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農林水産業の輸出力強化
【４，６６７（４，４５２）百万円】

対策のポイント
「農林水産業の輸出力強化戦略」の着実な実施に向け、輸出戦略実行委員会
を司令塔とし、オールジャパンでの輸出促進体制の下で、国産農林水産物・食
品の輸出を促進します。
＜背景／課題＞
・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」（以下「輸出戦略」という。）が取りまとめられたところであり、当戦略
に基づく各種取組を着実に実行していくことが重要です。
・このため、ＪＥＴＲＯ等と連携し、官民一体となって「輸出戦略」に基づき商流確立・拡
大に取り組むとともに、同年11月に取りまとめた「農林水産物輸出インフラ整備プログラ
ム」に基づくハード・ソフト両面のインフラ整備を進める必要があります。

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．輸出戦略の実行体制の強化
（１）輸出戦略実行事業

１，２４６（１，２８６）百万円
１４１（１５２）百万円

「輸出戦略」の着実な実施に向け、関係府省庁、輸出関連事業者等から構成さ
れる輸出戦略実行委員会において、「輸出戦略」の実行状況の検証や取組方針の策
定等の議論を行います。
委託費
委託先：民間団体等
＜各省との連携＞
○ 内閣官房、内閣府、外務省、国税庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及
び観光庁
・「輸出戦略」に沿ったオールジャパンでの取組を推進するため、輸出戦略実行
委員会を設置し、議論

（２）輸出力強化戦略の実行に向けた輸出促進体制の強化
１，１０４（１，１３４）百万円
品目別輸出団体が中心となって実行するジャパン・ブランドを掲げた輸出促進の
取組、産地間連携の促進、輸出環境整備と併せた地域の取組等を支援します。また、
諸外国の輸入規制等の輸出環境課題を解決するため、政府間交渉に必要なデータの
収集・分析や、国内の既存添加物を輸出先国でも使用可能とするための民間団体等
の取組等を支援します。
委託費、補助率：定額、２／３、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

２．輸出総合サポートプロジェクト

１，６０１（１，４８１）百万円

オールジャパンの輸出サポート・プロモーション・ブランディング機関を創設し、
輸出相談窓口のワンストップ対応、専門家による支援、ハラール等の新たな課題に
対応したセミナーの開催支援、海外での商談支援、見本市の出展支援、マーケティ
ング拠点での販売促進支援など、輸出に取り組む事業者を継続的かつ一貫して支援
します。
補助率：定額
事業実施主体：ＪＥＴＲＯ等
＜各省との連携＞
○ 外務省及び経済産業省
・新興市場開拓に向けて、在外公館等とも連携してテストマーケティングを実施。
ＪＥＴＲＯ等と連携しながら、事業者発掘から商談支援までの総合的なサポー
ト体制を強化
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３．国際農産物等市場構想推進事業

２２０（２００）百万円

国際空港及び国際港湾近辺における卸売市場の輸出拠点化を推進するため、青果
物・花き等について品質を保持してスピーディーに輸出する手法等の調査と拠点化
構想の策定を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

４．食文化発信による海外需要フロンティア開拓の加速化
６６５（８００）百万円
国産農林水産物・食品の輸出を促進するため、トップセールス、海外における日
本食・食文化の普及を担う料理人等の育成、海外レストランにおける日本産食材の
活用推進等の取組を支援します。
委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等
＜各省との連携＞
○ 内閣府、内閣官房、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
経済産業省、国土交通省
・日本食文化普及・継承のための官民合同協議会を通じて連携

５．地理的表示保護制度活用総合推進事業

１７４（１７４）百万円

地理的表示（ＧＩ）保護制度の活用による地域産品のブランド化を進めるため、
ＧＩの登録申請やＧＩ保護制度の普及啓発・活用等を支援します。
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．植物品種等海外流出防止総合対策事業

８３（－）百万円

海外への我が国種苗の流出・無断増殖を防止するため、海外における品種登録（育
成者権取得）を支援するとともに、出願マニュアル作成、東アジア植物品種保護フ
ォーラム開催等を支援します。
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

７．海外規格等との相互認証、日本発規格の国際化

１４５（９０）百万円

国際規格との連動を見据え、日本産品の強みをアピールできるＪＡＳ規格の制定
に向けた調査を実施するとともに、国際的な取引に通用する日本の食文化に適用し
やすい日本発の食品安全管理規格・認証スキームを支援、モデル認証事業などによ
り普及に向けた取組も実施します。
委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等
＜各省との連携＞
○ 厚生労働省
・日本発の規格・認証スキーム等の策定に当たって国内規制との整合性の観点か
ら連携し、国内の食品安全の向上を推進

８．輸出促進に資する動植物検疫等の環境整備

５３３（４２１）百万円

国産農林水産物の輸出を促進するため、産地に対する輸出先国の検疫条件や残留
農薬基準に合った技術的サポート体制の整備、輸出検疫協議の迅速化を図るための
技術的データの蓄積、病害虫発生状況の全国調査、家畜疾病対策等を実施します。
委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：都道府県、民間団体等、植物防疫所、動物検疫所
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（関連対策）

１．海外農業・貿易投資環境調査分析事業

３５４（－）百万円

農林水産物・食品の輸出拡大や食産業の海外展開の促進に向け、官民協議会や二
国間政策対話等に加え、諸外国の制度・投資環境等の調査・分析や、民間企業等の
新たな事業展開に係る支援を実施します。
委託費
委託先：民間団体等

２．食品産業グローバル展開推進事業

１８８（１０４）百万円

現地の食品規格基準等の調査、海外で食品ビジネスを実行する人材の育成、現地
進出企業の課題解決、国内外の連携先の開拓等、食品産業の海外展開のための取組
を支援します。
委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等
＜各省との連携＞
○ 経済産業省
・クール・ジャパン推進機構と連携して食産業のグローバル展開を推進

３．水産物の施設整備等の支援
２２，２３０（２１，９９３）百万円
（１）水産物輸出倍増環境整備対策事業
２０５（２４４）百万円
ＨＡＣＣＰ認定を促進するため、研修会の開催や専門家による現地指導への支
援、海域等モニタリングへの支援や水産庁による対ＥＵ・ＨＡＣＣＰ認定体制の
充実等を図ります。
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

（２）流通・輸出拠点漁港における高度衛生管理対策の推進＜公共＞
２２，０２５（２１，７４９）百万円
国産水産物の消費・輸出拡大を図るため、水揚げから荷さばき、出荷の過程で
一貫した衛生管理対策に必要な荷さばき所や岸壁等の整備を推進します。
国費率：10/10（うち漁港管理者1/3等）、１／２等
事業実施主体：国、地方公共団体等

お問い合わせ先：
１、２及び関連対策２の事業

食料産業局輸出促進課
（０３－３５０２－３４０８）
３の事業 食料産業局食品流通課
（０３－３５０２－８２３７）
４の事業 食料産業局食文化・市場開拓課 （０３－６７４４－０４８１）
５、６の事業 食料産業局知的財産課
（０３－６７３８－６１６９）
７の事業 食料産業局食品製造課
（０３－６７４４－７１８０）
８の事業のうち植物防疫関係 消費・安全局植物防疫課
（０３－３５０２－５９７６）
動物衛生関係 消費・安全局動物衛生課
（０３－３５０２－５９９４）
関連対策１の事業 大臣官房海外投資・協力グループ
（０３－３５０２－５９１３）
関連対策２の事業 食料産業局輸出促進課 （０３－３５０２－３４０８）
関連対策３（１）の事業 水産庁加工流通課 （０３－３５９１－５６１３）
３（２）の事業 水産庁計画課
（０３－３５０２－８４９１）
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農林水産業の輸出力強化【平成29年度予算概算決定額：４７（４５）億円】
○ 「農林水産業の輸出力強化戦略」の着実な実施に向け、輸出戦略実行委員会を司令塔とし、オールジャパン
での輸出促進体制の下で、国産農林水産物・食品の輸出を促進

• 輸出関連事業者等を広く招集した輸出戦略実行委員会において、実行状況の検証等を議論
• 官民一体となって、統一的・戦略的にプロモーションの企画・実行を推進
【輸出戦略実行事業 １（２）億円】

ＰＤＣＡサイクルにより、「農林水産業の輸出力強化戦略」の実行状況の検証を行う

「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づく主な取組
農林漁業者や食品事業者を、海外につなぐ

市場を知る、市場を耕す
-4-

•

•

トップセールス、海外における日本食・食文化の普及を担う料理人
等の育成、海外レストランにおける日本産食材の活用推進等の取
組を支援
等

【食文化発信による海外需要フロンティア開拓の加速化 ７（８）億円】 等

オールジャパンの輸出サポート・プロモーション・ブランディング機関を創
設し、輸出相談窓口のワンストップ対応、専門家による支援、ハラール
等の新たな課題に対応したセミナーの開催支援、海外での商談支援、
見本市の出展支援、マーケティング拠点での販売促進支援
等

【輸出総合サポートプロジェクト １６（１５）億円】

等

日本産農林水産物・
食品の輸出目標平成

オールジャパンで輸出に取り組む体制の整備

生産物を海外に運ぶ、海外で売る
青果物・花き等について、品質を保持してスピーディーに輸出す
る手法等の調査と拠点化構想の策定を支援
等

【国際農産物等市場構想推進事業 ２（２）億円】 等

品目別の輸出力強化に向けた
対応方向に基づく取組
「輸出戦略」に沿って、コメ・コメ加工品、青果物、花き、
茶、畜産物、加工食品（菓子）、林産物（木材）及び水
産物について品目別輸出団体が実行する、ジャパ
ン・ブランドを掲げた輸出促進の取組等を支援
【輸出に取り組む事業者向け対策事業 ８（８）億円】

輸出の手間を省く、障壁を下げる
•

産地に対する輸出先国の検疫条件や残留農薬基準に合った生産を技術的
にサポートする体制の整備、輸出検疫協議の迅速化のための検疫技術に
関するデータの蓄積及び全国的な病害虫発生状況の調査
等

【輸出促進に資する動植物検疫等の環境整備 ５（４）億円】 等

「農林水産物輸出インフラ整備プログラム」に基づく主な取組
平成２８年度補正予算（輸出拠点の整備等 ２７０億円）で実行している輸出インフラ
整備について、引き続きハード・ソフト両面の整備を推進する。
（関連予算）
【水産物の施設整備等の支援 ２２２（２２０）億円】 等
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年１兆円の達成を目指す

•
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輸出戦略実行事業
【１４１（１５２）百万円】

対策のポイント
「輸出戦略実行委員会」を司令塔として、「輸出力強化戦略」を着実に実行
し、オールジャパンでの輸出拡大に取り組みます。
＜背景／課題＞
・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」（以下「輸出戦略」という。）が取りまとめられたところであり、当戦略
に基づく各種取組を着実に実行していくことが重要です。
・この「輸出戦略」に基づく輸出拡大の取組を着実に実行するため、関係者が参集する
「輸出戦略実行委員会」において、ＰＤＣＡサイクルにより、実行状況の検証、輸出
環境課題等の議論を行っていくことが必要です。
・また、輸出目標を達成する上で課題となる各国の輸入規制の緩和・撤廃に向け、輸入
規制に関与する外国政府の行政官等を我が国に招へいし、日本の農林水産物・食品の
安全性等に関する現地確認を行うことが必要です。

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．輸出戦略実行委員会企画検証費
「輸出戦略」に基づき、実効性のある取組を進めるため、輸出関連事業者等を広
く招集した輸出戦略実行委員会において、実行状況の検証等の議論を行います。特
に、企画戦略会議において、「輸出戦略」に基づくオールジャパンでの統一的・戦略
的なプロモーション等の取組について、実行状況の把握や調整等を行います。

２．主要な品目・テーマ毎の輸出拡大取組検証費
輸出戦略実行委員会の品目部会で、主要品目ごとに「輸出戦略」に基づいた取組
の検証や取組方針の策定等を行います。また、物流やハラール等の輸出に関わる主
要なテーマについて、輸出を促進または障害を除去するための方策を議論します。

３．規制担当者の招へい
各国の輸入規制の緩和・撤廃に向け、輸入規制に関与する外国政府の行政官等を
我が国に招へいし、日本の農林水産物・食品の安全性等に関する現地確認等を行い
ます。
委託費
委託先：民間団体等
＜各省との連携＞
○ 内閣官房、内閣府、外務省、国税庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び観
光庁
・「輸出戦略」に沿ったオールジャパンでの取組を推進するため、輸出戦略実行委員
会を設置し、議論

[お問い合わせ先：食料産業局輸出促進課
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（０３－６７４４－７１６９）]

輸出戦略実行事業

【平成29年度予算概算決定額：141（152）百万円】

「農林水産業の輸出力強化戦略」の着実な実施に向け、関係府省庁、輸出関連事業者等から構成される輸出戦略実行委員会において、取組状況の検
証や取組方針の策定等を議論する。また、各国の輸入規制に関して、輸入規制に関与する外国政府の行政官を我が国に招へいする。

農林水産物等輸出促進全国協議会
司令塔

・・・輸出戦略実行事業で実施する内容

輸出戦略実行委員会
（平成26年6月創設）

構成：品目別団体（コメ・コメ加工品、青果物、花き、茶、畜産物、加工食品（菓子）、林産物（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、内閣官房、知財事務局、外
務、財務、厚労、経産、国交、観光）
目的：農林水産業の輸出力強化戦略に基づき、オールジャパンでの輸出拡大に取り組む

企画戦略会議
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品目部会

「国・地域別イベントカレンダー」の作成、プロモーションデザインの統一、リレー出荷・
産地間連携の企画・検証などに取り組む。

規制担当官招へい
各国の輸入規制に関して、輸入規制に関与
する外国政府の行政官を我が国に招へい。
→ 日本の農林水産物・食品の安全性等に関
する現地確認や取組を紹介。

輸出商社等の専門家も含めた議論の場を設置し、品目毎の取組をPDCAｻｲｸﾙにより検証。

輸出総合サポートプロジェクト

ＪＥＴＲＯによるビジネスサポート
地方部会

戦略の地方への浸透。都道府県等が行っている輸出の取組との連携、調整。

本部（東京・大阪）
国内43貿易情報ｾﾝﾀｰ

海外事務所
55カ国、74事務所

地

内

ハラール部会

米国食品安全
強化法部会

輸出環境課題
部会

卸売市場部会

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。

物流部会

テーマ別部会

【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

現

国

水産部会

林産物部会

酒類部会

加工食品
部会

畜産物部会

茶部会

花き部会

青果物部会

コメ・
コメ
加工品部会

品目ごとの輸出団体

輸出に取り組む事業者向け対策事業

品目別輸出団体の取組を支援

［平 成29年度 予算の概 要］

輸出に取り組む事業者向け対策事業
【８１２（８４２）百万円】

対策のポイント
「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づき、ジャパン・ブランドの確立を目
指す品目別輸出団体の育成、産地間連携の促進、輸出環境整備等の取組に対し
て重点的に支援します。

＜背景／課題＞
・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」（以下「輸出戦略」という。）が取りまとめられたところであり、当戦略
に基づく各種取組を着実に実行していくことが重要です。
・このため、品目別の輸出促進の司令塔としてマーケティングや産地間連携を行う品目別
輸出団体の育成や、周年供給体制の構築を図るための産地間連携の取組等を推進してい
く必要があります。

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．ジャパン・ブランドの確立に向けた取組

６６０（６６９）百万円

「輸出戦略」に沿って、コメ・コメ加工品、青果物、花き、茶、畜産物、加工食品
（菓子）、林産物（木材）及び水産物についての品目別輸出団体が、ジャパン・ブラ
ンドの確立を目的として、国内検討会、海外マーケット調査、海外での当該品目のＰ
Ｒ等の一括した取組を実施するとともに、必要に応じ海外販売促進、販路開拓等の取
組を実施します。

２．産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組
１０２（１２７）百万円
加工食品（菓子を除く）に関する国内の主要な輸出産地・関係事業者等を取りまと
める団体や、地方ブロック規模において複数の品目を取りまとめる団体等が、通年又
は長期の安定供給体制の構築等を目的として、以下の（１）から（３）までの全部又
は一部を行う取組を実施します。
（１）国内検討会の開催
（２）海外マーケット調査
（３）海外での見本市への出展や商談会等への参加

３．輸出戦略に対応した産地等の取組
（１）輸出環境整備を図る取組

５０（４６）百万円

農林水産物・食品の輸出に取り組む農林漁業者や食品事業者の組織する団体等が
対象国・地域が求める検疫等条件への対応や国際的に通用する認証の取得・更新、
他国産との差別化が図られる規格認証の取得・更新等の輸出環境整備を行う取組を
実施します。
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［平 成29年度 予算の概 要］

（２）輸出可能となった海外市場への販売促進活動の取組
原発事故による輸入停止措置が解除され、輸出証明書の提出により輸出可能とな
った都道府県の品目や、個別産地における動植物検疫の二国間協議が終了し、輸出
解禁となった品目等について、農林漁業者や食品事業者の組織する団体が、「輸出
戦略」における重点国・地域等への輸出拡大を図るため、海外において、国際見本
市への出展、試食・商談会の開催等の販売促進活動や、商品パンフレットの配布等
を行うことによる効果的な広報活動を実施します。
（３）先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証を図る取組
農林水産物・食品の輸出に取り組む農林漁業者や食品事業者の組織する団体が、
品目別の輸出状況に応じた実用的な輸送コストの実現等を図るため、鮮度保持冷蔵
コンテナや鮮度保持フィルム等を活用した輸出モデルの開発・実証を行う取組を実
施します。
補助率：定額、２／３、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：食料産業局輸出促進課
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（０３－６７４４－７０４５）］

輸出に取り組む事業者向け対策事業

【平成29年度予算概算決定額：８１２（８４２）百万円】

平成31年に農林水産物・食品の輸出額目標１兆円を達成することを目指し、「農林水産業の輸出力強化戦略」に基
づき農林漁業者や食品事業者等の意欲的な取組を支援します。
１ ジャパン・ブランドの確立に向けた取組

３ 輸出環境整備を図る取組

農林水産業の輸出力強化戦略に基づき、コメ・コメ加工品（米菓、日本酒を
含む）、青果物、花き、茶、畜産物（牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵及び牛乳・乳製品）、
加工食品（菓子）、林産物（木材）及び水産物（水産加工品を含む）の品目別輸
出団体が、ジャパン・ブランドの確立に向けて、次の（１）から（３）までの取組を
実施。
（１）海外マーケット調査、日本産品のPR、輸出環境課題の解決
（２）国内検討会、海外での販路開拓、販売促進の取組
（３）品目別ロゴマークの管理
取組例

-9-

○日本食・食文化の普及と一体
となったセミナー、料理教室等
の開催

４ 輸出可能となった海外市場での販売促進活動の取組

○国内検討会、海外販売促進、販
路開拓の取組を通じた産地間連
携の推進
１月
りんご

2

3
輸

4
出

5

6

7

8

9

10

11

12

１

いちご
なし
もも

２ 産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組
加工食品（菓子を除く）に関する国内の主要な輸出産地、関係事業者等を
取りまとめる団体や地方ブロック規模において複数の品目を取りまとめる団
体等が、通年又は長期の安定供給体制の構築等を目的として、次の（１）か
ら（３）までの全部又は一部を行う取組を実施。

※ （２）については、（１）と併せて実施することとする。

次の （１）又は（２）の輸出環境が整った品目について、農林漁業者
や食品事業者の組織する団体が、海外において、販売促進活動（国際
見本市への出展、試食・商談会の開催等）や効果的な広報活動（商品
パンフレットの配布等）を実施。

期 間

かんきつ類

（１） 国内検討会の開催
（２） 海外マーケット調査
（３） 海外での販売促進、販路開拓

農林水産物・食品の輸出に取り組む農林漁業者
や食品事業者の組織する団体等が、対象国・地域
が求める検疫条件への対応（登録園地査察、ハラ
ール認証等）、国際的に通用する認証の取得・更新
（GLOBALG.A.P.等）、他国産との差別化が図られる
規格認証の取得・更新（有機認証等）を実施。

（１）原発事故による輸入停止措置が解除され、輸出可能となった都
道府県の品目
（２）動植物検疫の二国間協議が終了し、輸出解禁となった品目
５ 先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証を図る取組

農林漁業者や食品事業者の組織する団体等が、大量輸送等による低
コスト化を図るため、鮮度保持冷蔵コンテナ、鮮度保持フィルム等を活
用した輸送モデルの開発・実証を実施。
【注 意】
１： ２の（１）、（２）及び３、５における事業実施主体については、民間事業者を含
む。
２： 補助率は、１の（１）及び２の（２）については定額、 １の（３）については、
３分の２、１の（２）、２の（１）、（３）、３、４及び５については２分の１。

［平 成29年度 予算の概 要］

輸出総合サポートプロジェクト
【１，６０１（１，４８１）百万円】

対策のポイント
日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）等への補助を通じて、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＞
・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」（以下「輸出戦略」という。）が取りまとめられたところであり、当戦略
に基づく各種取組を着実に実行していくことが重要です。
・このため、オールジャパンの輸出サポート・プロモーション・ブランディング機関を創設
し、官民一体となって「輸出戦略」に基づき商流確立・拡大に取り組むとともに、諸外国
の輸入規制の緩和・撤廃等の輸出環境整備に集中的に取り組む必要があります。

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＞
輸出に取り組む事業者に対し、ＪＥＴＲＯ等が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．事業者サポート体制の強化

３１２（３０７）百万円

（１）海外プロモーター、課題別専門家の設置
海外に在住し事業者へのアドバイス等を行う海外プロモーターを主要な輸出先国
・地域などに設置するほか、新たな課題（ハラール、ＧＩ等）に対応する専門家を
国内に設置します。
（２）輸出セミナーの開催、商談スキル向上研修の実施
輸出の裾野拡大のためのセミナーや研修に加え、新たな課題（ハラール、ＧＩ等）
に対応したセミナーを開催します。
（３）輸出プロモーターの設置
農林水産物等の輸出についての知見を有する輸出プロモーターを国内各地に設置
し、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、輸出に向け
た課題等についてアドバイスします。
（４）テストマーケティングの実施
関係省庁との協力の下、海外での試食会等のテストマーケティングを実施します。

２．輸出相談窓口としてのワンストップステーション化

５ ２（４２）百万円
事業者が迅速かつ容易に輸出先国の市場情報を把握できるよう、ＪＥＴＲＯが食品
の店頭小売価格、表示等の規格、市場の状況等について調査を実施します。また、Ｊ
ＥＴＲＯにおいて、調査した情報の蓄積及び現地のニーズを継続して一元的に集約す
るとともに、情報のデータベースを構築することで輸出相談機能を強化し、事業者が
バイヤー等に対してプロモーション活動などに活用しやすい形で情報を提供します。
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３．海外見本市への出展

６３５（６３９）百万円

今後輸出が強く期待される国・地域などで開催される海外見本市にジャパンパビリ
オンを設置し、事業者等と海外バイヤーとが直接商談できる機会を提供します。実施
に当たっては、主要品目毎の輸出団体と連携するとともに、早期の準備を可能とする
ように措置します。

４．国内商談会の開催

８９（８１）百万円

主要な輸出先国・地域から、海外の有力なバイヤーを招へいする際に、卸売市場や
旬の産地等への視察を行い、日本産品の品目の特性や安全性等の理解を深めてもらう
ことにより、効果的な商談会等を開催し、重点品目等の事業者の海外販路の開拓への
支援を通じた輸出の裾野拡大を行います。

５．海外商談会の開催

７１（７１）百万円

主要な輸出先国・地域に輸出志向のある事業者が赴き、日本産食品の取引に関心を
持つ現地のバイヤー（輸入業者、卸売業者、小売業者等）との商談会を行い、日本産
品の海外での商流を拡大します。

６．海外連絡協議会の開催

３４（３０）百万円

海外における日系食品関連企業が協力して、個々の企業努力だけでは解決困難な二
国間の様々な課題の解決に向けて協議する海外連絡協議会を開催し、海外進出食品関
連企業の事業展開を支援します。

７．海外主要都市における人材育成等の推進

１００（０）百万円

輸出に関心がある事業者や輸出初心者等が、海外主要都市において一定期間駐在し、
現地の制度や商習慣の分析、日本食や食文化等の情報発信、現地バイヤーとの商流構
築を通して、海外展開を行うに当たってのスキルアップを支援します。

８．新興市場等におけるマーケティング拠点（インストア・ショップ）の設置
３０７（３１１）百万円
今後輸出が強く期待される国・地域を中心に、マーケティングやプロモーション、
現地バイヤーの発掘や日本産品のPR等をするための海外拠点（インストア・ショップ）
を設置し、６次産業化商品など事業者の商品を試験販売し、現地の反応をフィードバ
ックします。
補助率：定額
事業実施主体：ＪＥＴＲＯ等

＜各省との連携＞
○ 内閣官房、外務省、経済産業省及び観光庁
新興市場開拓に向けて、在外公館等と連携してテストマーケティングを実施する
とともに、クールジャパンの発信の取組と連携してマーケティング拠点を運営し、
事業者発掘から商談支援までの総合的なビジネスサポート体制を強化

［お問い合わせ先：食料産業局輸出促進課 （０３－６７４４－７０４５）]
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輸出総合サポートプロジェクト

平成29年度予算概算決定額：1,601(1,481)百万円

平成31年の農林水産物・食品の輸出額目標１兆円達成を目指し、農林水産業の輸出力強化戦略に沿って、見本市の開催に併
せてバイヤー等を招へいした商談会の開催、新興市場等におけるマーケティング拠点（インストア・ショップ）の設置、ハラール等
の新たな課題に対応したセミナーの開催支援等、輸出に取り組む事業者に対するビジネスサポートを行います。
○ 輸出に関する情報を知りたい・相談がしたい
・農林水産物・食品の輸出に関する各種相談に、ワンストップで対応できる窓口
を設置。また、海外での食品の店頭小売価格、市場の状況等を一元的に収集し、
ユーザーがプロモーションやバイヤー招へいなどに活用できるよう、分かりやす
く情報提供を行います。（輸出相談窓口としてのワンストップステーション化）
・海外在住の専門家や課題別専門家（ハラール、地理的表示（ＧＩ）等）が、新興
市場等の開拓に向けて、事業者等に情報提供やアドバイスを行います。（海外
プロモーター、課題別専門家の設置）
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・食品輸出の専門家が、国内の事業者の輸出に向けた課題等についてアドバイ
スを行うなどして、新たな輸出事業者を育成します。（輸出プロモーターの設置）

○ 海外のバイヤーと商談がしたい
・イベントカレンダーを活用して、戦略的に主要な海外見本市に「ジャパンパビ
リオン」を出展し、新たな輸出市場の開拓を図るために、多数の海外バイヤー
と直接商談を行う機会を提供します。（海外見本市への出展）
・「農林水産業の輸出力強化戦略」を踏まえ日本産食品の取引に関心を持つ
バイヤーを国内外の商談会に招聘し、商談会を開催します。また、国内商談会
では、卸売市場や産地の視察等を行いながら、商談会で直接商談を行う機会
を提供します。 （国内商談会、海外商談会の開催）
・輸出に関心がある事業者等が、海外主要都市の現地の制度等を分析し、現
地バイヤーとの商流構築などを通して、海外展開を行うスキルアップを図ること
ができる機会を設けていきます。 （海外主要都市における人材育成等の推進）

・農林水産物・食品の輸出に必要な手続き、海外のバイヤーとの商談の仕方な
どの基礎的な内容のほか、ハラール、ＧＩ等の個別テーマについて、セミナー等
を行います。（輸出事業セミナーの開催、商談スキル向上研修の実施）

○ 海外で商品が売れるか試したい
・輸出拡大の可能性の高い国・地域を中心に、マーケ
ティング拠点（インストア・ショップ）を設置し、輸出に取り
組む事業者の商品を試験販売し、現地の消費者の反応
等を事業者にフィードバックします。（新興市場等における
マーケティング拠点（インストア・ショップ）の設置）

○ 海外に進出したが、現地の制度に困っている
・個々の企業努力だけでは解決困難な二国間の様々な課題の解決を図るため、
企業間の協議の場（海外連絡協議会）を設け、現地での事業展開を支援しま
す。また、輸出戦略の実行状況を検証するための情報提供を行います。（海外
連絡協議会の開催）

初心者から経験者まで、輸出に取り組む段階に応じたサポートを提供
商談成立
商談会へ参加
インストア・ショップに
相談・セミナー受講
（輸出）
出品
見本市へ出展

輸出の拡大
（平成31年までに
輸出額１兆円を達成）

［平 成29年度 予算の概 要］

食品産業グローバル展開推進事業
【１８８（１０４）百万円】
対策のポイント
海外展開をする食品関連事業者に対し、事業検討段階から現地法人立ち上
げ後までの一貫した支援を行い、海外進出の推進･現地事業の定着を図ります。
＜背景／課題＞
・今後、成長が期待される世界の食市場を我が国の食品関連産業が獲得することにより、
成長戦略が目指すGNI（国民総所得）の拡大を行う必要があります。
・このため、平成28年５月に「農林水産業・地域の活力創造本部」において取りまとめ
られた「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づき、「日本の食文化・食産業」の海外
展開の取組を促進します。

政策目標
平成32年の世界における我が国食品産業の現地法人数（平成27年1071法人）
を1320法人に拡大する。また、海外展開の支援事業を通じて得た知識・人脈
等がその後の企業活動に活かされたと評価される割合（事業で支援を行った
各社への事後アンケートの結果「活かされた」と評価された割合）を90%以上
とする。
＜主な内容＞

１．食品産業海外投資・進出推進のための情報収集

１００（０）百万円

輸出力強化戦略に基づく重点国への海外進出及び現地展開の検討に際し、消費者
の特徴（ライフスタイル、食習慣、消費意識等）を把握し、現地で求められるサー
ビス・商品の具体像やターゲット像から進出指標となる想定市場規模等を明らかに
するとともに、重点国の食品等の規格基準及び関連する法律等について調査します。
また、収集･整理された情報の一元化を図り、公表により情報の共有化を図ります。
委託費
委託先：民間団体等

２．海外進出・現地展開のための人材育成・活用支援

２８（３４）百万円

国内研修会を開催し、海外で食品ビジネスを実行する人材の育成を推進します。
また、豊富な専門知識や経験を持つ人材の派遣による進出計画策定への指導や、模
倣品対策・環境対策・経営問題・現地販売員の育成及び調理技術等の指導を通じ、
海外展開時に障壁となる諸問題の解決を図ります。
補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

３．海外進出・現地展開のための国内外の連携先開拓支援

３２（１１）百万円

単独での海外進出・現地展開が困難な食品関連事業者に対し、連携先開拓を目的
とした国内外の展示会・商談会等を通じて、国内外の同業種あるいは製造・流通・
外食等関連業種の連携先開拓を支援します。
補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

４．現地における進出支援

８（０）百万円

海外進出の検討段階及び現地展開中の食品関連事業者等に対して、現地のビジネ
ス環境・情勢の理解を深めること及び具体的な進出に向けた関連情報の収集・提供
等を目的とした現地セミナー等の開催、現地事務所等の設立を支援します。
補助率：定額
事業実施主体：民間団体等
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［平 成29年度 予算の概 要］

５．栄養改善ビジネスの国際展開支援

２０（０）百万円

海外の栄養不良人口の削減へ向けて、国内食品事業者等の栄養改善ビジネスの国
際展開を推進するため、現地調査、企業セミナー・パートナー発掘・優良事例紹介
等の実施、企業へのアンケート調査、WEBページによる情報提供を支援します。
補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１～４の事業 食料産業局輸出促進課
５の事業 食料産業局企画課
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（０３－６７４４－１５０２）
（０３－３５０２－５７４２）

食品産業グローバル展開推進事業
【

背

景

・

【平成29年度予算概算決定額：188（104）百万円】

課

題

】

■ 人口減少・少子高齢化により日本国内の食市場は減少傾向
＜食品産業の国内生産額【出所：総務省統計局】＞
94兆円（H10） → 81兆円（H25）

■日本企業の海外展開における成功要因 上位３項目（N=117）

■ 一方、世界の食市場は拡大すると予測
＜世界の食市場推計【出所：ATカーニー社推計データから農水省が算出】＞
340兆円（H21） → 680兆円（H32予測）

■日本企業の海外展開における失敗要因 上位３項目（N=76）

→成長が期待される世界の食市場を我が国の食品関連事業者が
獲得し、国民総所得の拡大を行うことが必要

１，優秀な現地人材を登用できた（60.7％）
２，日本からの出向人材が良く機能した（48.7％）
３，本社・地域統括拠点から必要なタイミングでサポートが受けられた（43.6％）
１，販路を十分に開拓できなかった（52.6％）
２，現地ニーズに合わせた商品・サービスを提供できなかった（48.7％）
３，優秀な現地人材を登用できなかった（39.5％）
【出所：H25年 野村総合研究所現地進出企業アンケート】

→グローバルで事業展開できる環境整備が必要

【対策ポイント】
海外展開をする食品関連事業者に対し、事業検討段階から現地法人の立ち上げ後までの一貫した支援に加え、
本事業での支援事例・成果等をより多くの事業者に活用してもらうための支援体制の充実を図る

◆ 海外事業戦略立案等の支援
→現地消費者の特徴（ライフスタイル・食習
慣・消費意識等）を把握し、求められるサ
－ビス・商品の具体像、ターゲット像から
進出指標となる想定市場規模等の情報を
整備し、報告書をWEB上で公表

◆資材調達・商品開発等の支援
→各国の食品等の規格基準等を調査･デー
タベース化し、WEB上で公表及びセミナー
等で共有化

海外展開を具体的に検討中の
事業者向け
◆海外で食品ビジネスを実行する人材の
育成支援
→各国の関係法規・食関連市場等について
の国内研修会の開催

◆連携先の開拓および現地進出支援
→展示会や商談会等を通じた国内外の連携
先を開拓

海外展開準備時・進出中の
事業者向け
◆専門家指導による課題解決支援
→海外展開時に障壁となる諸問題の解決の
ため、模倣品対策・環境対策・経営問題・
現地販売員の育成・日本産品の良さを
引き出す食べ方及び調理技術等について
指導

◆現地訪問による市場理解支援
→現地ビジネス環境・情勢の理解を深めるこ
と及び具体的な進出に向けた関連情報の
収集・提供等を目的とした現地セミナー等
の開催、現地事務所等の設立支援

◆途上国貧困層の栄養改善に向けた官民連携による取組のアピール

◆本事業の支援事例・成果共有
→WEB等で公開

海外展開の推進、現地定着の実現
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海外展開を（これから）検討する
事業者向け

［平 成29年度 予算の概 要］

輸出環境整備推進事業
【２９３（２９３）百万円】

対策のポイント
諸外国の輸入規制の緩和・撤廃等の輸出環境整備のため、政府間交渉に必要
な情報・データの収集等や民間団体等の取組に対する支援を行います。

＜背景／課題＞
・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」が取りまとめられたところであり、当戦略に基づく各種取組を着実に実
行していくことが重要です。
・この輸出環境整備に向けた取組として、原発事故に伴って導入された諸外国の輸入規制
の緩和・撤廃等の政府間交渉に必要となる科学的データの収集や、現行では輸出先国で
使用が認められていない既存添加物の登録申請等の輸出環境課題の解決に取り組む民間
団体等への支援が重要です。

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．政府間交渉のための情報収集分析
原発事故に伴って導入された諸外国における日本産農林水産物・食品の輸入規制等
の輸出環境課題について、科学的データ等に基づく政府間交渉により解決していくた
め、政府間交渉に必要となる情報・データの収集・分析を行います。
委託費
委託先：民間団体等

２．輸出環境課題の解決に向けた支援
また、日本産食品に多く含まれる既存添加物、畜肉エキスの使用が米国等で認め
られるために民間団体等が行うデータ収集等の取組を支援するとともに、平成28年
９月から平成29年にかけて順次、細則が適用される予定となっている米国食品安全
強化法（FSMA）に事業者が対応するための支援を行います。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：食料産業局輸出促進課 （０３－３５０１－４０７９）]
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輸出環境整備推進事業

【平成29年度予算概算決定額：２９３（２９３）百万円】

○ 平成31年の農林水産物・食品の輸出額目標１兆円を達成するため、輸出先国の規制など輸出促
進の阻害要因となっている課題の解決に向けた取組を行います。

交渉に必要となる情報・データ
の収集・分析

輸出環境課題の解決に向け
た働きかけ・交渉

輸出先国

委
託
先

調査委託

農林水産省

・ 原発事故に伴って諸外国で導入された輸入規制等の輸出環境課題の解決に向けた政府間交渉に必要となる科学的
データの収集・分析を実施

データ収集支援

事
業
者

畜肉エキス製造施設等の認定申請

民
間
団
体

セミナー開催、
マニュアルの
作成等

事
業
者

FSMAに対応した体制での食品
の輸出

農林水産物・食品の輸出拡大

米国

セミナーの開催、
マニュアル作成等の
費用補助

既存添加物の登録申請（試験データ）

米国

農林水産省

施設認定のための
対応を支援

民
間
団
体

米国・ＥＵ
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・ 輸出環境課題の解決（既存添加物の登録、畜肉エキス製造施設の認定、米国食品安全法（FSMA)への対応）に取り
組む民間団体等への支援を実施

