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１．市場を知る、市場を耕す（ニーズの把握・需要の掘り起し）①

戦略項目 方針

・現地のニーズを
継続して把握し、
情報をまとめて、
提供する
・プロモーション
を統一的、戦略的
に行う

○ JETROホームページに設置した、マーケット情報や規制・制度情報を整理した
ポータルサイトについて、各種セミナーやSNS等を活用し、事業者への周知を図る。
また、ユーザーへのアンケートを定期的に実施し、事業者にとって使いやすいものに
なるよう改善。省庁の規制関連情報やマーケティング情報、取引先情報のほか、
JETROのイベント参加募集などの情報は月２回程度の頻度を目途として最新の情報
に更新する。

○ 見本市におけるジャパン・パビリオンのデザインの統一については、昨年導入した、
統一デザインをさらに改善しつつ、継続実施することでジャパンブランドの更なる訴
求を図る。また、欧米をはじめとする外国パビリオンを参考に、従来の各社が固有ス
ペースで出品するスタイル（通常出品）に加え、共有スペースに複数社が出品するス
タイル（オープンスペース出品）を試験導入する。さらに、行動観察の専門機関を活
用し、見本市会場での来場者およびスタッフの行動・動線などを調査することで、パ
ビリオンのブースレイアウトや展示品陳列、接客方法等の改善を図る。

〇 農林水産物・食品の輸出促進にミッションを特化した新たな輸出サポート機関
（JFOODO）を4月1日に設立し、
① 海外市場の詳細なニーズ把握や現地の卸・小売・外食事業者等の情報の徹底調査
② どの国に、何を売り込むかといった、日本産品のプロモーション、ブランディン
グ戦略の立案・実行

③ 事業者への相談対応、継続的な商談への支援
等の取組を行う。
具体的にはまず、徹底調査に基づき国・地域、品目を絞りこみ、プロモーション及

びブランディングの戦略を設定し、実行する。

「農林水産業の輸出力強化戦略」29年度取組方針
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１．市場を知る、市場を耕す（ニーズの把握・需要の掘り起し）②

戦略項目 方針

・プロモーショ
ンを統一的、戦
略的に行う

〇 フェアの重複排除やイベント間の連携による出店経費の節約・売上アップ・商品認知
度の向上や、出展者の掘り起こしを図るため、「国・地域別イベントカレンダー」（昨
年８月からジェトロホームページで公表・運用）を有効に活用する観点から、以下に取
り組む。
① 過去のイベント実績を検証し、イベント間連携で成果を上げた事例を「優良連携モ
デル」として具体的な取組のポイントを整理し、都道府県など関係者に紹介。

② イベントカレンダーに掲載しているイベント情報を実施国・地域にて在外公館やＪ
ＥＴＲＯと連携し、インポーター、ディストリビューター、外食、小売、消費者等に
周知することにより、イベントの集客力をあげ、イベント実施効果を高める。

・多様な方法で
プロモーション
を行う
・日本文化・食
文化と一体とし
て、売り込む

〇 日本産農林水産物・食品を売り込んでいくため、在外公館やインフルエンサー及び
SNS等の活用についての取組を強化する。現在、海外において「日本食普及の親善大
使」が19名(日本国内を含めると56名)おり、今後も輸出力強化戦略国を中心に増や
していく。また、ロンドン、ロサンゼルス及びサンパウロのジャパン・ハウスを本年
中に開館し、日本産品や日本食・食文化の発信拠点として活用する。

「農林水産業の輸出力強化戦略」29年度取組方針
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１．市場を知る、市場を耕す（ニーズの把握・需要の掘り起し）③

戦略項目 方針

・インバウンド
を輸出に結び付
ける

○ 広域観光周遊ルートのモデルコースについて、地域の特徴ある農水産物を使った食や、
農山漁村体験を盛り込んだツアーの企画・販売を促進する。

○ 「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」においては、食・農業体験・農山漁村風
景などの地域観光資源を磨き上げ、それを活かした着地型旅行商品づくり、名産品の開
発等を支援する。例えば、島根県奥出雲町では、鉄師の家での茶道、棚田で仁多米を食
す体験等を含めた旅行商品造成に取り組むところである。

○ 酒蔵ツーリズムについては、その中で全国各地の酒蔵と周辺地域により構成された
ネットワークを活用して、国内外向けの酒造りの現場見学会などのモニターツアー（酒
蔵の歴史説明、試飲会等）を全国数カ所で行い、先進事例となるスター地域づくりを目
指す。また、訪日外国人が酒蔵を訪問する時に、日本酒に詳しい通訳案内士がガイドを
行う体制を整理するなど、受け入れ体制の強化を行い、日本産酒類の愛飲家を全世界に
増やすことで輸出の促進を図る。

○ 日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽しむ「農泊」を推進
するため、シンポジウムや英語版HPによる情報発信、海外エージェントやマスコミを
対象としたファムトリップ、インバウンドに対応するためのWi-Fi環境の構築、多言語
表示板の設置等を支援する。上記の取組をとおし、実際に「農泊」した訪日外国人に和
食や日本産農林水産物・食品の良さを知ってもらうことで、帰国してからも継続しての
購入に繋がることを目指す。

「農林水産業の輸出力強化戦略」29年度取組方針
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２．農林漁業者や食品事業者を、海外へつなぐ（販路開拓、供給面の対応）①

戦略項目 方針

・輸出につい
ての相談をし
やすくする

〇 国内外の相談窓口をまとめたパンフレットを作成しており、相談窓口を周知する。また、
共通的な相談内容については、JETROのポータルサイト内において、Ｑ＆Ａを掲載してい
るが、ニーズの高いテーマについては、ＪＥＴＲＯにテーマ別の専門家を配置し、出張説
明やメール等で対応する。特に熟度が高く専門性が高度な相談案件については、輸出大国
コンソーシアム事業（経産省）の専門家を増員するなど、相談体制を強化して対応する。

・農林漁業者
や食品事業者
と貿易のプロ
を結びつける
・代金決済の
不安を取り除
く

〇 国内貿易業者、海外バイヤー情報を把握し、JETROの専門家によるマッチング等の取組
を推進する。既に実施している、輸出事業者と国内食品商社や物流企業等が交流する「輸
出協力企業交流会」に加え、ブロック別専門家等を活用し、海外のバイヤー等のニーズが
高く一定量もしくは金額拡大が期待できる品目を積極的に発掘し、現地バイヤーにつなぐ、
あるいは代金決済機能等を有する地元の地域商社等につなぐことで商流を拡大する。

○ 具体的な輸出商談を目的とし、本年10月に”日本の食品”輸出EXPOを開催し、海外バイ
ヤーに加え、国内外輸出商社も多数来場してもらい、事業者とのマッチングを図る。

・様々な販売
ルート、販売
手法を提案す
る

○ クールジャパン機構の支援について、これまで外食・小売店舗展開への支援が中心であったが、
生産・流通段階へも支援を強化。支援地域についても、アジア、欧米のみならず、中東など他地域
へも拡大する。また、既存支援案件についても、店舗がオープンするなど事業が進捗していること
から、事業計画に照らしながら事業状況を継続的にフォローアップし、必要に応じて対応策を講じ
る。

○ 生産者から直接生鮮品・一次加工品等を買い取り、海外の産直市場を設置し販売する取組に対し、
事業計画策定などを支援する。具体的には、香港の高級スーパーなどに産直コーナーを設ける実証
的取組、シンガポールにおける産直市場的施設の計画策定などに対し支援する。

○ ＪＡグループは、海外での営業力の強化に向けて、既存の海外拠点の要員拡充に加え、香港、台
湾、タイ、中国において新たな海外拠点を設置するとともに、パートナー企業との連携を進める。
また、中国におけるアンテナショップやEコマースでの日本産品販売の取組を実施する。

○ 精米輸出については植物検疫の制約を有する中国マーケットに対し、加工食品である日本産包装
米飯（パックご飯）について、クルーズ船でのPRやSNS等を活用し情報を発信する等、認知度向
上の取組を強化する。また、高級レストランにおけるパックご飯を使用したどんぶりフェアの開催
や、高級百貨店・スーパー・コンビニにおける店頭PRなどの販売強化を図る。

「農林水産業の輸出力強化戦略」29年度取組方針
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２．農林漁業者や食品事業者を、海外へつなぐ（販路開拓、供給面の対応）②

戦略項目 方針

・海外ニーズに
マッチして、生
産する。

○ リレー出荷などによる青果物の周年供給体制の整備を推進。
ー日本青果物輸出促進協議会が行うリレー出荷について、香港で品目を追加するととも
に、取組を行う国・地域を拡大する。時期をずらして出荷し高く売れたなどのメリッ
トを伝え、意識改革を図っていく。
ー商社や全農が切れ目なく日本産青果物を輸出するための産地とのマッチング等の取組
を推進

○ ＪＡグループによる多収品種米の栽培による低コストの輸出産地づくりについて、既存産地の

取組の維持拡大及び新たな産地の開拓を図り、取組面積の倍増を目指す。
○ 主要産地から商品が出せない場合の代替産地からの調達方法等について、具体的な事例を基に
検証する。また、かつて輸出に取り組んだが、現在は輸出を行っていない産地について、（各品目担
当課や都道府県担当（輸出拡大チーム）等が）その原因を把握し、問題の解決をはかりな
がら、輸出への働きかけを行う。

・海外輸入規制
に適合して、
生産する

○ 「りんご（有袋栽培）」、「なし」及び「かんきつ」に関する病害虫防除マニュアル
を作成・公表する。また、専門家を現地に派遣するなど、輸出先国の規制に対応した防
除体系、栽培方法、選果等に関する技術的サポートを行う。

○ 農林水産物輸出インフラ整備プログラムに基づき、高い衛生水準が求められる先進国
に牛肉、豚肉及び鶏肉を輸出可能なHACCP対応の食肉処理施設を整備（29年度は、農
畜産物輸出拡大施設整備事業において、岩手、栃木、京都及び宮崎の施設整備を支援）。
また、水産物については、水産加工施設のＨＡＣＣＰ対応等を推進する （ＥＵ向け

ＨＡＣＣＰ認定施設については、平成28年度から平成31年度末までの間に80施設程度
の認定を進める）。漁港については、流通・輸出拠点漁港のうち、水産物の高度な衛生
管理体制の構築を進める（体制を構築した漁港の割合を、24％（平成28年度）からおお
むね50％（平成33年度）に向上させる）。

「農林水産業の輸出力強化戦略」29年度取組方針
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３．生産物を海外に運ぶ、海外で売る（物流）

戦略項目 方針

・安く運ぶ ○ 国内輸送における鮮度保持機能を有する保冷コンテナの導入支援を通じてその技術の普及を
図ること等により、当該技術を活用した大量かつ低コストの海上輸送の普及を促進する。

（参考）
・非熱電場技術を使用したコンテナの開発状況

A社：2基を製造し、うち1基で実証実験中。3基目を製造中。（海上用）
B社：2基を製造し、うち1基で実証実験中。（鉄道用）
C社：4基を製造し、4基全てで実証実験中。（海上用）

・CA技術(Active Type)を用いたコンテナの運用状況
D社：すでに40ftを約600基、20ftを約50基保有し、運用中。（海上用）

・より多く、品質
を守って、運ぶ

○ 空港・港湾等の輸出拠点の整備を推進する。
ー（成田空港）貨物上屋において、冷蔵倉庫を整備する。地元と協議を進めている滑走路増設
などの更なる機能強化に合わせて、貨物地区の施設展開についても検討を行う。

ー（港湾）農水産物の輸出に係る戦略的な取組を進める港湾において、リーファーコンテナ用
の電源供給設備等の整備を推進。

ー（那覇空港）国際物流ハブ化に向け、農産物等の品質管理の高度化、加工処理施設等の整備
等のハブ機能強化に必要な方策を整理し、関係者間で検討を行う。

○ 今後、ASEAN等での二国間・多国間の政府間対話等の枠組みを活用し、クール宅配システ
ム等の国際標準の普及に向けた取組を実施する。

・中小事業者が売
りやすくする

○ 卸売市場施設を海外バイヤーや輸出業者が有効利用できるよう、環境整備を推進する。
ー 海外バイヤー等と卸売業者の直接取引等を可能とする業務規程の改正を行った福岡市中央
卸売市場及び成田市公設地方卸売市場等の取組事例を他市場に共有し、輸出拡大を推進する。

ー 東京都中央卸売市場大田市場内（花き）等で植物検疫検査を実施し、輸出手続の軽減や品
質保持を実現する。当該取組を他市場に共有し、輸出手続の効率化を推進する。

ー 国際空港を利用した輸出拡大に向けて成田市公設地方卸売市場等の施設整備等を支援する。
また、国際港湾を利用した輸出拡大に向けて福岡市中央卸売市場、豊明花き卸売市場等の実
証等を支援するとともに、国土交通省による国際港湾の整備との連携を検討する。

「農林水産業の輸出力強化戦略」29年度取組方針
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「農林水産業の輸出力強化戦略」29年度取組方針

４．輸出の手間を省く、障壁を下げる （輸出環境の整備）①

戦略項目 方針

・輸出の手間を省く、
輸出の障壁を下げる
・主要空港の動植物
検疫所は24時間
365日体制で対応

○ 規制等の緩和・撤廃に向け、引き続き関係省庁が連携の上取り組む。植物検疫協議のさらな
る迅速化に資する技術的データ等の蓄積を、都道府県等との連携の下で集中的、体系的に実施。
○ NACCSにより一元処理できる証明書の範囲の拡大につき、HPやメルマガ等により、メリッ
ト等も併せて輸出関連事業者に周知する。また、輸出に必要な証明書を容易に検索できるシス
テムを整備したことを周知し、事業者の手続きの手間を省く。

○ 輸出証明書の交付業務を行う卸売市場及び空港等を拡大する（３カ所で対応を検討中）。
○ 植物防疫所においては栽培地・集荷地・市場等の検査件数が年々増加していること、動物検
疫所においては空海港への出張検査が前年より増加していることから、今後も人員の確保や、
検査場所の集約等、より効率的に検査を実施できる体制を整備する。

・国際規格・認
証をとる、本物
を守る

○ 基準認証制度等を活用し、日本産品の品質、特色、管理体制を海外にＰＲしていくとともに、
日本産品のブランド化を推進。
－ 国際化に向けた日本産品の強みのアピールにつながるJAS規格の制定に着手するとともに、

JAS法改正を前提とする認証スキームの整備を行う。その際、事業者発の規格提案に向けた
支援を実施する。あわせて、マークの整備・保護に向け対応する。

－ 日本発の食品安全管理規格（JFS規格）やGAP（JGAP Advance）について、平成29年度
の国際的な承認申請に向けた取組を行うとともに、認証取得を促進する。
『JFS規格』は、平成28年９月から同29年３月までに８件の認証が実施されたところ。平

成29年度は認証数が累計15件以上となるよう、①ＪＦＳ規格関連の説明会や研修会、シン
ポジウムの実施、②中小企業向けプログラムの普及について支援するとともに、国際的な承
認申請に向けた取組や交渉を支援する。
日本発の輸出用GAP（JGAP Advance）については、平成29年3月時点で14件の認証が実

施されたところであり、平成29年度は国際規格化に向けた関係者への働きかけ等を官民が連
携して推進する。

ー 国際水準GAP認証（GLOBALG.A.P. 、JGAP Advance等）の取得を支援する。
ー GIの相互保護を早急に実現していくため、タイ王国と合意したＧＩの相互保護に向けた試
行的事業を推進するなど、GI保護制度を有する国との交渉を進める。

ー 海外での植物品種登録について、植物品種等海外流出防止総合対策コンソーシアムを通じ
た相談体制の整備等により周知を図り、海外への植物品種登録出願の経費等の支援を進めて
いく。 ７



「農林水産業の輸出力強化戦略」29年度取組方針

５. 戦略を確実に実行する。（推進体制）

戦略項目 方針

・輸出戦略の実
行をチェックし、
更に進める
・主要輸出先国
で官民一体と
なった輸入促進
体制をつくる

〇 品目横断的にプロモーションの取組の検証を行い、方向の改善を絶えず行う等、戦略
的に取り組んで行く。

〇 28年度に整備した課題解決のための国・地域別の現地チームを通じて、輸出事業者や
食品事業者が直面する課題の把握とその対応を速やかに行う。また、相手国制度の運用
面に問題があるもの（例：通関手続きに時間が掛かる。）についても、相手国政府への
働きかけを行う。さらに、他国・地域の取組例や課題を共有することで、活動を発展さ
せていく。

○ 農林水産省食料産業局内に設置した国・地域別担当、都道府県担当（輸出拡大チーム）を活
用し、国内外の情報収集を実施。海外の農林水産物・食品に関するニーズを産地に伝えるとともに、
産地が輸出したい品目を商社や海外バイヤー等につなげていく。

４．輸出の手間を省く、障壁を下げる （輸出環境の整備）②

戦略項目 方針

・国際規格・認
証をとる、本物
を守る、イスラ
ム市場に打って
出る

○ 日本産食品に汎用されている既存添加物（クチナシ青色色素等）や畜肉エキスの使用が米国等で認め
られるよう、既存添加物の安全性試験や畜肉エキス製造施設の認定の取組を支援する。

○ ＥＵ向けへの畜産物の輸出を可能にするための第三国リスト掲載に取り組む。
○ ハラールについては、各国で異なるハラール認証制度やマーケット情報等に関する情報の収集を行い、

JETROの専門家によるハラールセミナーの開催等により情報提供を行う。また、ハラール対応可能な
食肉処理施設の整備やハラール認証取得に対して支援を行う。

８



「農林水産業の輸出力強化戦略」29年度取組方針

国・地域別の取組方針

○ 国・地域ごとに、市場の詳細なニーズ、品目毎の商流や物流、有力な輸出事業者、卸、小売、外食産業等
の情報把握に努める。把握したニーズ等を踏まえた上で、輸出を希望する国内事業者と日本の農林水産物・
食品を輸入したい海外事業者のマッチングを進め、具体的な輸出事例の創出に繋げていく。

○ 日本国内の地域商社などとの連携も密にし、輸出をしたい農林漁業者や中小事業者等と海外事業者のマッ
チングを図る等の具体的な対応に繋げていく。

○ ＪＦＯＯＤＯでは、徹底調査に基づき、重点的に取り組む国・地域、品目を絞り込み、プロモーション及
びブランディングの戦略を設定し、実行する。

９


