卸問屋がもう 20～40 あって、飽和状態にあります。

新しい銘柄が入ろうとするとなかなか難しい、これ以上は売れない状態になっていますが、

これに関しては時間が経てば経つほど、自然に解消されると私は思っております。 

以上が主な輸入する際の問題点と課題点になっていると思いますが、ここで少しヨーロッ

パの話をしたいと思っております。先ほどの数字を見ましたら、成長率は特にアメリカと比

べると非常に低いものです。その理由は、まず遠いこと、流通の問題、そして、それ以上に

ほとんどブドウ酒しか飲んでいないという環境ゆえに、日本酒はちょっと入りづらいところ

もあります。しかしヨーロッパの方が期待できると言っている人は多く、そうした面で努力

されている業者との話からもそれが伺えます。私も業界向けのセミナーなどをやっています

が、今までヨーロッパは 12 年間で 2 回しか仕事関係では行ったことがありませんが、今年

の 9 月から 12 月にかけて 3～4 回は、行くことになっているなど、ヨーロッパへの輸出は期

待できると思っております。 

最後に輸出に関しての注意点や今後の展開についてお話ししたい。 

まず先ほどの話のように、ヨーロッパなどアメリカ以外の国を見てみる価値はあります。

もう 1 つは日本酒の本格さ、本格性を守るべきだということです。 

要するに味付けのお酒とか、スパークリングのお酒、低アルコールの日本酒などは、一時

的には売れるでしょうが、長い目で見れば日本酒の本来の良さを伝えた方がよい。そして、

最後のポイントですが、日本酒は、外国ではもう、かなり定着してきた状況にあります。ブ

ームでもトレンドでもなく、リーマン・ショックみたいなものさえなければ、今後、いろん

な国への輸出が期待できます。実は日本酒は、昨年でみれば、全製造量の 1.6％しか輸出さ

れていません。フランスやイタリアのワインでしたら輸出量は 30％もあります。つまり、量

としてはこれからなのです。これが倍になっても 3 倍になっても、量的には大きな変化では

ありませんが、イメージ的に、ソフトの面で世界中でよく日本酒が飲まれるようになれば、

国内の消費量も期待できるのではないかと私は思います。私もそれを応援し、期待していま
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す。自分も微力ながら、そのために一つずつ頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

司会：では続きまして、伊藤ハム株式会社執行役員食肉事業本部国内食肉本部本部長・

村田定治様より「牛肉の輸出拡大に向けた取組」について、ご講演をいただきま

す。 

村田様は昭和 44 年に現在の伊藤ハム株式会社であります、伊藤ハム栄養食品株

式会社に入社されました。その後、伊藤ハム株式会社食肉事業本部国内食肉企画

室室長、食肉事業本部業務管理統括部統括部長などを歴任され、本年 3 月より現

職に就かれています。 

 

〔村田定治様 講演〕 ～「牛肉の輸出拡大に向けた取組」～ 

ただ今ご紹介いただきました、伊藤ハム株式会社で国産の豚肉、牛肉の生産から販売までを

担当しております村田と申します。本日はどうぞ、よろしくお願いいたします。早速ではござ

いますけれども、私どもの牛肉、特に和牛肉の輸出に関する取り組みに関しまして、ご紹介申

し上げます。 

私どもの 100％の出資子会社サンキョーミート株式会社は、鹿児島県に本社を有しており、

鹿児島県および宮崎県にそれぞれ 1 ヶ所ずつ、計 2 ヶ所の食肉センターを有しております。そ

こで国内の牛肉、豚肉を生産しているわけでございますが、そのうちの鹿児島県の志布志市に

ある有明ミート第二工場を、牛肉専用工場としまして、牛肉の屠畜処理から食肉加工に至るま

でを行っております。 

当工場では、世界に通用する衛生管理レベルを構築するために、ISO 等の国際規格を取り入

れ、平成 14 年の 12 月には対米輸出を取り扱う食肉処理場として、認定をいただきました。そ

の後今日までに、輸出国との衛生条件等を整えながら、また、相手国の関係部局、厚生労働省、

農林水産省のチェックを受けながら、順次輸出可能な国を増やしており、平成 18 年 4 月にカ

ナダの輸出施設の認定を受け、平成 19 年 3 月には香港の輸出施設の認定を受けております。

さらにはシンガポール、マカオ、タイへの輸出認定の施設認定を受けまして、広く海外に、日

本のおいしい和牛を輸出できる条件を整えているところでございます。 

和牛の輸出に関しましては、様々な施設の要件であるとか、対象となる家畜の要件がござい

まして、この対応につきまして、本日、紹介したいと思います。 

例えば香港の例でございますが、まず出荷の対象となる牛につきましては、生後 30 ヶ月未

満の牛に限るということが定められています。またその 30 ヶ月未満の牛と日本でよく流通し

ている 30 ヶ月以上の牛を処理する場合には、特定危険部位、BSE の特定危険部位である、例え

ば眼球、頭蓋骨、小腸の一部、そういった特定危険部位と言われるところに接触する可能性の

あるナイフやノコギリ、そういった機械器具を、使い分けなくてはいけないというようなこと

が定められています。また農家に関しても、事前に登録された農家からの出荷牛に限られてい

る国もございます。 

サンキョーミートでは、例えば背骨を真ん中で分割するノコギリも 2 台用意し、識別して使

い分けております。特定危険部位である脊髄を吸引するための特殊チューブも、30 ヶ月齢以上、

30 ヶ月齢未満で使い分けています。もちろんこういったものは市販されている機械ではないの

で、すべて自社で開発した機械を用いております。こうした取り組みの中、平成 18 年の 5 月

から米国に向けて、また翌年の平成 19 年 5 月からは香港に向けて、輸出用和牛の出荷を開始

し、現在も出荷を行っている状況です。 
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当社では和牛の輸出をとりまく環境を以下のように考えています。1 つ目は日本国内の環境

の変化です。まず生産現場においては品種改良等が進み、また農家の肥育技術の進展により、

市中では特選と言われている高グレードの牛肉の生産比率が増えています。一方、日本国内の

景気後退と、昨今の健康ブームの影響からか、さしの入った、いわゆるマーブリングのきいた

高級グレードのフィレとかロースなどの部位の需要が、最近はやや不振という傾向にあります。 

一方、海外の環境は、先ほどの日本食ブーム動きもあり、日本の食文化や高品質の日本食材

が高く評価されるという状況になっています。さらには香港やシンガポールといったような、

アジア圏を中心とした新興国の経済発展に伴いまして、富裕層からの和牛に対する非常に強い

需要が見受けられます。このような状況の中で、日本の畜産の生き残りを賭けるといった面で

は、やはりこの、高級和牛の生産を今後とも畜産農家のためにも維持し、かつその出口である

消費地を確保するためにも、和牛の海外輸出は、日本の畜産業、農業にとって不可欠であると

考えています。 

次に、当社における海外の販促活動ですが、当社では農林水産省の各種の海外の販売促進活

動に積極的に参加して、和牛のすばらしさを世界の皆様にお届けしたく努力いたしております。

2009 年の 10 月には支援事業に参加し、シンガポールの日系スーパーと日本国内の生産者およ

び私どもとの 3 者の共同で、和牛牛肉の販売促進活動を企画いたしました。特設ブースを設置

し、試食販売などを行い、和牛の説明、調理方法など、英語のパンフレットも合わせて配布し

ました。このパンフレットも輸出促進事業によって作成されたものでございます。試食は非常

にご好評をいただきまして、金曜日から日曜日にかけての 3 日間のイベントでは前週比で約 5

倍以上の売り上げがあったと聞いております。 

また、2010 年 4 月にはシンガポールで開催されましたワールドグルメサミットにおいて、日

本人として選ばれた有名なシェフが、現地で調達できる日本食材として、最高級の和牛を使用

いただく際、当社の和牛を選んでいただきました。この内容は日本のテレビ番組でも放映され

たようですが、私たちも世界のグルメファンに、日本の和牛のおいしさが認められたというこ

とを誇りに思うと同時に、その一部をお手伝いができたのではないかと、大変光栄に感じてお

ります。 

また 2010 年の 1 月のタイへの初出荷のときには、バンコクのホテルで行われました式典に

も参加しまして、その際にも、輸出食品事業で作成された、ミニのぼりやパンフレットなども

活用させていただいております。この式典では地元で有名なシェフによる実演試食イベントも

執り行われて、大変に評判をいただいています。2010 年の 3 月には、カナダのトロントで行わ

れました食品見本市に参画いたしました。トロントでは高級レストランで試食のプレゼンテー

ションも行い、パーティー文化のあるカナダ向けに、単なるステーキではなく、日本風に焼き

鳥風に加工するなど、メニューを含めた提案を行いました。 

次に、日本国内における輸出の促進に対しての取り組みでございますが、私どもが毎年 1 月

から 2 月にかけて開催する、新商品のご提案の会においても、和牛の輸出に関しての取り組み

を紹介しています。併せて、和牛の輸出に向けて、興味のある消費者の方、卸問屋の方等々に

私どもの取り組みをご紹介して、商談会も執り行っております。この会は毎年、東京のビッグ

サイト、それから関西地区では神戸の国際展示場で開催しております。 

次に、生産者側に対する取り組みでございますが、先ほどご紹介いたしましたとおり、農家

の事前登録などが必要な国がございますので、この内容を説明し、規格に合った牛を育ててい

ただくということを行っています。こうした農家は、鹿児島県と宮崎県を中心に、沖縄から兵

庫、滋賀県まで全国 12 県に及んでおり、農家数は 210 農家、5 万 3000 頭ほどの牛を、この輸

出用の予備軍として登録しております。この登録農家の皆様が和牛の輸出を支えていてくださ
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っているのですが、和牛の国内相場が低迷気味ですので、当社として、まず牛を肥育して、そ

の生産に寄与するといった事業、それから資金の一部を農家に提供してその事業の手助けをす

るといったほかに、金融機関とタイアップし、肉の販売、引き取りを担保するという形で、必

ず仕上がった牛に関しましては、当社が商品を責任を持って買うことで、農家の信用度を高め、

比較的低利な金利で農家に資金を融通するお手伝いもしております。 

今後も日本の畜産業の発展のために、当社としまして、和牛牛肉の輸出という面でも日本の

農業にも寄与していきたい所存でございますが、4 月 20 日、宮崎県で発生しました口蹄疫が、

今もなお続いておりまして、輸出に関しましても香港とマカオ以外の輸出国に関しては、現在、

停止している状況でございます。この口蹄疫が、1 日も早く終焉し、農家の皆様に平穏な日々

が戻ってきて、私どももこの輸出が再開され、かつまた新しい輸出国に出荷できる日が、1 日

も早く来るように願っております。 

 

司会：村田様でございました。ありがとうございました。 

 

７．閉会 

司会：以上をもちまして、「平成 22 年度農林水産物等輸出促進全国協議会総会」を閉

会とさせていただきます。本日はお忙しいなかでのご出席、誠にありがとうご

ざいました。 


