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農林水産物等輸出促進全国協議会会長を仰せつかっております、キッコーマン株式会社取締役名

誉会長の茂木友三郎でございます。本日は皆様方、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして、誠

にありがとうございます。本日は吉川農林水産大臣にご臨席をいただいております。また、安倍内

閣総理大臣も後ほどご参加をいただくということでございまして、安倍総理、吉川大臣に御礼を申

し上げたいと思います。ありがとうございます。総会を開催するに当たり、一言ご挨拶申し上げま

す。

まず、日本食海外普及功労者として表彰をお受けになる５人の皆様方、誠におめでとうございま

す。皆様の長年のご努力に敬意を表すると共に、今後のご活躍をお祈りいたします。

次に農林水産物・食品の輸出の状況でございますが、輸出額は平成25年から５年連続で過去最高

を更新し、平成29年は8071億円となりました。また、平成30年の１月から10月までの輸出実績でご

ざいますが、7341億円ということでございまして、対前年同期比で15.2％増となっております。

次に、新規に加入された会員をご紹介させていただきます。この度、本協議会の趣旨にご賛同を

いただきまして、日本食品海外プロモーションセンター、JFOODOが加入されました。これをもちま

して、本協議会の会員数は173団体となっております。同センターは、海外消費者向けのプロモー

ションやブランディングを強化し、需要を喚起する事業を拡大し、日本の農林水産物・食品の輸出

拡大に貢献していくことを期待いたしております。

最後に、政府目標である平成31年の輸出額１兆円を達成するためには、官民を挙げた取組とオー

ルジャパン体制により安全で高品質な商品を安定的に供給していくことが大切であります。

今後、協議会会員各位の益々のご活躍を期待いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。あり

がとうございました。

【農林⽔産物等輸出促進全国協議会 茂⽊友三郎会⻑のご挨拶】
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【𠮷川貴盛 農林⽔産⼤⾂のご挨拶】

ご出席の皆様、こんにちは。ご紹介をいただきました農林水産大臣の吉川貴盛でございます。本日

は、農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げたいと存

じます。

まずは、茂木会長をはじめ、協議会の皆様におかれましては、農林水産物等の輸出に大変なる御尽

力を賜っておりますことに、心から厚く御礼を申し上げたいと存じます。また、本日、日本食海外

普及功労者として表彰される皆様におかれましては、心からお喜びを申し上げたいと存じます。ま

だ日本食が普及と言いましょうか、浸透していなかった時代から、皆様が長年にわたり日本食の普

及に取り組まれておりますことに、心からなる敬意を表したいと存じます。

私の地元は北海道でありまするけれども、豊富な農林水産物の生産を背景に、我が国農林水産物・

食品の輸出において、中心的な役割を担っているところでもございます。日々、多くの皆さんのご

意見を聞くところでありまするけれども、日本の農林水産物・食品の品質が世界から高く評価され

ていることを実感をいたしているところでもございます。農林水産省といたしましては、本年８月

に農林水産物・食品の輸出プロジェクト、ＧＦＰという取組を立ち上げました。生産者の方々等に

も必要な情報や支援を行う取組を始めているところでございます。今後も、関係府省・団体・企業

の皆様と連携をしながら、輸出向けの産地づくりや海外プロモーションの支援を通じて、先ほど、

茂木会長からもお話のございました、輸出額１兆円の目標達成に向けて、しっかりと取り組んで参

りたいと存じます。

結びになりますが、本日御臨席の皆様方の御健勝と更なる御活躍をお祈りいたしまして、私のご挨

拶とさせていただきたいと存じます。本日の総会、おめでとうございます。
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【安倍晋三 内閣総理⼤⾂のご挨拶】

皆様、こんばんは。安倍晋三でございます。農林水産物等輸出促進全国協議会の平成30年度総会開

催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

始めに、本日、日本食海外普及功労者として表彰された皆様に、心からお祝い申し上げます。食習

慣の異なる海外において、長年にわたり日本食の普及に情熱を注いでこられましたことに対しまし

て、敬意を表したいと思います。

日本の農林水産物や食品の輸出をどんどん伸ばしていく。このことを目的に、本協議会が設立され

たのが平成17年です。当時、約4,000億円だった輸出額は、今や２倍以上に増え、本年も過去最高の

9,000億円を伺う勢いであります。

こうした中、全国の産地では、様々なチャレンジが進んでいます。中山間地域で輸出に特化した米

作りをしている長野県の農業法人は、若者の雇用と耕作放棄地の発生防止に貢献しています。静岡

県の温室メロンの産地からは、海外マーケットへの挑戦が、若い後継者に誇りと自信を与えている

という話も伺っております。

年末にはＴＰＰ11が発効し、ＥＵとの経済連携協定も既に国会で承認されています。牛肉や緑茶、

水産物など、おいしくて安全な日本産の輸出を拡大するチャンスが更に広がります。輸出の障害と

なっている各国の規制の緩和・撤廃も、着実に進めています。私自身、首脳会談などあらゆる機会

を捉えて各国に働きかけており、本年も、我が国の最大の輸出先である香港に、北関東４県の果物

などを輸出できるようになりました。新潟のお米の中国への輸出解禁も実現しています。今後とも、

吉川大臣と、本日の総会に御出席の、御臨席の皆様方と力を合わせて、まずは来年の輸出目標額１

兆円を達成し、更に輸出を皆さん伸ばしていこうではありませんか。安倍内閣は、これからも、輸

出に取り組む皆様を全力で応援してまいります。

最後に、御臨席の皆様方のますますの発展とそして日本の農林水産物、このおいしくて安全な農林

水産物がどんどん海外に輸出され、各地域も発展していくとこを祈念いたしまして、私の御挨拶と

させていただきたいと思います。本日はおめでとうございました。
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【受賞者講話︓⽩形 雅則⽒】

本日は、大変名誉な賞を頂きまして、本当にありがとうございます。まず初めに、普段から日本
茶の輸出に大変ご尽力いただいております日本茶輸出協議会の杉本局長に、お礼を申したいと思い
ます。ありがとうございます。私は静岡のお茶屋に生まれ、幼少の頃から、お茶の商売、工場に慣
れ親しんで育ってまいりました。地元の高校を卒業後、アメリカの大学に留学をする機会に恵まれ
ましたが、まさか卒業する時には、将来、自分が家業のお茶をアメリカに広めることになるとは、
考えてもみませんでした。

1995年に先代である父親が亡くなりまして、私が、弱冠26歳で急きょ家業の白形傳四郎商店を継
ぐことになりました。その当時、白形傳四郎商店は通信販売を専業としておりましたが、ちょうど
その頃、インターネットやパソコンなどが普及し始めて、通信販売というのが、これから競争がま
すます激しくなるのではないかと思い、他に柱になるもう一つの事業が欲しいなと思いました。
ちょうど90年代後半から北米で緑茶の需要が非常に伸びているというマーケティングの調査や、あ
と、日本の統計を知りまして、その数年後2000年に、自分でも信じられないくらいの勢いで、デン
ズティーという現地法人を、ロサンゼルスの近くのトーランス市に設立しました。ところが商売を
始めてみますと、統計や調査と、現実とはだいぶかけ離れていまして、実際は一からの開拓となり
ました。緑茶が伸びているという統計は、実は、日本食レストランや、日系、アジア系の食品スト
アが増えていたこと。そして、現地で緑茶が伸びていたというのは、実際、アメリカのスーパーな
どでは、日本産以外の緑茶が伸びていたということでした。つまり現地の米国の消費者には、日本
産の緑茶というのは、あまり知られていないということが分かりました。加えて日本茶というのは、
他の国のお茶に比べ非常に価格も高く、それも含め日本茶の魅力、情報をしっかりと消費者の方に
伝えることが大事だと思いました。

ちょうど2001年に、私が日本茶インストラクターという資格を日本で取りまして、そして早速、
それを英語に訳し、アメリカで日本茶セミナーや試飲会を企画しました。当時、日本茶を英語で
しっかりと情報を伝えられる方があまりいなく、そんなわけで、いろんなお茶のイベントなどに呼
ばれ、セミナーや試飲会をする機会を得ました。日本茶セミナーでは、日本茶の歴史や効能、おい
しい入れ方等をわかりやすく、皆さんが興味を持ってもらうように説明し、また、抹茶や煎茶など
を皆さんで楽しく飲んでいただくような、そんなセミナーです。この10年で、日本茶がだいぶ普及
して知られるようになりましたけども、その一部に貢献できていたら嬉しいと思っています。最近
は日本茶が、例えば、抹茶ラテですとか、アイスクリーム、または健康食品の原料にまで、非常に
商品が進化して、また、輸出も増えております。ただ同時に、日本茶本来の味わいですとか、魅力
をしっかりと伝えることが、長い商品サイクルを生み、長く現地の消費者に根付くものと思ってお
りますので、これからもしっかりと日本茶の情報、魅力を伝えてまいりたいと思います。

そして、最後になりますけども、今の話ではちょっと伝わりにくかったんですけども、私は、日
本の会社の社長も兼任しておりまして、日本の会社の社長をやりながら、勝手にアメリカに会社を
つくり、そして、そこに移住し、ほとんどアメリカで活動しているような状態です。もちろん毎日
連絡してますけども、日本の会社のみんなが私の活動を理解し、サポートしてくれ、ついてきてく
れていますので、本当に日本の会社のみんなには感謝しております。また、それ以上に、私の家族
を本当に振り回しておりますので、今日は、ここには来れていませんけども、この場を借りて家族
にも感謝したいと思います。本当に今日は素晴らしい賞を頂きまして、ありがとうございました。
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【受賞者講話資料︓⽩形 雅則⽒】
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【受賞者講話資料︓⽩形 雅則⽒】
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【受賞者講話︓マイケル・チョン・ブイ・シン⽒】

（司会者）
マイケル様に置かれましては、誠に僭越ではございますが、私（司会の小西裕美子）より代読とい

う形を取らせて頂きます。
マイケル・チョン・ブイ・シン様は、銀行員としてキャリアをスタートし、法人部門で着実に地位

を築く傍ら、日本の食に強い関心を抱くようになり、2002年、ブルネイの首都に小さな日本食レス
トランを開かれました。当時、ブルネイには日本食レストランがたった１軒しかなく、日本食は非
常に高価な料理と見なされていました。厳格なイスラム教の戒律に基づいた小さな市場では、日本
の食材、特にハラル商品を手に入れるのは至難の業でしたが、日本食への思いは強く、近隣諸国の
供給元を新規に開拓してレストランを開設したそうです。今では12カ所のカジュアルダイニング・
レストラン、２カ所のキオスクを展開し、地元のイスラム教徒を中心に毎日1000人以上の顧客が訪
れているそうです。戦略的に重要な地域においては、主な店舗の設計・施工を自社で一元化してい
らっしゃいます。2008年には、ブルネイ宗教省が、イスラム教徒を顧客とするすべてのレストラン
へのハラル認証について新たな規制を発表しました。2012年、ブルネイ宗教評議会からハラル認証
を受けた最初の日本食レストランとなり、現在、全店でハラル認証を得た和食のみを提供してい
らっしゃいます。また、質の高い日本食材への需要の高まりから、レストランと一般のニーズに応
えるため Sno-Food Trading を設立。同時にセントラライズ・キッチンと貯蔵庫の機能の一部を含
めて、すべての保管機能を一本化されました。保管施設では乾燥、チルド、冷凍品に合わせて異な
る温度を設定し、2017年以降、日本から直接コンテナを受け入れることを可能とされたそうです。
素晴らしい努力を続けてこられたんですね。規制をクリアして安心をお届けするというのは、本当
に大変な尽力をなさったことだと思います。代読をさせていただきました。

【受賞者講話資料︓マイケル・チョン・ブイ・シン⽒】
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【受賞者講話︓平澤 稔⽒】

イタリアから参りました平澤稔と申します。今回は、大変名誉ある賞をいただきまして身に余る光栄で
ございます。農林水産省、御推薦いただきました山口県、及びジェトロの関係者の方々に、厚く御礼申し
上げます。
1972年に日伊興産社員としてローマに赴任しました。その後長きに渡ってイタリアで日本食の普及に携

わるきっかけとなり、東京レストランの寿司職人でありました。寿司を提供した最初の者となり、当時、
日本食はイタリア人に馴染みがなく、寿司、生ものを食べること対し、相当な抵抗がありました。イタリ
アは元々料理が美味しい国であり、イタリア人も自国料理を愛し、食に対しては保安的であると言えます。
イタリアでの日本食の普及は難しい。と当時学んでいた辻料理師専門学校の校長から言われ、かえって私
としては何とかイタリアで日本食を普及してみたいと意気に燃えた記憶があります。５年ほどローマのい
ろいろな部門の担当責任者をし、1977年にミラノ、ポポロ屋の店舗責任者として任されました。店舗名を
ポポロ屋と決め、食材販売とお弁当のテイクアウトを営みながら、日本食レストランオープンのための営
業ライセンス取得を待ちましたが、現在のようにレストランの営業の規制緩和が進んだ状況になく、冗談
のような話ですが、レストランライセンスを取るのに、12年後の1989年までかかりました。ローマに続き
ミラノでも最初の寿司を提供する寿司屋となりましたが、食材確保が苦労の連続でした。寿司に合う米を、
ヴェルチェッリ地方の農家の方々に委託栽培していただいてます。また、ミラノ魚市場はイタリアでは最
大級ですが、一番良い魚を買うために毎朝通い続けて、市場のスタッフに魚の取り扱いノウハウを教える
と同時に、人間関係を築くよう努力しました。
ミラノでの寿司を提供し始めた1984年に、ラジオ番組で“気味が悪い料理”と残念な放送をされた
ことがありました。店で最初に寿司を食べてくれたお客様のことは、今でも覚えています。奥様がそん

なものを食べたら食中毒をおこす、と反対するなかで、代金を取らずに１つ握ってあげたところ、それが、
旦那さんは、おいしいと喜んでくれました。それがミラノの寿司普及の第一歩でした。ポポロ屋は、日本
の全国すし商生活衛生同業組合連合会に加入しているほか、日本人レストラン経営者イタリア協会の会員
でもありますので、寿司以外でも正統派の日本食をイタリア人の方々に楽しんでいただけるよう心掛けて
おり、硬質なイタリアの水でもちゃんとした日本の味を出せるよう、特に調味料選びには気を配り、醤油、
味噌、みりん、酢など調味料の90％以上は上質な日本産を使っています。お客様への対応も、これが本当
の日本食だと上から目線で作った料理を食べさせるのでなく、イタリア人顧客の意見に耳を傾け、時には
その意見を料理に反映させたことも、日本食の普及に一役買っていると考えています。フュージョン料理
に向かわなくとも、正統派日本食の範囲でイタリア人向けにアレンジすることは十二分に可能だと思いま
す。長女の真美に、食材販売やレストランの運営を任せるようになったこともあり、メーカー様やディス
トリビューター様との交渉により、新しい日本食材・食品・調味料などの販売や料理での利用も進めてい
ます。最近では、山口産の欧州で初めてとなる商品の販売や、和牛を使ったにぎりや和風ステーキを提供
しています。今までに500種類以上の商品を扱ってきましたが、今後も良い日本産を可能な限りイタリア
へ紹介したいと考えております。お陰様で、今年２月には、海外における日本産食材サポーター店として、
レストラン、また小売店の両分野で認定していただきました。40年前には想像もできなかったほど、現在
はイタリア人に寿司がうけています。その他、日本食も定着してきています。忍耐と辛抱の甲斐もあり、
当店もイタリア人のお客様に愛される店となり、2008年にはミラノ商工会議所より20年営業表彰を受ける
ことができました。店舗スタッフやお客様には店を支えていただいた感謝の気持ちで一杯です。現在に満
足することなく、これからも娘と家業に戻ってきた息子と共に家族一緒になって日本食のすそ野を広げて
いく活動をおこなっていく所存です。私の話は以上となります。ご静聴いただきまして、誠にありがとう
ございました。



4949

協議会総会 議事録

【受賞者講話資料︓平澤 稔⽒】
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【受賞者講話︓宮⻄ 豊⽒】

私は、近くて遠い国、ロシア国サハリン州ユジノサハリンスク市から参りました宮西豊と申します。本
日、このような名誉ある賞をいただき大変光栄に存じております。サハリン州ユジノサハリンスク市は、
旧日本時代の豊原で、樺太でございます。サハリン州の首都であり、現在、私はこの地においてレストラ
ンを経営しております。私は札幌市で生まれ、大学が終わった年にラジオ局に入社、その後、テレビ局、
放送会社で仕事をしており、当時の自分を振り返ってみると、ロシアでレストランを経営することになる
とは夢にも考えておりませんでした。
私がロシアと関わりを持ったのは、友人と出かけた1976年、まだソビエトだった時の旅行がきっかけで、

極東ハバロフスクのシベリア抑留犠牲者の日本人墓地を「荒れ放題だろう」と訪ねると、きれいに整備さ
れていました。そこにいた地元の女性の方が「今は日本人の方は自由に来られませんが、来られるまで私
たちがお墓をお守りいたします」という言葉を頂き、その心の大きさに大変感動したのを覚えております。
その後、1989年に初めてサハリン旅行をした際に、当時の共産党第１書記、幹部の方にお会いしたのが縁
で、サハリンの大型ホテルの副社長になるとともに、ホテル内に「天狗」という日本レストランを出店し
ました。当時、日本のお客様も多く、サハリンの人たちにも大変人気が出ました。1997年に「アスカ」と
いう名前の店を前任者から引き継いで５年間営業し、2003年に、街の中心部にある軍のホテルの１階に新
しい店をオープンいたしました。店名は、故郷の北海道を思い出し「ふる里」とし、現在に至っておりま
す。
私は、レストランを本職としてサハリンに行ったわけでなく、このハバロフスクでロシアの方が日本の

墓地を大事にしてくださったことを、何かでお返しをしなくちゃいけないという気持ちで参りました。そ
して私は、サハリンに行ったときに、私には子どもがいなかったので、子どもの施設に、親のいない施設
に見学させていただきました。そのときの新ロシアというのは、国が崩壊して大変な場面を私は拝見いた
しましたので、なんとかこの子どもたちを助けなくてはいけないという気持ちで、私は、日本からビタミ
ン剤、お医者さんは、聴診器も、血圧計も、注射針もない、それを皆さん方と、友人とお願いして、たま
たま、私は日本で自家用機を持ってましたので、その自家用機で医薬品を積んで、サハリンに参りました。
今は、私の子どもは、50人から100人いるんではないかというふうに、私は思っております。サハリンは、
海に囲まれた島であり、魚は豊富なのですが、私たちのもとに入るのは厳しい状況であります。それはロ
シアの人たちに生魚を食べる風習がなかったからです。日本のレストランには、刺身や生寿司などの料理
が多くあります。ロシアの人たちにとって、何から何まで初めての料理なので、説明するのが大変でした。
しかし現在では、皆さん日本の料理や日本の味の事をよく知っておられ、また北海道も近く味については
よくわかっているので、私たちが味付けしようと思っても、気をつかっております。
今では、ロシアのレストランでも「寿司」という言葉が入っていないと、レストランとしてみてくれな

いようです。サハリンと北海道は42キロしか離れていませんが、なかなか生魚が入ってこないのが現状で
あります。そのため、タイミングよく生魚を入れることができた時にはストックをするために冷凍庫が第
一に必要でありました。ロシアの冷凍庫は－28度、－35度程度です。220ボルトに対応した－60度以上に
まで冷やすことのできる特注を10本、日本より持ち込みました。持ってくるときは大変でしたが、これが
現在のレストランの大きな力になっております。私の店にはモスクワなどから多くのお客様がいらっしゃ
いますが、「どうしてこのような新鮮なお魚が食べられるのか」とよく言われます。現在は、ユジノサハ
リンスクのほかに、モスクワから800㎞ほど離れたヴォロネジという100万都市に支店がございます。これ
からも日本食の基礎と歴史を守りながら、日本食文化を世界に拡げていくことが私たちの使命だと思って
おります。本日はご清聴ありがとうございました。
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ただいまご紹介にあずかりました東京フードの村山です。この度は大変光栄な賞をいただきありがとう
ございます。私は1986年10月の２日、前年度より導入されたワーキングホリデービザを使いニュージーラ
ンド、オークランド空港に降り立ちました。前日に日本で言う消費税、ＧＳＴが導入され、物価が高騰し
たのをよく覚えています。銀行利息は25％を超えていました。当時は日本食レストランはオークランドに
３軒、首都のウエリントンと南島のクラストチャーチに各１軒の５軒のみでした。日本食材が買えるのも
私の知る限り中国系の３店舗の小売店のみでした。日本食はもっと広がると感じ、食品貿易の経験はあり
ませんでしたが、翌年の12月にニュージーランド最大の都市であるオークランドの街の片隅に50平米にも
満たない飛鳥という日本食の小売店をオープンしました。まだニュージーランドは管理貿易の時代で最初
の輸入に莫大な書類を用意し申請したのを覚えています。翌年の４月に各種規制が撤廃され自由貿易体制
となり、食材の輸入が簡素化されました。オープンから４、５年はジャパニーズフードスーパーマーケッ
ト飛鳥の顧客の95％以上は日本人でした。日本食レストランはあまり増えずとてもニュージーランドに日
本食が浸透したとは言えない状態でした。その後、日本のバブル経済とその崩壊、円高などを経てフード
コートなどに寿司店がオープンし日本食ブームがやってきました。昔は子供のお弁当におにぎりや巻き寿
司を入れると真っ黒な海苔を見て馬鹿にされましたが今ではハンバーガーやピザに匹敵する子供も大人も
大好きな食べ物となりました。
現在、飛鳥はトレーディングネームをジャパンマートに変え、店舗数もＮＺ全土で６店舗となっており

ますが、顧客は90％以上がニュージーランド人、台湾人、シンガポール人、韓国人など日本人以外となり
今やしっかり現地に根ざしております。食材の卸部門も今年度、タウランガ支店で５支店となりニュー
ジーランド全土への供給体制ができ上ったと思います。オセアニアで１番になるという夢を掲げ、14年程
前に西オーストラリアのパースにある日本フードサプライ社を買収いたしました。ニュージーランドと
オーストラリアで会社名が異なるのはこの理由からです。近いとはいえ、ニュージーランドとオーストラ
リアの輸入規制は違いますので勉強するつもりで世界で最も孤独な都市と言われるパースでビジネスをス
タートする選択をしました。オープニングのスタッフの病気などで当初は苦労の連続でしたが、少しずつ
軌道に乗り、５年後にはオーストラリア経済の本丸であるシドニーに進出しました。当初、毎年、100％
以上ビジネスが拡大しましたので、短期間に倉庫の引っ越しを繰り返すこととなりました。シドニー支店
は昨年度更に拡張し、今年、北部に第二倉庫をオープンしニュージーランド本社に匹敵する規模となりま
した。２年前にメルボルン支店をオープンし、４年前にオープンしたブリスベン支店を10月に３倍規模で
移転を完了し最低限の展開ができる規模になったと思います。
今後も世界中に日本食の市場は、拡大していくと確信していますが、まだ日本の産業の中で最も食品業
界の輸出体制が遅れていると思います。ジャパニーズフードが広がり、認知度が上がるに従い、様々な

輸入規制や障壁が強まり日本からの食材輸出の足かせとなっています。もちろん各国の日本食に対する知
識不足や関心の薄さによるものも多数ありますが、その原因の一部は、日本独自の基準設定や各メーカー
による賞味期限という曖昧な賞味期間設定などがあげられます。海外では加工商品については消費期限で
の運用がほとんどです。政府関係者の皆様にはぜひともそれらの課題に取り組み、日本食を海外でさらに
普及させることができる体制を、確立を行っていただけることを大いに期待しております。そうすれば日
本食は世界で飛躍的に伸ばしていくことができると思います。東京フードグループとして来年度新たに小
売店を２店舗オープンする計画とオーストラリアを含めメインストリームにおせんべいなどプライベート
ブランドの新商品の展開計画を実現したいと思います。本日はありがとうございました。
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それでは、最後に５分間だけ、お耳を傾けていただきたいというふうに思います。今日は、農林水産物輸出
促進に向けてということで、現在の状況と、それから、これからのチャレンジということでお話をさせていた
だきたいと思います。

まず、現在の状況でございます。2019年、来年を１兆円の目標ということで掲げておりますけれども、今年
に入りまして、15.2％ということで、昨年は、7.6％でございましたので、２倍程度の伸びということで、こ
のまま11月、12月が参りますと、9,000億円が見えてくるかなという状況になってるとこでございます。

特に注目すべき品目別に見ていただきますと、中ほどの牛肉の32％、それから、鶏卵の48.5％、イチゴの
40％、かんしょの53％ということで、生鮮物の伸びが非常に多くなっているというのが見ていただけると思い
ます。水産物の分野でも、サバの49.7％、それから、イワシの88、タイの45といった形で、いろんな魚種が出
ていくような形になっていくというのが見ていただけるというふうに思います。

それから、さらに注目すべきことは輸出国でございます。輸出国の順番といったものは、大きな変動がござ
いませんけれども、伸び率にご着目をいただきたいというふうに思います。香港が、1688億円ということで
トップでございますが、この香港におきましても、今年は16.9％ということで、平均を上回る伸びになってい
るということでございます。アジアのハブとして、それから、経済の中心地としての香港の役割は、今後とも
発展していくということでございます。それから、さらに注目すべきことは、中国でございまして、35.2％と
いう非常に高い伸びを、今年に入りましてから毎月継続をしております。これはやはり、全体として日中の経
済関係が好転してきたということが大きく影響してるのではないかと思っておりまして、やはり中国の大きな
市場というのが、この輸出の拡大にとりまして、なくてはならない市場というふうに考えているとこでござい
ます。

それから、次に参ります。このような各国に対しまして、農林水産省、それから、経済産業省も一緒になり
まして、これから、関税の撤廃、あるいは規制緩和というものを働きかけてきたところでございます。今後の
状況を見ますと、今年の12月30日は、ＴＰＰ11が発効いたしまして、輸出の重点品目のほぼ全てで関税が撤廃
をいたします。それから、来年の２月１日でございますが、日ＥＵ、ＥＰＡが発効いたしますと、牛肉、茶、
水産物等の輸出の重点品目を含めまして、ほぼ全品目で関税が撤廃されるということでございます。それから、
知財の分野でも、後ほどご説明をいたしますけれども、ＧＩ制度を相互保護するということが決まっておりま
すので、ＥＵのＧＩ産品も入ってまいりますけど、日本のＧＩ産品もＥＵで偽物の排除が進んでいくというこ
とでございます。

それから、主な規制緩和についてもご報告をさせていただきます。原発事故によりまして、事故後、54の国、
地域におきまして規制が行われておりましたけど、現在では、半分以下の25の国、地域に減っております。特
に、昨年から今年といったところで見ていただきますと、昨年の12月には、ＥＵが、福島県の米などにつきま
して検査証明の対象から除外をいたしました。それから、今年の７月には、香港で、関東近郊の４県産の野菜、
果物、牛肉等の輸入停止が解除をされまして実際、イチゴでありますとか、ナシといったものが輸出をされて
おります。それから、11月には、中国に対しましては、新潟県産の米が産地証明の添付で輸入ができるように
なったということ。それから、ロシアにおきましては、福島県産の水産物の規制が解除したということで、
徐々にではありますけれども、規制緩和が進んでおります。それから、植物防疫の分野でも、ベトナムに対し
ましては、りんご、なし、それから、玄米といったものが直近、緩和されておりますし、タイも、かんきつ類
につきまして生産地域の追加が行われております。それから、米国に対しましての28年７月度、温州ミカン、
それから、29年の柿、それから、中国の精米工場も追加をされたということでございまして、規制の緩和が進
んでおります。さらに、動物検疫の分野におきましては、今年に入りましてから、幾つかの特筆すべき規制の
緩和が行われておりまして、５月には豪州、それから、６月にはアルゼンチン、10月には米国に、殻付きの鶏
卵。それから、台湾におきましても、殻付きの家きん卵、あるいは、卵製品といったもの。11月には、韓国に
殻付きの家きん卵といったものが輸出されるようになりまして、このアジア近隣に対しまして、あるいは、米
国に対するこの畜産物の輸出というものも、これからターゲットにしていきたいというふうに考えているとこ
でございます。それから、さらに日本の規格、あるいは日本のＧＡＰといったものが各国にも通用するように
なってきたということで、今年の10月31日には、日本発の規格でございます加工食品の分野のＪＦＳという規
格、それから、アジアＧＡＰが、ＧＦＳＩという国際的な認証機関の承認を得ました。これはどういうことか
ということでございますけれども、例えば、農産物の分野で、今まで、ここにございますウォルマートとか、
カルフールとかに納入するためには、いわゆるグローバルＧＡＰを取るということが納入の条件になっていた
ということでございますけれども、これからは、グローバルＧＡＰとアジアＧＡＰが、このＧＦＳＩにおきま
しては、同等ということになりましたので、アジアＧＡＰを取っていただければ、グローバルＧＡＰと同じ規
格ですよということで、輸出に取り組んでいただけるというになりまして。これも、東京オリンピック、パラ
リンピック等も結び付けまして、世界の市場への、より早道というか、輸出に貢献していくというふうに考え
ているとこでございます。
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それから、次に参ります。次に、ＧＩ産品でございます。来年の２月１日に、日ＥＵ、ＥＰＡが発効いたし
ますと、ここに書いてある品目につきましては、この偽物について、ＥＵの各国の政府が取り締まりをしてく
れるということになります。例えば、神戸ビーフというものが、フランスのレストランで、偽物が、神戸ビー
フというふうに書いてあった場合には、それは、フランスの政府が取り締まりをしてくれるということになり
ますので、日本産の正真正銘、本当の日本のおいしいものが輸出する機会がますます増えてくるというふうに
考えているとこでございます。

それから、次に参りまして、産地の方々の取り組みというのもだいぶ変わってきてるということで、一例を
ご紹介させていただきたいと思います。北海道のＪＡ帯広のかわにし、これは、平成11年から、国内市場の価
格維持を受けまして、いわゆる国内ではなかなか取引されないような太い物とか、長い物の輸出を取り組んで
まいりました。その後、実は台湾から、米国にその良さが伝わったということで、米国に輸出が拡大しました。
さらには、４番でございますけれども、帯広かわにしＪＡだけでは足りなくなったということで、十勝管内９
農協も協力をして、輸出の体制を組んでいるということでございます。そういう中におきまして、下で見てい
ただきますけれども、輸出の単価が上がっていることももとより、国内の生産単価も上がっているということ
で、国内外の市場をターゲットにした形で、生産の拡大が図られてる、いうことでございます。それから、５
番目でございますが、生鮮で輸出をするだけではなくて、冷凍トロの加工品というのも始めておりまして、こ
うすることによりまして、さらなる各地域での輸出の拡大に努めているということでございます。

最後に２点、報告をさせていただきたいと思います。ＧＦＰという取り組み、大臣の挨拶の中で触れさせて
いただきました。このＧＦＰに登録をしていただきますと、農林水産省、あるいは、ジェトロの職員が出向き
まして、どういう形で輸出をしていくと、さらなる販路の拡大が図れるかということを、皆さんにいろいろ議
論しながら進めていくと、プログラムでございます。実際にも、総理の挨拶にございました、Wakka Agriとい
う長野県の米でありますとか、熊本県のトマトのところに出向きまして、今後の輸出についてのいろいろお話
をさせていただいてるということでございますので。これは、農家の方だけではなくて、実際に加工業者の方
にもお使いいただけますので、ぜひ登録をしていただきたいというふうに思っているとこでございます。

それから、最後に、JFOODOでございます。この協議会に今回ご加盟をいただきました、JFOODOでございます
けれども、ジェトロの中に、29年４月に設立をいたしまして今、国、それから品目を選びまして、プロモー
ションをしているとこでございます。具体的な品目、国は、このページのとおりでございまして、水産物から
クラフトビールにつきまして、それぞれのエリアと起点を選考しております。現在、400を超える事業者の方
に参加をしていただいておりまして、さらに多くの事業者の方に参加していただくことによって、日本という
ものを背負ってプロモーションしていくということを展開していきたいというふうに考えているとこでござい
ます。これから輸出に向けまして、本日お集まりの各機関、各団体の方にご協力をいただきたいと思っており
ます。そういう、それぞれの方の力が、輸出の１兆円に向けてにつながっていくということと、今回、表彰を
受けられました方々の本当に長年にわたるご苦労が世界中で実を結んでいるということでございますので、今
後も一層皆様方のご活躍を期待したいというふうに考えているとこでございます。本日はありがとうございま
した。
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