水産物のＰＤＣＡシート
輸出拡大方針（Plan）
輸出戦略上の
対応方向

実績（Do）

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

活動内容

実施主体

輸出相手国へ 【原発事故にかかる対応】
の働きかけ等
➢ 引き続き、原発事故に ➢ 引き続き、原発事故に伴う輸入規制の緩和・撤廃に向けて ➢ 農林水産
(原発事故に伴
韓国等の重点国を中心に働きかけを実施した。
省
伴う輸入規制の緩和・
う輸入規制の緩
撤廃に向けて韓国等
和・撤廃に向け
の重点国を中心に働き
て、科学的根拠
かけを実施
に立った対応を
要請する等）

【その他規制への対応】
➢ 引き続き、輸出先国に ➢ 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 ➢ 農林水産
省
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
おける各種規制への対
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
応を継続
要に応じて働きかけを実施。

現状値

定性評価

H27年５ ➢ 水産物のモニタリング検査等 ➢ 引き続き、原発事故に伴う輸
入規制の緩和・撤廃に向けて
を通じて安全性を確保すると
月、タイが
韓国等の重点国を中心に働
ともに、各国・地域に対して、
規制を撤
きかけを実施する。
科学的データをもとに
廃。
WTO/SPS委員会等の様々な
H27年８
国際会議の場も活用して輸
月、ロシア
入規制の撤廃・緩和を働きか
が規制を
けることが重要ではないか。
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。
➢ インドネシアやインド向け輸 ➢ 引き続き、輸出先国における
衛生証明書等各種規制への
出にあたっては、衛生証明書
対応や、フグの輸出解禁等に
の添付が求められていること
向けた働きかけを実施する。
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
輸出拡大方針（Plan）
輸出戦略上の
対応方向
品質管理体制
の確立（対米・
対EU向け
HACCP取得の
促進等）

実績（Do）

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

活動内容

実施主体

【EU・HACCP認定取得施設
数の拡大】
➢ 厚生労働省（都道府県 ➢ 輸出拡大協議会が、欧州委員会の担当官等を招へいし、 ➢ 水産物・水
等）での認定に加え、
産加工品
EU・HACCPに関する事業者等を対象としたセミナーを実施
水産庁も認定主体とな
輸出拡大
（H28年2月17日）。
り、水産加工施設の対
協議会
EU・HACCP認定を行う
（平成26年度10月より ➢ 大日本水産会とジェトロの共催により国内HACCP入門セミ ➢ 大日本水
業務開始）ことや、
産会
ナーを開催する（15回：釜石、福岡、京都、那覇、大阪、下
HACCP講習会の開催
関、横浜、境港、津、焼津、薩摩川内、浜田、仙台、富山、 ➢ ジェトロ
等により、対EU・
金沢）。セミナーは、輸出の現状、ジェトロによる輸出の流
HACCP認定取得水産
れ、留意すべき輸出条件の詳説を内容とする「水産物輸出
加工施設数の拡大を
の基礎知識」、大水によるHACCP取得の必要性と初歩の手
図る。
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）。
➢ 大日本水産会が、HACCP認定加速化支援事業（水産庁補 ➢ 大日本水
産会
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））。
➢ 農林水産
➢ 水産庁及び厚生労働省（都道府県等）により、対EU・
省
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)）。
➢ 厚生労働
省
➢ 大日本水産会及び厚生労働省（都道府県等）により、対米・ ➢ 大日本水
産会
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））。
➢ 厚生労働
省

現状値

定性評価

対EU・
HACCP認
定施設数
41（H27年
12月末時
点）
➢ 今後に向けて海外のみなら
対米
ず国内でも衛生管理の対応
HACCP認
で必要となる動きであり、意
定数
識構築に役立ったとの評価
281（H27
（沖縄）があり、各地でよりき
年12月末
め細かい実施が必要でない
時点）
か。
大日本水
産会とジェ
➢ HACCP認証への関心が高
トロが連携
まっており、定員オーバーと
し輸出基
なる講習会も複数回でてき
礎・
た。受講者が帰社後に社内
HACCP入
研修をしたいというニーズが
門セミナー
ある。
を19回開
催（H27年 ➢ 水産庁による認定開始等に
より、一定の認定加速化が図
1月～12
られているが、輸出促進に向
月）
け更なる認定施設数の増加
が必要である。
➢ 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。

水産物のＰＤＣＡシート
輸出拡大方針（Plan）
輸出戦略上の
対応方向

実績（Do）

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

活動内容

迅速な証明書発 【証明書発行の迅速化】
行体制の構築
➢ 重要国向け衛生証明 ➢ 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。
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。

実施主体

➢ 農林水産
省
➢ 厚生労働
省
➢ 地方自治
体

【品質保持技術の向上】
品質保持（冷
凍・解凍・一次
➢ 引き続き、生産・流通 ➢ 有識者の参加を得た国内検討会において、品質保持技術、 ➢ 水産物・水
加工）技術の向
産加工品
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
段階における品質保持
上
輸出拡大
新の情報収集及びその実現可能性を検討した。
技術の向上の取組を
協議会
継続
➢ 事務局

現状値

定性評価

➢ 電子証明システムの導入を ➢ 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
スムーズに行うために、輸出
速な発行を実施するとともに、
事業者への早期の周知や資
受取窓口の拡充により輸出
料作成等を行う必要がある。
事業者等の利便性向上を図
る。

➢ 品質保持にあたっては、国内 ➢ 引き続き、生産・流通段階に
おける品質保持技術の向上
における冷凍技術に加えて、
の取組を具体的な相手国を
輸出先国・地域における解凍
設定した上で継続する。
技術についても同様に重要
技術の向上に加えてＰＲを冷
であり、これら技術の開発及
凍ブリを例に解凍技術の講習
び実用化の推進が必要であ
や料理メニューの提示を実施
り、香港、中国、ロシア等相
する。
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。

水産物のＰＤＣＡシート
輸出拡大方針（Plan）
輸出戦略上の
対応方向

実績（Do）

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

活動内容

実施主体

養殖生産物をは 【輸出体制の整備等】
じめとする日本
の魚のブラン
➢ 水産物の輸出団体を ➢ 日本産水産物のPRパンフレットを作成した。
➢ 水産物・水
ディング
設立し、当該団体の下
産加工品
で、季節に応じた様々
輸出拡大
な魚種の組合せによる
協議会
周年供給体制の実現
や、日本産水産物の認 ➢ 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 ➢ 水産物・水
知度向上・ブランディン
産加工品
た（EU、東南アジア、中国等で実施予定）。このうち、H27年5
グ、有望国のマーケ
輸出拡大
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
ティング等の取組を継
協議会
てセミナーを開催し、ＰＲを実施した。
続。

現状値

プロモー
ション活動
を20回実
施

定性評価

➢ 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
➢ 日本産水産物のブランディン
合せによる周年供給体制の
グを進める上で養殖魚と天
実現、健康面や環境への配
然魚との違いや産地ブランド
慮の観点からの訴求方法に
との関係性について検討す
ついて検討を実施する。
る必要がある。
また、引き続き、健康面の観
点など日本産水産物の特性
➢ 今後もジェトロのサポートを
等を生かしたＰＲや他の品目
得つつ、各品目団体との連
団体との連携によるＰＲを実
携を通じ、一体的に取り組む
施。取組に当たっては、Web
ことが必要ではないか。
サイトも活用しつつ、メッセー
ジを効果的に伝えていく。
➢ 【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。

➢ 輸出拡大協議会の取組の一環として、H27年 10月にロシ ➢ 水産物・水
産加工品
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
輸出拡大
の水産物とコメ・日本酒をセットでのＰＲを実施した。
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 ➢ 水産物・水産加工品輸出拡大
協議会の活動内容、成果を広
大協議会の活動状況を広く
く国内関係者に周知し、オー
国内関係者に周知していく必
ルジャパンの取組を推進す
要があるのではないか。
る。
➢ 【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。

水産物のＰＤＣＡシート
輸出拡大方針（Plan）
輸出戦略上の
対応方向
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

実績（Do）

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

活動内容

実施主体

現状値

定性評価

➢ 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 ➢ 水産物・水
産加工品
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
輸出拡大
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 ➢ 協議会
事務局
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。

➢ シンガポールでは産地や魚 ➢ H27年の結果を受けて対象国
を決め、そこに相応しい魚種
種の旬等に配慮した周年供
に絞り込んで、引き続き産地
給体制が一定の成果を得た
間連携などの方策等を検討
ので、今後も対象国や魚種を
する。
念頭に方策検討を継続すべ
きでないか。

➢ 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。

➢ 【地方】資源管理にも力を入 ➢ 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
れていかないと、輸出目標の
シアへの輸出の取組を強化
3,500億円の達成は難しいの
する。
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。

➢ 水産物・水
産加工品
輸出拡大
協議会

水産物のＰＤＣＡシート
輸出拡大方針（Plan）
輸出戦略上の
対応方向

実績（Do）

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

活動内容

実施主体

現地ネットワー 【ジェトロとの連携強化】
クやノウハウの
蓄積を活かした
➢ 水産物・水
➢ 輸出拡大協議会とジェ ➢ 輸出拡大協議会が、ジェトロの協力を得て、海外のバイ
継続的なサポー
トロの連携による事業
産加工品
ヤー等を招聘し、国内事業者等に対して今後の輸出にあ
ト
者支援の枠組みを継
輸出拡大
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
重点国・地域へ
続し、輸出に取り組む
協議会
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
の進出に必要な
事業者へのきめ細や
を実施した（仙台（H27年6月 東北復興水産加工品展示商 ➢ ジェトロ
情報の提供や
かなサポートを実施。
談会）、九州（H27年11月））。
売込手法の提
案
➢ 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 ➢ ジェトロ
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
➢ 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。

現状値

定性評価

5カ国の海 ➢ 海外バイヤーに対し、日本産 ➢ 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
水産物・水産加工品の評価
外バイ
支援の枠組みを継続し、輸出
をより高いものにするために
ヤーによ
に取り組む事業者へのきめ細
も、今後も継続的に取り組む
るセミ
やかなサポートを実施する。
ことが必要ではないか。
ナー・商談
特に輸出拡大協議会が単独
会を2回実
で実施するセミナー等は商談
施
に繋がらないことからジェトロ
水産品専 ➢ 水産見本市においてジャパ
の連携をさらに強化していく。
ンパビリオンを設定すること
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

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。

アグリフー ➢ 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
ドexpo,
（地方）での商談・加工施設
シーフード
等の視察は、相互の信頼を
ショーに併
深めるためより効果的ではな
せて商談
いか。
会を実施

水産物のＰＤＣＡシート
輸出拡大方針（Plan）
輸出戦略上の
対応方向

実績（Do）

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

活動内容

実施主体

生産者・流通・ 【ベストプラティクスの構築に
小売業者等が 向けた活動】
連携した水産物
➢ 品質管理体制の確立、 ➢ ・輸出拡大協議会が平成27年度に実施する国内検討会や ➢ 水産物・水
輸出のビジネス
産地間連携の支援、
産加工品
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
モデルの構築
ジェトロを通じたサポー
輸出拡大
者等に広く配布するとともに、報告会を開催する。(2016年3
ト等を継続的に実施
協議会
月に実施予定)
➢ 大日本水
➢ 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
産会
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 ➢ ジェトロ
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。

➢ 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）。

現状値

定性評価

➢ マーケティング調査結果から ➢ 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
有望と判断された英国、タ
望であり輸出の取組を強化す
イ、マレーシアは今後の取組
る。
先として強化すべきでない
か。
商談会を1 ➢ H27年2月アグリフードExpo/ ➢ 未開拓の有望地域への商流
シーフードショー（大阪）での
回開催。
構築に向け、引き続き、品質
商談件数は252件に上り、水
シーフード
管理体制の確立、産地間連
産物のコンテナ単位での取
ショーのう
携の支援、ジェトロを通じたサ
引を希望する商談が多くみら
ち水産品
ポート等を継続的に実施す
れた。H27年8月のアグリフー
専門のバ
る。
ドExpo/シーフードショーの商
イヤーを
談は423件で水産物・同加工
長崎と青
品、刺身・寿司用など加工度
森に派遣
の低い商品に関心が高かっ
し、現地で
た。商談会の機会を有効に
商談会を
活用するために、調達したい
実施。
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。

