
３ 省庁の垣根を超えた政府一体となった

輸出の障害の克服等



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．規制の緩和・撤廃に向けた協議の加速化 391百万円
政府間交渉に必要となる情報・科学的データの収集・分析等、外国政府の規制

担当官の我が国への招へい、輸出先国が求める植物検疫上の要求事項を満たす
ための体制構築を実施します。

２．輸出手続の円滑化、利便性の向上 162百万円
証明書発行や施設認定等の迅速化、証明書の発行場所数の増加に係る体制

整備等に向け、都道府県、登録認定機関等における、研修等による実務担当者の
能力向上、人員の増強や検査機器の導入等を支援します。

３．生産段階での食品安全規制への対応強化 1,044百万円
① 事業者による輸出環境課題の解決に向けて、
ア 輸出施設のHACCP等認定
イ 畜水産物モニタリング検査
ウ インポートトレランス申請
エ 国際的認証新規取得
オ 輸出先国の規制に対応した加工食品等製造
等を支援します。

② 生産海域の指定等に向けた基礎データの収集等を行います。
③ 国際貿易の進展に伴う二枚貝の衛生管理方策の検証・普及を行います。
④ HACCP認定施設の認定・監視等を行います。
⑤ 既存添加物等の安全性を示すデータ収集等を行います。
⑥ 輸出先国から求められる施設の登録、管理を行います。

＜対策のポイント＞
農林水産物・食品輸出本部の下で、輸出先国の規制の緩和・撤廃に向けた協議の加速化を推進するとともに、輸出手続の円滑化や輸出に取り組む事業

者の利便性の向上を図る取組、輸出先国が求める食品安全規制等に対応するための事業者の取組を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出支援課（03-6744-2398）

情報・科学的データの
収集・分析

証明書発行業務の
人員増強の支援

HACCP認定施設の
認定・監視等

研修等による実務担当者
の能力向上の支援

畜水産物モニタリング
検査等の支援

【１. 協議の加速化】 【２. 輸出手続の円滑化、利便性の向上】

【３. 生産段階での食品安全規制への対応強化】

国際的認証の新規取得
の支援

国
民間団体等

委託、補助（定額、1/2以内）

定額、1/2以内定額

（１、３の事業）

（２の事業）

民間団体等

民間団体等

【令和５年度予算概算決定額 1,597（1,674）百万円】
(令和４年度補正予算額 948百万円)

2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

輸出環境整備推進事業
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１. 輸出用精密検査プロトコルの開発

日本から輸出される種苗等に対する相手国の精密検査要求に的確に対応できる

よう、相手国が侵入を警戒する病害虫や雑草等に対する新たな検査プロトコルの開

発や既存の検査プロトコルの改善を行います。

2. 相手国が要求する国内における病害虫発生実態の把握のための調査体制整備

相手国が侵入を警戒する病害虫に対し、調査マニュアルを整備することにより、我

が国での発生実態調査を進めます。

3. 病害虫管理等に係るビジュアルマテリアルの作成

輸出植物検疫協議の円滑化のため、我が国における病害虫管理等の情報を相

手国に視覚的に説明する資料の作成を行います。

4. 現場のニーズに対応した新たな検疫措置の確立等に向けた取組

輸出植物検疫協議の迅速化のため、新たな検疫措置の確立等に向けた科学的

データの収集・蓄積を行います。

輸出環境整備推進事業のうち

植物検疫上の要求事項を満たすための体制の構築事業

＜対策のポイント＞
相手国が求める植物検疫上の要求事項を速やかに満たすための体制の構築を図ることで、輸出拡大に貢献します。

＜事業目標＞
〇相手国が求める輸出条件に迅速に対応することによる輸出機会の確保
〇植物検疫上の輸出解禁・条件緩和の実現による輸出拡大

＜事業の流れ＞
委託

［お問い合わせ先］消費・安全局植物防疫課（03-3502-5978）

【令和５年度予算概算決定額 100（104）百万円】

2. 相手国が要求する国内における病害虫
発生実態の把握のための調査体制整備

１. 輸出用精密検査プロトコルの開発

採取した試料の
精密検査

国内における
病害虫の

発生実態調査

3. 病害虫管理等に係るビジュアルマテリ
アルの作成

4. 現場のニーズに対応した新たな検疫
措置の確立等に向けた取組

適期防除 園地の見回り

害虫に対する
トラップ調査

<事例>

国 民間団体等

試料の受領

磨砕

抽出

リアルタイムRT－PCR

検出

病害虫及び雑草等に対する
精密検査のプロトコルを開発

【プロトコルの具体例】
• 試料を磨砕
• 酢酸カリウムを添加
• 10分間の遠心分離
• 上澄みを採取
• イソプロパノールを添加
• 5分間遠心分離
• 抽出溶液を4℃保存

【精密検査の流れ】

病菌に対する
果皮消毒
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＜対策のポイント＞
農林水産物・食品の輸出に必要な輸出証明書の発行、輸出施設の認定の迅速化のため、また、輸出に取組む事業者の利便性を向上させるため、これらの

業務を担う都道府県や民間検査機関等の体制強化をします。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．体制強化・能力向上
実務担当者の能力向上を図るため、研修の受講、開催等を支援します。
また、輸出を希望する事業者の利便性向上を図るため、証明書の発行等を行う

人員の増強、検査に必要な試験所認定の取得等を支援します。

２．検査機器導入等
農林水産物・食品の輸出に必要な検査について、迅速化や効率化に必要な検査

機器の導入や更新等を支援します。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

定額

1/2以内

（１の事業）

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出支援課（03-3501-4079）

【令和５年度予算概算決定額 162（165）百万円】

（２の事業）

定額

証明書発行業務の
人員増強

研修等による実務
担当者の能力向上

検査機器の導入

輸出環境整備推進事業のうち

自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業

民間団体等
（都道府県、市町村を含む）

民間団体等
（都道府県、市町村を含む）

- 28 -



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．HACCP研修等の開催
HACCPの導入に必要な一般衛生管理の徹底やHACCP認定の取得に向けた研

修等の開催に係る経費を支援します。

２．品質・衛生管理専門家現地指導
施設認定や輸出に必要な認証取得等を受けるために必要な衛生管理等に係る

課題について専門家による現地指導に係る経費を支援します。

３．品質・衛生管理の指導を行う専門家の育成
HACCPによる衛生管理の導入や認定取得に関する指導等を行う専門家を育成

するための講習会等に係る経費を支援します。

４．施設認定支援
施設認定のための審査及び施設認定後に輸出先国の輸入条件に適合しているか

どうかの確認等に係る経費を支援します。

輸出環境整備推進事業のうち

ＨＡＣＣＰ認定加速化支援事業 【令和5年度予算概算決定額 172（172）百万円】

＜対策のポイント＞
輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定等の加速化を図るため、民間団体等に対して、一般衛生管理やHACCPに基づく衛生管理に関す

る研修や施設認定に向けた現地指導等の実施を支援します。また、輸出促進法に基づき登録認定機関が行う施設認定に係る経費を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出支援課（03-3501-4079）

HACCP担当者（製造現場でのキーパーソン）の育成

施設でのHACCPに基づく衛生管理体制の構築

輸出

HACCPに基づく衛生管理の導入から輸出までの流れ

2.専門家による現地指導等の経費への支援
3.専門家の育成経費への支援

輸出先国が求める衛生基準に適合する施設として認定

1.HACCP研修等の開催経費への支援（定額）

4.施設認定等経費の支援

輸出

認定証

＜事業の流れ＞

国

（1，2，3の事業）

食品事業者等 （４の事業）

定額、1/2以内

1/2以内 施設認定等

登録認定機関

研修、指導等

食品事業者等民間団体等
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．畜産物モニタリング検査支援
輸出先国が求める畜産物の農薬、動物用医薬品等の残留物質モニタリング等

の検査に係る経費を定額で支援します。

２．水産物モニタリング検査支援
輸出先国が求める養殖魚介類の農薬、動物用医薬品等の残留物質モニタリン

グ等の検査に係る経費を定額で支援します。

３．生産海域モニタリング検査支援
輸出先国が求める二枚貝等の生産海域でのプランクトン及び貝毒等の検査に係

る経費を定額で支援します。

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出支援課（03-3501-4079）

＜対策のポイント＞
輸出先国が求める、畜水産物の残留農薬等モニタリング検査、乳牛農場におけるブルセラ・牛結核検査、二枚貝の生産海域モニタリング検査について、

民間団体等が実施するこれらの検査に要する経費を定額で支援します。

＜事業目標＞
○ 米国及びEU向けの畜水産物の輸出額の拡大（772億円［2025年まで］）
○ 農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

定額

EU等から農薬、動

物用医薬品等の残

留物質モニタリング等

検査の要求

国による残留物質

等モニタリング計画の

作成等

民間団体等による

計画に基づいた残留

物質モニタリング等

検査の実施

（１、２の事業）

（３の事業）

EU等から二枚貝等

の指定生産海域のモ

ニタリング検査の要求

国や都道府県によ

るモニタリングのため

のサンプリング計画

の作成等

民間団体等による

計画に基づいたプラ

ンクトン・貝毒等の

検査の実施

民間団体等が実施する検査
に要する経費を支援（定額）

【令和5年度予算概算決定額 208（194）百万円】

輸出環境整備推進事業のうち

畜水産モニタリング検査支援事業
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＜対策のポイント＞
輸出先国が求める食品安全規制等に対応するため、国際的に通用する認証の新規取得や輸出先国において他国産との差別化が図られる
規格認証の新規取得を行う事業者の取組を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業のイメージ＞

輸出先国が求める食品安全規制等に対応するための支援

○輸出先国が求める検疫等の条件への新たな対応に必要な経費

○国際的に通用する認証の新規取得に必要な経費

○輸出先国において他国産との差別化が図られる規格認証
の新規取得等を行うために必要な経費

○畜産物等の輸出に必要となる輸出先国検査官の招へいに必要な経費

国際的認証資格取得等支援事業

・輸出先国が求める検疫等の条件への新たな対応
例：食肉処理施設査察、ハラール認証、
コーシャ認証等

・国際的に通用する認証の新規取得
例：FSSC22000、ISO22000等

・輸出先国において他国産との差別化が図られる規格認証の新規取得
例：グローバルGAP、有機JAS認証等

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
１／２以内

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出支援課（03-3501-4079）

輸出環境整備推進事業のうち

国際的認証資格取得等支援事業 【令和５年度予算概算決定額 27（28）百万円】

- 31 -



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．中国向け加工食品等製造等施設登録基準の周知・現地指導の支援
中国が求める製造等施設に対する政府推薦品目ごとの登録の基準や作成・提出

が必要な資料について、

２．中国向け加工食品等製造等施設登録等に必要な対応実施の支援
中国が求める製造等施設に対する政府推薦品目ごとの登録等の基準や作成・提

出が必要な資料に製造等施設が対応するための経費を支援します。
中国が求めるラベル要求等の要件を満たすための掛かりまし経費を支援します。

３．EU向け食品接触材の適合宣言作成支援
EUにおける食品接触材の規制等に対応するための適合宣言書類の作成等に係

る経費を支援します。

＜対策のポイント＞
輸出先国が求める製造等施設の登録等要件に対応するため、民間団体等に対して、中国が求める政府推薦品目ごとの登録基準や作成・提出すべき資料に

ついて研修や施設登録に向けた現地指導の実施・対応経費を支援するとともに、ラベル要求等を満たすための経費を支援します。また、EUの食品接触材の規
制に対応するための書類作成等を支援します。
＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出支援課（03-3501-4079）

中国における製造品目ごとの登録基準・必要資料の理解

各製造等施設製造品目ごとに必要な対応内容の整理

輸出先国が求める登録要件等に対応するまでの流れ

１（２）.専門家による現地指導等の経費への支援

必要な対応の実施

1（１）.研修等の開催経費への支援

２.施設登録等経費の支援

輸出

＜事業の流れ＞

国

食品事業者等

（１の事業）

1/2以内 研修、指導等

食品事業者等

1/2以内

（２、３の事業）

民間団体等

輸出環境整備推進事業のうち

輸出先国の規制に対応した加工食品等製造等支援事業

製造等施設の登録
３.適合宣言経費の支援

食品輸出に
必要な適合
宣言の作成

【令和５年度予算概算決定額 99（ー）百万円】

（１）製造等施設が対応すべき内容を解説する研修等の開催に係る経費を支援
します。

（２）それぞれの製造等施設が対応すべき内容について、専門家による現地指導に
係る経費を支援します。
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輸出環境整備推進事業のうち

国際貿易の進展に伴う二枚貝の衛生管理方策の検証・普及推進事業 【令和５年度予算概算決定額 40（45）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

国際貿易の進展に伴う二枚貝の衛生管理方策の検証・普及推進事業

養殖カキ中のNoVについて実態を調査し、科学的なデータに基づいて、衛生管

理の向上を図ることにより、安全なカキ等の二枚貝を国内外に供給していきます。

（※ 欧州13ヵ国は、欧州域内で生産されたカキのNoV保有水準を調査し（上

記[Ⅰ]に同じ ）、衛生管理の向上を進めています。欧州等への輸出には同様の

管理を求められる可能性を考慮し、国内の対策を進める必要があります。）

＜対策のポイント＞
食品安全等に関する輸出先国の規制において、相手国から農畜水産物の生産段階での衛生管理が求められています。特に二枚貝の輸出に関しては、細菌
を対象にした既存のリスク管理に加え、今後ウイルスも対象にしたリスク管理が国際社会のスタンダードになる可能性を踏まえて、我が国の二枚貝の衛生状態の
調査を実施するとともに、我が国の実態に合った二枚貝の衛生管理方策（ノロウイルス（NoV）についての①養殖海域及び②加工場における衛生管理）
を検証・普及します。
＜事業目標＞
国産二枚貝の安全性を向上させるため、国際的な衛生管理基準に整合した衛生管理方策の検証・普及

［お問い合わせ先］消費・安全局食品安全政策課（03-3502-8731）
国 民間団体等

委託＜事業の流れ＞

国際的な衛生管理に整合するNoV対策の推進
国内外の消費者の健康への悪影響を未然に防止

国内外の消費者からの信頼の向上・国産カキの輸出に貢献

調
査
委
員
会

（
関
係
者
） ・調査結果の解析

平常時の水準調査の計画を検討

・カキ採取海域の選定、採取方法・スケジュール等の検討

・関係団体、生産者等との調整

・現状の衛生管理について効果を検証
・より適切な衛生管理方策の検証及び普及

Ⅰ 計画に基づく平常時の水準調査の実施

二枚貝の科学的・客観的な衛生管理の推進

Ⅰ 国内のカキ生産地と連携し、養殖海域及び加工場における国産カキのNoV

保有状況（平常時の水準）の調査を行い、主要な生産地における実態を

把握します（R2～4年度）。

Ⅱ [Ⅰ]の調査で得られた情報をもとに、養殖海域及び加工場における現状の衛

生管理を検証し、国際的な動向を踏まえNoVリスクの低減に効果的な衛生

管理方策を重点的に検証・普及します（R3～6年度）。

Ⅱ
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【令和５年度予算概算決定額 23（26）百万円】

＜対策のポイント＞
輸出先国の食品安全規制等に対応するため、海外輸出における施設認定や検査に要する費用を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．タイ等向け青果物の輸出に必要な選別及び梱包施設に係る認証取得・維持・
更新支援事業 8（14）百万円
タイへ青果物を輸出する際など、輸出先国の法令により選別及び梱包に係る施設

において認証取得が求められている場合は、その費用を定額で支援します。

２．タイ等向け青果物の輸出解禁後に必要なロットごとの合同輸出検査等に係る支援
事業 7（7）百万円
輸出先国の検査官と日本の検査官との合同輸出検査等が求められている場合、

その検査等の費用を定額で支援します（2019年3月31日以降から輸出先国より
求められている場合が対象）。

３．タイ等向け植物由来食品の輸出に必要な残留農薬等検査費用に係る支援事業
4（1）百万円

輸出先国の法令等により、茶、穀物等を含む植物由来食品を輸出する際に残
留 農薬等検査の実施が必要な場合又は残留農薬等検査を実施することで輸出
手続の円滑化が図られる場合に、その検査費用を支援します。

４．台湾等向け青果物の輸出解禁後に必要な輸出先国検査官の招へいに係る支援
事業 4（4）百万円
輸出先国の検査官を日本に招へいして、生産園地、登録施設等の確認や輸出

先国の検査官と日本の検査官との合同輸出検査が求められている場合に、その検
査等の費用を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出支援課（03-3501-4079）

国

民間団体等

輸出環境整備推進事業のうち

施設認定等検査支援事業

１．タイ等向け青果物の輸出に必要
な選別及び梱包施設に係る認証取
得・維持・更新支援事業（定額）

タイ向けにリンゴやイチゴ
を輸出するために認証
を取りたい

２．タイ等向け青果物の輸出解禁後
に必要なロットごとの合同輸出検査等
に係る支援事業（定額）

タイにメロンを輸出する
ためにタイ側検査官と
日本の検査官との合同
輸出検査を受けたい

事例 事例

３．タイ等向け植物由来食品の輸出
に必要な残留農薬等検査費用に係る
支援事業

EUに緑茶を輸出するために残留農薬
検査を受けたい

タイにイチゴを輸出する
ために残留農薬等検査
を受けたい

事例

４．台湾等向け青果物の輸出解禁
後に必要な輸出先国検査官の招へい
に係る支援事業

ベトナム向けうんしゅうみかんや
インド向けリンゴを
輸出するために、
登録生産園地や
登録選果梱包施設
について、輸出先国
検査官の査察が必要

事例

1/2

定額

民間団体等

（１、２の事業）

（３、４の事業）
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