
関係機関による食輸出の推進体制

５ 近畿の関係機関が連携した輸出関連の動き

○ ＡＬＬ関西での「食」の輸出促進を図るため、平成24年５月、国内外での「食」の輸出関連事業の企画、運営を

担うＡＬＬ関西「食」輸出推進委員会、その活動への公的機関による実施協力や助言を目的としたＡＬＬ関西「食」

輸出戦略会議が組織され、近畿農政局も当該戦略会議に参画。

-９-

ＡＬＬ関西「食」輸出戦略会議

◆メンバー：（公社）関西経済連合会、大阪商工会議所、関西エアポート㈱、関西国際空港全体構想促進協議会
近畿農政局、近畿経産局、近畿運輸局、JETRO大阪本部、中小機構近畿、関西地域振興財団

協力機関
関係事業者

各自治体大使館、JETRO

ＡＬＬ関西「食」輸出推進委員会

◆メンバー：（公社）関西経済連合会、大阪商工会議所、関西エアポート㈱、関西国際空港全体構想促進協議会

取組に対する
実施協力、助言



協同組合の取組スキーム

６ 関西・食・輸出推進事業協同組合の取組

○ 個別の事業者だけでは克服しにくい課題に共同で対応するプラットフォームの構築の必要性を感じた関係者

が中心となり、平成25年８月、中小事業者の海外進出総合支援を行う関西・食・輸出推進事業協同組合（以下

「組合」という。）を設立。

○ この取組は広く支持され、当初４社であった組合員数は、平成30年１月時点で69社（牛肉、水産物、青果物、

加工食品事業者等）まで増加。

○ 近畿農政局は、事業協同組合としての認可を行うとともに、情報提供等を通じて取組を支援。
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関西フードエクスポート＆ブランディング協議会

ＡＬＬ関西「食」輸出戦略会議
◆平成24年5月設立
◆メンバー：農林水産省近畿農政局 経済産業省近畿経済産業局

国土交通省近畿運輸局 ジェトロ（大阪本部）
ＡＬＬ関西「食」輸出推進委員会

ＡＬＬ関西「食」輸出推進委員会
◆平成24年5月設立
◆メンバー：関西エアポート㈱ 関西国際空港全体構想促進協議会
(公社)関西経済連合会 大阪商工会議所

三井住友海上火災保険株式会社
組合連携、組合・関空向け保険商品提供、各種情報提供、国内外企業

マッチング

株式会社三井住友銀行
国内外企業マッチング、各種情報提供、ファイナンシャルアドバイス

日本通運株式会社
国内・海外拠点連携による物流ニューモデル構築、各種情報提供、国内

外企業マッチング

関西エアポート株式会社
ALL関西「食」輸出戦略会議、ALL関西「食」輸出推進委員会連携、事業推進

サラヤ株式会社
海外輸出における衛生管理・HACCAP取得等支援

取組を支援

関西・食・輸出推進事業協同組合
小事業者の海外進出総合支援（海外窓口、貿易実務・決済代行、各種情

報提供等）

７ 組合を中心としたＡＬＬ関西による取組

○ 組合の取組を促進するため、平成26年４月、物流、商流、保険等の面から組合の活動をサポートする関西

フードエクスポート＆ブランディング協議会が設立。

○ 本協議会の取組については、ＡＬＬ関西「食」輸出推進委員会等も支援しており、地域の各機関とも連携した

ＡＬＬ関西での「食」の輸出に向けた取組が推進中。
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取組に対する
実施協力、助言

凸版印刷株式会社
ブランディング、パッケージング、梱包、等
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（参考）関西ﾌｰﾄﾞｴｸｽﾎﾟｰﾄ&ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ協議会の事業ｲﾒｰｼﾞ

国内アンテナショップ
（大阪市内）組合員

（加工品サプライヤー）

組合員
（食肉サプライヤー）

組合員
（水産物サプライヤー）

大手百貨店
（マレーシア）

消費者

消費者

消費者
ホテル
レストラン

組合員
（青果物サプライヤー）

BUYER
(輸入者）

協同組合
（輸出者）

④リスク対策：KANSAI FOOD 共済制度

⑦物流支援：KANSAI FOOD CHAIN

⑥販路の開拓支援（海外販売促進機会の提供）

・大手百貨店（マレーシア）の会員向け詰め合わせギフトパッケージのカタログ通販
・国内でのアンテナショップ設置
・商談会、物産展等販路拡大機会の提供

・産地から、最終バイヤーまでの最適輸送
・最新の輸送技術を駆使して、高次元での輸送品質を管理

・国内でのリスク対策（保険付保）
・海外進出時支援（海外PL、海上保険、代金債務不履行等）

「ＫＡＮＳＡＩ ＦＯＯＤ ＰＡＣＫＡＧＥ」の導入 ☆8本柱で中小事業者の収益拡大を総合的に支援する仕組みを構築

⑤衛生面からの支援

・加工工場等におけるHACCAP取得等支援
・海外輸出における衛生等提案

②梱包・デザイン等の支援

・ブランディング、デザイン等提案
・賞味期限延長資材等梱包提案

③実務面からの支援

・中小企業集合化による競争力の向上
・海外輸出にかかる実務面からの支援

⑧IT面からの支援

・中小企業の生産、流通、在庫等のIT化支援
・商品カタログ等PR支援

①経営支援

・資金繰り等アドバイス
・補助金（国・自治体）の紹介、獲得支援

全国の中小企業へ展開

訪日外国人旅行客

日本人観光客



◇第１回 「輸出先としての香港の魅力について」（12/6/22）

◇第２回 「卸業者が輸出に取り組むﾒﾘｯﾄについて」（12/7/27）

◇第３回 「輸出実務で知っておくべきこと」（12/8/31）

◇第４回 「農水省の輸出事業の活用方策について」（12/9/24）

◇第５回 「海外での商標問題への対策について」（12/10/26）

◇第６回 「輸出商品のPL法と輸出保険の取扱いについて」（12/11/30）

◇第７回 「ALL関西「食」輸出推進事業の取組みについて」（13/1/29）

◇第８回 「国別・商品別輸出セミナーVer.1(韓国・酒類編)」（13/４/５）

◇第９回 「植物・動物検疫、通関実務について」（13/6/28）

◇第10回 「関空の生鮮のハブ空港化に向けて」（13/8/26）

◇第11回 「輸出事業者によるプレゼンテーション会」(13/10/15)

◇第12回 「国別・商品別輸出セミナーVer.2(香港・牛乳編)」（13/12/11）

◇第1３回 「マレーシア向けの日本酒提案について」(14/11/21)

輸出セミナー＆情報交換会

関係機関と連携したイベント

◇ 「ALL KANSAI「食」輸出セミナー＆海外出展商談会」（13/5/8）

◇ 「2014関西の食を世界に広めるマルシェ」（14/2/19）

◇ 「農林水産物・食品分野における海外展開セミナー」（12/12/17）

◇ 「ALL関西品評会」（13/2/20）

◇ 「輸出商社と食品事業者等との交流会」（1４/９/19）

◇ 「2015関西の食を世界に広めるマルシェ」（15/2/18）

◇ 「ALL KANSAI「食」輸出セミナー＆海外向け商談会」（14/5/27）

◇ 「ALL KANSAI「食」輸出セミナー＆海外出展商談会」（12/4/17）

◇第1４回 「関西の「港」における食の輸出に向けた今後の展開」(15/７/21)

◇ 「ALL KANSAI「食」輸出セミナー＆海外出展商談会」（1５/5/１３）

◇第1５回 「ハラールとハラール認証について」(15/９/25)

◇第16回 「インバウンドへの対応を通じた輸出事業の展開」(15/11/27)

◇ 「2016関西の食を世界に広めるマルシェ」（16/2/17）

◇ 「ALL KANSAI「食」輸出セミナー＆海外出展商談会」（16/6/１）

◇第17回 「輸出を見据えたＨＡＣＣＰへの対応と今後の展開」(16/9/26)

◇第18回 「知っておきたい輸出の基礎知識」(17/２/８)

８ 近畿農政局における輸出の取組

○ 近畿農政局では、輸出に取組む事業者を支援するため、先進的に輸出に取り組む事業者や輸出に関する制

度等に精通した方を講師とした輸出セミナー＆情報交換会、関係機関と連携したイベント等を開催。

近畿農政局における輸出セミナー等開催実績

（１） 情報提供や商談機会の提供

◇第１回 「輸出先としての香港の魅力について」 (12/6/22)
◇第２回 「卸業者が輸出に取り組むメリットについて」 (12/7/27)
◇第３回 「輸出実務で知っておくべきこと」 (12/8/31)
◇第４回 「農水省の輸出事業の活用方策について」 (12/9/24)
◇第５回 「海外での商標問題への対策について」 (12/10/26)
◇第６回 「輸出商品のＰＬ法と輸出保険の取扱いについて」 (12/11/30)
◇第７回 「ＡＬＬ関西「食」輸出推進事業の取組について」 (13/1/29)
◇第８回 「国別・商品別輸出セミナーVer.1（韓国・酒類編）」 (13/4/5)
◇第９回 「植物・動物検疫、通関実務について」 (13/6/28)
◇第10回 「関空の生鮮のハブ空港化に向けて」 (13/8/26)
◇第11回 「輸出事業者によるプレゼンテーション会」 (13/10/15)
◇第12回 「国別・商品別輸出セミナーVer.2（香港・牛乳編）」 (13/12/11)
◇第13回 「マレーシア向けの日本酒提案について」 (14/11/21)
◇第14回 「関西の「港」における食の輸出に向けた今後の展開」 (15/7/21)
◇第15回 「ハラールとハラール認証について」 (15/9/25)
◇第16回 「インバウンドへの対応を通じた輸出事業の展開」 (15/11/27)
◇第17回 「輸出を見据えたＨＡＣＣＰへの対応と今後の展開」 (16/9/26)
◇第18回 「知っておきたい輸出の基礎知識」 (17/2/8)
◇第19回 「経済連携協定（ＥＰＡ）の上手な活用方法」 (17/6/20)
◇第20回 「輸出に向け産地で取り組むべきこと」 (17/9/27)

関係機関と連携したイベント

◇ 「ALL KANSAI 「食」輸出セミナー＆海外出展商談会」 (12/4/17)
◇ 「農林水産物・食品分野における海外展開セミナー」 (12/12/17)
◇ 「ALL関西品評会」 (13/2/20)
◇ 「ALL KANSAI 「食」輸出セミナー＆海外出展商談会」 (13/5/8)
◇ 「2014関西の食を世界に広めるマルシェ」 (14/2/19)
◇ 「ALL KANSAI 「食」輸出セミナー＆海外出展商談会」 (14/5/27)
◇ 「輸出商社と食品事業者等との交流会」 (14/9/19)
◇ 「2015関西の食を世界に広めるマルシェ」 (15/2/18)
◇ 「ALL KANSAI 「食」輸出セミナー＆海外出展商談会」 (15/5/13)
◇ 「2016関西の食を世界に広めるマルシェ」 (16/2/17)
◇ 「ALL KANSAI 「食」輸出セミナー＆海外出展商談会」 (16/6/1)
◇ 「食品輸出商談会 in 大阪」 (16/6/1)
◇ 「2017関西の食を世界に広めるマルシェ」 (17/2/21)
◇ 「ALL KANSAI 「食」輸出セミナー＆海外出展商談会」 (17/6/29)
◇ 「ジェトロ食品輸出商談会 in 大阪」 (17/8/28-29)
◇ 「大阪港 食の輸出セミナー＆商談会」 (17/9/12)
◇ 「2018関西の食を世界に広めるマルシェ」 (18/2/20)
◇ 「ジェトロ食品輸出商談会 in 大阪」 (18/2/20-21)
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◆ 平成29年６月29日、関西エアポート株式会社、関西・食・

輸出推進事業協同組合と連携し、「KIX『食』の商談会＆セ

ミナー」を開催。

当セミナーでは、販路拡大セミナーと海外及び日本のバイ

ヤーとの商談会を開催。近畿農政局は、相談ブースを設けて

事業者からの輸出相談に対応。

開催日：平成29年６月29日

場 所：ホテル日航関西空港

国際会議場

参加者：152名

◆ 平成29年９月12日、大阪市港湾局、関西・食・輸出推進事

業協同組合等と連携し、「大阪港 食の輸出セミナー＆商談

会」を開催。

当セミナーでは、食の輸出セミナーと海外バイヤーとの商

談会を開催。近畿農政局は、相談ブースを設けて事業者から

の輸出相談に対応。

開催日：平成29年９月12日

場 所：大阪南港 ATCビル

参加者：215名

◆ 第19回輸出セミナー（平成29年６月20日開催 参加者：35名）

経済連携（EPA）の上手な活用方法をテーマに開催。

セミナーでは、大阪税関及び大阪商工会議所からＥＰＡの原産

地規則及び原産地証明書の取得手続関する説明の後、意見交換

を実施。

＜セミナープログラム＞

「経済連携協定(EPA)の原産地規則」

「第一種特定原産地証明書の具体的な取得手続」

「HACCP構築から検証までのサポート事例

紹介」

◆ 第20回輸出セミナー（平成29年９月27日開催 参加者：43名）

輸出に向け産地で取り組むべきことをテーマに開催。

セミナーでは、輸出検疫担当者及び輸出に取り組む産地の担当

者による説明の後、意見交換を実施。

＜セミナープログラム＞

「輸出に向けた植物検疫」

「輸出に向けた産地の取組」

「輸出で留意すべき様々なリスク」

輸出セミナー＆情報交換会

○ 平成29年度は、輸出事業者の支援を目的とした輸出セミナー＆情報交換会を２回開催（農政局主催）。

○ 平成29年６月には、関西エアポート(株)と関西・食・輸出推進事業協同組合と連携し、９月には、大阪市と関

西・食・輸出推進事業協同組合等と連携し、食輸出セミナー＆商談会の開催に協力。

（２） 平成29年度の取組①

食輸出セミナー＆商談会
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平成30年２月20日、ジェトロ大阪本部、関西フードエキスポー

ト＆ブランディング協議会、関西・食・輸出推進事業協同組合、

関西エアポート㈱と連携し、輸出に関心のあるサプライヤーと海

外から招聘した食品バイヤーと試食型食品輸出商談会の場を

提供する「2018関西の食を世界に広めるマルシェ」を開催。

開催日：平成30年２月20日

場 所：梅田スカイビル

参加者：＜サプライヤー＞17社

＜バイヤー＞17社

（中国、ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシ

ア、イスラエル、英国、フランス、ベルギー、ポ

ーランド、カナダ、オーストラリア）

-15-

○ 平成30年１月には、近畿経済産業局と合同で「関西食の輸出促進施策合同説明会」を開催。

○ 平成30年２月には、日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、関西フードエキスポート＆ブランディング協議会

等と連携し、輸出拡大を目的としたビジネスマッチングの場を提供するイベントの実施に協力。

平成30年１月31日、近畿経済産業局と合同で、管内の府県のほか、ジェ

トロなど16機関により、平成30年度の輸出促進関連事業・施策等を説明す

る「平成30年度関西食の輸出促進施策合同説明会」を開催。

第一部の輸出関係施策説明会では、各機関から、輸出の拡大につながる

支援事業や海外バイヤーとの商談会等の情報を紹介。

第二部の個別相談会では各機関がブースを設け、第一部で紹介した支援

事業や商談会等に関する事業者からの問合せや相談に対応。

開催日：平成30年１月31日

参加者：73名（うち局外66名）

協力機関：近畿農政局、近畿経済産業局、近畿運輸局、近畿地方整備局、大

阪国税局、大阪税関、ジェトロ大阪本部、中小企業基盤整備機構近

畿本部、日本貿易保険大阪支店、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、阪神国際港湾戦略事務局ポートセールス部会（阪神国際港

湾株式会社、近畿地方整備局、神戸市、大阪市）、大阪市、神戸市

平成30年度関西食の輸出促進施策合同説明会

施策説明会の様子 個別相談会の様子

2018関西の食を世界に広めるマルシェ

開会挨拶 商談の様子

（２） 平成29年度の取組②



補助事業の実績

９ 輸出関連の補助事業による支援

○ 今後輸出拡大が期待される農林水産物・食品の輸出に取り組む団体が行うフェアへの出店や商談会などの

販売促進活動等の取組について、補助事業により支援（事業名：輸出に取り組む事業者向け対策事業）。

○ 平成29年度事業において、近畿農政局管内では、日本手延素麺協同組合連合会と関西・食・輸出推進事業

協同組合の取組を採択。
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事業年度 団体名 取扱品目 対象国・地域

平成26年度

ひょうごの美味し風土拡大
協議会

牛肉、たまねぎ
香港、シンガポール、ドバ
イ、EU

京都府農林水産物・加工品 加工食品、青果物、牛肉、
茶、水産物

シンガポール、フランス
輸出促進協議会

和歌山県農水産物・加工食
桃、柿、みかん シンガポール、マレーシア

品輸出促進協議会

日本花き国際化推進協議
会

花き アメリカ、カナダ、オランダ

関西フードエキスポート＆ 水産物、加工食品、青果
物、牛肉

マレーシア、タイ
ブランディング協議会

兵庫県漁業協同組合連合
会

海苔 ブラジル

平成27年度

関西・食・輸出推進事業協
同組合

水産物、加工食品、青果
物、牛肉青果物、牛肉、コ
メ・コメ加工品

マレーシア、タイ、シンガ
ポール、インドネシア、
UAE（ドバイ）

日本手延素麺協同組合連
合会

手延べそうめん タイ

平成28年度

関西・食・輸出推進事業協
同組合

水産物、加工食品、青果
物、牛肉青果物、牛肉、コ
メ・コメ加工品

マレーシア、タイ、シンガ
ポール、マカオ、カンボジ
ア、UAE（ドバイ）

日本手延素麺協同組合連
合会

手延べそうめん ベトナム

平成29年度

関西・食・輸出推進事業協
同組合

水産物、加工食品、青果
物、牛肉青果物、牛肉、コ
メ・コメ加工品

マレーシア、タイ、シンガ
ポール、マカオ、台湾

日本手延素麺協同組合連
合会

手延べそうめん タイ

関西・食・輸出推進事業協同組合では、タイ、マレーシア、シンガポ

ール等において、商談会、物産展、レストランフェア等を積極的に開

催することにより、現地インポーターが百貨店・スーパー、ホテル、レ

ストランに商品提案しやすい環境づくりを構築。

この結果、エンドユーザーの新規獲得につながり、輸出額が増加。

＜関西・食・輸出推進事業協同組合の輸出額の推移＞

平成26年度 → 平成28年度

0.7億円 1.3億円

関西・食・輸出推進事業協同組合の取組

現地レストランでの商談会風景現地百貨店での物産展風景



近畿農政局管内における輸出証明書の発行実績

10 輸出証明書の発行

○ 平成23年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、中国や韓国、ＥＵなどは、日本から

輸出される食品等（国・地域によっては飼料を含む）について、日本政府の管轄当局が発行する輸出証明書

（産地証明書、放射性物質検査証明書）を求めている。

○ 平成25年４月１日以降、水産物・酒類を除く食品の輸出証明書は、近畿農政局が発行。水産物の輸出証明書

は水産庁及び和歌山県が、酒類の輸出証明書は大阪国税局が発行。

○ 平成29年４月から、動植物検疫所において動植物検疫証明書と併せて輸出証明書を交付。
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平成23年度
(H23.7～H24.3)

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 計

中国 2,053 7,751 7,803 7,971 12,536 15,723 16,381 70,218

韓国 3,493 3,206 3,011 3,272 3,552 3,416 3,561 23,511

シンガポール 278 226 166 178 342 358 423 1,971

タイ 667 389 410 436 47 0 0 1,949

マレーシア 427 491 - - - - - 918

小計 6,918 12,063 11,390 11,857 16,477 19,497 20,365 98,567

5,172 5,019 4,368 3,912 3,552 1,084 989 24,096

- 22 39 62 110 168 231 632

391 121 20 25 43 26 2 628

12,481 17,225 15,817 15,856 20,182 20,775 21,587 123,923合計

アジア

欧州(EU、EFTA等)

中東

その他



○ 最新の情報は、農林水産省ホームページのほか、近畿農政局のホームページから御覧いただけます。
http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/yusyutu/index.html （輸出促進対策）
http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/6zi_sangyo/club/6jiclub.html （近畿農業・農村６次産業倶楽部）
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11 近畿農政局のホームページ・メールマガジンの御紹介

原発事故による諸外国・地域の輸入規制の状況や
輸出証明書の発行は、こちらから確認できます。

最近のイベント情報等は、こちらに随時掲載します。

輸出促進、６次産業化等の施策や各種イベントを
紹介するメールマガジンを発行しています。

輸出促進、６次産業化等に関する情報を
随時発信しています。
https://www.facebook.com/6jiclub

http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/yusyutu/index.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/6zi_sangyo/club/6jiclub.html
https://www.facebook.com/6jiclub

