
農林水産物・食品の輸出促進について 

（輸出環境課題の解決に向けた取組） 

平成27年８月４日 

食料産業局輸出促進グループ 

資料１ 



農林水産物・食品の輸出額の推移 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成 
○為替レートの推移

年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
円／ドル 110 116 118 104 94 88 80 80 97 105
円／ユーロ 137 145 161 154 130 117 111 102 129 140
出典：税関「税関長公示レート」を基に農林水産省作成

農林水産物・食品の輸出は、２年連続で伸びており、平成26年は、昭和30年に輸出額の統計を取り始めて以来
の最高値となった。また、平成27年１－５月の輸出も対前年同期比25.2％と好調な伸びとなっている。 
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[2013] 

「和食」無形文化
遺産登録決定 

[2015] 

ミラノ万博開催 
テーマ「地球に食料を、 
生命にエネルギーを」 

[2020] 

オリンピック・ 
パラリンピック 

東京大会 

日本食・食文化魅力発信 

HOP 

JUMP 

STEP 

2012年  
4,500億円 

2016年目標  
7,000億円 

2020年 
目標  

1兆円 

輸出額１兆円を 

大きく超えていく 

農林水産物・食品の輸出額 

和食・食文化の普及/
世界の料理界で日本
食材の活用推進
（Made FROM Japan） 

日本の「食文化・ 
食産業」の海外展
開 
（Made BY Japan） 

日本の農林水産
物・食品の輸出 
 
（Made ＩＮ Japan） 

ＦＢＩ戦略 

ＦＢＩ戦略を下支え 

 
○他省庁との連携 
 クールジャパン戦
略、ビジットジャパ
ン戦略との連携、在
外公館やジャパン・
ハウスの活用等によ
り、日本食・食文化
を総合的に発信。 

 

○輸出環境課題の解決 
 引き続き、原発事故後の輸入規
制の撤廃・緩和の働きかけを、輸
入停止措置をとる国・地域（中国、
台湾等）を中心に強化。 
「輸出環境課題レポート」を作成
し、優先順位を付けて課題解決に
取り組む。 

 
○国別・品目別輸出戦略          
 (2013年8月策定) 
○輸出戦略実行委員会 
 （2014年6月設置） 
○27年度輸出拡大方針    
 （2015年1月策定） 
→PDCAサイクルにより、毎
年点検・改訂。 
  

○ジャパン・ブランドの確立 
品目別輸出団体（コメ・コメ
加工品、牛肉、日本茶、林産

物、花き、水産物、青果物の
７団体）の産地間連携、品目
間連携の取組をジェトロと一
体となって支援。 

2014年 
6,117億円 

戦略的に輸出拡大を実施 

戦略に基づく輸出拡大の取組 

○ 2014年の輸出額は、過去最高の6,117億円。（KPI達成のため、2012年の4,497億円から2020年の
1兆円まで直線的に輸出額が拡大すると仮定した場合の5,873億円を上回っている。） 

食料産業局 
輸出促進Ｇ修正 

１３ 

２ 



農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略（2013年8月策定） 

３ 

日本再興戦略 

（2013年6月） 
で目標設定 



2014年6月設立 
構成：品目別団体（コメ、畜産物、茶、花き、酒、木材、水産物）、全国知事会、日本貿易会、JETRO、 

食品産業センター、全農、全中、関係省庁（農水、外務、財務、厚労、経産、国交、観光、知財事務局） 
目的：重点品目ごとの輸出戦略に基づき、オールジャパンでの輸出拡大に取り組む 品目部会 

輸出商社等の専門家も含めた議論の場を設置し、品目別輸出団体等が輸出拡大に向けて取り組むべき方針を作成。 
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売
市
場
部
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地方ブロック意見交換会 

品目横断的な主要テーマについて、輸出を促進／

障害を除去するための方策を議論。 

地域ごとの課題を聴取。輸出戦略、産地間連携の取組みを説明し、意見交換。 

Cool Japan戦略 

輸出戦略実行委員会 

・相談対応＝情報のワンストップサー
ビス 
（2014年4月～15年3月末の相談窓口実績
10,444件）  

・輸出事業セミナーの開催 
（商談スキルセミナー、海外マーケットセミ
ナー等）  

・国内商談会の開催  

・専門家によるサポート（個別企業支援）   
等 

本部（東京・大阪） 
国内42貿易情報ｾﾝﾀｰ 海外事務所 

56カ国、76事務所 

・海外商談会の開催 
・海外見本市への出展 

・海外プロモーターによるサ
ポート（商談、マッチング、バイ
ヤー発掘 等）  

・市場調査 等 

現 
 

 

地 

日本 
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国際農産
物等市場

構想 

Global Food 
Value-Chain

戦略 

Visit Japan戦略 

国 
 

内 

○輸出拡大方針の策定   ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝでのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（対象市場、ＰＲ手法等の選定）、品目別輸出団体の育成の検討 等 
○優先的に対応が必要な規制・制度の整理 

【取組】 産地間連携の推進、市場調査、見本市、商談会への参加、ジャパンブラ ンド確立、オールジャパンでの日本産品ＰＲ 等 

品目ごとの輸出団体 

ＪＥＴＲＯ （例） 品目別輸出団体による共同セミナー、ＰＲレセプショ ンの開催（平成27年１月ベルリン、５月ロンドン） 

農林水産省等と一体となって支援 

農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略 
（2013年８月策定） 
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農林水産物等輸出促進全国協議会 

●農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略に基づく取組の検証や、オールジャパンでの実効性ある輸出拡大に向けた取組体制等について議論を行
うため、農林水産物等輸出促進全国協議会の下に各重点品目の団体等で構成する輸出戦略実行委員会を設置。 

輸出促進の推進体制（輸出戦略実行委員会） 

４ 



コメ・コメ加工品 

全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会 

・発足日：平成26年11月27日 

・会員数：６９（コメ・コメ加工品関係団体、生産者団体、事業者等） 

・会 長：木村良（木徳神糧（株）会長）  

牛肉（畜産物） 

日本畜産物輸出促進協議会 
（牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、牛乳乳製品を対象） 

・発足日：平成26年12月8日 

・会員数：９６（畜産関係全国団体・地方団体、地公体、事業者等） 

・会 長：中須勇雄（（公社）日本食肉協議会会長）  

日本茶 

日本茶輸出促進協議会 

・発足日：平成26年12月22日 

・会員数：３（茶関係全国団体（県レベルの団体等を傘下に含む） 

・会 長：榛村純一（（公社）日本茶業中央会会長）  

林産物（木材） 

（一社）日本木材輸出振興協会 

・発足日：平成27年1月29日 

・会員数：９３（木材関係全国団体・地方団体、地公体、事業者等） 

・会 長：安藤直人（東京大学名誉教授）  

花き  

全国花き輸出拡大協議会 

・発足日：平成27年2月17日 

・会員数：４４（花き関係全国団体・地方団体、事業者等） 

・会 長：田島鉄弥（（一社）日本花き生産協会顧問）  

水産物 

水産物・水産加工品輸出拡大協議会 

・発足日：平成27年2月23日 

・会員数：７（水産関係全国団体（県レベルの団体を傘下に含む） 

・会 長：齋藤壽典（（一社）大日本水産会顧問）  

品目別輸出団体の設立 

●オールジャパンで輸出に取り組む品目別輸出団体を、全ての主要品目で設立。ジャパンブランドの育成、産地連携の取組等を
実施。 

青果物 

日本青果物輸出促進協議会 

・発足日：平成27年5月28日 

・会員数：５（青果物関係全国団体、事業者等） 

・会 長：守谷潤一（（一社）日本青果物輸入安全推進協会会長）  
５ 



○ このように、商流の確立・拡大のため、「国別・品目別輸出戦略」に基づいた輸出拡大の取組を、各
省連携の下で加速化する。    

○更なる輸出拡大のため、輸出の障害となっている様々な規制等を取り除く必要（輸出環境の整備）。 

 特に原発事故後に各国で取られた輸入規制措置に対しては、これまで以上に、政府一体、国全体と
なって、政治レベルの支援も受けながら、撤廃・緩和の働きかけを行っていく必要。 

  

輸出環境の
整備 

 

商流の確立 
商流の拡大 

更なる輸出拡大に向けた方向性 

○「農林水産物・食品国別・品目別輸出戦
略」（2013年8月） 
○「輸出戦略実行委員会」（2014年6月設

置）での議論を踏まえた品目別輸出拡大
方針の策定 

○品目別輸出団体の立ち上げ 
○JETROによる見本市、商談会の開催等
の輸出事業者サポート  など 

○各省連携による輸出拡大の

取組 
○農林漁業成長産業化ファンド
、Made BY Japanとの有機的な
連携 
○GI制度も有効活用した地域

産品の輸出拡大 
○2020年東京オリンピック・パラ
リンピックでのPR など 
 

○「輸出環境課題レポート」の
作成 

○優先順位を付けた輸出環
境整備への取組 

○戦略的な動植物検疫協議
の実施 など 

○輸入規制措置の緩和・撤

廃に向けて、諸外国・地域
に正確な情報を提供した上
で、科学的根拠に立った対
応を強く働きかけ 

特に原発事故
への対応 

６ 

早急な解決が必要！ 



ｓ

水産物 コメ・コメ加工品 青果物 牛肉 林産物 茶 花き

○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○模倣・知的財産の侵害対策 ○日本産牛肉の輸入禁止 ○木構造設計規範への対応

○精米・燻蒸施設の認定取得 ○木材のくん蒸処理

○模倣・知的財産の侵害対策 ○残留農薬基準(2014.8施行)への対応 ○残留農薬基準への対応

○フグの輸出解禁への対応 ○月齢制限の撤廃　　　　※2015年1月撤廃

○残留農薬基準への対応 ○残留農薬基準への対応

○模倣・知的財産の侵害対策 ○日本産牛肉の輸入禁止

○検疫条件の設定(トマト)

○検疫条件の設定(りんご)

○検疫上の生産地域の追加(かんきつ類) ○月齢制限の撤廃

　　　※2014年11月対象県が縮小（8県→3県）

　　　※2014年11月対象県が縮小（8県→3県） 　　　※2014年11月対象県が縮小（8県→3県）

○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○ハラール認証の取得(水産加工品) ○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化 ○日本産牛肉の輸入禁止

○ハラール認証の取得

○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○植物由来食品の生産国認定 ○日本産牛肉の輸入禁止　　　※2014年11月解禁

○園芸作物の輸入ライセンスの取得

○ハラール認証の取得(水産加工品) ○輸入利用港の制限

○ハラール認証の取得

○ハラール認証の取得 ○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○日本産牛肉の輸入禁止

　　　※2014年11月規制緩和（サウジアラビア） 　　　※2014年11月規制緩和（サウジアラビア） 　　　※2014年11月規制緩和（サウジアラビア）

　　　※2014年12月規制緩和（バーレーン、オマーン） 　　　※2014年12月規制緩和（バーレーン、オマーン） 　　　※2014年12月規制緩和（バーレーン、オマーン） 　　　※2014年11月規制緩和（サウジアラビア）

○ハラール認証の取得(水産加工品) ○ハラール認証の取得 　　　※2014年12月規制緩和（バーレーン、オマーン）

○ハラール認証の取得

○残留農薬基準への対応

○かつお節輸出に向けた対応 ○GLOBAL G.A.P.認証の取得

○EU・HACCPの取得 ○GLOBAL G.A.P.認証の取得

○日本産牛肉の輸入禁止　　　※2014年12月解禁

○米国食品安全強化法(FSMA)への対応 ○検疫条件の緩和(うんしゅうみかん)　　※2014年11月緩和 ○残留農薬基準への対応

○米国HACCPの取得 ○検疫条件の設定(かき) ○米国食品安全強化法(FSMA)への対応

　　※2014年12月規制緩和（対象から除外）

○米国食品安全強化法(FSMA)への対応

○包装米飯の製造工程に関する承認 ○米国食品安全強化法(FSMA)への対応

　第１グループ（特に優先） 赤字

　第２グループ（優先） 緑字

　第３グループ　 青字

　国と事業者との協同で対応する課題　

　委員会取りまとめ（2014年11月）後に
　解決・進捗した課題

輸出戦略実行委員会において当面取り組むべきと整理された輸出環境課題について

○模倣・知的財産の侵害対策

○模倣・知的財産の侵害対策

　　　※2014年12月規制緩和（バーレーン、オマーン）

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(５県)）

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県))

加工食品

ブラジル

メキシコ

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(５県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(８県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除(トルコ))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国))

－

－

－

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県))

－

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　（放射性物質検査証明書の要求の解除（５県））○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(５県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　（輸入停止品目の解除（５都県））○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(５県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　（通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除）

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(５県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　（放射性物質検査報告書又は全ロット検査の要求の解除（全

都道府県））

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(10都県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　(通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除(トルコ))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県))

○模倣・知的財産の侵害対策

○模倣・知的財産の侵害対策

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(全都道府県）)

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査報告書の要求の解除(８県))

○模倣・知的財産の侵害対策

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(５県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除)

○既存添加物(クチナシ、ベニバナ、ベニコウジ)の使用許可

ベトナム

インドネシア

インド

－

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　（放射性物質検査報告書の要求の解除（８県））

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　（放射性物質検査報告書要求の解除（８県））

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　（輸入停止品目の解除（福島県）、放射性物質検査報告書の

要求の解除（福島県））○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

（放射性物質検査報告書の要求の解除（福島県））

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　（放射性物質検査報告書又は全ロット検査の要求の解除（全

都道府県））

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(４県))
フィリピン

　　　※2014年11月対象県が縮小（8県→3県）タイ

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査報告書の要求の解除(８県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(８県))

韓国

中国

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(13都県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(１0都県))

○模倣・知的財産の侵害対策

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(５県)

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(５県))

香港
○模倣・知的財産の侵害対策

台湾
○模倣・知的財産の侵害対策

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除(トルコ))

　　　※2014年11月規制緩和（サウジアラビア）

○ハラール認証の取得

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(10都県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(８県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(８都道県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(13都県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

(放射性物質検査証明書の要求の解除）

○乳・乳製品の輸入停止の解除

○食品安全法に基づく国家基準への対応

○表示ラベル規制への対応

○模倣・知的財産の侵害対策

○ML番号の取得

○園芸作物(ジュース、ジャム)の輸入ライセンスの取得

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査報告書又は全ロット検査の要求の解除(全

都道府県）)

○模倣・知的財産の侵害対策

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(福島県))

米国

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入制限の解除(３県))

○既存添加物(クチナシ、ベニバナ、ベニコウジ)の使用許可

○米国食品安全強化法(FSMA)への対応

○畜肉エキス(豚・鶏)の使用許可

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入制限の解除(３県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(福島県))

ロシア

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止施設の解除(８県))

ＥＵ

中東
(トルコ含む)

○模倣・知的財産の侵害対策

○ハラール認証の取得

シンガポール

マレーシア

○栄養成分表示への対応

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除)

○模倣・知的財産の侵害対策

－

－

－

－

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除(トルコ)) ○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除(トルコ))○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国)) ○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県)) ○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県))

－

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入制限の解除(３県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　（輸入停止品目の解除（10都県））

－

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(10都県)

輸出戦略実行委員会において、輸出環境整備に係る約150の課題を整理し、約40の課題に最優先で対応。

（2015年1月20日更新）

国家間交渉が

必要な課題

黒字

2014年11月輸出戦略実行委員会取りまとめ
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●原発事故に伴い諸外国・地域において講じられた輸入規制は、政府一体となった働きかけの結 
  果、規制が緩和・撤廃される動き。 

原発事故による諸外国の食品等の輸入規制撤廃・緩和の概要 

【規制措置が撤廃された国】 【最近の輸入規制緩和の例】 

解除された年月 国名 

2011年6月 カナダ 

〃 ミャンマー 

2011年7月 セルビア 

2011年9月 チリ 

2012年1月 メキシコ 

2012年4月 ペルー  

2012年6月 ギニア  

2012年7月 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 

2012年8月 コロンビア 

2013年3月 マレーシア 

2013年4月 エクアドル 

2013年9月 ベトナム 

2014年1月 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

2015年5月 
タイ 
※一部の野生動物を
除く 

緩和された年月 国名 緩和の主な内容 

2013年 4月 シンガポール  輸入停止（８都県）→検査証明書添付で輸入可能（７都県） 

〃 ロシア   輸入停止（６都県）→検査証明書添付で輸入可能（６都県） 

2013年 6月 EU  検査証明書の対象品目が縮小 

2013年10月 ブルネイ  輸入停止（８都県）→検査証明書添付で輸入可能（７都県） 

2014年 4月 EU  検査証明書の対象地域及び対象品目が縮小 

2014年 5月 イスラエル  輸入時モニタリング検査の対象県が縮小 （４７都道府県→８県） 

2014年 7月 シンガポール  輸入停止（福島県）→産地証明書添付で輸入可能（福島県の一部除く） 
 検査証明書の対象地域及び対象品目が縮小（８都県→３県） 

2014年11月 サウジアラビア  検査証明書等添付で輸入可能（４７都道府県） 

2014年12月 バーレーン  検査報告書（４７都道府県）→輸出実績証明書で輸入可能 

〃 米国  検査報告書（３県）の対象品目が縮小 

〃 オマーン   検査報告書（４７都道府県）→輸出実績証明書で輸入可能 

2015年2月 ブルネイ 
 輸入停止（福島県）→検査証明書添付で輸入可能（一部品目を除く） 

 検査証明書（福島県以外）→産地証明書（福島県以外） 

2015年3月 米国 
  輸入停止（福島県他３県）→解除（一部の品目、証明書添付不要） 

  検査報告書（３県）の対象品目が縮小 

2015年4月 米国   輸入停止（福島県他２県）→解除（一部の品目、証明書添付不要） 

2015年5月 米国   輸入停止（福島県）→解除（一部の品目、証明書添付不要） 

2015年7月 ロシア    輸入停止（８県の水産物）→青森県を解除（検査証明書添付で輸入可能） 
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原発事故による諸外国の食品等の輸入規制の動き 
      
        我が国の主な輸出先国・地域においては、原発事故に伴い、福島県他の一定地域からの日本産農林水産物・

食品の輸入規制を維持、強化（韓国、台湾）。 
        現在、香港、台湾、中国及び韓国に対し、重点的に規制撤廃を申し入れ中。 
   

○主な輸出先国の輸入停止措置の例 

輸出先国・地域 

輸出額   
(平成26年）
※括弧内は
輸出額に占
める割合  

輸入停止措置対象県 輸入停止品目 

香港 
1,343億円 
（22.0%） 

福島、茨城、栃木、群馬、千葉 野菜・果実、牛乳、乳飲料、粉ミルク 

米国 
932億円
（15.2%） 

日本国内で出荷制限措置がとられた県 日本国内で出荷制限措置がとられた品目 

台湾 
837億円
(13.7%) 

福島、茨城、栃木、群馬、千葉 全ての食品（酒類を除く） 

中国 
622億円
（10.2%) 

宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
東京、新潟、長野 

全ての食品、飼料 

韓国 
409億円
(6.7%) 

日本国内で出荷制限措置がとられた県 日本国内で出荷制限措置がとられた品目 

青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、
千葉 

水産物 

-9- 

(*) 中国については、「10都県以外」の「野菜、果実、乳、茶葉等」については、放射性物質検査証明書の添付による輸入が認められているが、
証明書の様式が合意されていないため実質上輸入停止。 
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