
茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値

輸出に対応し
た茶栽培技
術、加工技術
の確立、病虫
害に強い茶の
開発

➢輸出用茶生産体制を検討する。
－主要産地である静岡県、京都府及び鹿児島県へ
　輸出相手国の残留農薬基準、有機栽培に対応する
　実証圃を設置した。
　実証試験１年目であるが、ドリフト及びコンタ
　ミによると思われる使用薬剤以外の農薬が検出
　される例が見られる。

－今回検証している輸出用の防除暦では、山間部・
　中山間地栽培での病害の発生が多い。

－実証圃の成果に基づく対応マニュアル策定する。
－農林水産省事業の活用により43事業実施主体にて
　茶改植支援事業を実施している。

➢

➢

日本茶輸
出促進協
議会

農林水産
省

３産地へ
実証圃の
設置

➢

➢

産地ごとの標準防除暦がそ
れぞれの産地に適合する
か、また従来からの生産方
式の見直しも含め、１年目
の検証状況も踏まえ、複数
年の試験が必要である。
病害虫抵抗性品種等への改
植することは必要である。

今回の発生した病害に対応
する薬剤の検討が必要であ
る。

➢ 引き続き、平成27年度に設
置した実証圃を検証し、輸
出に対応した茶の生産体制
の構築、普及を図る。
引き続き改植支援事業を実
施する。

輸出相手国の
食品衛生関係
規制に対応し
た基準に合っ
た生産体制の
確立

➢ ➢野菜茶業
研究所
（委託）

平成26年
度：煎茶
と玉露に
ついて取
組。
平成27年
度：かぶ
せ茶と抹
茶につい
て取組。

➢ 平成26年度及び27年度の結
果について、各県の茶業会
議所、普及組織などに対して
説明会を行い、普及を図って
いるが、今後、一層の茶の輸
出拡大のためには、取り組み
を踏まえ、普及の手法等につ
いて工夫を図る必要がある。

➢ 平成27年度に取り組んだか
ぶせ茶と抹茶について、マ
ニュアルとしてまとめ、26
年度の煎茶と玉露のマニュ
アルと併せ普及を図る。

➢ 海外で人気の高い抹茶の輸
出拡大のため、新たな抹茶
加工技術の確立を図る必要
がある。

➢ 新たな抹茶加工技術の実証
を行う。

輸出相手国で登録されていない農薬等の使用を低減す
る新たな防除体系を確立するための試験を実施する。
　－平成26年度は、煎茶と玉露を対象とし、新たな
　　防除体系の確立に取り組み、マニュアルとして
　　取りまとめ、公表した。
　　マニュアルの公表に先立ち、野菜茶業研究所は、
　　全国15箇所で生産者やその関係団体、生産県の
　　試験場や普及員など約1,800人を対象に事業成
　　果について説明会を開催した。
　－日本茶輸出促進協議会は、傘下の団体にマニュ
　　アルを配付し、周知を図った。
　－平成27年度は、かぶせ茶と抹茶を対象とし、新
　　たな防除体系の確立・普及に取り組んでいる。
    野菜茶業研究所は、全国14箇所（予定）で生産
　　者やその関係団体、生産県の試験場や普及員な
　　どを対象に事業成果について説明を行っている。

　　

輸出拡大方針

➢

➢

2014年度に作成した
標準防除暦を各地域
の防除暦に反映させ
るように、各産地へ
輸出向け防除暦の普
及を行う。

病害虫抵抗性品種の
改植支援事業を引き
続き実施。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価
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茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価

➢引き続き、有機栽培
への支援を実施す
る。

➢農林水産省事業の活用により有機農業を支援した。
米国、EU、スイスへの有機認証を受けた茶の輸出数量
は、2013年：195ｔから2014年：297ｔへ増加（EU：223
ｔ、米国：73ｔ、スイス：2ｔ）。

➢農林水産
省

1(実施) ➢ 今後も輸出拡大のためには
有機栽培茶の生産を伸ばす
必要がある。

➢ 引き続き、有機栽培への支
援を実施する。

➢2014年度の調査結果
を踏まえて、見本市
や商談会等の機会を
利用して有機茶の販
売を実施する。

➢

➢

➢

香港Tea Fair（８/13～15）へ初めて設置されたジャパ
ンパビリオンにおいて、協議会会員の３企業が有機茶
の販売促進活動を実施したが、有機茶への関心はそれ
ほど高くなかった。

シンガポールOishii Japan（10/22～24）において、有
機茶に関するアンケートを実施し、バイヤー向けでは
87％が今後成長するとし、その購入について51％が大
いに興味があるとした。また、一般来場者向けアン
ケートでは、有機茶の購入に興味あるとした回答は
96％あった。

台湾国際茶業博覧会（11/13～16）において、PR活動の
中では有機栽培茶に対する高い関心は見られなかっ
た。

➢日本茶輸
出促進協
議会

3カ国で開
催

➢ 有機茶について、現地での
感心にはバラつきがあるも
のの、輸出先国の残留農薬
基準に抵触するリスクの少
ない商材として国内の輸出
事業者からの要請は強く、
今後も有機栽培への対応は
必要である。

➢ 過去の調査結果を踏まえ、
引き続き見本市や商談会等
の機会を利用して有機茶の
販売を実施する。

健康成分高含
有品種の開
発・普及

➢開発・普及に向けた
具体的な対応策を検
討する。

➢農林水産省事業の活用により43事業実施主体にて茶改
植支援事業を実施している。

➢農林水産
省

1(実施) ➢ 海外で販売していくために
は、健康成分高含有品種な
ど輸出用の特徴ある茶品種
への改植支援は必要であ
る。

➢ 海外への販売のために、特
徴的な茶の導入を意識しつ
つ、改植支援事業を実施す
る。

茶樹中の放射
性セシウム低
減の徹底

➢引き続き低減対策の
情報提供や現場支援
を実施する。

➢モニタリング検査を実施した17都県のうち、農林水産
省に分析依頼のあった２県に対して都道府県の分析費
用を負担した。

➢農林水産
省

1(実施) ➢ 茶において、低減対策等の
徹底により、平成25年以
降、基準値の超過は認めら
れていない。

➢ 28年度も、都道府県の要請
に基づき放射性物質検査計
画の策定支援及び検査費用
の支援を実施する。

EU向け
GLOBALG.A.P.
認証取得支援

➢引き続き
GLOBALG.A.P.の取得
支援を実施。

➢農林水産省事業の活用によるGLOBALG.A.P.認証取得を
支援する。
－「産地活性化総合対策事業のうち生産システム
　革新推進事業（生産局）」の平成27年度事業に
　おいて、茶については１件の「GLOBAL G.A.P.」
　取得に取り組む事業者を採択。（審査中）

➢農林水産
省

➢ GLOBALG.A.P.の取得は、EU
への輸出に向けて有用であ
るため、取得を目指す農家
への支援は必要である。

➢ 引き続き、認証取得を支援
する。

有機栽培の推
奨
米国の有機同
等性の承認の
取得
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茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価

➢日本茶関係団体が集
まって、残留農薬問
題に対応するための
ワーキンググループ
を設定する。

➢インポートトレランス申請検討会（IT申請検討会）を
開催する。
－茶関係の農薬メーカへデータ提供を依頼（平成
　27年３月26日）した。
－申請薬剤の確認、具体的な申請手続き、スケジ
　ュール等について日本茶輸出促進協議会と農水
　省とで議論（６月18日）した。

➢日本茶輸
出促進協
議会

米国へ３
剤申請終
了予定

➢ 生産、流通に関係する4団
体、及び試験研究機関の参
加を得てワーキンググルー
プを設定した。各段階か
ら、IT申請薬剤の優先順位
を得た。

➢　引き続き生産現場の要望を
反映した薬剤選定を行い、
平成28年度に申請を行う。

➢2014年度茶部会で作
成した米国、EU、台
湾向け茶のインポー
トトレランスの優先
順位リストを踏まえ
て、インポートトレ
ランス申請を行う。

➢

➢

米国については、第1回部会での結果を踏まえた申請手
続のため農薬メーカーと申請手続きを進めており、平
成27年度内に３剤の申請が完了する予定である（加え
て、農薬メーカーから２剤を申請）。また、農薬メー
カーに対し、平成28年度に申請する候補の薬剤につ
き、情報収集を行った。

台湾へのインポートトレランス申請について、昨年か
ら本年にかけて台湾の申請要件に変更が見られ、登録
が拒否されるケースがあることから、台湾当局への働
きかけを行っている。

➢　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日本茶輸
出促進協
議会　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

米国へ３
剤申請終
了予定

➢

　

　
➢

米国への申請について、農
薬メーカーへの情報収集を
基に、平成28年度に取り組
む薬剤の優先順位を定める
必要がある。

台湾への申請については、
交渉を続け、申請要件につ
いて明確にする必要があ
る。

➢インポートトレラン
ス申請に必要なデー
タが不足している成
分については、次年
度以降の申請に向け
たデータの収集を行
う。

➢平成27年度に米国及び台湾へ申請する薬剤について
は、薬剤メーカーに対するデータ収集が完了した。

平成28年度の米国への申請の準備として、次候補薬剤
の情報収集を行った。

➢日本茶輸
出促進協
議会

27年度対
象データ
収集完了

28年度対
象データ
収集

➢ 申請に不足している作残試
験データについて、優先リ
ストに基づき優先度の高い
ものからデータ収集を行う
必要がある。

➢香港での残留農薬基
準の設定状況を確認
し、インポートトレ
ランスの優先順位を
設定する。

➢ジェトロにて、香港におけるポジティブリスト制度運
用状況、違反事例等の実態調査を実施した。

➢ジェトロ ➢ 香港で違反事例は見られな
いが、一方でポジティブリ
スト化に際して日本から申
請した薬剤の登録状況を把
握する必要がある。

➢ EUにおいては、登録に莫大
な費用がかかることに加
え、長期間要する一方で、
登録状況や違反事例などを
把握する必要がある。

第３回茶部会で整理した優
先リストをもとに、引き続
き優先度の高いものから申
請を行う。

➢

EU、香港、台
湾の残留農薬
基準への対応
（基準に沿っ
た生産体制確
立、相手国で
のインポート
トレランス設
定の支援）

➢ 香港、EUについては、違反
事例等について引き続き
ウォッチを継続するととも
に、登録状況を把握する。
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茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価

EU、香港、台
湾の残留農薬
基準への対応
（基準に沿っ
た生産体制確
立、相手国で
のインポート
トレランス設
定の支援）
【再掲】

➢輸出品を対象に輸出
先国の基準に合致し
ているのかの残留農
薬検査を実施する。

➢EU基準に合わせた残留農薬検査を実施するため、輸出
用仕上茶を検査対象に募集し、輸出予定茶100検体の応
募を受けた。
現在、検査結果を分析中であるが、全体で18農薬が検
出されている。平均では「検出せず」80％「残留あ
り」20％であった。

➢日本茶輸
出促進協
議会

99検体を
分析

➢ サンプル分析の結果を踏ま
え、輸出先国の基準に合致
しているか検証する必要が
ある。
平成27年度は、検査対象を
仕上茶としたが、その原料
である「荒茶」から検査す
ることが必要であり、生産
現場の農薬使用チェックも
含めて対応する必要があ
る。

➢ 引き続き、輸出品を対象に
輸出先国の基準に合致して
いるのかの残留農薬検査を
実施する。

➢国際基準・規格等の
ハーモナイゼーショ
ンの動きに対する情
報収集等を行う。
（緑茶の定義、緑茶
の評価用語の検討）

➢ISO TC34/SC8静岡会議（６月２～４日）で開催した。
日本から「抹茶」の基準づくりを提案し、今後検討し
ていくことになった。　

➢ 抹茶の基準を検討する機運
が醸成されたが、抹茶の基
準が決まるまでには複数年
の期間を要することから、
業界関係者とよく検討の
上、議論を進めていく必要
がある。期限を設定し、タ
イムスケジュールに沿った
検討を進める。

➢ITC総会（５月７日）へ参加し、茶の生産、消費の主要
国と情報交換を行った。　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

➢ ITC総会出席をしたこと
で、各国キーパーソンとの
ネットワークを構築が行
え、また、情報交換を行う
ことができた。次回以降も
出席をし、各国キーパーソ
ンとのネットワークを構築
するとともに、そのネット
ワークを、協議会の活動、
日本茶普及へ活かしてい
く。

➢FAO IGG on Tea（10月15～16日）へ参加し、残留農
薬、有機栽培など茶に関する課題について、情報共有
を行った。

➢ FAO IGG on Teaには、世界
の茶における課題を議論す
る場として、継続して参加
する必要がある。各国の代
表が集まる会議であるた
め、今後は、農林水産省か
らの参加、参加する協議会
会員への委嘱等を検討する
必要がある。

1(実施)日本茶輸
出促進協
議会
農林水産
省

➢

➢

茶関係の国際会議に参加
し、国際基準・規格等の
ハーモナイゼーションの動
きに対する情報収集等を行
うとともに、緑茶・抹茶の
定義策定などに対して積極
的に意見を提出し、日本が
イニシアチブをとった定義
策定を行う。

➢
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茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価

➢設立した日本茶輸出
促進協議会を中心
に、日本茶の淹れ
方、飲み方の普及指
導のための人材育成
を行う講座、ワーク
ショップ等を開催。

➢「海外指導員育成委員会」における人材育成システム
を検討する。
（検討会・報告会実施：11/10実施、1/14実施予定）
－海外指導員の要件について検討
　・語学力
　・インストラクション技術
　・茶に関する広範な知識保有
　・専門分野の有無
　・経験　　　　　　　　　　　など

➢日本茶輸
出促進協
議会

1(実施) ➢ 海外指導員の要件を満たす
には、語学力の他に日本茶
インストラクター協会の
「専任講師」と同程度の知
識保有者が必要となる。

➢ 日本食文化と併せて海外で
セミナー開催可能な人材を
選定、育成する。

➢日本茶インストラクター協会の会員のうち、海外に在
住する約40名から希望者を募り「日本茶大使」として
配置する。（当面は、日本大使館を舞台にした活動を
予定している。）
－日本茶輸出促進協議会会員であるNPO法人日本茶
　インストラクター協会が10月に発行する会報に
　て募集し、12月に選定した。

➢日本茶輸
出促進協
議会

16名から
応募があ
り、主要
都市在住
者を含め
18名を選
定。

➢

➢

➢

「日本茶大使」の具体的な
活動内容について検討する
とともに、次年度に向けた
活動計画の作成が必要であ
る。

日本茶の海外展開にあた
り、輸出全般、相手国事情
等に詳しい専門家による助
言が必要である。

「日本茶大使」の活動に必
要な茶について、各国の輸
入条件が異なるため、使用
する茶の選定・確保を検討
する必要がある。

➢

➢

「日本茶大使」の具体的な
活動内容について検討する
とともに、次年度に向けた
活動計画を作成する。

日本茶の海外展開に必要と
なる専門分野の検討を行
う。

➢見本市、商談会等で
日本茶をPRするため
の教材を輸出先言語
に翻訳するなど、PR
素材の充実を図る。

➢日本茶紹介パンフ「ホット一息」「お茶にしようよ」
等を多言語化（英語、フランス語、イタリア語）し、
ミラノ万博他、各国で開催された展示会等で使用・配
布した。
平成27年度内に、中国語版（繁体字、簡体字）を作成
する。

➢日本茶輸
出促進協
議会

英語、イ
タリア
語、フラ
ンス語に
ついて作
成

➢ 各国で開催される展示会等
で日本茶をＰＲするにあた
り、正確に情報を浸透させ
るためには、現地語でのパ
ンフレットが有効である。
更に、有効な活用方法を検
討する。

➢

➢抹茶海外普及用テキストについて、2月末までに原稿を
完成する。
平成28年度に、翻訳、製本し、関係国に配布する。

➢日本茶輸
出促進協
議会

原稿完成
予定

➢ テキストは使用する場面を
想定の上作成すること、見
本市等で単純に配布するだ
けでなく、効果的な活用方
法を検討することが必要で
ある。

日本食・食文
化の発信とあ
わせた売り込
み

見本市、商談会等で日本茶
をPRするための教材を輸出
先国の言語に翻訳するな
ど、目的、使途に応じたPR
素材の充実を図る。
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茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価

日本食・食文
化の発信とあ
わせた売り込
み【再掲】

➢日本茶ロゴマークの
検討を行うため、日
本茶関係団体で検討
委員会を設置する。

➢関係事業者等による検討会を開催し、日本茶ブラン
ディング・ロゴ等の検討を行う。
なお、検討会においては、併せて地理的表示、販売か
ら生産に至る体制づくりも含めて検討する。
　（検討会：9/7、12/15実施、1月実施予定）
－「おいしいマーク」に併記する方針で、日本茶用
　ロゴを作成する。
－「日本茶」で統一したオールジャパンのロゴにつ
　き、ロゴを作成すべく協議会の構成団体の会員に
　対し、現状方針について意見聴取中。

➢日本茶輸
出促進協
議会

委員会2回
開催

➢ ブランディングを含めた活
用、表示方法、国内流通品
との住み分け等、輸出に取
り組む茶関係事業者に広く
使用されるロゴマークの検
討が必要である。

➢ ロゴマーク策定に向けて、
海外での日本茶のブラン
ディング方針を検討し、ロ
ゴマークの根拠等を明確化
する。

➢海外の茶教育プログ
ラムに日本茶を組み
込むために教育カリ
キュラムを作成す
る。

➢米国での日本茶文化普及を促進するため、米国のTea 
Association of USA（喫茶関係人材育成団体）におけ
る日本茶課程の実態を調査し、カリキュラムの作成を
検討する。
－9月20～24日に当該団体の日本茶課程の調査を
　実施した。
　・Speciality Tea Instituteクラス傍聴、実態調査
　・日本茶輸出促進協議会とTea Association of USA
　　との間における今後の連携についての意見交換

➢日本茶輸
出促進協
議会

現地調査
を実施

➢ 当該団体の日本茶課程への
協力、当該団体との継続的
な連携については、米国に
おける日本茶の普及への貢
献度合を考慮し、対応を検
討する必要がある。

➢

➢

当該団体の日本茶課程につ
いて、原案を入手し、平成
27年度内に適切な内容への
提言や資料提供等を検討す
る。

当該団体との連携につい
て、協議会内で検討する。
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茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価

➢2014年の調査結果を
踏まえて、機能性成
分を生かしたPRを検
討する。

➢機能性成分を紹介し
たＰＲ素材の多言語
化を行う。

➢見本市や商談会の機
会を利用して、ＰＲ
素材を活用して日本
茶の機能性について
のＰＲ、販売等を行
う。

➢

➢

ベルリン（１月）、ロンドン（５月）において、他の
品目別輸出団体とともに、セミナー・PRイベントを開
催し、日本茶の機能性について、PRを行った。

香港Tea Fair（８月13～15日）へ初めて設置された
ジャパンパビリオン、ミラノ市内におけるシンポジウ
ム（9/28）、イタリア茶文化国際学会（10/1）、シン
ガポールOishii Japan（10/22～24）、台湾国際茶業博
覧会（11/13～16）、日本茶国内商談会（鹿児島11/9～
10、静岡11/12～13）にて、日本茶の機能性についての
PRを実施した。

➢日本茶輸
出促進協
議会
ジェトロ

６か所で
実施

➢

➢

国によって、バイヤー等の
お茶に対する知識の習熟度
合いが異なる。セミナー実
施の際は日本茶に知識のあ
る人、ない人の対象を分け
てプログラムを作るなど、
濃淡をつけた訴求が必要と
なる。

日本茶の機能性についてPR
を実施したものの、専門性
が高い内容では、バイ
ヤー、一般消費者共に、引
き合いは強くなかった。日
本茶の知識を深めるような
取組、若しくは、機能性に
ついては、あえて簡便な内
容にとどめることが必要で
ある。

➢ 見本市や商談会の機会を利
用して、PR素材を活用して
知識の習熟度合いに応じた
日本茶の機能性についての
ＰＲ、販売等を行う。

➢

➢

（再掲）日本茶紹介パンフ「ホット一息」「お茶にし
ようよ」等を多言語化（英語、フランス語、イタリア
語）し、ミラノ万博他、各国で開催された展示会等で
使用・配布した。
平成27年度内に、中国語版（繁体字、簡体字）を作成
する。

学術書「茶の機能」を英訳し、関係先に配布した。

日本茶の安全
性や健康イ
メージ、カテ
キンなど機能
性成分による
効能をPR

➢日本茶輸
出促進協
議会

パンフ：
英語、イ
タリア
語、フラ
ンス語に
ついて作
成。

「茶の機
能」を英
訳。

➢

➢

機能性に加え、日本茶の
味、文化など、PRする内容
を吟味して、パンフレット
を作成する必要がある。

日本茶にはアントシアニン
が含まれる「サンルー
ジュ」や香り高い「そうふ
う」など機能性が高い品種
があることから、このよう
な日本茶の品種についても
海外へ紹介すべき。

➢ 引き続き、日本茶の文化的
側面を踏まえた上で、機能
性成分を紹介する広報資材
を、輸出先国の言語で作成
し、日本茶の品種や機能性
をPRする。
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茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価

富裕層だけで
なく中間層も
ターゲットと
した新規需要
層の開拓

➢引き続き、見本市や
商談会等において富
裕層をターゲットと
したPR、販売を実施
する。

➢

➢

➢

ベルリン（１月）、ロンドン（５月）において、他の
品目別輸出団体とともに、セミナー・PRイベントを開
催し、日本茶のPRを行った。

香港Tea Fair（８月13～15日）へ初めて設置された
ジャパンパビリオンにおいて、農水省の茶室を活用す
るとともに、茶器なども含めたセミナー・PRを実施し
た。

その他、ミラノ市内におけるシンポジウム（9/28）、
イタリア茶文化国際学会（10/1）、シンガポール
Oishii Japan（10/22～24）、台湾国際茶業博覧会
（11/13～16）、日本茶国内商談会（鹿児島11/9～10、
静岡11/12～13）にて、PR、販売を実施した。

➢日本茶輸
出促進協
議会

６か所で
実施

➢

➢

➢

ベルリンやロンドンでのPR
活動では、日本茶の特徴や
取扱方法、製法などバイ
ヤー向きの内容を中心に訴
求しつつ、高級感なども説
明し富裕層への売り込みの
ためのPRを行った。

その後のイベントでは、幅
広い一般消費者にむけたセ
ミナー、PRを実施した。ど
のイベントも盛況であり、
一般消費者の関心の高さが
伺えた。

新規需要の開拓には、引き
続き日本茶文化の訴求を図
る必要がある。

➢ 見本市や商談会等におい
て、ターゲットを明確にし
つつ、茶室や茶器などとも
パッケージで、日本茶文化
を訴求するPR、販売を実施
する。

フレーバー
ティー等相手
国の嗜好に
合った商品を
開発

➢輸出国における嗜好
についての調査を行
い、輸入国の嗜好に
合わせた茶の栽培方
法や加工方法を検討
するために日本茶関
係団体で検討委員会
を設置する。

➢

➢

台湾（台中、高雄）及び香港（TEA Fair会場）におい
て、日本茶の販売実績や嗜好性を調査する。
－香港Tea Fair（８月13～15日）において、試飲・
　アンケートを実施した。普通煎茶、深蒸し煎茶、
　玉露、抹茶の試飲では、いずれの茶種でも「香り」
　「味」「水色」について高い評価を得た。また、
　深蒸し煎茶の評価が予想外に高かった。

見本市等において、海外においては香りが重視され、
日本の焙じ茶、玄米茶が高い評価を得ている。

➢日本茶輸
出促進協
議会

台湾の調
査結果は
集計中

➢

➢

➢

「香り」を重視する海外の
嗜好に合わせ、独特な香り
がある『萎凋香』などの品
種のPR、新品種の開発が必
要である。

焙じ茶、玄米茶が高い評価
を得たが、安価な上に、模
倣もされやすいことから、
積極的なPRには充分な検討
の必要がある。

他飲料との比較など嗜好を
含めた輸出先国の詳細な市
場分析が必要である。

➢

➢

引き続き、輸出先国におけ
る嗜好についての調査を行
い、輸出先国の嗜好に合わ
せた茶の栽培方法や加工方
法を検討する。

輸出先国の市場調査を検討
する。
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茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価

フレーバー
ティー等相手
国の嗜好に
合った商品を
開発【再掲】

➢見本市や商談会の機
会を利用して、現地
の嗜好に合わせた商
品のＰＲ、販売等を
行う。

➢

➢

ベルリン（１月）、ロンドン（５月）において、他の
品目別輸出団体とともに、セミナー・PRイベントを開
催し、現地の嗜好を鑑みつつ、日本茶のPRを行った。

香港Tea Fair（８月13～15日）へ初めて設置された
ジャパンパビリオン、ミラノ市内におけるシンポジウ
ム（9/28）、イタリア茶文化国際学会（10/1）、シン
ガポールOishii Japan（10/22～24）、台湾国際茶業博
覧会（11/13～16）にて、PRを実施した。

➢日本茶輸
出促進協
議会

６か所で
実施

➢

➢

ベルリンでは、現地の嗜好
に鑑み、抹茶アイスと抹茶
ケーキの製造実演を行い、
飲み物としてだけでなく、
デザートとしての提案も行
い、好評を博した。

香港Tea Expoでは、セミ
ナー用に多くの茶種を揃え
たが、販売を目的とする展
示会等では、茶種を絞った
方がバイヤーへの訴求力が
得られると考えられる。

➢ 相手国への売り込みには、
現地の嗜好に合わせた商品
のＰＲ、販売等を行う。

➢ イタリアでは「深蒸し茶」
の評価が高かった。これま
であまり輸出のPRに注力し
てこなかった「深蒸し煎
茶」を、味、水色、香気を
前面に出してPRしていく必
要がある。
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茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価

➢全国主要都市で、日
本茶輸出に係る問題
点や生産者対策等を
学ぶセミナーを開催
し、日本茶輸出を促
進する。

➢国内の茶生産者、茶商工業者、関係団体等を対象に、
日本茶輸出セミナーを開催する。
　　東京（７月28日開催済み）
　　京都（９月３日開催済み）
　　鹿児島（12月１日開催済み）
　　静岡（１月26日）
－東京会場では、講座内容について、開催後のアン
　ケートにて86％が「良かった」の回答を得た。テ
　ーマとして、「海外での日本茶の状況」「輸出の
　手続き」について関心が高かった。
－京都、鹿児島会場のセミナーも両会場とも82％が
　「良かった」の回答を得た。講義内容も概ね高評
　価を得たが、一部に、農薬問題について難解であ
　るとの意見があった。

➢日本茶輸
出促進協
議会

３か所で
開催

➢

➢

➢

各会場とも満席の状況であ
り、日本茶輸出に対する関
心の高さが窺えた。

受講者によって、関心テー
マが異なることから、テー
マを絞ったセミナー開催、
海外茶業の情勢や海外の嗜
好傾向といった内容の拡充
も検討していくことが必要
である。

JETROセミナーとの共催も
検討する。

➢ジェトロ主催の品目別輸出団体向けセミナー（日本
茶、コメ・コメ加工品）が開催（日本茶は平成27年３
月23日開催）され、日本茶輸出促進協議会が受講し
た。

➢日本茶輸
出促進協
議会
ジェトロ

1(実施) ➢ 今回実施したセミナーの参
加者から、各国の規制状況
に関する情報提供が高評価
を得ており、今後も事業者
ニーズに則したセミナーの
実施が必要である。

➢海外輸出団体調査の一環でインド、スリランカ等の茶
関連団体の取組について、調査を実施した。内容を整
理し、海外輸出団体のブランディング、PR、情報発信
についての取り組みを取り纏めた資料を作成する。

米国のTea Association of USAへの調査に際し、当該
団体の概要情報をまとめた資料を、協議会と共有し
た。

➢野村総研 協議会と
の連携

➢ 協議会は、海外輸出団体の
取組内容を参考に、必要に
応じて、活動の見直しを検
討する必要がある。

➢ 海外輸出団体の活動や海外
マーケットの情報など、協
議会の取り組みに資する調
査、情報提供を実施する。

➢ 今年度実施する調査は、茶
の嗜好等についての調査が
中心であるが、茶の味には
飲料水の実態把握も必要で
あり、各国の飲料水の状況
（飲料実態、硬度）も調査
する必要がある。

➢ 次年度の調査テーマとし
て、各国の飲料水の状況
（飲料実態、硬度など）も
調査する。

➢ 2020年の東京オリンピック
を見据え、訪日外国人向け
のPRや教育を実施し、イン
バウンド需要を喚起する必
要がある。

➢ 訪日外国人に向けたPR及び
教育を検討する。

➢ 引き続き、全国主要都市
で、日本茶輸出に係る問題
点（対象国の規制状況等）
や生産者対策等を学ぶセミ
ナーを開催する。

その他
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茶のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check） 対応方向（Act）

活動内容 実施主体 定性評価

その他【再
掲】

➢ 生産・加工・流通が一体と
なって新規需要を掘り起こ
し、商談・成約につながる
よう販売促進活動を実施し
ていく必要がある。

➢ 取組全体を俯瞰し、新規需
要の掘り起こし、新たな商
談・成約につながるよう、
これまでの取組を検証の
上、今後の取組を検討す
る。
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牛肉のＰＤＣＡシート

輸出戦略上の
対応方向

現状値

➢ ➢

➢

有望市場である中国・台湾・イスラム圏諸国と
輸出解禁に向けた検疫協議を継続的に実施し
た。

検疫条件の緩和を求める協議を継続的に実施
した。

➢ ➢ 二国間条件の現状については動物検疫所
HP等にて公開しており、輸出拡大に寄与し
ている。

➢ 引き続き検疫協議を実施す
る。

➢

➢

➢

バーレーン向け（2015年6月）、ベラルーシ向け
（2015年7月）、ミャンマー向け（2015年10月）牛
肉の輸出が可能となった。

豪州向け常温保存可能牛肉製品の輸出解禁を
した。（2015年11月）

ブラジル向け牛肉の輸出解禁をした。（2015年
12月）

➢ 着実に解禁協議を進め、輸出可能国を増や
している。

➢ 農水省は、動植物検疫条件
を公表しているＨＰの認知度
の向上に努める。

➢

➢

マカオ、タイ向け月齢制限撤廃に向けた協議を
継続的に実施した。

タイ及びマカオ向け日本産牛肉輸出について、
国内生産者及び輸出事業者等にとって不利な
条件（月齢制限、タイについてはTransship条項
も含める）改正に向け、協議を継続的に実施し
た。

➢ 二国間会合の機会等を捉えて協議及び働き
かけを実施している。不利な条件が改正さ
れることにより、関係者の商業活動に寄与
する。

➢ 引き続き検疫協議を実施す
る。

➢ 香港向け牛肉の月齢制限撤廃をした。（2015年
１月）。

➢ 【地方】国別の検疫条件を具体的に説明して
ほしい。

➢ 農水省は、動植物検疫条件
を公表しているＨＰの認知度
の向上に努める。

➢ 国は、航空手荷物とし
ての輸出が可能となる
よう、まずは米国との
協議を進展。

➢

➢

米国との協議結果を踏まえ、航空手荷物等に
よる輸出手続きを簡便化するための協議を継
続的に実施した。

商業ベースでのおみやげとしての畜産物輸出
を行うための効率的かつ恒常的な流通・販売・
手続き及びその周知方法について検討した。

➢ ➢ 航空手荷物等による輸出手続きを簡便化
し、商業ベースでのおみやげ販売を実現す
ることが、米国以外の国向けのおみやげ販
売実施にも寄与すると考えられ、今後の輸
出拡大に資するジャパンブランド牛肉の浸
透に貢献するのではないか。

➢

➢
➢

➢

➢

米国以外への輸出実現に向け、シンガポール、
香港及びタイと協議を実施した。

シンガポール向けおみやげの検疫体制の整備
を行った。

商業ベースでのおみやげとしての畜産物輸出
を行うため、効率的かつ恒常的な流通・販売・
手続き及びその周知方法について検討した。

➢ おみやげ輸出可能な国及び輸出条件が明
らかになり、訪日観光客向けの商業活動に
寄与する。その結果、シンガポール、香港及
びタイで消費者にジャパンブランド和牛の美
味しさ・価値が浸透し、現地でのブランドイ
メージが向上すると期待される。

対応方向（Act）
分析（Check）

定性評価

航空手荷物等による輸出手
続きの簡便化に向けて米国
との協議を進展。

検疫体制の整った国向けの
商業ベースでの販売体制を
整える。（平成28年度おみや
げ農畜産物検疫受検円滑
化支援事業も利用）

３ヶ国と
協議を実
施

輸出拡大方針

３ヶ国と
協議実施
（うち、
１ヶ国の
月齢制限
撤廃）

輸出拡大方針（Plan）

農林水産省 ３ヶ国以
上と協議
実施
（うち、
１ヶ国の
輸出解
禁）

実績（Do）

活動内容 実施主体

輸出解禁・輸出条
件緩和に向けた
検疫協議の進展

【規制緩和】

国は、有望市場の解禁
を目指して検疫協議を
継続するとともに、既
存の輸出先国につい
ても輸出条件の緩和を
実現。

農林水産省
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輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

（再掲）輸出解禁・
輸出条件緩和に
向けた検疫協議
の進展

➢ 国は、関係事業者の要
望や都道府県等の実
情を踏まえ、現在の認
定施設外に立地する
施設において、スライ
ス等の加工や冷凍・冷
蔵保管を行って輸出す
る上での課題を整理・
分析し、輸出の可能性
を検討。

➢ 米国との協議を踏まえ、食肉処理施設、冷凍・
冷蔵施設について、認定と畜場からの原料供
給、トレーサビリティの確保、流通・処理時の分
別管理、公的監督体制の整備等の課題への対
応可能性を検討した。

➢ 厚生労働省 検討を
実施

➢ 食肉処理施設については、常時監視を要件
とする米国等向けの認定は時間等を要する
ため、常時監視を要件としない輸出先国へ
の対応を優先すべき。

➢ 具体的な分別管理の手法等
について関係事業者から聴
取の上、食肉処理施設、冷
凍・冷蔵施設の認定に係る
仕組みを輸出先国に提示
し、協議を進める。

➢ ➢ 国内事業者に対して、施設認定に関する情報
提供を行った。

➢ ➢ 地方ブロック意見交換会や関係団体主催の
講習会等の場にて、施設認定に係る情報提
供および支援のための交付金について説明
を継続的に実施しており、事業者への周知
が促進された。

➢ 引き続き、施設認定に係る
情報提供を行う。

➢ 強い農業づくり交付金により施設整備の支援を
実施した。

➢

➢

➢

地方ブロック意見交換会等の場にて、施設
認定に係る情報提供および支援のための交
付金について説明を継続的に実施してお
り、事業者への周知が促進された。

【地方】牛肉については、HACCP基準に対
応した産地の食肉施設整備が必要であり、
その分野の支援を進めてもらいたいと思い
ます。相手の輸出条件に合わせて、輸出施
設を整備していく必要があります。

【地方】県内の牛肉の物量が少ないため、施
設認定等のコストが見合わない。

➢ 引き続き、輸出向け施設整
備を支援できるよう努める。

実施

輸出施設認定に
係る国内手続きの
加速化

【国内手続き支援】

事業者に対して、施設
認定に係る相手国の
要求事項等の情報を
分かりやすく、適時適
切に提供するととも
に、引き続き施設整備
を支援。

厚生労働省
農林水産省
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輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

➢ 国内外のイスラム市場
を取り込むため、食肉
処理場の整備に対す
る支援等により、ハ
ラール牛肉生産を支
援。

➢ 強い農業づくり交付金による施設整備の支援
や輸出に取り組む事業者向け対策事業による
ハラール認証取得の支援を実施した。

➢ 農林水産省 実施 ➢ 地方ブロック意見交換会等の場にて、施設
認定に係る情報提供および支援のための交
付金について説明を継続的に実施してお
り、事業者への周知が促進された。

➢ 引き続き、輸出向け施設整
備を支援できるよう努める。

➢ ➢

➢

ハラール認証の手続き等に関する正確な情報
を国内事業者等に発信するとともに、講習会を
複数回、開催した。

ハラール制度等にかかる各国調査の結果を取
りまとめ、国内事業者等に最新の情報を発信す
ることを検討した。

➢ 農林水産省
ジェトロ
ALIC
輸出団体

ジェトロで
国内セミ
ナーを13
回実施。
ALICで国
内セミ
ナーを3
回実施。

➢

➢

➢

ジェトロはハラールセミナー（外部主催セミ
ナーへの講師派遣等を含む）を12月までに
13回（山形(2)、東京（3）、千葉、長野、富山、
大阪、鳥取、香川、徳島、宮崎）開催した結
果、受講者からのアンケート結果でもハラー
ルについて知識が深まった等のご意見を多
数いただき高い評価を得た。

ALICはハラールセミナーを12月までに3回
（北海道、東京、京都）開催し、国内事業者
の知識向上に寄与した。

輸出団体は、28年1月にハラール市場、およ
びHACCP対応が求められるEU・米国向けへ
の市場の対応を目的とした知識向上研修会
を開催。全国から約150人が参集。

【地方】食肉処理場におけるハラール対応に
ついてマニュアル化の検討をして欲しい。

➢

➢

引き続き、ジェトロはハラー
ル制度等に関する情報を国
内事業者等に普及するため
のセミナーを実施する。

農水省は26年度および27年
度のハラル調査結果（非ム
スリム国におけるハラール
食品輸出事例調査/ハラー
ル食品輸出に向けた手引
き・国内ハラール認証取得
企業の取組み事例集）につ
いて広く周知していく。

➢ イスラム圏への牛肉輸出におけるハラール以
外の規制等の調査を実施した。

➢ 事務局 実施 ➢ 中東（ドバイ・アブダビ)の現在の規制につい
て、輸出時および現地での流通・販売時の
行程ごとに、通関・検疫手続きや表示ラベル
規則、現地での商取引・商慣行に分類して
網羅的に調査を実施した結果、今後の輸出
にあたっての対応事項が把握できた。

➢ 引き続き、事業者がハラー
ル以外の規制に抵触するこ
とがないような情報の整備
に努める。（昨年度のハラー
ル調査結果（非ムスリム国
におけるハラール食品輸出
事例調査/ハラール食品輸
出に向けた手引き）について
広く周知していく。）

ジェトロのセミナー等を
通じて、ハラール制度
等に関する情報を普及
させるとともに、他国の
ハラール製品の生産・
輸出に関する調査を実
施。

【ハラール関連支援】ハラール対応（ハ
ラール認証の取
得や産地食肉セ
ンターの整備等）
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牛肉のＰＤＣＡシート

輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

➢ 輸出先国のマーケット
調査結果等を踏まえ、
外国産“Wagyu”との差
別化を図りつつ、日本
食文化と一体的な和牛
プロモーションを引き
続き実施。

➢ 見本市来場者やレストラン、ホテル関係者、牛
肉流通事業者等を対象に、日本産牛肉の魅力
について、外国産Wagyuとの違いを説明し、肉
質の特徴の解説、カット技術や調理法の実演、
部位ごとの試食提供等を実施した。

➢ ➢

➢ 和牛の品質、安全面のみならず、日本の丁寧
な飼育法・和牛の血統等も合わせてPR活動を
実施した。

➢ 2月にアメリカ（NY、アトランタ）、9月にベトナム
（ホーチミン）、10月にイギリス（ロンドンThe 
Restaurant Show）・アメリカのフロリダ州（マイア
ミ、オーランド）・ドイツのケルン（ANUGA）におい
て、オールジャパンで連携し和牛のPR活動を実
施した。
引き続き、2月にUAE（Gulfood）において、国内
地域ブランドの垣根を越え、オールジャパンで
連携しＰＲ活動を実施。

➢ 1月、5月、8月にそれぞれベルリン、ロンドン、香
港（フードエキスポ）で品目別輸出促進団体が
連携してセミナーを開催し、PRを実施した。

➢ 5月にパリで高級食肉卸売・小売事業者等を参
集し、セミナーを開催した。

➢ 5月に英国（ノリッチ）、9月にベトナム（ホーチミ
ン）で食肉事業者・レストラン関係者等に対して
ミニセミナーを実施した。

引き続き、農林水産省、輸
出団体、ALIC、ジェトロが連
携してオールジャパンブラン
ドを活用した日本食文化と
一体的な普及の取組等を進
める。また、和牛のカット技
術や現地にマッチした調理
法の研究、多様な部位の活
用を推進させていく。

日本産和牛を見たこともないドイツの食肉事
業者に、和牛の特徴を伝えるきっかけとなっ
た。

英国では食肉事業者やレストラン関係者
に、和牛の用途を一層普及するきっかけと
なった。特に10月期には現地系のレストラン
関係者にも広く和牛を認知されるきっかけを
つくった。

英国のロンドン以外の都市でも、日本食店
を起点に和牛を情報発信するきっかけと
なった。

フランスで有力な食肉事業者に、和牛の特
徴を伝えるきっかけとなった。

JETROのサポートを得つつ、各品目団体と
の連携を通じ、一体的に取り組みを行い、日
本食品と一体的に普及が行えた。

8月に開催された香港フードエキスポの特設
ステージで和牛セミナーを実施し、2日間で
200人以上の参加を得た。和牛マークのあら
ためての認識普及と多様な部位の活用を普
及できた。

9月にホーチミン市内のレストランにおいて、
ホテル・食店等関係者150名に対し、日本産
和牛の特徴の解説とともにカットや調理法等
のセミナーを実演。日系に限らず、現地系高
級ホテルやレストランにも興味をひかせるこ
とができた。

10月のResutaurantShowでは、クリスマス商
戦を控えて現地系レストランのシェフが多く
参集した。ブースと特設セミナーをあわせ
て、３日間で2500人以上が訪れ、和牛セミ
ナーを聴講。現地系の多くの有名シェフに初
めて、かつ正しく和牛を知ってもらうきっかけ
となった。

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

12ヵ所で
実施
(H27.1以
降では
17ヵ所で
実施)
（H28年1
月時点）

農林水産省
輸出団体
ジェトロ
ALIC

【オールジャパンブランドとし
てのPR活動】

日本食文化と一
体的なプロモー
ション
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輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

（再掲）日本食文
化と一体的なプロ
モーション

➢ （再掲）輸出先国の
マーケット調査結果等
を踏まえ、外国産
“Wagyu”との差別化を
図りつつ、日本食文化
と一体的な和牛プロ
モーションを引き続き
実施。

➢ 28年1月に、シンガポールで日本産牛肉の多様
な品種の紹介と熟成技術を紹介するセミナーを
行った。

シンガ
ポール、
アメリカ、
ドイツの
3ヶ所で
実施

➢

➢

➢

10月のアメリカでは、高所得者層や観光客
がいるフロリダ州の見本市や料理学校レス
トランショーでオーナーやシェフに和牛を広く
PR。4日間で1600人以上に和牛を紹介し、
新しい地域に普及できた。

10月のANUGA（192ヵ国から約16万人来場）
ではJETROの協力を得て食肉ホール内に
ブースを設置し、セミナーを実施。5日間で約
1万人以上がブースに来場した。海外の多く
のバイヤーに日本産和牛をPRできた。

28年1月のシンガポールセミナーでは、バイ
ヤーと消費者それぞれに、最高級品・和牛
の価値を伝えるとともに、日本産牛肉の多
様な品種の普及も図った。

➢

➢

27年度輸出団体の取り組みの下、会員企業等
が販売促進活動を実施。

和牛セミナー開催の場合に積極的に参加し、和
牛のPRを行った。その他の国についてもオール
ジャパン体制での広報資材を活用し、日本の和
牛の価値が伝わるよう情報提供を行った。

➢ 輸出団体
（会員企業
等）

実施 ➢ 会員企業や都道府県輸出促進組織が、輸
出団体の取り組みの下にPR活動を実施。広
報資材を活用し、日本の和牛の価値が伝わ
るよう活動した。

➢ 今後とも需要が見込める国
に対してPR活動の継続と販
売促進活動のさらなる充実
を図る。

➢ 和牛の情報提供システム構築を目指し、今年
度は証明書のプロトタイプを作成した。

➢ 実施 ➢ 海外で日本産和牛を証明することのできる
証明書のプロトタイプを作成した。

➢ 今後、多言語化を図る。

➢ スライス文化とカット技術、スライサー等の機械
の一体となった普及に欧米や香港のセミナーで
取り組んだ。

➢ イギリス、フランス、香港、米国,の和牛セミ
ナーでスライサーを用いたスライス肉の商品
化を実演した結果、理解の促進につながっ
た。

➢ 和牛のカット技術や現地に
マッチした調理法の研究も
進め、ワークショップ等で広
く教育活動を進めていく。

➢ ➢ 検疫協議中の国における解禁後の円滑な市場
調査に資するため、また、EUにおける和牛肉の
理解を深化させ需要拡大を図るため、市場流
通構造等の調査を実施した。

➢ 輸出団体 実施 ➢ 中国における競合品の流通・販売状況等を
調査した。EUについては、フランスの高級牛
肉店の小売状況等を調査した。ドイツ、イギ
リス、イタリアについては牛肉の流通・販売
状況等の把握調査を行った。その結果、一
定の理解促進につながるとともに、普及に
関する課題を得た。

➢ 今後、未解禁国の牛肉流
通・小売状況等を調査する。
また、解禁国にあっても多様
な部位の普及に向けた状況
把握を行う。

➢ ロシア、イギリス、ドイツの食肉卸売・販売事業
者やレストラン関係者を招へいし、生産農場、
処理施設、販売店の視察紹介を行うことによ
り、和牛の取扱方法の普及等を図った。（日本
産品のPR）

➢ 輸出団体 実施 ➢ 和牛の飼養管理方法、和牛肉の特徴等を
理解し、現地における和牛の普及定着にむ
けた体制を強化した。

➢ 引き続き、海外の食肉処理
業者や卸売事業者、レストラ
ン関係者を招へいし、生産
農場、処理施設、販売店の
視察紹介を行うことにより、
牛肉の取扱方法の普及等を
図る。
また、メディアを活用した情
報発信も進める。

➢

➢

小売店における販促ツールの検討を行った。

小売店における販促ツールを用いた店頭装飾
方法についてとりまとめを行った。

➢ 輸出団体
ジェトロ
事務局

実施 ➢ モデル的な店頭装飾方法のとりまとめを
行った。

➢ 今後、店頭販促資材の供給
の必要な国を見極め、最適
な供給の在り方を検討して
いく。

輸出団体

海外のシェフ、小売
店、消費者、食肉関係
事業者等を対象に、対
象毎に最適な時期、場
所及び手法で、日本産
牛肉に関する啓蒙・Ｐ
Ｒ活動を効果的に実
施。

62



牛肉のＰＤＣＡシート

輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

（再掲）日本食文
化と一体的なプロ
モーション

➢ （再掲）海外のシェフ、
小売店、消費者、食肉
関係事業者等を対象
に、対象毎に最適な時
期、場所及び手法で、
日本産牛肉に関する
啓蒙・ＰＲ活動を効果
的に実施。

➢ プロモーションイベントに参加した海外の事業
者に調査票を配布し、反応（和牛の魅力、ニー
ズ等）を確認するため、調査票の項目および運
用方法について検討した。

➢ ➢ 今後のプロモーションイベン
トの参考にし、最適なプロ
モーション活動を検討してい
くべく、プロモーションイベン
トに参加した海外の事業者
に調査票を配布し、その結
果をとりまとめて各団体間で
共有する。

➢ プロモーションイベントの参加者への調査票の
配布等により、解禁している国別に、チャネルご
との出回り具合（浸透具合）を調査し、国ごとの
流通チャネル別に実施すべきこと（和牛販売で
重点的にねらう対象者、最適なPRの時期・場所
及び手法など）をとりまとめるため、調査票の項
目および運用方法について検討した。

➢ プロモーションイベントの参
加者への調査票の配布等に
より、解禁している国別に、
チャネルごとの出回り具合
（浸透具合）を調査し、その
結果を取りまとめて各団体
間で共有し、国ごとの流通
チャネル別に販売戦略を検
討する。

➢ 解禁している国別に、求められる和牛の価格帯
についての調査を検討した。

➢ 事務局 ➢ 引き続き、解禁している国別
に、求められる和牛の価格
帯について調査を行い、日
本産和牛の現地販売におけ
る適切な価格帯を把握す
る。

➢ ➢

➢

ニュージーランド、ベトナム、インドネシア及びカ
タール等について、和牛統一マークの商標登録
の申請・出願・更新を行った。

ニュージーランド、ベトナム、インドネシア、カ
タールについて出願完了。フィリピンとアメリカ
は更新手続完了。

➢ 輸出団体 4ヶ国に
ついて出
願を実
施。
2ヶ国で
更新完
了。

➢ 引き続き、和牛統一マーク
の申請・出願・更新手続きを
行う。

➢ 「和牛統一マーク使用許諾要領」を改訂し、マー
ク申請者に対する利用状況等の定期的な報告
の義務化を目指し、利用状況の報告内容と方
法について、検討した。

➢ 輸出団体 検討を実
施

➢ 引き続き、マーク申請者に対
する利用状況等の把握に努
めていく。

➢ 必要に応じて、現地での問題事例の抽出を行
い、書面による是正勧告等を行うことを目指し、
問題事例への対応について、適切な対処方法
を専門家と検討する必要があり、事例に応じて
検討を開始した。

➢ 輸出団体 検討を実
施

➢ 引き続き、必要に応じて、現
地での問題事例の抽出を行
い、書面による是正勧告を
行う。

➢ 輸出団体を設立・育成
し、農林水産省、ジェト
ロ、農畜産業振興機構
等がそれぞれの立場
から各種サポートを行
う体制を構築。

➢ 輸出に取り組む事業者向け対策事業、畜産物
輸出特別支援事業等を着実に実施し、輸出団
体のサポートを行った。

➢ 農林水産省
ＡＬＩＣ
ＪＥＴＲO

実施 ➢ 畜産物輸出特別支援事業により、日本畜産
物輸出促進協議会が、輸出に向けた海外活
動拠点の設置、市場・流通調査等に取り組
んでおり、その結果、輸出団体のオールジャ
パン体制が着実に整ってきている。

➢ ジェトロと農水省は、マー
ケットの情報収集について
は、インストアショップ事業と
して、小売店の売り場の一
角を借りて事業者の商品を
並べ、販売状況やアンケート
結果等の情報をフィードバッ
クする仕組みを検討する。

➢ 引き続き、畜産物輸出特別
支援事業を着実に実施す
る。

➢

➢

➢

現在の商標登録状況は別表のとおり。

「和牛統一マーク使用許諾要領」を改訂し、
商標登録した国で、マークを貼付した商品の
価値が維持されるよう、使用申請者に対して
利用状況等の定期的な報告、管理の徹底を
求めていく。

問題事例の対処方法をスキーム化した。

➢ 調査票の様式・項目および運用方法につい
て検討した結果、プロモーションイベントの
種類（セミナーや商談会）に応じて、目的・対
象者が異なるため、統一様式を作成する必
要性は少ないという結論となった。むしろ、
調査票の様式統一より、各団体で収集した
アンケート結果等の情報共有を行う場を設
け、その後のプロモーションイベントに活用
できるような示唆を抽出することが、今後の
販売戦略を構築していくために重要ではな
いか。

検討を実施事務局
ジェトロ
農林水産省
ALIC
輸出団体

【輸出体制構築支援】商談会開催や見
本市出展等の支
援

「和牛統一マーク」につ
いて、効果的な使用・
普及方法等について
検討し、適切な管理を
実施。
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牛肉のＰＤＣＡシート

輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

➢ 国際的に影響力があ
る海外見本市におい
て、関係者と連携し、
牛肉ブースを設営する
等、オールジャパンで
の販促活動を実施。

➢

➢

2015年10月：ドイツ（ANUGA）にてジャパンパビ
リオン内に牛肉ブースを設営し、PRを行った。
2016年2月には、：UAE（Gulfood）でジャパンパ
ビリオン内に牛肉ブースを設営し、PRを行っ
た。

ドイツでのＰＲには輸出団体の下で10社が参
加。ジェトロと輸出団体と連携し効果的なPRが
できるよう準備を進めた。

➢ ジェトロ
輸出団体

2ヶ所で
実施
ANUGA
には10社
が参加

➢ ドイツ（ANUGA）では、昨年のSIALに引き続
き、高級食品以外の特定品目のホールに
ジャパンパビリオン（牛肉ブース）を設置し、
特定の分野に特化した専門バイヤーとの商
談を促したところ、食肉の出品者から高い評
価を得た。

➢ 引き続き、EUや新たな市場
の海外見本市において、輸
出団体と連携し、牛肉ブース
を設営する等、オールジャパ
ンでの販促活動を支援す
る。

➢ プロモーションイベントに参加した海外の事業
者に調査票を配布し、反応（和牛の魅力、和牛
販売に最適な時期・場所及び手法など）を確認
するため、調査票の項目および運用方法につ
いて検討した。

➢ 事務局
輸出団体
ジェトロ

検討を実
施

➢ 調査票の様式・項目および運用方法につい
て検討した結果、プロモーションイベントの
種類（セミナーや商談会）に応じて、目的・対
象者が異なるため、統一様式を作成する必
要性は少ないという結論となった。むしろ、
調査票の様式統一より、各団体で収集した
アンケート結果等の情報共有を行う場を設
け、その後のプロモーションイベントに活用
できるような示唆を抽出することが、今後の
販売戦略を構築していくために重要ではな
いか。

➢ 今後のプロモーションイベン
トの参考にし、最適なプロ
モーション活動を検討してい
くべく、プロモーションイベン
トに参加した海外の事業者
に調査票を配布し、その結
果をとりまとめて各団体間で
共有する。

➢ 現地レストランのシェフを対象に、日本産和牛
のカッティングマニュアル、レシピ提供を行い、
ワークショップ等を実施した。

➢ ➢

➢ 1月にベルリンで品目別輸出促進団体3団体が
連携して共同でセミナーを開催し、PRを実施し
た。

➢

➢

5月にロンドンで品目別輸出促進団体5団体が
連携して共同でセミナーを開催し、PRを実施し
た。

8月に香港で品目別輸出促進団体3団体が連携
してフーデックスの特設ステージでセミナーを開
催し、PRを実施した。

2ヶ国で
実施

2ヶ国で
実施

ベルリンでは、三団体合同で複数品目を同
時にPRしたため、来場したバイヤーがどの
品目に関心があるか日本側事業者に分かり
にくいという課題が発生した。

上記課題を解消すべく、ロンドンではバイ
ヤーの関心品目ごとに名札を区別。日本側
事業者は効率的にネットワーキングを実施
することができた。

ロンドンでは、牛肉のPR活動は進んでいた
という評価を得た。

今後、日系以外のバイヤーも掘り起こし、国
内企業へ紹介していく必要がある。

今後もJETROのサポートを得つつ、各品目
団体との連携を通じ、一体的に取り組む必
要がある。

➢

➢

➢

➢

➢

【ジェトロとの連携強化】ジェトロによる酒
類などと一体的な
日本食材の販売
促進

引き続き、ジェトロと各品目
別の輸出団体が連携し、
オールジャパンブランドを全
面に出した販促活動を進め
る。その際、日系以外のバイ
ヤーの発掘に引き続き取り
組む。

ジェトロ
輸出団体
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牛肉のＰＤＣＡシート

輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

その他 ➢ その他 ➢

➢

➢

可能な国については、牛肉に限らず、日本の
オール畜産物を一体的にＰＲする活動を行うこ
とを検討した。

日本畜産物輸出促進協議会は、豚肉、鶏肉、
鶏卵、乳製品の輸出戦略案を検討し、8月27日
に開催された第1回畜産物輸出戦略検討会で
提案を行った。

H28年1月15日に第2回畜産物輸出戦略検討会
で輸出拡大方針について検討を実施した。

➢ 輸出団体 2回実施 ➢ 畜産物輸出戦略検討会において、検討会各
委員の意見を踏まえた畜産物の輸出戦略
（案）を予定通り構築することができた。

➢ 牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、牛
乳・乳製品を合わせ、畜産
物部会として、輸出拡大戦
略を検討していく。

➢ 中国、台湾等については日本産食品に対し
て厳しい放射性物質規制が課されており、
検疫協議が終了しても、一部都県産の牛肉
を輸出できない。

➢ 引き続き、原発事故に伴う
規制の緩和・撤廃に向けて、
中国、台湾等の重点国を中
心に働きかけを実施する。
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

➢ ➢

➢

➢ ➢ ➢

➢ ➢ 中国向け「日本産木材利用手引」（Ver.3）の改
編配布、セミナーを開催した（3月19日、北京）。
増刷した上記手引（2000部）を配布。

日本木材
輸出振興
協会

➢ 「日本産木
材利用手
引」の改編
配布

➢ ➢ 「日本産木材利用手引」をより
良くするために、さらなる充実
を図り、改編後、配布を行う。
引き続き、「日本産木材利用
手引」を利用したセミナー等を
開催し、日本産木材の特性及
び利活用技術を普及させる。

➢ 中国の木材関係専門誌へ日本製品のPR記事
広告を掲載。

➢ カラー広
告を2回、
企画記事
を2回掲載
済

➢ 昨年度に引き続き、購買層のニーズに
マッチした記事広告の掲載による広報は
効果的であると考えられ、日本産木材の
認知度は向上し、日本産木材に対する理
解も深まっている。昨年度実施した読者ア
ンケートでは体系的に整理された内容や
表現のわかりやすさが好評であった。今
年度は、昨年度アンケート結果を反映し、
改良した広告・記事を出稿しており、今年
度のアンケートにおいても同等、またはそ
れ以上の結果を見込んでいる。

➢ 広告活動は継続的に実施す
ることが重要であるため、効
果のあった記事広告や動画
配信等は引き続いて実施す
る。

「木構造設計手引」改編提案作成検討委員会
会議を開催した（7月14日、1月22日、3月中）。
「木構造設計手引」編集委員会との1回目の意
見交換・協議を行った(8月11-12日、2月中旬)。

日本木材
輸出振興
協会

検討委員
会3回、中
国側との
意見交換2
回終了済
(見込)

中国側との意見交換・協議では、提案の
構成内容、体裁並びに「木構造設計手引」
意見交換における日本提案の具体的な盛
り込み方について意見を交わし、大筋で
了解を得ることができ、順調。中国側との
検討会前に、中国側の考えを踏まえた上
で国内検討会を十分に行なったため、ス
ムーズな協議が行えた。今年度の進捗は
計画通りであり、「木構造設計手引」改編
に向けて、国内検討委員会・中国側との
意見交換会は継続すべき。

中国「木構造設計規範」の成
立を見込み、引き続き「木構
造設計手引」提案作成や普及
に向けた取組を本格的に進
める。

引き続き中国「木構造
設計規範」の改定や手
引作成への取組を進
める。

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

「日本産木材利用手引」は、中国でなじみ
の薄い日本産木材のうち代表的な木材の
特性及び利活用技術・方法を伝える手引
となっており、中国の木材業界等において
高い評価を得ている。日本産木材の知名
度・評価は北米産材より低いため、今後、
さらに現地のニーズを踏まえたデータ等を
充実させ、日本産木材の特性や使用法を
知らせていくことが重要。

中国「木構造設
計規範」の改定
及びこれを踏ま
えた普及等の取
組

中国における木材の用
途やニーズ・嗜好等を
踏まえつつ、付加価値
をつけた日本産木材製
品の輸出を拡大するた
め、木材利用技術の普
及、日本の技術を活か
した製品開発、木造軸
組住宅のＰＲ活動等を
行う。

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価

中国「木構造設
計規範」の改定
及びこれを踏ま
えた普及等の取
組【再掲】

➢ 中国における木材の用
途やニーズ・嗜好等を
踏まえつつ、付加価値
をつけた日本産木材製
品の輸出を拡大するた
め、木材利用技術の普
及、日本の技術を活か
した製品開発、木造軸
組住宅のＰＲ活動等を
行う。
【再掲】

➢ 木材業界向けウェブサイトに日本産木材の動
画広告を配信中。「高品質の日本産木材」を
テーマに掲げ、主に製材品、構造材、内外装
材、化粧材、家具などをPR。

➢ 動画配信
を実施済

➢ 昨年度の動画配信では、アンケートを実
施しており、動画の見やすさ等が評価さ
れ、業界からの評判が良く、実際にその動
画広告を見て日本木材の利用に至った業
者もいくつか存在した。今年度はより効果
を高めるため、設計士・建築士・内装業者
等向けのウェブサイトで動画配信を実施し
ており、また、昨年度のアンケートを踏ま
え「高品質の日本産木材」をテーマに掲げ
てPRしているため、今年度のアンケートに
おいても高評価が得られると見込んでい
る。

➢ 日本産木材利用技術研修会（上海）を実施した
（３月１７日）。

➢ 研修会を
実施

➢ 日本産木材利用技術研修会では日本の
木材製品の特徴を伝え、軸組構法を実習
させることができたが、木構造設計規範改
定も見据え、今後も軸組構法を広めていく
ことが重要。また、研修会では木材関連業
者の参加が多いため、より詳細な製品情
報や技術情報が求められる。

➢ 引き続き研修会を開催し、日
本産木材利用技術の認知度
向上を図る。その際、木材関
連業者向けの専門的な内容
の充実を図る。

➢ 「緑色建築建材博覧会」(上海、6月30日-7月2
日)に参加し、「ジャパン・パビリオン」を設置。
10者計14社と共同で日本産木材製品に関する
広報宣伝(BtoB)を行い、日本産木材製品をPR
した。

➢ 博覧会に
参加

➢ 出展前にインターネットや記事広告による
宣伝活動を十分に行なったため、2万5000
人以上の専門業者の来場があった。ス
ギ、ヒノキの製品を探している業者が昨年
度に比べ多くなっており、日本産木材の認
知度の向上が感じられる。来年度も継続
し、認知度向上や専門業者との関係構築
を図ることが重要。

➢ 日本産木材製品の輸出を加
速させるために、来年度も博
覧会に参加し、認知度向上を
図る。
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価

中国「木構造設
計規範」の改定
及びこれを踏ま
えた普及等の取
組【再掲】

➢ 中国における木材の用
途やニーズ・嗜好等を
踏まえつつ、付加価値
をつけた日本産木材製
品の輸出を拡大するた
め、木材利用技術の普
及、日本の技術を活か
した製品開発、木造軸
組住宅のＰＲ活動等を
行う。
【再掲】

➢ 木材・建築等を対象に、日中の有識者等によ
る「日本産木材製品利用促進セミナー」を開催
(上海、6月30日)し、60名が参加。参加者に「日
本産木材利用手引」を配布した。

➢ セミナーを
実施

➢ 日本の内装材や外装材の特長、利用事
例等を伝えた。セミナーアンケート結果で
は「日本木造関連知識と技術を勉強した
い」「日本木材利用関連知識と技術を勉強
したい」と答えた参加者がほとんどであり、
さらに参加者の大部分がセミナーに満足
していると回答している。今後も日本産木
材関連の知識と利用技術を広めることは
効果的だと思われる。

➢ セミナーを開催し、日本産木
材関連の知識と利用技術を
広める。日本産木材利用技術
研修会とは異なり、木材関連
業者以外の一般参加者も多
いため、日本産木材の高品質
さ等を中心としたセミナー内
容の充実を図る。

➢ 中・韓から木材バイヤーを九州に招へいし、木
材製品のＰＲ、商談会を実施（9月24～26日（木
材製品展示会等の視察を含む））。
中国3社、韓国4社のバイヤーを招聘。国内か
ら34社が商談を申し込み。事前マッチングを経
て国内から九州を中心に２７社・団体が参加。

➢ 商談会を
実施

➢ ➢ 木材輸出重点国の中国・韓国
から製材品のバイヤーを招聘
し、商談を支援する。この際、
現地の業界団体等を通じて、
日本産木材の新たな需要が
見込まれる木造建築用や家
具用の製材品を扱うバイヤー
の発掘にも努める。

商談件数75件、うち成約（見込含む）件数
36件。成約（見込含む）件数は昨年度を上
回った。中国についてはスギの製材品
（ﾙｰﾊﾞｰ材）の成約が過半を占めたが、中
国では木製家具は薄い色が好まれるとし
て家具製造バイヤーからヒノキ板材に引
き合いがあった。中国についてスギととも
にヒノキの新規需要が期待される。今回、
中国のバイヤーは同国における木材業界
団体「中国木材・木製品流通協会」を通じ
て、製材業者、家具メーカー等を発掘・招
聘したところ、出品者からは原木ではなく
製品への引き合いがあったとの評価を得
た。今後も現地の業界団体を通じてバイ
ヤー発掘する方法が有効と考えられる。

ジェトロ
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価

中国「木構造設
計規範」の改定
及びこれを踏ま
えた普及等の取
組【再掲】

➢ 中国における木材の用
途やニーズ・嗜好等を
踏まえつつ、付加価値
をつけた日本産木材製
品の輸出を拡大するた
め、木材利用技術の普
及、日本の技術を活か
した製品開発、木造軸
組住宅のＰＲ活動等を
行う。
【再掲】

➢ 中国の研究機関、木材団体、有識者と共同
で、中国における主要輸入木材のニーズ・用
途について、現地調査、聞き取り調査、文献調
査などを実施し、報告書を取りまとめた

日本木材
輸出振興
協会

➢ 報告書完
成(見込)

➢ 富裕層・中間層のマンション向け内装材、
家具材、富裕層向けの構造材、外構材を
主な輸出品目にできる可能性が示唆され
た。利用技術とセットにして、スギ、ヒノキ
等木材製品の市場開拓を行うことは妥当
だと考えられる。製品の研究開発において
は価格と性能のバランスを取ることが必要
であるため、中国輸出の初期段階として
は現地企業(卸等)と協力関係を築き、開
発を行うことが重要なのではないか。ま
た、現地企業と協力関係を結ぶことは販
路開拓においても重要である。

➢ 現地情報の把握を継続し、富
裕層・中間層向けニーズを抽
出し、それらの情報を国内企
業に可能な限りフィードバック
し、輸出向け製品の研究開発
や販路開拓を促進する。ま
た、研究開発、及び販売の
パートナーとなりうる現地企業
の紹介等を行う。その手法と
して、データシート（日本の輸
出者向け、先方輸入者向け）
の構築や関連団体と協力し
て、商談会等のサポートを行
う。

➢

➢ 産地等での意見交換・集約のための「日本産
木材輸出の拡大に向けた産地検討会」は、全
国7ヶ所で開催。1ヶ所あたり30人程度の出席、
合計222人の出席があり、活発な議論を行い、
現地情報等の共有を行なった。

➢ 産地検討
会を7回開
催

➢韓国におけるヒノキを
中心とした内装材市場
の更なる拡大に向け
て、広域連携やオール
ジャパンの取組の加速
化に向けた議論を行
う。

セミナー参加者は産地間連携の必要性を
認識し、また事例についても共有できた
が、具体的に連携の取組を進め、その時
に生じる課題を解決していくために、継続
して意見交換等を行っていく必要がある。
産地検討会等においては「①現地情報の
不足」「②中小企業の弱点をクリアするた
めの連携強化」「③連携型取組の支援が
必要であること」「④各県において中心と
成る協議会や企業が必要」が主に挙げら
れた。特に連携の方法に関しては産地間
以外の連携方法も有効であると考えられ
る。また、輸出連携に関しては各地域に
よって進捗が異なる事が判明し、今後も継
続して幅広く意見を募り、情報を共有する
ことが必要。
「日本産木材ブランドの確立に向けた輸出
連携検討会」では有識者を募り、ブランド
コンセプトやオールジャパンでの輸出のあ
り方に関して活発的に議論を行い、順調。
ジャパンブランドとしてコンセプトをどうする
か（品質の良さ(JAS等)、国産材の利用割
合、認証材など）、また、ジャパンブランド
をどのように発信するか等、具体的なブラ
ンド戦略に関して継続的な検討が必要。

引き続きブランディングに関
する検討会を開催し、ジャパ
ンブランドとしてコンセプトをど
うするか（品質の良さ(JAS
等)、国産材の利用割合、認
証材など）、また、ジャパンブ
ランドをどのように発信するか
等、日本産木材のブランド戦
略の具体化を行う。また、
オールジャパンでの輸出に関
する議論を進め、国内外の連
携のあり方を検討する。

「輸出向け木材産地等連携全国検討会議並び
に連携促進セミナー」を実施し、輸出事業者等
に対し、取組事例の報告やパネルディスカッ
ションを実施した（3月24日、東京）。

日本木材
輸出振興
協会

韓国におけるヒ
ノキを中心とし
た内装材市場の
更なる拡大

➢ セミナーを
1回実施

➢➢
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価

韓国におけるヒ
ノキを中心とし
た内装材市場の
更なる拡大
【再掲】

➢ 韓国におけるヒノキを
中心とした内装材市場
の更なる拡大に向け
て、広域連携やオール
ジャパンの取組の加速
化に向けた議論を行
う。
【再掲】

➢ 関係事業者等を参加者とする「日本産木材ブ
ランドの確立に向けた輸出連携検討会」は、３
回開催。（7月24日/10月16日/2月中）

➢ 輸出連携
検討会を3
回実施(見
込)

➢ 上記検討会の報告会（セミナー）を開催(28年1
月27日、東京)。報告会の開催のため、既存の
輸出連携事例アンケート調査完了。

➢ 実施済

➢ 韓国の木材関係専門誌へ日本製品のPR記事
広告を掲載した。ヒノキだけでなく、スギなどの
木材製品に関する記事広告を掲載

➢ 掲載済 ➢ 中国での事例と同様、購買層のニーズに
マッチした記事広告の掲載による広報は
効果的であったと考えられる。ただし、韓
国では今後ヒノキ以外のスギ等の宣伝、
及び、付加価値の高い製品の宣伝が必
要。

➢ 韓国に関する既存の調査報
告書を参考に、ヒノキ素材中
心の供給から半製品・製品へ
のシフト、及びスギ製品の
ブームを起こす仕掛け、仕組
み（広報・販売・利用実証・保
証の一連からなるシステム）
の構築について重点をあて
て、検討・取組（セミナー・広
告活動等）を行う。

➢ 韓国の木材・建築・家具などの関連企業を対
象に、「日本産木材製品利用促進セミナー」を
開催(27年１月21日～23日、27年12月、ソウ
ル)。

日本木材
輸出振興
協会

➢ 実施済 ➢ 日本産木材の特性、利用技術・方法を紹
介することができたが、今後も日本産木材
の特性を知らせていくことが重要。また、
今後韓国においてはヒノキ素材中心の供
給から半製品・製品へのシフト、及びスギ
製品のブームを起こす仕掛け、仕組みの
構築が必要なのではないか。
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価

韓国におけるヒ
ノキを中心とし
た内装材市場の
更なる拡大【再
掲】

➢ ➢ ｷｮﾝﾋｬﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌｪｱ 2015にジャパンパビリオ
ンを出展した。19社・団体が出品。（27年2/26
～3/2、高陽）

➢ ➢ ➢

➢ ｷｮﾝﾋｬﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌｪｱ 2016にジャパンパビリオ
ンを出展（28年2月26日～3月2日予定、募集開
始9月末予定、高陽）。昨年度の結果を受け、
出店規模は拡大。付加価値をつけた木材製品
を扱うバイヤーの発掘に取り組む。

【再掲】

➢ 中・韓から木材バイヤーを九州に招へいし、木
材製品のＰＲ、商談会を実施（9月24～26日（木
材製品展示会等の視察を含む））。
中国3社、韓国4社のバイヤーを招聘。国内か
ら34社が商談を申し込み。事前マッチングを経
て国内から九州を中心に２７社・団体が参加。

ジェトロ ➢ 実施 ➢ ➢ 木材輸出重点国の中国・韓国
から製材品のバイヤーを招聘
し、商談を支援する。この際、
現地の業界団体等を通じて、
日本産木材の新たな需要が
見込まれる木造建築用や家
具用の製材品を扱うバイヤー
の発掘にも努める。

ジェトロ ｷｮﾝﾋｬﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌｪｱ 2015では商談件数
1,189件、成約件数（見込を含む）660件と
前回を大幅に上回った。より大規模出品
を検討している事業者もいることから、
2016年は前年より出展規模を増やした。
その結果、すべて事業者の申請どおりの
小間数（24社・団体で計36小間（前回19
社・団体で計24小間））で採択が行えた。

ジェトロは、韓国のキョ
ンヒャンハウジングフェ
アにジャパンパビリオ
ンを出展し、商談を支
援する。この際、付加
価値をつけた木材製品
の輸出を拡大するた
め、これらの製品を扱
う輸入業者やハウス
メーカー等の発掘に努
める。

ｷｮﾝﾋｬﾝﾊ
ｳｼﾞﾝｸﾞﾌｪｱ
2015、ｷｮﾝ
ﾋｬﾝﾊｳｼﾞﾝ
ｸﾞﾌｪｱ
2016にｼﾞｬ
ﾊﾟﾝﾊﾟﾋﾞﾘｵ
ﾝを出展

【再掲】

商談件数75件、うち成約（見込含む）件数
36件。成約（見込含む）件数は昨年度を上
回った。韓国についてはヒノキの持つ健康
効果等を理由にヒノキ製品（板材、ﾙｰﾊﾞｰ
材等）に引き合いが集まった。また、木造
建築を専門とするバイヤーから不燃木材
にも引き合いがあった。韓国については今
後ヒノキ製品とともに、不燃木材の需要も
期待される。今回、中国のバイヤーは現
地の業界団体を通じて発掘・招聘したとこ
ろ、出品者からは原木ではなく製品への
引き合いがあったとの評価を得た。現地
の業界団体を通じてバイヤー発掘する方
法が有効と考えられる。

【再掲】

展示会にジャパンパビリオン
を出展し、商談を支援する。こ
の際、付加価値をつけた木材
製品の輸出を拡大するため、
これらの製品を扱う輸入業者
やハウスメーカー等の発掘に
努める。

【一部再掲】
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価

➢ オールジャパンの協力
ネットワークの構築や、
ジャパン・ブランドの創
出、情報収集・発信に
向けた議論を行う。

➢ 「輸出向け木材産地等連携全国検討会議並び
に連携促進セミナー」を実施し、輸出事業者等
に対し、取組事例の報告やパネルディスカッ
ションを実施した（3月24日、東京）。

日本木材
輸出振興
協会

➢ セミナーを
1回実施

➢ ➢

➢ ➢ 産地等での意見交換・集約のための「日本産
木材輸出の拡大に向けた産地検討会」は、全
国7ヶ所で開催。1ヶ所あたり30人程度の出席、
合計222人の出席があり、活発な議論を行い、
現地情報等の共有を行なった。

➢ 産地検討
会を7回開
催

➢ 関係事業者等を参加者とする「日本産木材ブ
ランドの確立に向けた輸出連携検討会」は、３
回開催。（7月24日/10月16日/2月中旬）

➢ 輸出連携
検討会を3
回実施(見
込)

➢ 上記検討会の報告会（セミナー）を開催(28年1
月27日、東京)。報告会の開催のため、既存の
輸出連携事例アンケート調査完了。

➢ 実施済

【再掲】

セミナー参加者は産地間連携の必要性を
認識し、また事例についても共有できた
が、具体的に連携の取組を進め、その時
に生じる課題を解決していくために、継続
して意見交換等を行っていく必要がある。
産地検討会等においては「①現地情報の
不足」「②中小企業の弱点をクリアするた
めの連携強化」「③連携型取組の支援が
必要であること」「④各県において中心と
成る協議会や企業が必要」が主に挙げら
れた。特に連携の方法に関しては産地間
以外の連携方法も有効であると考えられ
る。また、輸出連携に関しては各地域に
よって進捗が異なる事が判明し、今後も継
続して幅広く意見を募り、情報を共有する
ことが必要。
「日本産木材ブランドの確立に向けた輸出
連携検討会」では有識者を募り、ブランド
コンセプトやオールジャパンでの輸出のあ
り方に関して活発的に議論を行い、順調。
ジャパンブランドとしてコンセプトをどうする
か（品質の良さ(JAS等)、国産材の利用割
合、認証材など）、また、ジャパンブランド
をどのように発信するか等、具体的なブラ
ンド戦略に関して継続的な検討が必要。

協力ネットワー
クの構築、情報
収集、情報発信
（全国団体を通
じたオールジャ
パンでの取組、
ブランド創り）

丸太だけでなく、付加
価値をつけた木製品の
輸出を拡大するため、
これらの製品を扱う輸
入業者やハウスメー
カー等の発掘に努め
る。また、事業者等が
輸出先国から求められ
る樹種、規格、数量、
時期等のニーズに対
応できるようになること
を目的として、木材輸
出に関する制度や海
外市場についての理解
促進を狙ったセミナー
等を開催する。

【再掲】 【再掲】
引き続きブランディングに関
する検討会を開催し、ジャパ
ンブランドとしてコンセプトをど
うするか（品質の良さ(JAS
等)、国産材の利用割合、認
証材など）、また、ジャパンブ
ランドをどのように発信するか
等、日本産木材のブランド戦
略の具体化を行う。また、
オールジャパンでの輸出に関
する議論を進め、国内外の連
携のあり方を検討する。

【再掲】
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価

【再掲】 【再掲】 【再掲】 【再掲】

➢ 中国の研究機関、木材団体、有識者と共同
で、中国における主要輸入木材のニーズ・用
途について、現地調査、聞き取り調査、文献調
査などを実施し、報告書を取りまとめた

日本木材
輸出振興
協会

➢ 報告書完
成(見込)

➢ 内装材や板材等の製品は中間層向けに
需要があると考えられる。また、外装材も
今後需要が増加すると考えられる。中間
層向け製品の研究開発においては価格と
性能のバランスを取ることが必要であるた
め、中国輸出の初期段階としては現地企
業(卸等)と協力関係を築き、開発を行う事
が重要なのではないか。また、現地企業と
協力関係を結ぶことは販路開拓において
も重要である。

➢ 現地情報の把握を継続し、富
裕層・中間層向けニーズを抽
出し、それらの情報を国内企
業に可能な限りフィードバック
し、輸出向け製品の研究開発
や販路開拓を促進する。ま
た、研究開発、及び販売の
パートナーとなりうる現地企業
の紹介等を行う。その手法と
して、データシート（日本の輸
出者向け、先方輸入者向け）
の構築や関連団体と協力し
て、商談会等のサポートを行
う。

➢ 木材輸出に関心のある事業者を対象としたセ
ミナーを4回実施予定（9月4日岡山、9月8日大
分で実施済。高知1/15、鹿児島2月下旬を予
定）

ジェトロ ➢ 4回実施
(見込)

➢ 終了したセミナーでは、受講者から現地の
情勢が理解できたとの評価を得た。引き
続き、受講者アンケートの結果を踏まえ、
セミナーの内容等についてさらに改善を検
討しながら開催すべき。

➢ 事業者等が輸出先国から求
められる樹種、規格、数量、
時期等のニーズに対応できる
ようになることを目的として、
木材輸出に関する制度や海
外市場についての理解促進
を狙ったセミナー等を開催す
る。

協力ネットワー
クの構築、情報
収集、情報発信
（全国団体を通
じたオールジャ
パンでの取組、
ブランド創り）
【再掲】
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価

➢

➢ 「輸出向け木材産地等連携全国検討会議並び
に連携促進セミナー」を実施し、輸出事業者等
に対し、取組事例の報告やパネルディスカッ
ションを実施した（3月24日、東京）。

日本木材
輸出振興
協会

➢ セミナーを
1回実施

➢

➢ 産地等での意見交換・集約のための「日本産
木材輸出の拡大に向けた産地検討会」は、全
国7ヶ所で開催。1ヶ所あたり30人程度の出席、
合計222人の出席があり、活発な議論を行い、
現地情報等の共有を行なった。

➢ 産地検討
会を7回開
催

➢ 産地間連携による共同
輸出、安定供給体制を
構築するため、中国・
韓国における木材の用
途やニーズ・嗜好等を
踏まえて輸出拡大の
ターゲットを設定し、広
域連携やオールジャパ
ンの取組を加速化する
ための議論を行う。

➢ 関係事業者等を参加者とする「日本産木材ブ
ランドの確立に向けた輸出連携検討会」は、３
回開催。（7月24日/10月16日/2月中）

➢ 輸出連携
検討会を3
回実施(見
込)

➢ 上記検討会の報告会（セミナー）を開催(28年1
月27日、東京)。報告会の開催のため、既存の
輸出連携事例アンケート調査完了。

➢ 報告会実
施済

【再掲】 【再掲】 ➢

セミナー参加者は産地間連携の必要性を
認識し、また事例についても共有できた
が、具体的に連携の取組を進め、その時
に生じる課題を解決していくために、継続
して意見交換等を行っていく必要がある。
産地検討会等においては「①現地情報の
不足」「②中小企業の弱点をクリアするた
めの連携強化」「③連携型取組の支援が
必要であること」「④各県において中心と
成る協議会や企業が必要」が主に挙げら
れた。特に連携の方法に関しては産地間
以外の連携方法も有効であると考えられ
る。また、輸出連携に関しては各地域に
よって進捗が異なる事が判明し、今後も継
続して幅広く意見を募り、情報を共有する
ことが必要。
「日本産木材ブランドの確立に向けた輸出
連携検討会」では有識者を募り、ブランド
コンセプトやオールジャパンでの輸出のあ
り方に関して活発的に議論を行い、順調。
ジャパンブランドとしてコンセプトをどうする
か（品質の良さ(JAS等)、国産材の利用割
合、認証材など）、また、ジャパンブランド
をどのように発信するか等、具体的なブラ
ンド戦略に関して継続的な検討が必要。

森林組合や産
地間連携による
共同輸出、安定
供給体制の構
築

【再掲】 輸出者間連携における問題
点(「①現地情報の不足」「②
中小企業の弱点をクリアする
ための連携強化」「③連携型
取組の支援が必要であるこ
と」「④各県において中心とな
る協議会や企業が必要」)とそ
の対応策に関する検討を引き
続き行う。また、セミナーを通
した現地情報のフィードバック
や現地訪問サポート等を行
い、輸出者間連携の取組へ
支援を行う。

産地間連携による共同
輸出、安定供給体制を
構築するため、中国・
韓国における木材の用
途やニーズ・嗜好等を
踏まえて輸出拡大の
ターゲットを設定し、広
域連携やオールジャパ
ンの取組を加速化する
ための議論を行う。
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価

➢ 中国における輸入木材に係る検疫検査の規定
や燻蒸の実態、輸入原木の陸揚げ後の燻蒸
可能性といった他国の先行事例を調査し、日
本産原木や未乾燥材が同様な緩和措置の対
象にとなりえるかどうか検討を行った。

➢ 調査実施 ➢ カナダ、ロシア材は関連地区での伐採等
の条件を満たし中国国内でのくん蒸処理
が認められているが、日本の場合、現時
点での実現は難しいと考えられる。

➢ 国内での燻蒸の実態を公開情報・ヒアリングを
中心に調査し、低コスト実現のためには何が
課題で、どのような打ち手が考えられるか、ま
たそれぞれ実現可能性はどうか等の検討を
行った。

➢ 国内でのくん蒸処理については、一部の
港湾で燻蒸を実行する業者の人手や燻蒸
スペースが足りないことが課題となってい
た。人手不足に関しては、燻蒸業者以外
の業者(港湾業者や商社等)も協力し、流
動的な人員投入を行うことで解決している
事例がみられた。燻蒸スペースの不足に
関しては、対策として、燻蒸スペースの拡
大を検討している事例がみられた。

➢ コスト面でのネックと
なっている中国向け丸
太及び未乾燥材の燻
蒸について、中国での
輸入木材燻蒸の状況
を把握する。

事務局 ➢ 国内でのくん蒸処理時の問題
について、くん蒸事業者、荷
役業者など関係者により解決
が模索されており、今後も状
況把握に努める。
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輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の
対応方向

実施主体

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　 対応方向（Act）

輸出拡大方針 活動内容 現状値 定性評価

➢ モデル住宅において、その後の耐久性検証に
係る技術指導を行うとともに、内装材、外装
材、住宅設備等を含めた日本産住宅及び木材
製品等の展示・ＰＲの場として活用する。

➢ 建築済 ➢ モデル住宅並びに、使用された木材（ス
ギ・ヒノキ）、施工技術の高さに関して、業
者・一般の方から高評価を得た。事前に
中国の需要に関する議論を行い、その
ニーズを踏まえた製品の改良を行なった
事が高評価につながったと考えられる。

➢ 日中双方の事業者や団体の協力により、地域
材製品開発に関する検討会を実施（8月21日
東京、11月3日大連、3月3日蘇州、3月第2週東
京）中国向け製品輸出促進に向けた取組を支
援。

日本木材
輸出振興
協会

➢ 検討会実
施済（見
込）

➢ 検討会では活発な議論が行われた。その
検討結果（地域材の利用など）をモデル住
宅建築に活かし、高評価を得ることができ
た。

台湾を重点国に追加し、普及
に向けた取組を実施する。ま
た、ベトナムに関しての基礎
調査を行う。

➢品目部会
日本木材
輸出振興
協会

➢ - 台湾では、木材輸出額が2010年の8億円
から2014年の20億円へと大幅増加してお
り、また、現地では所得の向上・健康志向
の向上に伴い、住宅(特に内装材や家具
等)への木材利用需要の高まりが見込ま
れるため、輸出拡大方針として、台湾を
ターゲット国として視野にいれることが必
要なのではないか。また、近年ベトナムで
は家具製造等の産業用材の輸入が増加
しており、潜在的な需要が高いと見込まれ
るため、ベトナムに関する基礎調査が必
要ではないか。

➢平成28年度輸出拡大方針の重点国に台湾を
追加するかどうかを品目部会で検討。必要な
データを整理収集。

➢ 中国木構造設計規範の改定に対応して、ス
ギ・ヒノキ等を用いた木造軸組モデル住宅を複
数パターン設計(中級仕様、高級仕様の寒冷地
対応型、温暖地対応型の4パターン)。そのうち
の１モデルについて、専門家による施工管理・
指導の下、中国の現地企業の協力を得て、モ
デル住宅を建築。

日本木材
輸出振興
協会

➢ 木造軸組
モデル住
宅を4パ
ターン設
計

➢ 一回目の検討会において、専門家の委員
から見て、設計プランの構造設計・平面設
計・外観設計が木構造設計規範に対応し
ているか否かを検討し、委員から高評価
を得た。

➢ 日本産木材や木造軸組住宅
の認知度向上に向けて、モデ
ルハウスの設置等による通年
でのPRを実施する。この際、
対中国の木材輸出拡大の先
進的な取組を参考にして、輸
出のターゲットを明確にして
（戸建て・マンション内装、富
裕層・中間層など）、戦略的に
取組を進める。また、住宅、家
具、インテリアなどの事業者と
日中共同で検討会を設置し、
付加価値ある日本産木材製
品の開発・普及を図る。
特に高付加価値製品は富裕
層において多く需要がみられ
るため、今後はターゲットを
絞ったPR活動に専念すること
を検討。
中国「木構造設計規範」改定
委員会の要請に応じ、「木構
造設計規範」改定における示
範プロジェクト（モデルハウ
ス）として位置づけるよう、こ
れまで日中双方が連携して建
設されたモデルハウスの構造
計算や施工情報を整備する。

モデルハウスの
設置等による通
年でのＰＲによ
る日本産木材、
住宅の認知度
向上

➢ 日本産木材や木造軸
組住宅の認知度向上
に向けて、モデルハウ
スの設置等による通年
でのPRを実施する。こ
の際、対中国の木材輸
出拡大の先進的な取
組を参考にして、輸出
のターゲットを明確にし
て（戸建て・マンション
内装、富裕層・中間層
など）、戦略的に取組
を進めて行く。また、住
宅、家具、インテリアな
どの事業者と日中共同
で検討会を設置し、付
加価値ある日本産木
材製品の開発・普及を
図る。

その他 ➢ その他

76



輸出戦略上の
対応方向

現状値

➢ 引き続き、原発事故に
伴う輸入規制の緩和・
撤廃に向けて韓国等
の重点国を中心に働き
かけを実施

➢ 引き続き、原発事故に伴う輸入規制の緩和・撤廃に向けて
韓国等の重点国を中心に働きかけを実施した。

➢ 農林水産
省

H27年５
月、タイが
規制を撤
廃。
H27年８
月、ロシア
が規制を
緩和。
H28年１
月、ＥＵが
規制を緩
和。
H27年５
月、台湾
が規制を
強化。

➢ 水産物のモニタリング検査等
を通じて安全性を確保すると
ともに、各国・地域に対して、
科学的データをもとに
WTO/SPS委員会等の様々な
国際会議の場も活用して輸
入規制の撤廃・緩和を働きか
けることが重要ではないか。

➢ 引き続き、原発事故に伴う輸
入規制の緩和・撤廃に向けて
韓国等の重点国を中心に働
きかけを実施する。

➢ 引き続き、輸出先国に
おける各種規制への対
応を継続

➢ 輸出先国の各種規制に関して情報収集を行うことで輸出先
国が求める衛生証明書等へ対応するとともに科学的根拠や
国際的な規定等に基づき、フグの輸入解禁等に向けて必要
に応じて働きかけを実施。

➢ 農林水産
省

➢ 引き続き、輸出先国における
衛生証明書等各種規制への
対応や、フグの輸出解禁等に
向けた働きかけを実施する。

輸出拡大方針（Plan）

輸出相手国へ
の働きかけ等
(原発事故に伴
う輸入規制の緩
和・撤廃に向け
て、科学的根拠
に立った対応を
要請する等）

【原発事故にかかる対応】

【その他規制への対応】

対応方向（Act）
活動内容 実施主体

インドネシアやインド向け輸
出にあたっては、衛生証明書
の添付が求められていること
から、証明事項の妥当性等
について相手国政府と協議し
つつ、関係省庁で連携して国
内における証明書発行体制
を構築する必要がある。ふぐ
についても、まずは諸外国に
おけるふぐの規制状況を明ら
かにした上で、諸外国の規制
の動向等について情報収集
を行いつつ、継続的に輸入
解禁に向けた働きかけを実
施する必要があるではない
か。

【地方】インドネシアへの海苔
の輸出にあたり、相手国から
ヒ素の検査証明書を求めら
れているが、コスト削減のた
めにも日本の検査機関が相
手国の登録機関として認めら
れるよう働きかけをすべき。

➢

➢

水産物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）
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輸出戦略上の
対応方向

現状値

輸出拡大方針（Plan）

対応方向（Act）
活動内容 実施主体

水産物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）

➢ 輸出拡大協議会が、欧州委員会の担当官等を招へいし、
EU・HACCPに関する事業者等を対象としたセミナーを実施
（H28年2月17日）。

➢ 水産物・水
産加工品
輸出拡大
協議会

➢

➢ 大日本水産会とジェトロの共催により国内HACCP入門セミ
ナーを開催する（15回：釜石、福岡、京都、那覇、大阪、下
関、横浜、境港、津、焼津、薩摩川内、浜田、仙台、富山、
金沢）。セミナーは、輸出の現状、ジェトロによる輸出の流
れ、留意すべき輸出条件の詳説を内容とする「水産物輸出
の基礎知識」、大水によるHACCP取得の必要性と初歩の手
引きを内容とする「水産物輸出に向けたHACCP講習」の２
部構成。また、各地自治体の要請で長崎県、高知県にて、
シーフードショー東京・大阪にて同様のセミナーを実施（計4
回）。

➢

➢

大日本水
産会
ジェトロ

➢ 今後に向けて海外のみなら
ず国内でも衛生管理の対応
で必要となる動きであり、意
識構築に役立ったとの評価
（沖縄）があり、各地でよりき
め細かい実施が必要でない
か。

➢ 大日本水産会が、HACCP認定加速化支援事業（水産庁補
助事業）等により、HACCP３日間講習を開催（18回予定）
（H27年4-12月に13回開催済（開催都市（複数回数含む）：
東京、静岡、盛岡、大阪、札幌、博多、青森、大分、岡山、
宮崎））。

➢ 大日本水
産会

➢ HACCP認証への関心が高
まっており、定員オーバーと
なる講習会も複数回でてき
た。受講者が帰社後に社内
研修をしたいというニーズが
ある。

➢ 水産庁及び厚生労働省（都道府県等）により、対EU・
HACCPの認定を実施した（認定施設数：35（H27年3月末時
点）→41（H27年12月末時点)）。

➢

➢

農林水産
省
厚生労働
省

➢ 水産庁による認定開始等に
より、一定の認定加速化が図
られているが、輸出促進に向
け更なる認定施設数の増加
が必要である。

➢ 大日本水産会及び厚生労働省（都道府県等）により、対米・
HACCPの認定を実施する（認定施設数：262（H27年3月末
時点）→281（H27年12月末時点））。

➢

➢

大日本水
産会
厚生労働
省

➢ HACCP認証は二年に一度の
更新の手間がかかることから
合計認定数は微増である
が、内訳をみると認証をやめ
ている事業者もある。

引き続き、厚生労働省（都道
府県等）と水産庁により対EU・
HACCP認定を、厚生労働省
(都道府県等）と大日本水産
会により対米HACCP認定を
行うとともに、事業者向けの
HACCP講習会の開催や、専
門家による現地指導への支
援等を通じて、EU等の基準を
満たす水産加工施設の拡大
を図る。
また、HACCP講習会は開催
要望が増えており、各回の定
員拡大の可能性を検討する。

品質管理体制
の確立（対米・
対EU向け
HACCP取得の
促進等）

➢

【EU・HACCP認定取得施設
数の拡大】

厚生労働省（都道府県
等）での認定に加え、
水産庁も認定主体とな
り、水産加工施設の対
EU・HACCP認定を行う
（平成26年度10月より
業務開始）ことや、
HACCP講習会の開催
等により、対EU・
HACCP認定取得水産
加工施設数の拡大を
図る。

対EU・
HACCP認
定施設数
41（H27年
12月末時
点）
対米
HACCP認
定数
281（H27
年12月末
時点）

大日本水
産会とジェ
トロが連
携し輸出
基礎・
HACCP入
門セミナー
を19回開
催（H27年
1月～12
月）

78



輸出戦略上の
対応方向

現状値

輸出拡大方針（Plan）

対応方向（Act）
活動内容 実施主体

水産物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）

➢ 重要国向け衛生証明
書の発行機関の拡充
などに関係省庁と連携
して取り組む。原産地
証明書についても、発
給体制の整備に努め
るなど、可能な限り迅
速な証明書発行に取り
組む。

➢ 産地証明書等に関して電子証明システムを導入した。
一部の都道府県等を発行機関に追加した。

➢

➢

➢

農林水産
省
厚生労働
省
地方自治
体

➢ 電子証明システムの導入を
スムーズに行うために、輸出
事業者への早期の周知や資
料作成等を行う必要がある。

➢ 産地証明書等について、電子
証明システムの導入により迅
速な発行を実施するとともに、
受取窓口の拡充により輸出
事業者等の利便性向上を図
る。

➢ 引き続き、生産・流通
段階における品質保持
技術の向上の取組を
継続

➢ 有識者の参加を得た国内検討会において、品質保持技術、
変色防止技術、コールドチェーンの改善方法等に関する最
新の情報収集及びその実現可能性を検討した。

➢

➢

水産物・水
産加工品
輸出拡大
協議会
事務局

➢

➢

品質保持にあたっては、国内
における冷凍技術に加えて、
輸出先国・地域における解凍
技術についても同様に重要
であり、これら技術の開発及
び実用化の推進が必要であ
り、香港、中国、ロシア等相
手国を決めた取組が有効で
ないか。
冷凍ブリのように解凍方法に
よって品質が関わるものは相
手国でのＰＲや講習会等を実
施すべきでないか。

➢ 引き続き、生産・流通段階に
おける品質保持技術の向上
の取組を具体的な相手国を
設定した上で継続する。
技術の向上に加えてＰＲを冷
凍ブリを例に解凍技術の講習
や料理メニューの提示を実施
する。

迅速な証明書発
行体制の構築

品質保持（冷
凍・解凍・一次
加工）技術の向
上

【証明書発行の迅速化】

【品質保持技術の向上】
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輸出戦略上の
対応方向

現状値

輸出拡大方針（Plan）

対応方向（Act）
活動内容 実施主体

水産物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）

➢ ➢ 日本産水産物のPRパンフレットを作成した。 ➢ 水産物・水
産加工品
輸出拡大
協議会

➢ 海外における日本産水産物のプロモーション活動を実施し
た（EU、東南アジア、中国等で実施予定）。このうち、H27年5
月にロンドン、H27年8月に香港で品目別輸出団体が連携し
てセミナーを開催し、ＰＲを実施した。

➢ 水産物・水
産加工品
輸出拡大
協議会

➢ ➢ コメの団体と連携することに
より寿司としてＰＲしていくな
ど、他品目との連携によるＰ
Ｒは有効的なのではないか。

➢

➢

水産物・水産加工品輸出拡
大協議会の活動状況を広く
国内関係者に周知していく必
要があるのではないか。

【地方】協議会の活動情報が
伝わってこないため、外向け
に情報共有される仕組みを
考えるべきではないか。

➢ 水産物・水産加工品輸出拡大
協議会の活動内容、成果を広
く国内関係者に周知し、オー
ルジャパンの取組を推進す
る。

水産物・水産加工品輸出拡大
協議会において、日本産水産
物のブランディングを進める
上で、養殖魚と天然魚との違
いや産地ブランドの関係性、
季節に応じた様々な魚種の組
合せによる周年供給体制の
実現、健康面や環境への配
慮の観点からの訴求方法に
ついて検討を実施する。
また、引き続き、健康面の観
点など日本産水産物の特性
等を生かしたＰＲや他の品目
団体との連携によるＰＲを実
施。取組に当たっては、Web
サイトも活用しつつ、メッセー
ジを効果的に伝えていく。

➢

輸出拡大協議会の取組の一環として、H27年　10月にロシ
アにおいて、コメ・コメ加工品の輸出団体と連携し、寿司など
の水産物とコメ・日本酒をセットでのＰＲを実施した。

水産物・水
産加工品
輸出拡大
協議会

➢

水産物の輸出団体を
設立し、当該団体の下
で、季節に応じた様々
な魚種の組合せによる
周年供給体制の実現
や、日本産水産物の認
知度向上・ブランディン
グ、有望国のマーケ
ティング等の取組を継
続。

養殖生産物をは
じめとする日本
の魚のブラン
ディング

【輸出体制の整備等】

日本産水産物のブランディン
グを進める上で養殖魚と天
然魚との違いや産地ブランド
との関係性について検討す
る必要がある。

今後もジェトロのサポートを
得つつ、各品目団体との連
携を通じ、一体的に取り組む
ことが必要ではないか。

【地方】欧州への輸出を考え
るのであれば、ＭＳＣ等のエ
コラベル認証も有効なのでは
ないか。また、日本型エコラ
ベルの海外への普及も重要
ではないか。

【地方】欧米での健康志向に
よる需要増加を踏まえ、健康
観点でＰＲすべきではない
か。

➢

➢

➢

➢

プロモー
ション活動
を20回実
施
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輸出戦略上の
対応方向

現状値

輸出拡大方針（Plan）

対応方向（Act）
活動内容 実施主体

水産物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）

➢

➢

安定供給が課題となっている水産物を特定した上で、有識
者の参加を得た国内検討会において産地間連携等の方策
等を検討した。
シンガポールで、季節と産地ごとの旬の魚介類にこだわった
セミナー/フェア開催により周年のメニュー提案を実施し、日
本の水産物の魅力を継続的にアピールした。

➢

➢

水産物・水
産加工品
輸出拡大
協議会
事務局

➢ シンガポールでは産地や魚
種の旬等に配慮した周年供
給体制が一定の成果を得た
ので、今後も対象国や魚種を
念頭に方策検討を継続すべ
きでないか。

➢ H27年の結果を受けて対象国
を決め、そこに相応しい魚種
に絞り込んで、引き続き産地
間連携などの方策等を検討
する。

➢ ブリと練り製品を対象に英国、マレーシア、タイにおいて
マーケット調査を実施した。

➢ 水産物・水
産加工品
輸出拡大
協議会

➢

➢

【地方】資源管理にも力を入
れていかないと、輸出目標の
3,500億円の達成は難しいの
ではないか。
マーケティング調査結果から
有望となった英国、タイ、マ
レーシアに対しての輸出の取
組を強化すべきでないか。そ
の他の国について、有望な
輸出先国・品目を検討する必
要があるのではないか。

➢ 海外マーケティング調査結果
から有望な英国、タイ、マレー
シアへの輸出の取組を強化
する。

生鮮・加工品の
組合せ販売・産
地間連携の促
進による安定供
給
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輸出戦略上の
対応方向

現状値

輸出拡大方針（Plan）

対応方向（Act）
活動内容 実施主体

水産物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）

➢ ➢ 輸出拡大協議会が、ジェトロの協力を得て、海外のバイ
ヤー等を招聘し、国内事業者等に対して今後の輸出にあ
たってのポイントについてのセミナーを実施。H27年6月の東
北開催では、4カ国の海外バイヤーによるセミナー・商談会
を実施した（仙台（H27年6月 東北復興水産加工品展示商
談会）、九州（H27年11月））。

➢

➢

水産物・水
産加工品
輸出拡大
協議会
ジェトロ

5カ国の海
外バイ
ヤーによ
るセミ
ナー・商談
会を2回実
施

➢ 海外バイヤーに対し、日本産
水産物・水産加工品の評価
をより高いものにするために
も、今後も継続的に取り組む
ことが必要ではないか。

➢ ジェトロが、水産品専門見本市において、ジャパンパビリオ
ンを設け、日本産水産物の一体的な販路拡大を実施する。
H27年3月の香港の見本市で、日本真珠輸出組合との連携
で6年連続してジャパン・パール・パビリオンを出展した。
　・H27年3月 米国Seafood Expo North America
   （出展者数：10社）
　・H27年3月 香港Int'l Diamond, Gem & Pearl Show
   （5社・１団体：計100社）
　・H27年4月 ベルギーSeafood Expo Global(SEG)
　　(13社：前年度出展者数を倍増）
　・H27年11月 中国青島Seafood Expo（9社）

➢ ジェトロ 水産品専
門見本市
へ3回、
パールの
世界的見
本市に出
展
H27年4月
ベルギー
のSEGで
は前年比
2.5倍の成
約
H27年11
月中国青
島では前
年比　11.8
倍の成約

➢ ジェトロが、水産品を含む食品総合見本市への出品支援
と、国内商談会でのマッチング支援を実施する。アグリフー
ドエキスポ、シーフード・ショーに併せ13カ国から17社のバイ
ヤーを招聘。うち、水産品に関心があるバイヤーは8カ国、9
社で、東京のほか、青森、長崎に移動し、現地の視察と商
談を実施。

➢ ジェトロ アグリフー
ドexpo,
シーフード
ショーに併
せて商談
会を実施

➢ まだ海外との取引に距離感
をもつ地方企業にとって現地
（地方）での商談・加工施設
等の視察は、相互の信頼を
深めるためより効果的ではな
いか。

【ジェトロとの連携強化】

➢ 引き続き、輸出拡大協議会と
ジェトロの連携により事業者
支援の枠組みを継続し、輸出
に取り組む事業者へのきめ細
やかなサポートを実施する。
特に輸出拡大協議会が単独
で実施するセミナー等は商談
に繋がらないことからジェトロ
の連携をさらに強化していく。

現地ネットワー
クやノウハウの
蓄積を活かした
継続的なサポー
ト
重点国・地域へ
の進出に必要な
情報の提供や
売込手法の提
案

輸出拡大協議会とジェ
トロの連携による事業
者支援の枠組みを継
続し、輸出に取り組む
事業者へのきめ細や
かなサポートを実施。

水産見本市においてジャパ
ンパビリオンを設定すること
で、オールジャパンのブラン
ドをBtoB向けに広報・集客効
果をより高めることができた。
また、出展者全てがHACCP
取得済みのため、海外バイ
ヤーの信頼を獲得するととも
に、はまち、ほたて、うなぎ製
品などの品目を中心に大き
な成約を上げた。4月のＳＥＧ
では出展規模を前回の倍増
し、12億円（前回比2.5倍）、
11月の中国青島漁業博では
バイヤーのニーズに応えられ
る豊富な調達能力を持つ事
業者の出展があり、約28億
円（同11.8）倍の成約（見込み
含）を上げた。香港パール
ショーH28年もH27年と同規
模の出展面積を確保し、H27
以上の成約額を目指すととも
に、日本産真珠のブランド力
をさらに海外のインフルエン
サーに打ち込むため、ネット
ワーキングイベントが必要で
はないか。

➢
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輸出戦略上の
対応方向

現状値

輸出拡大方針（Plan）

対応方向（Act）
活動内容 実施主体

水産物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）

➢ ➢ ・輸出拡大協議会が平成27年度に実施する国内検討会や
マーケティングの結果をとりまとめた報告書を作成し、事業
者等に広く配布するとともに、報告会を開催する。(2016年3

月に実施予定)

➢ 水産物・水
産加工品
輸出拡大
協議会

➢ マーケティング調査結果から
有望と判断された英国、タ
イ、マレーシアは今後の取組
先として強化すべきでない
か。

➢ マーケティング調査の結果か
ら英国、タイ、マレーシアは有
望であり輸出の取組を強化す
る。

➢ 大日本水産会とジェトロの共催により、2月アグリフード
Expo/シーフードショー（大阪）を開催し、広報展示や海外バ
イヤー商談会・工場訪問をアレンジを実施した。また、水産
物の重点市場であるアフリカのコードジボアールからサブサ
ハラ地域では初めてバイヤーを招聘した。中国漁業博で
は、水産物のフィレやホタテなど現地で輸入者が加工のつ
ぶしが効くため、加工度の低いものへの引き合いが強いこと
がわかった。

➢

➢

➢ 未開拓の有望地域への商流
構築に向け、引き続き、品質
管理体制の確立、産地間連
携の支援、ジェトロを通じたサ
ポート等を継続的に実施す
る。

➢ 展示会・商談会等イベントに参加した海外バイヤーや国内
事業者に調査票を配布・聞き取り等で、商品に対するバイ
ヤーの評価、国内事業者が得た商品開発のヒントや改良点
を確認し、その後の活動に活かした（H27年8月アグリ・シー
フードショー（東京）、H27年10月フードエクスポ(九州）への
参画など）。

大日本水
産会
ジェトロ

【ベストプラティクスの構築に
向けた活動】

商談会を1
回開催。
シーフード
ショーのう
ち水産品
専門のバ
イヤーを
長崎と青
森に派遣
し、現地で
商談会を
実施。

➢ H27年2月アグリフードExpo/
シーフードショー（大阪）での
商談件数は252件に上り、水
産物のコンテナ単位での取
引を希望する商談が多くみら
れた。H27年8月のアグリフー
ドExpo/シーフードショーの商
談は423件で水産物・同加工
品、刺身・寿司用など加工度
の低い商品に関心が高かっ
た。商談会の機会を有効に
活用するために、調達したい
魚種・加工度等を事前にバイ
ヤーへのヒアリング等を実施
するとともに、事業者側も取
引量や金額をバイヤーに事
前に提示するなどして、マッ
チング効果を高めることがで
きるのではないか。
現地バイヤーが商談会を通
じて直接商品を目利きできる
ことが大きなメリットであると
いう声があるとともに、日本
の水産物が現地の食習慣に
馴染むよう、よりローカライズ
したレシピを開発する必要が
あるという声もあった。

生産者・流通・
小売業者等が
連携した水産物
輸出のビジネス
モデルの構築

品質管理体制の確立、
産地間連携の支援、
ジェトロを通じたサポー
ト等を継続的に実施
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