
質問者 質問・意見 回答

輸出産地について

行政
各品目における産地選定方法をご教示ください。また、「産地」の定義についてもあわせ
てご教示ください。

都道府県や業界団体等と通じて産地の意向を踏まえ、輸出産地のリスト化を行っていま
す。輸出産地は以下のように定めています。
①　加工処理しない一次産品は、その生産地（生産地と連携する輸出事業者を含む。）
②　主原料生産地と加工施設が紐付いた加工品は、当該生産地及び加工施設・輸出事
業者
③　製造地に地域性がある加工品は、製造地及び製造・輸出事業者

組合
同上。各品目における産地選定方法をご教示ください。東北地方は十分な生産力を持
ちますが、戦略品目の主要産地に位置付けられているものが少なく感じます。

選定方法については、上に同じ。
なお、輸出産地のリスト化は現在検討中であり、令和３年２月上旬を目途に公表予定で
す。

行政
輸出産地リストの公表は、2月上旬とされていますが、1月末、3月中など情報をお聞きし
ておりますが、正確なスケジュールをお示しください。

説明資料P10にある通り、令和３年２月上旬を目途に公表予定です。

行政 産地リストへの追加は今後可能なのでしょうか。
輸出産地のリスト化は現在検討中であり（令和３年２月上旬目途に公表予定）、さらなる
追加のタイミングについては現時点では未定ですが、今後、随時追加していく予定で
す。

行政 輸出産地リストの公表は２７品目全て同時に公表になる予定でしょうか。 輸出産地のリスト化は現在検討中です。

行政

輸出産地の公表について（お願い）
・具体的な公表日をご教示いただきたい。
・事前（公表の１週間程度前）に公表資料を共有いただきたい（共有可能な場合、その時
期もご教示いただきたい）。
理由としては、国公表のタイミングで県でもプレスリリースを予定していること、庁内幹部
等へ事前説明の必要があること等です。よろしくご検討ください。

産地リストの公表は令和３年２月上旬を目途としています。事前の共有は他の都道府県
との関係も難しいと考えており、ご理解をお願いいたします。

事業者

石巻市のホタテなどの水産物加工会社様の支援をしているものです。
(1)産地の指定など、ありますでしょうか。
(2)親会社の建設会社の子会社が東南アジアに進出しています。現地の新規顧客開拓
へのリサーチの制度はありますでしょうか。

（１）水産物の輸出産地は、該当品目の現在の生産量上位県と各県における主要生産
海域を候補としていますが、今後も順次追加・公表してまいります。

（２）輸出に取り組む事業者から直接JETROにお問い合わせ頂ければ、海外各国・地域
の現地食市場に関する個別相談を受け付けております。
【JETRO】https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html

行政

輸出事業計画の作成について（質問） 
・実行戦略の中で、品目ごとの輸出目標が定められているが、今後輸出産地ごとに目標
を設定する際に、数量的な目安（伸び率など）が示される予定はあるか。あるいは、産地
ごとに現状を踏まえ、自然体で輸出目標を立てていくことになるのか。

産地ごとの数量目安を示す予定はありません。輸出事業計画の中で、輸出目標を設定
いただくこととなります。



重点品目について

行政 重点品目の追加の品目は大ロット化が前提であったが、その目安をご教示ください。

重点品目については、
① 品質、信頼性、ブランド、食文化の魅力など、海外で評価される日本の強みがあるこ
と
② 政策資源の投入によって、輸出拡大余地が認められること
③ 漁業資源の増減など外的供給制約に大きく影響されないこと
の基準に基づき選定しており、数量的な基準は特にお示ししていません。

行政 重点品目の新たな選定は考えておられますか。また、そのプロセスをご教示ください。
重点品目以外でも、上記３つの基準を新たに満たせば、重点品目に追加することは十
分あり得ます。

事業者

重点２７品目にある「ソース混合調味料」の定義・範囲は設定されていますでしょうか？
当方、豚骨や鶏骨を炊きだしたスープ（エキス）の輸出を考えております。（用途はラーメ
ン・鍋のスープの素）
そもそもこの商品の分類が明確に無いため「畜肉加工品」として考えた場合に米国、EU
の規制が厳しく輸出が難しい状況です。需要は確実にあるため規制緩和に向けたご支
援を頂きたいです。

HSコード「210390200、210390300、210390400、210390500、210390900、220900000」を
ソース混合調味料の定義としています。
21類：https://www.customs.go.jp/yusyutu/2021_1/data/j_21.htm
22類：https://www.customs.go.jp/yusyutu/2021_1/data/j_22.htm

畜肉エキスを含む加工食品の対米及びEU輸出については、（我が国の食品安全・動物
衛生等の関係規則がそれぞれの国の規制と同等であることが認められる必要があるほ
か、）原料のトレースバックができることや製造施設の認定などの要件に対応する必要
があります。国内で製造された畜肉エキス（牛・豚・鶏）を使用した加工食品は、現時点
において米国及びEUには輸出不可です。規制対応については、農林水産物・食品輸出
本部が定めた基本方針及び実行計画に基づき、国及び品目毎に協議をしています。

（ご参考）
畜肉エキスに関する規制等調査（米国）：
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kikaku/pdf/ekisu_seido.pdf
EUの混合食品規制について： https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/EU.html



品目団体等の組織化について

組合

戦略で「コンソーシアムの組織化」は今年夏が目標とされる一方で、輸出産地における
輸出事業計画の作成は、４月以降すすめるとされている。コンソーシアムの組織化が完
了していない段階では、誰がイニシアティブをとって、「輸出に向けた産地の合意形成」
や「輸出事業計画作成」をすすめるイメージでしょうか。

畜産物については、令和２年度の第３次補正予算で畜産物輸出コンソーシアム推進対
策事業を計上しており、補正予算成立を受けてすぐに事業を進めます。この補正予算を
執行するにあたっての事業実施計画を作成していただくことになります。この計画がほ
ぼニアリーイコールで、輸出促進法に基づく事業実施計画になるだろうと想定しておりま
す。なお、畜産物のコンソーシアムでは、食肉処理施設が核となります。

行政
農産物のコンソーシアムについてはリスト化した輸出産地（プレーヤー）ごとに川上から
川下までを抱合した組織化を行うイメージでしょうか。

畜産物のコンソーシアムは、生産者と食肉処理施設、輸出事業者の三者が必須の構成
員となっており、ご指摘の通り「川上から川下まで」というイメージです。

事業者
品目別団体は輸出に係る生産者、加工・流通・輸出事業者が参加しとありますが、団体
のメンバーによっては中小企業には恩恵が無いという結果になりかねないと思われま
す。メンバーの選抜方法をご教示下さい。

品目団体等の組織化については、現在検討中であり、戦略において令和３年夏を目途
に結論を得ることとしています。

個人
品目団体として都道府県をまたがった産地同士の協力が重要なのは分かるが、産地間
競争とのジレンマをどのように解消するお考えがあるかご教示ください。また、品目団体
の選抜方法を教えてください。

海外展開においては、日本国内の産地ブランドがアドバンテージとならないことがあり、
オールジャパンでの売り込み体制の構築を検討していきます。
品目団体等の組織化の方法については、現在検討中です。

組合
P5関連事業者を包括する組織づくりにおいては、政府主導で該当団体を設立もしくは既
存団体から選定、育成するのでしょうか。それとも公募のようなかたちになるのでしょう
か。ご教示お願いいたします。

関連事業者を包括する品目団体等については、品目毎の状況を踏まえ組織化を検討し
ていきます。

行政

品目別団体と輸出産地の役割分担はいかがお考えでしょうか？、輸出産地はGPFグ
ローバル産地計画を策定することとなりますが、同計画で、生産から国内、海外輸送
ルートの確保、海外での販路開拓まで含まれ、ある意味その計画で完結するものと考え
てますが、そうなると品目別団体の役割はどうなるのでしょうか？輸出産地への指導、
助言でしょうか？

品目別団体の役割は、生産者から輸出事業者までの垂直的な協力の他に、産地連携
のためのとりまとめも行います。

行政
今シーズン、香港における日本のいちごの販売価格が下落（輸出過剰による値崩れ）が
発生しており、本県では、いちごの輸出拡大に向けて憂慮すべき状況であると感じてい
る。国として、海外での日本の農林水産物の付加価値を守る取組をお願いしたい。

品目団体等を組織化し、産地間の水平的な協力を行うとともに、ナショナルブランド構築
のための知財化、共同プロモーション等を行っていきます。

行政
コンソーシアム化について、酒類（焼酎）での構築イメージが決まっていればお知らせく
ださい。

「本格焼酎・泡盛」の輸出促進については、日本酒造組合中央会で基本戦略を策定し取
り組んでいるところですが、コンソーシアム化については、関係事業者等と今後議論を
進めていきます。



品目別目標について

組合 ブリ輸出額目標542億円の算出根拠をご教授下さい。
ぶり養殖業の成長産業化による国内生産量の増加と国内消費量の減少による国内仕
向け量の減少による輸出仕向け量の増加見込みに、製品歩留まりと水産物の国際取
引価格の上昇度合いを乗じて算出したものです。

事業者 ぶり輸出産地5か所はどこかご教示ください。
戦略では、５産地（九州（鹿児島県、宮崎県、大分県等）、愛媛県等）としています。
現在の養殖ぶり類の生産量上位県と各県における主要生産海域を輸出産地の候補と
して想定したものです。

行政 ぶりについて、輸出産地の想定している候補について教えてください。
戦略では、５産地（九州（鹿児島県、宮崎県、大分県等）、愛媛県等）としています。
現在の養殖ぶり類の生産量上位県と各県における主要生産海域を輸出産地の候補と
して想定したものです。

組合
品目別団体の役割について補足ください。特に青果物については、輸出事業者がそれ
ぞれ商流を構築しており、同じ団体内における、同業他社との競合も懸念されます。品
目別団体内において、仕向先の調整などは想定されておりますか？

青果物については、日本青果物輸出促進協議会に設置した各品目部会にて、今後、輸
出拡大を図る上での課題等を整理し、部会としての対応等を検討することとしておりま
す。部会での検討にあたりましては、各産地、輸出関係者の皆様にも参画いただき、是
非、ご意見をお聞かせください。

行政 ブリやマダイの輸出目標額、特に単価上昇に関する算出根拠をご教示願いたい。
現地の食嗜好に合わせた加工度の高い商品を製造することによる製品単価の上昇と、
近年水産物の国際取引価格が上昇しており今後も総じて高値で推移すると国際機関が
予想していることによるものです

行政
輸出用で増産されたブリが国内市場に流通する懸念がありますが、輸出用と国内用の
ブリ生産の仕分けなどは、どのように想定されていますか？

本戦略においては、マーケットイン輸出として、輸出先国のニーズ等に対応した産品の
継続的な輸出を進めて行くこととしており、輸出先国のニーズ等のマーケットを捉えて生
産された産品が異なるマーケットに仕向けられることは少ないものと考えています。
ただし、コロナ禍のような想定外の状況も考えられるため、国内需給の安定を図るため
には、生産者が海外需要の増大に合わせて計画的に生産拡大するとともに、関係者と
も協議しながら輸出向け増産の自主的管理の仕組みを検討することが必要と考えてい
ます。

個人
輸出重点品目に対して、品目団体を決めていくプロセスと品目別団体による活動に記載
があります①関連事業者の統合という点をご教示お願い致します。

（説明資料P６下段①）
個社が各々で行うのではなく、まとまって行うことで、展示会や招へい事業を効果的に実
施するという意味です。

個人
２点お願いします。日本酒の産地・目標設定についてですが、主な事業者ごとに目標が
設定されるということでしょうか。産地公表される前には、なんらかの形でご調整がある
と考えていてよいでしょうか。（兵庫県）

「清酒（日本酒）」を含む酒類については、産地や事業者ごとに輸出目標等を設定するこ
とは予定していません。



支援策について

個人 支援先の選定に際して、事業規模など制限はございますか？ 事業規模の制限はありません。

個人
生鮮魚介類のチルドでの輸出は小ロットになりますが、今回の輸出支援の対象からは
外れますか？

今回策定された輸出戦略ではマーケットイン輸出への転換が重要とされています。小
ロットの生鮮魚介類輸出であっても、輸出目標とその実行のための課題と対策を明確化
しマーケットイン輸出に取組む事業者の方々には引き続き適切な支援を行っていきま
す。

行政 自治体が先導するプロモーション活動に対して支援策はありますか。

自治体が先導して立ち上げた輸出協議会等が、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦
略」で設定された重点品目及びターゲット国・地域を対象として、明確な数値目標を定め
た上で海外販路の開拓・拡大の取組を行う場合、令和２年度３次補正予算及び令和３
年度当初予算により、JETROを通じて支援します。
【JETRO】https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html

組合
補助事業の優先採択以外の優遇処置は考えられていますか？例えば、補助率のかさ
上げなど・・・。

説明資料P11にある通り、輸出事業計画を作成いただくことで、優先採択・優先配分を受
けることができます。

個人 北欧、中東向けの輸出拡大に向けた支援、取組みを知りたいです、

JETROにおいて、世界各地で開催される見本市への出展支援、国内外での商談会の開
催、国内各地での輸出セミナーの開催、専門家による相談、海外の日本産食材サポー
ター店と連携した日本産食材キャンペーン等を実施しております。
【JETRO】https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html

個人
柑橘類から抽出した成分の輸出拡大に向けてのプロモーション支援を国から受けれま
すか。また、支援策があればご教授ください。

貴社の製品はエキスなどの加工食品と思われ、以下の事業に応募できますが、輸出拡
大実行戦略上の重点４品目（清涼飲料水、菓子、ソース混合調味料、味噌・醤油）が優
先されることとなっています。
令和２年度３次補正予算「地域の加工食品の国際競争力強化支援事業」により、食品
製造事業者等が行う輸出先国が求める食品・高付加価値食品・レシピの開発、伝統的
技術等を活用した加工食品のPR、実証試験等が支援対象となり、補助率は定額または
1/2以内となります。

個人

輸出商社に勤めております。マーケティング・プロモーションに関して質問です。展示会
を通じてのプロモーションは業界で働く企業へのアピールにはなりますが、輸出国の消
費者へのアピールにはなっていないのが現実かと思います。一般消費者へアピールす
るための広告や現地企業と連動したプロモーションへの融資やサポートは検討されてお
りますでしょうか？可能であればその条件などが知りたいです。現状、自治体ごとに取り
組みされているところもありますが、一時的な売上促進のみとなっており需要の底上げ
となるプロモーションになっていないかと感じております。可能でしたら需要自体を底上
げするためのプロモーション方法を意見交換する機会を設けていただければと思いま
す。

日本産農林水産物・食品のオールジャパンでのブランディングやプロモーションを行うた
め、JETRO内にJFOODO（日本食品海外プロモーションセンター）を設置しており、海外
市場の拡大による輸出促進に向けて、対象品目と国・地域を特定した上で、消費者向け
プロモーションを実施しています。詳細は下記ご覧ください。
【JFOODO 】https://www.jetro.go.jp/jfoodo/



組合
プロモーション実施以降の輸出相手国現地における具体的な支援策について、教えて
いただければと思います。

海外市場を獲得するためには、プロモーションの実施に加え、事業者が自ら取引相手の
開拓や契約に向けた交渉を進めることが重要であり、JETRO/JFOODOを通じ、現地消
費者情報の提供や現地事業者とのマッチング等の支援を行っています。
詳細は「輸出拡大サポート事業」「海外需要創出等支援緊急対策事業」についてお問合
せください。

組合
輸出拡大には民間の力が必須と考えます。地域の民間企業にて輸出に関する協議体
等を立ち上げた場合に国として支援を考えていただくことは可能でしょうか。

地域の民間企業が立ち上げた協議体等が、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」
で設定された重点品目及びターゲット国・地域を対象として、明確な数値目標を定めた
上で海外販路の開拓・拡大の取組を行う場合、令和２年度３次補正予算及び令和３年
度当初予算により、JETROを通じて支援します。
【JETRO】https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html

事業者

株式会社Japonteの江口と申します。福岡県漁連と協力して海苔の輸出拡大を検討して
います。海外市場では海苔の需要が順調に伸びている一方で、韓国産の焼海苔により
大部分の市場が占有されています。海外市場における国産焼海苔のブランディング（特
に有明海産の特徴を訴求し）が必須と考えています。このような長期的かつリスクを伴う
取組みについては、どのような国からの支援が期待できますでしょうか？

リスクを取って輸出に取組む事業者へのリスクマネーの供給を後押しするため、「農業
法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」の改正法案を今通常国会に提出して
おります。

事業者
輸出事業者との意見交換を検討いただけるとのことで 
開催される認可であれば参加を希望いたします

ご希望であれば、お電話等で海外市場開拓・食文化課まで個別にご相談ください。



輸出規制について

個人
対中国、韓国、台湾等向けの放射能規制の撤廃及び緩和に対しての施策、見通しを教
えてください。

資料の13ページ左上に記載のとおり、中国、香港、台湾、韓国など近隣諸国を中心に、
放射性物質規制をはじめとする輸入規制が残存しています。
農林水産省としましては、一日も早くこれらの規制が緩和・撤廃されるよう、政府一体と
なって、あらゆる機会を捉えて働きかけを行ってまいります。

個人
P15 の資料に記載ありました、EU向けに整備されている水産物産地市場は、どこの市
場なのかご教授頂けますか。

地方卸売市場八戸市第三魚市場Ａ棟です。なお、EU向け輸出水産食品取扱認定市場
のリスト等は以下のリンク先から確認が可能です。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_ousyu.html#eu

行政
ご説明ありがとうございます。広島県海外ビジネス課です。P13のシャインマスカットです
がベトナム向けに輸出開始する予定はございますか？もし，予定がわかれば，教えてく
ださい！

シャインマスカットを含めぶどうはベトナムに輸出することができません。ベトナムへのぶ
どう輸出については、現在解禁に向けた協議を行っています。
　本件やその他にも協議等を進めているものは「農林水産物及び食品の輸出の促進に
関する実行計画」において、農林水産省のホームページに詳細を記載しています。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-2/index-3.html

事業者
輸入者様より、コロナで中国の輸入税関でPCR検査が実施されており、通関まで入港か
ら1ヶ月以上かかっているという情報も聞かれますが、各国の通関の現状を確認する方
法はございますでしょうか？

各国の通関の最新情報については、輸入業者等を通じて、輸出先国当局にご確認下さ
い。

事業者
食品メーカーです。中国輸出の施設登録ですが、コロナの影響で中国政府が受付を
滞っているとの事を聞きました。見通しはどうなのでしょうか？

中国向け輸出水産食品については、先般、中国側から証明事項（様式等）の変更につ
いて要請がありました。この変更への対応や新様式の運用開始日等について、農林水
産省としても輸出に影響が生じないよう中国側と協議を行っているところです。様式等の
変更に当たっては、関係事業者に対しても丁寧に説明してまいります。
農林水産省のホームページでも情報提供を行っています。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/china_shoumei.html

事業者

食品メーカーです。 
中国輸出の施設登録ですが、コロナの影響で中国政府が受付を滞っているとの事を聞
きました。見通しはどうなのでしょうか？ 

　中国向け輸出水産食品については、先般、中国側から証明事項（様式等）の変更につ
いて要請がありました。この変更への対応や新様式の運用開始日等について、農林水
産省としても輸出に影響が生じないよう中国側と協議を行っているところです。様式等の
変更に当たっては、関係事業者に対しても丁寧に説明してまいります。
　農林水産省のホームページでも情報提供を行っていますので、ご確認ください。
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/china_shoumei.html）



輸出物流について

行政
現在、一部事業者においては、小ロット輸出により空港間の横持ち対応が必要となるこ
とから輸送コストが増大が問題となっている。こうした輸送経費を支援するソフト事業等
はありますでしょうか？

令和2年度補正予算（第3号）輸出物流構築緊急対策事業で、低コスト・最適輸送ルート
の調査・実証、輸出物流の構築に必要な設備・機器の導入等により、輸送コストの削減
を支援します。

行政

12ページで、地方港湾・空港周辺の冷凍庫など物流拠点整備やIT化があげられていま
したが、コンテナ船やDHLやUPSなどの民間クーリエなどのロジの確保がされていないと
流通販売事業者は整備・投資に意欲的になれないと思いますが、すでにそういった話の
ある港湾・空港があるのでしょうか？コンテナ船が足りない問題点は本日も報道されて
いたかと思います。そういったロジの確保について具体的にどのような対応が必要かも
わかっていないのでご教授いただければ幸いです。

港湾や地方空港を活用した輸出物流の構築については、令和2年度補正予算（第3号）
輸出促進緊急対策事業のうち輸出物流構築緊急対策事業で調査、実証等を行うことと
しており、また、国土交通省とも連携し議論を行っているところです。
また、コンテナの不足については、コロナによる影響によるものと認識しており、船会社
に対してコンテナの確保を依頼しているところです。

個人
鮮度保持をしながら海上輸送を行うことで皆様のお役に立てるのではないかと感じてお
りますが、その導入支援策はありますでしょうか？

令和2年度補正予算（第3号）輸出促進緊急対策事業のうち輸出物流構築緊急対策事
業で、輸出物流構築に向けた鮮度保持機能付きリーファーコンテナや冷蔵設備等、設
備・機器のリースによる導入を支援します。

事業者
中部国際空港㈱の花村です。空港に求めらる機能についてコールドチェン以外にどんな
ものが必要になるでしょうか？　また今後空輸を使う場合、特にどんな品目が増加してく
でしょうか

　港湾や地方空港を活用した輸出物流の構築については、国土交通省とも連携し議論
を行っているところであり、輸出物流以外にも、輸出証明書の交付場所の拡大等も課題
となっていると認識しています。
　また、輸出品目については、GFPコミュニティサイトへの登録や、品目別輸出団体への
加入等を通じて、ニーズを把握してください。

事業者
弊社は氷感キープ法を活用した保存物流を提供しています。輸出拡大には良い物を作
ることと同じくらいの保存と物流が重要になります。これ対しての対応はどのように準備
されておりますか？

令和2年度補正予算（第3号）輸出促進緊急対策事業のうち輸出物流構築緊急対策事
業で、輸出物流構築に向けた鮮度保持機能付きリーファーコンテナや冷蔵設備等、設
備・機器のリースによる導入を支援します。

行政
12ページ「第2の戦略③：輸出物流の構築」について、検討するとのことであるが、具体
的な今後の検討スケジュールをご教示ください。

港湾や地方空港を活用した輸出物流の構築については、国土交通省とも連携し議論を
行っているところであり、令和3年夏までに方向を決定し、実行するものを実行戦略とし
て取りまとめる予定です。

事業者
現在の世界的なコンテナとスペース不足による船社の一方的な船賃・コンテナマネジメ
ント費用等の適用により、輸出が非常に困難な状況になっておりますが、輸出戦略の一
環として関係省庁から働きかけをされる予定はありますでしょうか？

コンテナの不足については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるものと認識し
ており、船会社に対してコンテナの確保を依頼しているところです。



個人

市場の成熟化に対応してマーケットインを進めていく上で、差別化するためのブランディ
ング（生産者や生産者グループなど狭義な）を進める必要が出てきていますが、これは
小ロット流通を余儀なくされるケースも多く、大ロット化方針からは離れたことになりかね
ません。
小ロット生産物をブランディングあい、輸送する場合は、物流面での集約効率化を進め
る必要あるかと思われますが、いかがお考えですか？

2025年2兆円・2030年5兆円目標の達成には、小ロット生産物のブランディングによる輸
出はもちろんのこと、マーケットインに基づく大ロット・高品質・効率的な輸出体制の整備
も不可欠です。
小ロット生産物の輸出においては、輸出拠点の整備や地方空港の活用等による効率化
や、最適温度帯で混載した輸出等を進める必要があると考えており、今後の議論等を踏
まえ、実行戦略として取りまとめることを検討します。

行政

北海道庁です。北海道のホタテは主要輸出品目となっておりますが、コロナで国際便が
運休し、大きな影響が出ましたが、支援をいただいたことにより臨時便が運行し、現在は
かなりの量がゆしゅつされるようになりました。しかし、最近コンテナ不足による運賃の高
騰が問題となっています。今後海外での価格面で競争力を強化するためには、運賃等
への支援も必要と思います。ＷＴＯの関係があるかもしれませんが、このようなかかり増
し経費等への支援について、今後ご検討いただくことは可能ですか？

コロナにより毀損した輸出物流の維持のため、ご活用いただいた物流ルート確保事業
は引き続き実施いたします。
運賃等への直接支援は、WTO違反となることから考えておりません。令和2年度第３補
正予算「食品等輸出物流ルート確保緊急対策事業（物流ルート確保事業）」で、旅客便
の大幅な減便に対応するため、国内拠点空港への横持ち費用（掛かり増し相当分）の
一部を支援します。

輸出全体施策について

個人

当地では生ガキはじめ多くの海産物、また和牛肉などを日本から輸入されたい食品関
連の企業はとても沢山ありますが、日本国内の企業の多くは足踏みをされています。そ
の原因の究明と日本から輸出出来ない壁などの詳細な統計などございますでしょうか。
弊社が考える理由としては、まず言語、現地情報が無い、消費者の動向が分からない、
中国や東南アジアマーケットの知識はあるが英語圏のノーハウが無い、価格設定で二
の足を踏んでいる、商習慣が異なるなど沢山の理由がありますが、どのように解決され
ていくのか教えてください。豪州・NZ両国民3000万人が口を開けて待っております。

輸出を行うには、輸出先国の規制やニーズに対応することが大きな課題であり、戦略に
おいて、品目団体等を組織化し、オールジャパンで輸出に取り組んでいくこととしていま
す。

行政
今後、輸出産地ごとの取組を強化していくためにも、輸出の現状把握が重要と考えてい
る。産地ごと（都道府県単位など）に輸出実績が把握できるような仕組みを早急に検討・
構築していただきたい。

産地の実情については、都道府県がより現場を把握していると承知しており、各都道府
県において現状把握の方法について検討していただきたいと考えています。

行政
上記と同様の趣旨ですが，例えばインボイスに産地を記載するようにしていただき，統
計として公表していただくことはできないのでしょうか？

輸出事業者の手間を増やすことにもなり、ご提案の実現は難しいと考えています。
産地の実情については、都道府県がより現場を把握していると承知しており、各都道府
県において現状把握の方法について検討していただきたいと考えています。

行政
輸出金額増加に伴う増産量が国内市場に流出しない具体的な方策があればご教示願
いたい。

産地が輸出商社と連携し、海外販路を確保することが必要であると考えています。この
ため、戦略において、品目別団体等を組織化し、生産者から輸出事業者に至るまでの
垂直的な協力を後押しすることとしています。

行政
（湯）安全野菜工場です。当社は、水耕栽培にて葉物野菜を主体に生産しております
が、葉物野菜の輸出実態を教えて下さい。

葉物野菜全体の輸出額等については把握できないところです。品目によっては、統計数
字が把握できるものや事例等の紹介が可能な品目もありますので、生産局園芸作物課
（輸出促進班）にお問い合わせください。



個人

国内生産→国内消費の場合は、国内で経済が回るため、生産を強化することがそのま
ま経済を強化することにつながると理解が早いですが、国外に売る場合、利益が戻って
こない場合は、単純に日本の国益を輸出により吸い取られることに繋がると思われま
す。例えば、牛肉の目標1600億を達成した場合、日本国にはどれくらいの利益が生まれ
る想定でしょうか？また、そのためには、現地での販売価格が非常に重要になってくると
思いますが、それぞれの項目において、海外で日本の事業者が安売り競争をしないよう
な対策は何かございますか？

国内の食市場が縮小する一方で、世界の市場は今後大幅に拡大することが見込まれる
中、農林水産事業者の所得向上を図るため、海外販路の開拓が必要と考えています。
安売り競争とならないよう産地間連携を行い、品目団体等を活用しオールジャパンで輸
出に取り組む体制の構築を検討していきます。

今後の説明会の予定など

個人

今日の説明会は、地域をまとめる自治体、JAさん、JFさん向けと認識して間違い無いで
すか？確かに大きな会社、まとまった地域が大きな対象国に輸出するのが決まればデ
カいので効率的だから予算を割くのは理解できます。一方で、すべての予算と時間を大
きい自治体、組織に回るのではなく、小規模事業者だけを対象にした予算と時間を割い
た説明会を開催という考えは政府には無いですか？

本説明会は、当省各局から、事業者が所属する関係団体等に周知を行うとともに、GFP
（農林水産物・食品輸出プロジェクト）にご登録いただいている生産者・中小事業者等に
も周知を行い開催いたしました。
引き続き問合せフォームでご意見等を受け付けると共に、輸出に取り組むあらゆる皆様
を支援してまいります。

個人
行政機関や大企業、中企業の方の為の講義ですが小規模事業者の参加は難しいので
すか

本説明会は、当省各局から、事業者が所属する関係団体等に周知を行うとともに、GFP
（農林水産物・食品輸出プロジェクト）にご登録いただいている生産者・中小事業者等に
も周知を行い開催いたしました。
今後も情報発信をしてまいりますので、是非GFPにご登録ください。
【GFPについて】https://www.gfp1.maff.go.jp/

個人
次回以降は、食品輸出においても生産者向け、輸出企業向け、物流企業向け等に分け
てのセミナーを希望します。

今後も必要に応じて説明会を開催したいと考えています。
本説明会の動画や資料、問合せフォームも引き続き掲載していますのでお役立ていた
だけますと幸いです。


