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農林水産物の輸出対策
【１,７５５（１，０５３）百万円】

対策のポイント
・ 独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）への補助等を通じて、輸
出に取り組む事業者等に対し川上から川下に至る総合的なビジネスサポート
を強化するほか、輸出拡大に必要な調査等を行います。

・ 国内外の市場を目指して、現場発の発想で国産農林水産物・食品とこれ
に関連する多様なモノ・サービスとを結びつけるなどし、地産地消の推進、
国産消費の拡大、輸出の促進等の取組を行うほか 「食」がテーマのミラノ、
国際博覧会出展への取組を推進します。

＜背景／課題＞
・国内の食の市場が縮小する中、日本の には、2009年340兆円が雇用・所得を守るため

2020年に680兆円に拡大 世界の食のマーケ〔ATカーニー社試算〕するといわれている
ットを目指した 輸出の拡大や、国内企業の海外展開が必、日本産農林水産物・食品の

です。要
川上から川下に至る総合的なビジ・輸出額を倍増させ１兆円水準を達成するためには、

ネスサポート体制の下で、輸出に取り組む事業者の裾野を広げる 多くの輸とともに、
。出機会を創出していくことが重要です

・ とあわせて、東京電力福島第一原子力発電所主要輸出先国等におけるマーケティング
諸外国における輸入規制について、科学的なデータ等に基づく事故に伴い導入された

です。緩和・撤廃の働きかけが必要
国産農林水産物・食品の消費を拡大していくためには、様・国内外の市場を目指して、

々なモノ・サービスと結びつけるなど、現場の発想と多様な面からの関心を捉えつつ
があります。進めていく必要

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大
（4,511億円（平成23年）→１兆円水準（平成32年 ））

＜主な内容＞

１．輸出倍増プロジェクト １，１４８(１，０２３)百万円
事業者発掘から商談支援まで、 との連携強化を通輸出を飛躍的に拡大するため、 JETRO

するとともに、輸出拡じた、川上から川下に至る総合的なビジネスサポート体制を構築
大に必要な調査等を実施します。

委託費、補助率：定額

事業実施主体：JETRO、民間団体等

２．ミラノ国際博覧会政府出展への取組促進 ６０７(３０)百万円
「食」がテーマの2015ミラノ国際博覧会出展 日本館・展示物の設計・建築のため、

します。（制作 、行催事・広報活動の計画策定等を実施）
委託費

委託先：JETRO



（関連対策）

３．日本の食を広げるプロジェクト ３，９８４（－）百万円
、食に対する多様な関心の高まりを活用して国産農林水産物の消費拡大を図るため

国内外の市場を目指して、 国産農林水産物・食品とこれに関現場発の自由な発想で
地産地消、国産消費の拡大、連する多様なモノ・サービスとを結びつけるなどし、

輸出の促進等の取組を行います。

委託費、補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１の事業 食料産業局輸出促進グループ （０３－３５０２－３４０８(直)）
２の事業 食料産業局食品小売サービス課外食産業室

(０３－６７４４－０４８１(直)）
３の事業 大臣官房政策課食ビジョン推進室 (０３－６７３８－６１２０(直))



農林水産物の輸出対策の概要

○ ジェトロへの補助等を通じて、川上から川下に至る総合的なビジネスサポートを強化するほか、輸
出拡大に必要な調査等を行います。

○ 日本食・食文化の海外発信、現場発の自由な発想による輸出拡大の取組、ミラノ国際博覧会出
展への取組を推進します。

輸出促進事業

○ 総合的なビジネスサポート体制構築

○ 市場調査等マーケティングの実施
○ 原発事故による輸入規制の緩和の働きかけ
にむけたデータ整備

輸出倍増プロジェクト （1,148百万円）

○ 日本食・食文化の海外発信
○ 現場発の自由な発想に基づく輸出の取組支援 等

日本の食を広げるプロジェクト （3,984百万円）

○ 「食」がテーマのミラノ万博出展のため、日本館の設
計等を実施

ミラノ国際博覧会政府出展への取組促進 (607百万円)

攻めの農林水
産業の実現

所得の向上

地域経済活性化

対日理解の促進

食料安全保障に
貢献

課題

どうしたら
輸出できるの？

パートナーは
どう探すの？

日本の食の
魅力を伝えたい

他の国にも
輸出してみたい

マーケティング
情報が知りたい

輸出の拡大・ 有望輸出事業者の発掘・育成
・ 海外見本市への出展
・ 国内外での商談会の開催



輸出総合サポートプロジェクト
【１ 】，００２(－）百万円

対策のポイント
・ ジェトロへの補助を通じて、輸出に取り組む事業者等に対し川上から川
下に至る総合的なビジネスサポートを強化します。

＜背景／課題＞
・食料・農業・農村基本計画においては、農林水産物・食品の輸出額を2020年までに１

兆円水準とすることとされており、円高や原発事故の影響により輸出額が落ち込む中
でこの目標を達成するためには、農林水産物・食品の輸出促進の取組の強化を図るこ
とが必要です。

、 、 、・このため 輸出に取り組む事業者の裾野を広げるとともに 多くの輸出機会を創出し
川上から川下に至るまでの総合的なサポート体制の下、支援効果を高めていくことが
必要です。

・ジェトロでは、平成24年１月に農林水産物・食品輸出促進本部を設置し、海外事務所
に専門コーディネーターを配置するなど、農林水産物等の輸出に重点的に取り組んで
いるところであり、海外見本市や海外商談会などのBtoBの輸出支援機能を同機構に集
約し、事業効率を向上させ、飛躍的な輸出の拡大に繋げます。

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大
（4,511億円（平成23年）→１兆円水準（平成32年 ））

＜主な内容＞

輸出に取り組む事業者に対し、以下の取組を通じて継続的かつ一貫したビジネスサポー
トを提供します。

１．有望輸出事業者の発掘・育成
日本産農林水産物・食品の輸出に大きな可能性を有する事業者を全国から発掘する

とともに、輸出に係るセミナー等を通じて、新たな輸出事業者の育成を図ります。

２．海外見本市への出展
海外における日本産農林水産物・食品の商流の構築と効果的な普及を図るため、国

際見本市へジャパン・パビリオンを出展し、海外での輸出国日本のプレゼンスを高め
つつ、出展者の海外での販路拡大を支援し、輸出の拡大を図ります。

３．国内商談会
国内において、国外の有力なバイヤーとの商談会等を開催し、海外販路の拡大への

支援を通じて輸出の裾野を広げます。

４．海外でのマッチング商談会
日本産農林水産物・食品の海外向け商流拡大のため、輸出志向のある農林漁業者等

と現地需要者（輸入業者、卸売業者、小売業者等）とのマッチングの場（商談会)を
海外に設けます。

補助率：定額
事業実施主体：ジェトロ

[お問い合わせ先：食料産業局輸出促進グループ（０３－６７４４－７０４５（直 ）]）



輸出総合サポートプロジェクト （1,001,595千円）

・輸出企業の発掘・育成のためのセミナーの開
催及び輸出プロモータ－の設置

輸出の裾野拡大のためのセミナーを開催するととも
に、農林水産物等の輸出の知見を有する輸出プロモー
ターを設置し、有望な日本食品等を有する企業を発掘、
将来の輸出企業として育成。

・国内での農林水産物・食品に特化した商談会の
実施

海外各地から有力バイヤーを招聘し、農林漁業者等
が国内において直接商談を行う機会を提供する商談会
を全国で実施。

・海外での農林水産物・食品に特化したマッチ
ング商談会の実施

海外各地において近隣の有望バイヤーを招集し、現
地において農林漁業者等が直接商談を行う機会を提
供するマッチング商談会を開催。

・国際食品見本市への出展

海外の主要な国際見本市にジャパンパビリオンを設
置し、農林漁業者等と多数の海外バイヤーとが直接商
談できる機会を提供。

【実施上の課題】

●事業毎に民間事

業者を選択するやり

方では、個々に事務

費等の経費が発生

●専門以外の知見

や現地情報の収集

能力不足によるアド

バイス力の欠如

●海外拠点等現地

でのきめ細かな支援

体制の不備

●事業後のフォロー

アップ等継続的な支

援体制の不備

民間事業者 ＪＥＴＲＯ
「公益性と中立性を有する我
が国唯一の貿易促進機関」

・国内事務所
（38ヶ所（本部含む））

・海外事務所
（55ヶ国73ヶ所）

・食品関係等専門コーディ
ネーターの配置

・独自の調査部門

輸出に取り組む事業者に
対する継続的かつ一貫し
たビジネスサポートの提供

効果的・効率的
な事業の実現

事業の概要

実
施
主
体
の
一
元
化

・輸出機会の飛躍的拡大

・商談成約率の向上



輸出拡大推進委託事業
【１４６（３１７）百万円】

対策のポイント
・ 日本産農林水産物・食品の輸出拡大のためのマーケティング調査等を実

、 。施し 輸出促進政策の効果的な実施や事業者の取組成果の向上につなげます
・ 諸外国の輸入規制の緩和・撤廃に向けて効果的に働きかけるために必要
となる科学的データを収集・整備します。

＜背景／課題＞
・国内の食の市場が縮小する中、日本の には、2009年340兆円が雇用・所得を守るため

2020年に680兆円に拡大 世界の食のマーケ〔ATカーニー社試算〕するといわれている
ットを目指した 輸出の拡大や、国内企業の海外展開が必、日本産農林水産物・食品の

です。要
輸出先のマーケティング調査やボト・日本産農林水産物・食品の輸出拡大にあたっては、

を実施し、輸出促進政策の効果的な実施につなげるルネックとなる規制等に関する調査
とともに、事業者の取組に直接資するような情報を収集することが必要です。

科学的データを基・さらに、原発事故により大幅に減少した輸出を回復するためには、
を行うことが重要です。にした効果的な輸入規制の緩和・撤廃の働きかけ

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大
（4,511億円（平成23年）→１兆円水準（平成32年 ））

＜主な内容＞

１．国別マーケティング調査 ６５（６５）百万円
主要な輸出先国・地域及び今後輸出が伸びると思われる国・地域において、重点品

目やターゲットとする需要者についてのマーケティング調査等を実施します。
その成果を輸出促進の取組にフィードバックし、事業の効果的な実施と事業者の取

組成果の向上に繋げます。

２．輸入規制緩和の働きかけのための科学的データの整備 ８１（ー）百万円
輸出相手国の輸入規制条件に応じて戦略的に輸入規制措置の見直し要求ができるよ

う、食品の安全性の実証に必要な科学的データを整備するためのモニタリング調査等
を実施し、科学的根拠に基づいた効果的な輸入規制の緩和・撤廃の働きかけを行いま
す。

委託費

委託先：民間団体等

食料産業局輸出促進グループお問い合わせ先：
１の事業 ０３-３５０２-３４０８（直）
２の事業 ０３-６７４４-２０６１（直）



輸出拡大推進委託事業（１４６，１２０千円）

輸出の拡大

国別マーケティング調査
（６５，０００千円）

輸入規制緩和の働きかけのための
科学的データの整備
（８１，１２０千円）

効果的な輸入規制の
緩和・撤廃の
働きかけ

検討会

② 調査方針決定

モニタリング調査

製造工程における
放射性物質移行状況調査

調

査

③ 調査結果分析

① 課題整理

輸出促進施策の
効果的な実施

事業者の
取組成果の

向上

② 輸出のボトルネックとなる規制等に関する調査

① 輸出先国・地域のマーケティング調査

③ 対応方向の提案

④ 報告書の取りまとめ



27 日本の食を広げるプロジェクト

【３，９８４（－）百万円】

対策のポイント

国内外の市場を目指して、現場発の発想で国産農林水産物・食品とこれに

関連する多様なモノ・サービスとを結びつけつつ、地産地消、国産消費の拡

大、輸出の促進等を推進します。

＜背景／課題＞

消費面・食料自給率及び食料自給力の維持向上を実現するためには生産面の努力に加え、

です。でも大幅な変革が必要

多様な面からも日本の「食」への関心が・国内外では、教育、健康・福祉、観光や文化等

います。高まって

国内外の市場を目指して、国産農林水産物・食品の消費を拡大 現場・ していくためには、

の発想と多様な面からの関心を捉え、様々なモノ・サービスと結びつけつつ、進めてい

があります。く必要

政策目標

○食料自給率の向上に資するよう国産農林水産物の消費拡大を促

進

○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（4,511億円（平成23年）→１兆円水準（平成32年 ））

＜主な内容＞

国産農林水産物の消費拡大を図る 国食に対する多様な関心の高まりを活用して ため、

内外の市場を目指し 現場発の自由な発想 国産農林水産物・食品とこれに関連するて、 で

多様なモノ・サービスとを結びつけ 地産地消、国産消費の拡大、日本食・食るなどし、

等に取り組みます。文化の発信による輸出の促進

委託費、補助率：定額、１／２

委託先、事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房政策課食ビジョン推進室(03-6738-6120(直))］

【平成25年度予算の概要】

makoto_ito
長方形



日本の食を広げるプロジェクト H25新規 

○事業内容：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ検討、国内外での商談、海外見本
市への出展、人材育成、情報交換、普及ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ、
日本食の実践 等 

○具体取組例 
・料理人、日本食と食文化を組み合わせた海外展開拡
大に向けた取組 

・地域の事業者による生産・流通等がｾｯﾄになった海外
展開の取組 

・飲食、物販、旅行、文化も含めた｢食に関する場｣の海
外展開 

・海外展開のためのブランド確立に向けた取組 等 

１．趣旨 
 国内外の食に対する多様な関心の高まりを活用して国産農林水産物の消費拡大を図るため、国内外の市場を目指して、
現場発の自由な発想で国産農林水産物・食品とこれに関連する多様なモノ・サービスとを結びつけつつ、地産地消、国産
消費の拡大、日本食・食文化の発信による輸出の促進等を図り、もって食料自給率及び自給力の維持向上等に資する。 
（１）地産地消型：地産地消の取組により地域での消費拡大を推進 
（２）全国展開型：地域での地産地消等消費拡大の取組を全国的に展開 
（３）海外展開型：海外における国産農林水産物・食品の消費拡大の取組により輸出を促進 
 

２．予算規模   ４０億円   
 

３．事業採択 
 国産農林水産物の消費拡大を図る事業を事業毎に採択する。その際、以下の取組を優先して採択する。    
（①生産者、消費者等からの提案に基づくなど現場発の発想が踏まえられていること、②多様な事業体、モノやサービスと
結合していること。） 
 

４．事業実施主体  
 民間団体等（委託費、補助（定額、１／２）） 

（３）海外展開型 
○事業内容：メニューコンテスト等による商品
開発、販路開拓、人材育成、情報交換、購買促
進、現地検討会 等 

○具体取組例 
・地域における幅広い品目・ｻｰﾋﾞｽによる地産地
消の取組 

・ジビエ、伝統作物の普及促進 
・消費者の購買促進のための取組への支援 
・教育や観光との連携による地産地消の取組 
・病院･高齢者等への配食ｻｰﾋﾞｽにおける地産地
消の取組 等 

（１）地産地消型 

「地域」から「日本全国」、「世界」へ 

（２）全国展開型 

○事業内容：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ検討、国内での商
談、見本市への出展、人材育成、情報
交換、普及ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ 等 

○具体取組例 
・地産地消の全国的なﾈｯﾄﾜｰｸ化の取組 
・幅広い品目について、生産者と消費者   
が連携した消費拡大のための全国的な
取組 

・消費者の発想に基づく米粉等の全国的
な普及・啓発の取組 等 



「輸出促進ロゴマーク」を使ってみませんか！

「輸出促進ロゴマーク」（英語版）

世界各国の言語を用意しています。

「おいしい」（oishii）は、食品の味を賞賛する日本語であり、「日本」、「和」のイメージ

を力強く印象づける筆文字書体でデザインしています。「Japanese food quality」を包

含した朱色の四角は、品質の高い日本の農・林・水の各産物及び加工食品（計4種）が

世界に向けて勢いよく輸出されることを表現しています。 」

日本産農林水産物・食品の輸出に取り組む皆様へ

農林水産省では、日本産農林水産物・食品の輸出に当たり、日本産であ

ることの識別を容易にし、品質やおいしさなどを海外の消費者にアピール

するための「輸出促進ロゴマーク」を作成しています。

このロゴマークは、ご自身が取り組む輸出の中で、商品の包装資材、ポ

スター、名刺などに印刷やシールという形でご使用いただけます（印刷代、

シール代は自己負担）。

使用に当たっては、日本産の農林水産物・食品の輸出に用いること、マ

ークのデザイン、色、縦横比を変えないことなど一定の約束をお守りいた

だきますが、使用されたい方は輸出促進グループまでご連絡下さい。

食料産業局輸出促進グループ 電話 03-3502-3408

農林水産省HP 輸出促進ロゴマーク
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_logo/index.html

農林水産物等輸出促進メールマガジンのご紹介

最新の情報は、農林水産省の輸出促進対策のホームページからご覧いた

だくことができます。

農林水産省HP 農林水産物等輸出促進メールマガジン
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_mailmaga/index.html

メールマガジンでは、最新情報をタイムリーに発信しております。

ぜひご登録下さい。
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